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（写真）最高裁判所 “１２月１１日 グアイド議長 支持政党と２０２０年の方針について協議” 

 

 

２０１９年１２月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 ２０２０年の方針を語る 

～団結を強調するも、具体的な方針は見えず～」 

「マチャド VV 党首 グアイド議長とは認識が違う」 

経 済                     

「Fedecamaras 代表 米国の制裁を非難 

～ベネズエラ企業はビジネスが出来ない～」 

「OPEC １１月の産油量は日量６９．７万バレル」 

「Tiendas CLAP 実質ドル建てで商品販売」 

社 会                     

「カラカスでもガソリン不足感拡大」 

２０１９年１２月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 来年の議長要件達成か 

カベジョ制憲議長は票が足りていないと説明」 

「モラレス元大統領 アルゼンチンへ移動」 

経 済                    

「ミランダ州知事 トルコ企業に投資要請」 

「CEPAL ２０年の GDP 成長率は△１４％」 

「PETRO アプリケーションを発表」 

社 会                     

「マラカイボ湖 汚染問題が深刻化」 

「ベネズエラ教師 ４年間で５０％が辞職」 
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２０１９年１２月１１日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 ２０２０年の方針を語る        

 ～団結を強調するも、具体的な方針は見えず～」       

 

１２月１１日 グアイド議長は、自身の次期議長就任を

支持する政党を集め２０２０年の方針について議論し

た。 

 

グアイド議長は、マドゥロ政権崩壊の目標を達成するこ

とが出来なかったとコメント。自身の失敗を謝罪した上

で、諦めるという選択肢は存在しないと主張。 

 

引き続き、自由選挙の実現に向けて、あらゆる取り組み

を続けるとした。 

 

また、１９年と２０年では状況が違うとの認識を示し、

マドゥロ政権崩壊のために思想の異なる政治団体、民間

団体、企業団体、労働組合、学生団体、宗教団体などあ

らゆる組織を巻き込んでいく必要があると説明した。 

 

率直に言って、目新しいコメントはなく、２０年にどの

ような方針でマドゥロ政権を崩壊しようとしているの

か分からない。これまでと同じような演説を繰り返した

印象を受けた。 

 

国民が持つグアイド議長の印象は悪くない。 

グアイド議長を応援したいと思う国民は多いと思うが、

政権交代の実現に向けて具体的にどのようなアクショ

ンを取るのかが説明できていない。 

 

漠然とした方針を主張し続けても国民の期待感は戻ら

ないだろう。 

 

 

 

「マチャド VV 党首 グアイド議長とは認識が違う」         

 

１２月１１日 急進野党のリーダー格であるベネズエ

ラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首は、ラ

ジオ番組に出演。グアイド議長の方針を非難した。 

 

「これまで暫定政権としてグアイド政権を支持してき

た。しかし、現在のグアイド政権と我々には大きな認識

の相違がある。 

 

以前、多くのベネズエラ人が政権交代に向けて大きな期

待を抱いていた。我々も一刻も早い政権交代のためにグ

アイド議長に手を差し伸べてきた。 

 

しかし、グアイド議長は政権交代を達成できていない。 

大きな失敗は４月３０日の自由オペレーションだと考

えている。 

 

あのイベントでグアイド議長が国民に対して送ったメ

ッセージは悲惨なものだった。 

 

マドゥロ犯罪政権との共存は倫理的に受け入れられる

ものではない。マドゥロ犯罪政権との共存は政治的な自

殺行為と同じことである。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「Fedecamaras 代表 米国の制裁を非難          

  ～ベネズエラ企業はビジネスが出来ない～」           

 

日 本 で 言 う 経 団 連 の よ う な 位 置 付 け に あ る

「Fedecamaras」のリカルド・クサノ代表は米国の経済

制裁について、「米国の制裁は故チャベス大統領が２０

０７年～０８年にかけて行った接収と同じくらいベネ

ズエラを破壊している。」 

と述べた。 
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クサノ代表は、 

「制裁が発動してから、米国の企業は制裁を恐れてベネ

ズエラの企業と取引をしなくなった。また、ベネズエラ

人は外国で口座を開設することも出来なくなった。 

 

政治的なエゴのために、全国民を苦しめることは許容で

きない。与野党は政治的な合意を結ばなければいけな

い。」 

との見解を示した。 

 

元来、「Fedecamaras」は野党の方針を支持する団体だっ

た。従って、野党が求める制裁強化について非難をする

ことは少なかった。 

 

クサノ代表は、これまでの Fedecamaras 代表よりも野

党色が薄い印象はあったが、ここまで明確に野党の方針

を非難したのは今回が初めてだろう。 

 

 

（写真）Podropedia 

”リカルド・クサノ Fedecamaras 代表“ 

 

「OPEC １１月の産油量は日量６９．７万バレル」              

 

１２月１１日 OPEC は毎月更新している原油市場レ

ポートを公開した。 

 

 

 

同レポートの第三者調べによると、１９年１１月のベネ

ズエラの産油量は日量６９．７万バレル（暫定値）。 

先月は日量６８．５万バレルだったので、先月から１．

２万バレル増加したことになる。 

 

なお、１９年１０月の６８．５万バレルも先月の６４．

４万バレルから増加しており、２カ月連続産油量が増え

ている。 

 

 
 

なお、PDVSA 自身が OPEC に報告している産油量は

日量９１．２万バレル。先月の７６．１万バレルから１

５．１万バレルも増加している。 

 

 

（写真）OPEC 
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「Tiendas CLAP 実質ドル建てで商品販売」                  

 

ベネズエラの国営スーパーだった「Abasto bicentenario」

の多くの店舗は、マドゥロ政権と関係があるコロンビア

人企業家カルロス・リスカノ氏がオーナーの「Slava 

Food」が買収した。 

 

「Slava Food」が買収した「Abasto bicentenario」の店

舗は「Tiendas CLAP」と名前を変え、スーパーマーケ

ットを続けている。 

 

「La Patilla」は、「Tiendas CLAP」の状況について報道。 

「Tiendas CLAP」では外国商品が並び、多くの商品は

ドル建てで販売されているという。店舗には「タイヤ」

「REDBULL」「牛肉」「洗濯機」などが並んでいた。 

 

 

 

（写真）La Patilla 

“「Tiendas CLAP」には様々な商品が並んでいる” 

 

社 会                         

「カラカスでもガソリン不足感拡大」             

 

地方ではガソリン不足が叫ばれて久しいが、首都カラカ

スについては優先的にガソリンが供給されており、地方

ほどひどい不足感は無いとされてきた。 

 

しかし、１２月１０日からツイッターなどソーシャルメ

ディアを通じてカラカス（Petare 地区、Terrazas del 

Avila 地区、Mesuca 地区）でもガソリン不足が報じられ

るようになっている。 

 

PDVSA 労働組合のイバン・フレイテス氏は、全国１８

州でガソリン不足が起きていると説明。 

 

特に、スリア州、ララ州、タチラ州、メリダ州、ヌエバ・

エスパルタ州、ポルトゥゲサ州、アプレ州、モナガス州

のガソリン不足は深刻で、給油するために２４時間も待

たなければいけないという。 

 

フレイテス氏は１１月３日にアムアイ製油所の稼働が

停止したと述べていた。その後も稼働率は伸び悩んでお

り、現在は日量３．５万～４万バレルを精製していると

いう。 

 

現在、ベネズエラ国内でガソリンを精製できるのはアム

アイ製油所だけで、同製油所の稼働率低下がガソリン不

足を引き起こしていると指摘した。 
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２０１９年１２月１２日（木曜）             

政 治                        

「グアイド議長 来年の議長要件達成か           

 カベジョ制憲議長は票が足りていないと説明」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.381」で２７の政党が

２０２０年のグアイド議長の再任を支持するとの声明

を発表した記事を紹介した。 

 

現地メディア「El Pitazo」は、２７政党の票を合わせる

と９２票あり、議長再任要件の過半数を超えると報じた。 

 

筆者は「大衆意志党（VP）」、「第一正義党（PJ）」、「新時

代党（UNT）」、「行動民主党」、「LCR」くらいしか議員

がいないと認識していたが、新政党の発足などもあり、

他の少数政党も数名の議員がいるようだ。 

 

「El Pitazo」によると、２７政党の議員構成は 

第一正義党（PJ）が１８議席、 

新時代党（UNT）が１４議席、 

大衆意志党（VP）が１９議席 

行動民主党（AD）が２７議席 

LCR が３議席 

Encuentro Ciudadanos が３議席 

Copei が２議席 

Projyecto Venezuela が１議席 

先住民政党が３議席 

他に２議席 

で、合計９２議席となるようだ。 

 

他方、カベジョ制憲議長は、グアイド議長が再任に必要

な定数に達していないとコメントしている。 

 

カベジョ制憲議長の見立てでは、現在グアイド議長は７

４議席しか賛成票を得ていない。 

 

 

そして、７４票でも再任が出来るようにするため、国会

規則を変更しようとしていると指摘した。 

 

具体的な変更とは、外国にいる亡命した国会議員も

Skype を使用し、投票できるようにするというもの。 

 

確かにベネズエラ国内いる議員だけであれば、７４議席

だが、外国に亡命した議員も合わせると９２票になると

いう可能性はありそうだ。 

 

「モラレス元大統領 アルゼンチンへ移動」                

 

大統領選での不正疑惑を受けて、１１月１０日に辞任を

表明したボリビアのエボ・モラレス元大統領はメキシコ

に亡命していた。 

 

１２月１２日 モラレス元大統領は、キューバ経由でア

ルゼンチンに到着した。モラレス元大統領はアルゼンチ

ンを正式な亡命先にするようだ。 

 

アルゼンチンは１２月１０日に左派政権が発足したば

かり（「ベネズエラ・トゥデイ No.381」参照）。 

 

モラレス元大統領に加えて、ガルシア・リネラ元副大統

領や元大臣などもアルゼンチンを亡命先にすると報じ

られている。 

 

（写真）Francisco A. Anselmi 記者ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１２月１１日～１２月１２日報道         No.３８２   ２０１９年１２月１３日（金曜） 

6 / 7 

 

経 済                        

「ミランダ州知事 トルコ企業に投資要請」            

 

ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、１２月９日

からトルコ（イスタンブール）を訪問している。 

 

ロドリゲス知事は、トルコ経済輸出組合（DEIK）の加

盟企業らと会合を持った。 

 

ロドリゲス知事は 

「米国の制裁により、米国以外の国がベネズエラ市場に

参入するチャンスが存在する。ミランダ州は投資に必要

な手続きの簡素化、投資家保護制度を構築するよう努め

る。」 

とトルコ企業のベネズエラ参入を求めた。 

 

 

（写真）エクトル・ロドリゲス知事ツイッターより 

 

「CEPAL ２０年の GDP 成長率は△１４％」              

 

国連のラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC、西

語名 CEPAL）は、２０２０年の同地域の GDP 成長率

の見通しを示した。 

 

 

CEPAL は、２０２０年のラテンアメリカ・カリブ海地

域の GDP 成長率は平均１．３％増と予想。 

 

アルゼンチンは△１．４％、ブラジルは１．７％増、メ

キシコは１．３％増とした。ベネズエラについては△１

４％と予想している。 

 

なお、個人的な見解だが２０２０年はベネズエラの経済

成長率はそこまで大きなマイナスにならないと考えて

いる。 

 

理由は米国政府が１９年１月に強烈な制裁を科し、１９

年のベネズエラは大きな混乱が起きたものの、最近では

経済のドル化が進み、物不足感も一時期より多少改善し

た印象があるため。 

 

ロシアの支援を受けて、原油を販売する手段も出来てお

り、産油量も１０月からやや増えていることも経済にと

ってはプラスに働くだろう。 

 

もちろん、２０年の政治環境、米国がどこまでマドゥロ

政権に圧力をかけるかがカギになるが、現在の状況が続

けば１９年比マイナス１４％ということはないと考え

ている。 

 

「PETRO アプリケーションを発表」           

 

１２月１２日 マドゥロ大統領は「PetroApp」というア

プリを発表した。 

 

このアプリを通じてクリスマスの年末ボーナスを支払

うとしており、ボーナスを受領する国民はこのアプリに

登録する必要があるようだ。 
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１２月１０日にマドゥロ大統領は年末ボーナスとして、

０．５ペトロ（３０ドルに相当）を支給すると発言して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.381」参照）。 

 

この０．５ペトロを受け取るために「PetroApp」への登

録が必要ということだろう。 

 

社 会                        

「マラカイボ湖 汚染問題が深刻化」            

 

EFE 通信は、原油流出によるマラカイボ湖の環境汚染が

深刻になっていると報じた。 

 

マラカイボ湖で漁業を営むエルネスト・ルアノ氏は、

EFE 通信に対して原油流出により甚大な悪影響を受け

ているとコメントした。 

 

エルネスト氏によると、原油流出は数年前から存在して

いたが、特にここ数カ月は深刻になっており、「採った

魚が油まみれになっている」と述べた。 

 

 

（写真）EFE 通信 

 

 

 

 

 

 

「ベネズエラ教師 ４年間で５０％が辞職」              

 

ベネズエラの教員らが加盟する「民主主義教育セクター

（UDSE）」のラケル・フィゲロア氏は、４年で５０％の

教員が辞職したと述べた。 

 

２０１５年にUDSEに登録していた教員数は５２万７，

５３８名だったが、現在は２６万３，７６９名まで減っ

たと説明。 

 

辞職者が増加した理由について給料が低すぎることを

挙げた。現在の教員の賃金は月額５～１０ドル程度で、

一カ月に必要な経費の５％を賄う程度だと説明した。 

 

また、教員だけでなく学童（小学生～中学生）も深刻な

状況にあると説明。 

 

２０１９年現在、ベネズエラの学童のうち４６％は学校

に通っていないという。理由は学生服を変えない、学費

を支払うことが出来ないなど費用的な問題だという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf

