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（写真）カプリレス氏ツイッター “カプリレス元ミランダ州知事 ベネズエラの現状に対する認識を表明” 

 

 

２０２０年８月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長とカプリレス元知事 近日中に議論 

～経済制裁と選挙不参加方針を非難～」 

「Thays 氏 グアイド議長の役職任命を拒否」 

「Heroes de la Saludos １００ドル支給開始」 

経 済                     

「カルドン製油所 稼働再開」 

「CENDA ７月の基礎食料費 先月比１５％増」 

社 会                     

「殺人容疑で FAES 職員６名を逮捕」 

「CANTV ３０％はインターネット不通」 

２０２０年８月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「マルコ・ルビオ 軍事介入を進言？ 

～副大統領と国務長官 軍事介入に否定的～」 

「Datanalisis グアイド議長の支持率は１７％」 

「ポンペオ国務長官 イランとの武器取引に言及」 

「民主党顧問 バイデン氏のベネズエラ政策予見」 

経 済                    

「グアイド政権の中銀総裁 辞任を表明」 

「経済専門家 １０月からガソリン危機を予見」 

社 会                     

「コタ９０５で治安部隊と犯罪グループが衝突」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年８月２４日～８月２５日報道            No.４８９   ２０２０年８月２６日（水曜） 

2 / 7 

 

２０２０年８月２４日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長とカプリレス元知事 近日中に議論     

     ～経済制裁と選挙不参加方針を非難～」       

 

８月１９日 グアイド議長は、主要な野党政治家らに対

話を呼びかけ、統一した方針を導き出すよう提案した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

グアイド議長は１０日以内に主要政治家らと協議を行

い、結論を出すとしている。 

 

グアイド議長から名指しで対話を呼びかけられている

のは、 

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 

の１０名。 

 

この名指しで対話を呼びかけられた中で、政治家として

（良い意味でも悪い意味でも）存在感が強いのは、マリ

ア・コリナ・マチャド VV 党首とレオポルド・ロペス VP

党首とエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事の３名だ

ろう。 

 

この３名は２０１２年に行われた大統領選で野党の統

一候補としてノミネートされた３名。２０２０年になっ

てもこの３名が野党の方針を左右する状況に変わりは

ないのだろう。 

この３名のうちエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事

は近日中にグアイド議長と協議を行うと報じられてい

る。 

 

また、グアイド議長との協議に当たり、カプリレス元知

事は現状に対する認識を表明する文章を公表した。 

 

彼の主張の詳細は本日付けの「ウィークリーレポート

No.163」で確認されたい。 

 

要旨を説明すると、カプリレス元知事は現在の主要野党

が示している方針には概ね反対の意見を持っている。 

 

具体的には、国民生活に悪影響を与えるような経済制裁

には反対（ガソリン不足の問題などを指摘）。 

 

選挙へ投票しないよう呼びかけるのではなく、投票する

ために必要な条件を勝ち取るために戦うべきとのスタ

ンスを示している。 

 

また、「野党は野党であり、政権は取っていない」とし

て、（はっきりと言及していないが）暫定政権という幻

想を抱かせるべきではないとの考えを示唆した。 

 

なお、グアイド議長は野党政治家以外に市民団体などと

協議する予定で、今後協議を予定している団体名を公表

した（次ページ参照）。 

 

協議予定者として挙がっている名前は、教会、学生団体、

労働組合、農業従事者、国会議員、詐欺選挙に参加する

べきではないと考えている政治家、亡命最高裁、昔の外

交官、労働組合、経済団体など。 

 

なお、協議予定期間は８月２４日～９月１日までと書か

れており、必ずしも１０日以内に結論を出すとは決まっ

ていないようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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（写真）グアイド議長ツイッター 

“８月２４日～９月１日までの協議予定団体リスト” 

 

「Thays 氏 グアイド議長の役職任命を拒否」         

 

上記の通り、グアイド議長は様々な団体・政治家らと統

一した方針を導き出すための協議を進めている。 

 

その中でグアイド政権は、政治分野、市民分野などセク

ター毎に担当者を任命しており、「学術・ジャーナリス

ト分野（Sector de Academia）」の担当としてベネズエラ

人ジャーナリストでラジオ番組「Buen Provecho」の司

会を務める Thays Peñalver 氏を任命した。 

 

この任命について、Thays Peñalver 氏のツイッターで 

「グアイド大統領が私を担当に任命してくれたことに

感謝する。しかし、個人的な理由によりこの申し出は断

りたい。私は２０年間、議会と離れて働いてきた。私は

自分の居場所を守る。自身の居場所を守るために誰かの

任命や役職は必要ない。」 

と投稿した。 

 

Thays 氏は、グアイド議長が任命を発表した翌日にその

役職を断っている。 

 

つまり、グアイド政権は Thays 氏の意向を確認するこ

となく「学術・ジャーナリスト分野（Sector de Academia）」

の担当として Thays 氏を任命したと考えられる。 

 

この点について、グアイド議長に反感を持っているグル

ープから「本人の意思を確認することなく役職を任命す

るとは、グアイド政権はどこまで無能なのだ」と非難の

声が上がっている。 

 

 

（写真）Thays Peñalver 氏ツイッターより 

 

「Heroes de la Saludos １００ドル支給開始」                  

 

８月２０日 グアイド議長は、８月２４日から国営病院

の医療従事者に対して３カ月にわたり月１００ドルを

給付すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.487」参照）。 

 

８月２４日 グアイド議長は、送金プラットフォーム

「Airtm」を通じた１００ドルの給付が始まったと説明

した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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なお、マドゥロ政権は CANTV や Digitel が提供するイ

ンターネットサービスを通じた「Airtm」へのアクセス

を妨害している 

 

しかし、VPN を通じて妨害を回避できるようで、その

回避手段についてもツイッターでアナウンスしている。 

 

 
（写真）グアイド議長ツイッター 

“給付金支給開始の発表、VPN の使用方法を説明” 

 

経 済                        

「カルドン製油所 稼働再開」              

 

「ロイター通信」は、PDVSA がカルドン製油所でのガ

ソリン精製を再開したと報じた。 

 

この情報は、石油分野の関係者５名から確認をした情報

としている。 

 

 

PDVSA 労働組合のイバン・フレイタ秘書官は、カルド

ン製油所は８月２０日に再開し、現在はオクタン価９０

（レギュラー）のガソリンを精製していると述べた。 

 

「CENDA ７月の基礎食料費 先月比１５％増」         

 

８月２４日 物価の調査をしている民間団体「CENDA」

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。 

 

「DENDA」は「CENDAS-FVM」よりも低所得者層を

対象にした物価調査を行っている。 

 

「CENDA」によると、２０年７月の基礎食料費は BsS.

４７，５１９，２５２．７３。６月は BsS.４１，３８６，

６４４．１７だったので、BsS.６，１３２，６０８．５

６（１４．８％）上昇したことになる。 

 

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

のでドル換算すると２００．２６ドルになる。 

 

なお、Cendas-FVM は７月のインフレ率について３１．

５％（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」）。国会は５５．

１％としていた。CENDA の数字はこの２団体の調査よ

りも低いことになる。 

 

（写真）CENDA 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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社 会                        

「殺人容疑で FAES 職員６名を逮捕」           

 

８月２４日 スリア州にある与党系の小規模テレビ局

「Guacamaya TV」の関係者２名を殺害した容疑で国家

警察「特別機動部隊（FAES）」の職員６名が逮捕された。 

 

殺されたのは Andres Eloy Zacarias 氏（３３歳・男性）

と Victor Torres 氏（２９歳・男性）。 

 

Anrez Eloy 氏は「Guacamaya TV」の労働者で Victor 

Torres 氏は「Guacamaya TV」のオーナーの息子だった。 

 

検察庁は、殺人に関与したとして FAES に所属する José 

Salas 氏、Néstor Olano 氏、Nerio Álvarez 氏、Andrés 

Díaz 氏、José Moreno 氏、José Contreras 氏の拘束を命

じた。 

 

警察を管轄するネストル・リベロール内務司法平和相も

検察庁の指示に従い、捜査に協力するとしている。 

 

「CANTV ３０％はインターネット不通」                  

 

カラカス北部前線防衛隊のカルロス・フリオ・ロハス氏

は、国営通信局「CANTV」のインターネットと電話回

線で異常が生じていると警鐘を鳴らした。 

 

ロハス氏によると、現在カラカスの３０％はインターネ

ットと電話が使用できないという。 

 

特に雨期に入ってから回線の異常が深刻化していると

いう。 

 

 

 

 

 

２０２０年８月２５日（火曜）              

政 治                         

「マルコ・ルビオ 軍事介入を進言？         

  ～副大統領と国務長官 軍事介入に否定的～」        

 

米国の政治系メディア「La Politica Online」は、共和党

のマルコ・ルビオ議員がトランプ大統領に対して１１月

の大統領選前にベネズエラへ軍事介入を承認するよう

進言していると報じた。 

 

ルビオ議員は、キューバ系移民で、キューバ、ベネズエ

ラ問題についてトランプ政権で強い影響力を持つ人物。 

 

ただし、ベネズエラの政権交代は暗礁に乗り上げており、

「ルビオ議員の方針が間違いだった」との認識がホワイ

トハウス内では広がっているとの噂もある。 

 

「La Politica Online」によると、ルビオ議員は、トラン

プ大統領がベネズエラへの軍事介入を承認することで、

フロリダ州のラテン系有権者の多くがトランプ大統領

に票を投じると提案しているようだ。 

 

ただし、ルビオ議員の障害になっているのはポンペオ国

務長官とペンス副大統領だと補足。 

 

両名はベネズエラへの軍事介入を全く選択肢にいれて

いないという。 

 

「Datanalisis グアイド議長の支持率は１７％」           

 

世論調査会社「Datanalisis」のルイス・ビセンテ・レオ

ン社長は、直近のアンケート結果を公表。 

 

グアイド議長の支持率は１７％しかなかったことを明

らかにした。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年８月２４日～８月２５日報道            No.４８９   ２０２０年８月２６日（水曜） 

6 / 7 

 

マドゥロ大統領の支持率は１３％。 

グアイド議長よりも低いが両名の支持率はそこまで大

きく違わない。 

 

なお、故チャベス元大統領の支持率は５０％だったとい

う。 

 

また、「今後３カ月の間に政権交代が出来ると思うか？」

との質問について、「政権交代が出来る」と回答したの

は２７％だったとしている。 

 

「ポンペオ国務長官 イランとの武器取引に言及」         

 

８月２１日 コロンビアのドゥケ大統領は、マドゥロ政

権がイランからミサイルの購入を検討していると訴え

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.488」参照）。 

 

この発言を受けて、米国のポンペオ国務長官は自身のツ

イッターで 

「非合法なマドゥロ政権がイランから殺傷兵器の購入

を検討していることは不思議なことではない。 

これこそが我々がイランに制裁を科している理由だ。米

国はイランの武器取引を制裁で禁止している。我々はこ

の制裁を順守させる。」 

と投稿した。 

 

マドゥロ大統領は、この訴えを受けて「イランからの武

器購入は考えていなかったが、良い案だ」として、ロペ

ス国防相に対してイランからの武器購入について検討

するよう指示した。 

 

また、イラン外務省の Said 報道官は、「ベネズエラ政府

からミサイル購入の相談を受けたことはこれまで一度

もない」と回答している。 

 

 

 

「民主党顧問 バイデン氏のベネズエラ政策予見」         

 

「AFP 通信」は、民主党バイデン候補の対ベネズエラ方

針について米国の政治専門家らの意見を報じた。 

 

専門家らの見解をまとめると、バイデン氏は 

「制裁については諸外国と足並みを揃える」 

「対話回帰」 

を対ベネズエラ方針とするようだ。 

 

他方、バイデン氏はトランプ大統領と同じく、マドゥロ

大統領は独裁者で１８年の大統領選は不正選挙との認

識を示し、自由で公平な選挙を通じた政権交代を求めて

いくとしている。 

 

制裁について、オバマ政権下で南米地域の担当補佐官を

務めたファン・ゴンサレス氏は、 

「トランプ政権による対ベネズエラ方針に関しては、一

方的な制裁政策を拒絶している。米国は他国と協調しベ

ネズエラ問題を解決するべき」 

と述べている。 

 

（バイデン候補はオバマ政権で副大統領を務めた人物

なので、基本的な外交方針はオバマ大統領時代と同じも

のになるとの観測が強い） 

 

他、「政治経済研究センター（Cepr）」のラウラ・カール

セン氏は、「現在の制裁について見直しを行うだろう」

との見解を示した。 

 

また、対話についても国連やメキシコ・アルゼンチンら

の見解に耳を傾け対話での政治問題解決を模索する可

能性があるとした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b1c8d277a79e4cf240753e60f70fc25.pdf
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経 済                       

「グアイド政権の中銀総裁 辞任を表明」            

 

８月２５日 グアイド政権が中央銀行総裁に任命した

リカルド・ビジャスミル氏は、自身のツイッターで中央

銀行総裁を辞任する意志を示した。 

 

「昨日まで私は中央銀行の総裁の役職を担うことが出

来たことを誇りに感じている。私に対して信頼を置いて

くれたことに感謝する。また、私に対して多大な協力意

志を示してくれた仲間と会計監査総長に感謝する。 

戦いは続く。私は、いつでも求めに応じる。」 

と投稿した。 

 

ビジャスミル氏は、１９年７月１６日に中央銀行総裁に

任命された（「ベネズエラ・トゥデイ No.318」）。 

 

ビジャスミル氏は、英国に保管している中央銀行の

GOLD の裁量権についてマドゥロ政権側の中央銀行と

争いグアイド政権側の勝訴を勝ち取っていた（マドゥロ

政権側が再審を求めているため、まだ最終的な結論は出

ていない）。 

 

また、ベネズエラ政府・PDVSA が発行した債券や

CITGO の扱いについては元 BofA のリサーチャーで経

済専門家のフランシスコ・ロドリゲス氏と衝突。 

 

ロドリゲス氏をマドゥロ政権の協力者と非難していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.457」参照）。 

 

「経済専門家 １０月からガソリン危機を予見」         

 

米国政府は、ディーゼル燃料と原油の物々交換などを条

件に PDVSA との取引を許可している外国の石油事業

者らの取引を１０月以降禁止することを検討している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

石油分野の経済専門家レオナルド・ブニャック氏は、仮

に米国が、Repsol、Eni、Reliance、タイの石油事業者の

許可を１０月から停止するのであれば、ガソリン事情は

危機的なものになると警鐘を鳴らした。 

 

現在、ベネズエラは曲がりなりにも日量４０万バレル前

後の原油輸出が出来ているが、これら４社との取引が禁

止されれば輸出が大きく減少するとした。 

 

また、国内の貯蔵施設の容量は既に限界に達しており、

輸出が出来なければ生産が更に減るとした。 

 

なお、前述の４社以外に小規模な石油事業者１０社ほど

が引き続き PDVSA と取引をしているようで、４社との

取引が停止した場合、PDVSA は残りの１０社との取引

に注力することになるとコメントした。 

 

社 会                       

「コタ９０５で治安部隊と犯罪グループが衝突」            

 

８月２５日 カラカスの主要道路「Cota９０５」ラ・ベ

ガ地区で、カラカス警察、国家警察（PNB）、犯罪科学

捜査班（CICPC）、特別機動部隊（FAES）らと武装した

犯罪グループとの激しい銃撃戦が起き、少なくとも

FAES の職員ヘスス・パラシオ氏が死亡、他にも複数の

治安当局職員が負傷し病院に運ばれた。 

 

報道によると、銃撃戦のきっかけは、犯罪者グループが

同地域にある警察施設に保管されている武器を盗もう

とし、それを警察が発見し、銃撃戦になったという。 

最終的に上層部の指示により警察らが撤収し、治安部隊

が先に現場から離れたという。 

 

衝突があった地域は、カラカス旧市街地の中でも特に治

安の悪い地域とされている。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03ff6a5d17e6816839c3cdbd1c1017eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf

