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（写真）グアイド議長ツイッター “全野党に団結呼びかけ、８月２４日から医療従事者へ１００ドル支給開始” 

 

 

２０２０年８月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 全野党に団結を呼びかけ 

～１０日間で統一した方針を導き出す～」 

「野党が選挙に参加すれば５０％は投票 

～グアイド議長の支持率はまだ４０％？～」 

「穏健野党 １政党を除き候補者を統一」 

「PJ 与党との関係を理由に党員４人を除名」 

経 済                     

「Cendas-FVM ７月食料費は先月比３１．５％増」 

「建設業組合 Covid-１９の影響で工事停止」 

「銀行 両替テーブルの外貨が不足」 

２０２０年８月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 医療従事者へのドル支給開始 

～マドゥロ政権 支払いを妨害か～」 

「野党議員に２年分の給料を支給」 

「Tupamaro 最高裁前で抗議行動」 

「カラボボ州知事ら Covid-１９感染」 

経 済                    

「米国政府 制裁強化を検討 

～Eni、Repsol  PDVSA 取引は１０月まで～」 

「マドゥロ政権 ガソリン再値上げを検討」 

「一般人 CADIVI に関するコメントで炎上」 
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２０２０年８月１９日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 全野党に団結を呼びかけ       

   ～１０日間で統一した方針を導き出す～」       

 

８月１９日 グアイド議長は、自身のツイッターで全野

党に対して、方針の相違を乗り越えて統一しようと呼び

かけた。 

 

グアイド議長は、今後１０日間の間に関係者で議論を行

い、合意を導き出すよう求めた。 

 

グアイド議長が具体的に言及した野党政治家の名前は、

アンドレス・ベラスケス LCR 党首、 

アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長、 

ヘンリー・ラモス・アジュップ AD 幹事長、 

マニュエル・ロサレス UNT 党首 

マリア・コリナ・マチャド VV 党首 

デルサ・ソロルサノ議員（UNT を離脱） 

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事（PJ 所属） 

フリオ・ボルヘス PJ 幹事長 

ロベルト・エンリケス Copei 党首 

レオポルド・ロペス VP 党首 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

これらの呼びかけに対して急進野党らも応じる姿勢を

見せている。 

 

急進野党のリーダー マリア・コリナ・マチャド VV 党

首は、１２月の国会議員選に参加する方針を拒絶。 

国会議員選に参加し、対話を求めるグループに対して、

その方針でどのようにマドゥロ政権を崩壊させるのか

道筋を示すよう求めた。 

また、ベネズエラの危機を克服するための唯一の手段は

外国の軍事介入だと主張した。 

 

グアイド議長が名前を挙げた政治家は基本的に１２月

の国会議員選に参加するべきでないとの方針では統一

している。 

 

この点では特に異論は出ないだろうが、代替案としてど

のようにマドゥロ政権を崩壊させるかについては見解

が定まっておらず１０日以内に何らかの合意に達する

ことが出来るか注目されるところだろう。 

 

 

（写真）DW 

“軍事介入の必要性を主張するマチャド VV 党首” 
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「野党が選挙に参加すれば５０％は投票           

  ～グアイド議長の支持率はまだ４０％？～」         

 

８月１９日 世論調査会社「Delphos」のフェリックス・

セイハ代表がインタビュー番組に出演。 

 

野党が国会議員選へ参加する場合、５０％以上の人が投

票に参加するだろうとの見解を示した。 

 

セイハ代表は、野党が示す選挙不参加の方針は「正しい

方針」との認識を示した。 

一方で「野党の問題は代替案を示すことが出来ていない

ことだ」と指摘。 

 

「国民が政権交代を期待できるような、道筋の見える具

体的な方針を示す必要がある」と主張した。 

 

また、グアイド議長は一時期と比べて大きく支持は下が

ったが、現在でも主要な野党政治家の一人で４０％超の

人が彼を支持していると述べた。 

 

個人的には「４０％超の人がグアイド議長を支持してい

る」というのは、多少語弊があるように感じる。 

 

アンケートの結果は、質問の仕方で大きく変わる。 

 

セイハ代表は、どのような質問をしたのかは述べていな

い。 

 

恐らく「グアイド支持」に回答が集まりやすい質問をし

たのではないかと想像している。 

 

 

 

 

 

 

「穏健野党 １政党を除き候補者を統一」                  

 

１２月の国会議員選に参加しない方針で主要野党らが

動いている一方で、国会議員選への参加を志向する野党

グループも存在する。 

 

選挙参加意思を示す主要な政党である「発展進歩党

（AD）」、「ベネズエラ社会主義行動党（MAS）」、「変化

党（Cambiemos）」、「キリスト教社会党（Copei）」、「変

化の希望党（EPC）」は、１２月の国会議員選で統一候

補を擁立させることで合意した。 

 

各選挙区で候補を統一することにより票が分裂するの

を防ぐことが狙い。 

 

他方、穏健野党の一角を成す「解決党（Solciones）」は

上記政党との協調を拒否。独自に５５４名の候補者を擁

立すると発表した。 

 

「Solciones」は、１８年５月の大統領選でヘンリー・フ

ァルコン AP 党首側の選挙対策班長を務めたクラウデ

ィオ・フェルミン氏が党首の政党。 

 

 

（写真）El Pitazo 

“クラウディオ・フェルミン Solciones 党首” 
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「PJ 与党との関係を理由に党員４人を除名」         

 

「第一正義党（PJ）」のミランダ州支部は、同政党に所

属する党員４名を除名すると発表した。 

 

理由について、「当該４名はマドゥロ政権との関係があ

ることを確認したため」としている。 

 

除名されたのは、ミランダ州サモラ市に所属する党員

David García 氏と Aurelio Armas 氏、プラサ市に所属す

る Leonardo Hernández 氏と Anayanci Vera 氏。 

 

４名はほとんど無名の政治家。 

 

経 済                        

「Cendas-FVM ７月食料費は先月比３１．５％増」           

 

８ 月 １ ９ 日  物 価 の 調 査 を し て い る 民 間 団 体

「CENDAS-FVM」は、２０年７月の基礎食料費（５人

家族が通常の食生活を送るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２０年７月の基礎食料費は

BsS.７３，９７０，１１７．９１。 

 

先月から BsS.１７，７２８，９９６．６６（３１．５％）

増。６月のインフレ率は１．６％だったので、７月に入

り物価が大きく高騰したと言える。 

 

１９年８月～２０年７月の１２カ月で２，１７７．８％

増となった。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の７月の並行

レート平均値は１ドル BsS.２３７，２８９．８３だった。 

同レートでドル換算すると３１１．７２ドル（先月から

３９ドル増）になる。 

 

 

 

 

「建設業組合 Covid-１９の影響で工事停止」                  

 

「ベネズエラ建設商工会（CVC）」のマウリシオ・ブリ

ン代表は、建設業界について、この８年間で大きく衰退

したと主張。１００万人の雇用を失い、外国への移民を

増やす要因の１つになったと述べた。 

 

ブリン代表によると、現在建設業界では３５０社が活動

を継続しており、うち５６．７％は Covid-１９により活

動が停止する前は何らかの建設プロジェクトに携わっ

ていたという。 

 

しかし、Covid-１９の感染拡大防止措置として建設作業

の中断を余儀なくされ、工事は停止しているという。 
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「銀行 両替テーブルの外貨が不足」                  

 

経済系メディア「Banca y Negocios」は８月に入り並行

レートが高騰している状況を報じた。 

 

「Banca y Negocios」によると、８月に入り２０日間で

並行レートは１６．７８％増加したという。 

 

７月の並行レートは１カ月間で２７．４％増だったので、

８月は７月よりも並行レートの上昇が激しいものにな

るだろうと報じた。 

 

８月１０日 中央銀行は「両替テーブル」を通じた外貨

供給を増やすと発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.483」参照）。 

 

この発表を受けて、一時的に「並行レート」の上昇は落

ち着いたが、実際には外貨供給が増えていないことが明

らかになると並行レートは再びボリバル安にシフトし

た。 

 

ドル建ての決済が普及したことでボリバル自体の需要

が減少し、ドル需要が増加していることも並行レートを

引き上げる要因になっているようだ。 

 

２０２０年８月２０日（木曜）              

政 治                       

「グアイド政権 医療従事者へのドル支給開始      

     ～マドゥロ政権 支払いを妨害か～」        

 

８月２０日 グアイド政権は、国営病院の医療従事者を

対象に３カ月にわたり月１００ドルを支給するプログ

ラム「医療の英雄たち（Heroes de la Saludo）」の現金支

給を８月２４日から開始すると発表した。 

 

 

同プログラムにより６．２万人の医療従事者が給付金を

受けることが出来るという。６．２万人が３カ月にわた

り月額１００ドルを受け取るため、１，８６０万ドルを

支出することになる。 

 

本件について最初に発表したのは４月（「ベネズエラ・

トゥデイ No.433」参照）。発表から４カ月が経過してい

た。 

 

グアイド政権の発表によると、今回の現金支給プログラ

ムは米国に凍結されているベネズエラ政府の口座から

支出されるが、口座から資金を支出するには米国の「外

国資産管理局（OFAC）」の許可が必要だったという。 

 

今回 OFAC が許可を出したことにより現金支給が可能

になったと説明した。 

 

どうやら現金支給は「Airtm」という現金送金プラット

フォームを通じて支給されるようだが、グアイド政権は

マドゥロ政権が「CANTV」「Movistar」「Supercable」

「Digitel」など国内インターネットを通じて「Airtm」

にアクセスできないよう通信妨害を開始したと非難し

た。 

 

しかし、この妨害は「VPN（仮想専用線）」を通じて回

避できると報じられている。 

 

VPN を通じてインターネット上に仮想専用線を設けて、

セキュリティ上安全な経路でデータをやり取りするこ

とができるという。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
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「野党議員に２年分の給料を支給」           

 

グアイド政権は「医療の英雄たち（Heroes de la Saludo）」

の現金支給プログラムを発表すると同時にもう１つ重

要な発表をしている。 

 

グアイド政権は、ベネズエラ人の医療対策費として４５

０万ドルの支出を OFAC に許可されたと発表。 

また、１１８万２，４３０ドルを国会の野党議員１９２

名と代理議員らに支払うと発表した。 

 

この支出は２０１６年、１７年の国会議員の給料２年分

だという。具体的な金額は国会議員が１カ月２００ドル、

代理議員が１カ月１６０ドルとしている。 

 

１９２名に対して２００ドルを２４カ月分支払うと９

２万１，６００ドル（１９２×２００×２４）。 

 

残りは２６万８３０ドルになる。 

代理議員に月額１６０ドルを２４カ月支給するという

ことは、６８名の代理議員がいることになる（２６０，

８３０÷１６０÷２４）。 

 

この金額は国会議員が受け取る金額としては極めて少

額だが、ベネズエラの状況を鑑みてどれほど国民が支持

するかは不明。 

 

なお、国会議員への月２００ドル支給に関する報道は

（少なくとも２１日時点では）国内メディアではほぼ報

じられておらず、オリジナルの発表文を見ない限り知る

ことは無いだろう。 

 

なお、４月に「医療の英雄たち（Heroes de la Saludo）」

を発表した当時、国会議員に対して手当として月５，０

００ドルを支給するとの議論が報じられ、大きな批判を

受けていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.436」参照）。 

 

 

（写真）国家通信センター（野党国会） 

“医療の英雄プログラム支給開始および 

国会議員らの給料支給発表文” 

 

「Tupamaro 最高裁前で抗議行動」         

 

与党派の政党「Tupamaro」とマドゥロ政権との対立が

鮮明になりつつある。 

 

８月１８日 最高裁は「Tupamaro」の執行幹部の交代

を命じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.486」参照）。 

 

６月には「Tupamaro」のホセ・ピント党首が未成年の

殺人に関与した容疑で逮捕されており、与党との関係が

悪化していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.459」参照）。 

 

最高裁による幹部交代の命令を受けて、「Tupamaro」の

旧幹部グループは、同決定を非難。街頭での抗議行動を

開始すると宣言していた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8149cdd99149faba11d1e835936539a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
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同宣言通り、８月２０日に最高裁本部の前で抗議行動を

実施。今回の決定への反対の意を示した。 

 

ただし、抗議行動が過激化することはなく、人数もそこ

まで多くならなかったためか大きな混乱は報じられて

いない。 

 

 

（写真）Sumarium 

 

「カラボボ州知事ら Covid-１９感染」         

 

８月２０日 カラボボ州のラファエル・ラカバ知事は、

Covid-１９に感染したと発表した。 

 

同日、大型イベント施設「ポリエドロ・デ・カラカス」

の代表に任命されたポルト・アルバレス氏（ベネズエラ

の野球選手で１４年～１５年までスポーツ相を務めた）

も Covid-１９感染を発表した。 

 

なお、PDVSA 総裁を務めているアスドゥルバル・チャ

ベス総裁は８月１９日に自身が Covid-１９に感染して

いたことを発表した。しかし、既に Covid-１９から回復

したと説明。現在は完全に健康状態だと述べた。 

 

 

 

 

経 済                       

「米国政府 制裁強化を検討               

 ～Eni、Repsol  PDVSA 取引は１０月まで～」            

 

８月２０日 「Bloomberg」は、米国政府がマドゥロ政

権への制裁強化を検討していると報じた。 

 

具体的には Eni、Repsol、Reliance など PDVSA と原油

とディーゼル燃料との代物取引を継続している石油事

業者の取引を禁止するというもの。 

 

「Bloomberg」が関係筋から入手した情報によると、８

月に PDVSA が輸出した Merey 原油の８０％は代物取

引だという。 

 

「ロイター通信」も同時期に同じ内容を報じている。 

 

「Bloomberg」は現時点では制裁強化を実施するかどう

かは決めていないと報じているが、「ロイター通信」は、

１０月に制裁が施行される（Eni、Repsol、Reliance な

どが既存の枠組みでの取引を継続できるのは１０月ま

で）可能性があると報じている。 

 

OPEC によると、２０年７月の PDVSA の原油輸出は

日量３３．９万バレル（「ベネズエラ・トゥデイ No.484」

参照）。 

 

既に十分輸出量は少ないが、制裁が強化されれば更に輸

出が減少することになるだろう。 

 

なお、米国の大統領選は１１月に予定されている。 

 

トランプ大統領が再選しない場合、対ベネズエラ方針の

変化が予見されており、追加の制裁強化は短期的なもの

になる可能性もある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
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「マドゥロ政権 ガソリン再値上げを検討」         

 

エネルギー専門誌「Petroquia」は、ベネズエラ石油省お

よび PDVSA がガソリン価格の再値上げを検討してい

ると報じた。 

 

５月３０日 マドゥロ政権はガソリン価格の改定を発

表。レギュラーガソリンは補助金付き価格の場合、１リ

ットル BsS.５，０００。補助金なしの場合、１リットル

０．５ドル。 

 

ハイオクガソリンは、補助金価格はなく、１リットル０．

５ドルとなっている。 

 

新価格を発表した当時から今後もガソリン価格を段階

的に引き上げると発表されており、これ自体は特に意外

なことではないだろう。 

 

補助金なしの価格でも１リットル０．５ドルと、国際的

に見てまだ安価と言える。 

 

イランからのガソリン輸出は米国に阻止され、ガソリン

が更に貴重になる状況で値上げは避けられないのでは

ないか。 

 

「一般人 CADIVI に関するコメントで炎上」         

 

ニュースと言うほどの内容でもないが、ベネズエラの状

況について考えさせられる記事があったので紹介した

い。 

 

一般のベネズエラ人がツイッターで投稿したコメント

に対して、反対意見をもつ人々が非難のコメントを投稿。

炎上したというニュースだ。 

 

 

 

コメントを投稿したのは Gaetano Coccorese 氏（アカウ

ント名なので本名かどうかは不明）。 

 

投稿したのは短い一文。 

「CADIVI からお金を盗らなかった人はベネズエラ人

ではない（El que no raspó cupo cadivi, no es venezolano）」 

というコメント。 

 

過去、ベネズエラに「外貨管理委員会（CADIVI）」とい

う組織があった際、外国へ旅行したり、外国の商品をイ

ンターネットで購入したりするなど外貨が必要になる

際には「外貨管理委員会（CADIVI）」に外貨を申請する

ことができた。 

 

０９～１３年頃、ベネズエラの景気がまだ良かった当時、

CADIVI を通じた外貨の交換レートは非常にボリバル

高で、外国の商品、外国への旅行は極めて安かった。 

 

また、CADIVI を通じてドルを入手すると、ドルが極め

て割安に入手できることから、外国に行く予定がないの

に CADIVI に外国に行くと虚偽の申請をして外貨を得

るなどの不正も横行していた。 

 

Gaetano Coccorese 氏のコメントは 

「ベネズエラの富の搾取はマドゥロ政権だけでなく、全

てのベネズエラ人が加担していた」 

という皮肉を含んでいる。 

 

個人的には、このコメントは一定の事実を指摘している

と思うが、野党支持者らはこの指摘を認められない。 

多くの野党支持者が Coccorese 氏のコメントに対して

「不正を働いたのは全てチャビスタだ」と全責任をマド

ゥロ政権に押し付けるコメントが殺到した。 

筆者の認識では、非難をしている野党支持者の方が

CADIVI を通じた外貨の不正入手をしていた人が多い

印象がある。 

以上 


