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（写真）El Estimulo “８月１１日 キリスト教団体（CEV）、主要野党に選挙不参加について方針転換を求める” 

 

 

２０２０年８月１０日（月曜） 

 

政 治                     

「ＡＤグティエレス氏 本部占拠への関与認める 

～暴力的に占拠を試みる映像流れる～」 

「国会議員選 立候補者受付期間始まる」 

「ボリビア モラレス元大統領、小児愛疑惑」 

経 済                     

「中央銀行 両替テーブル、外貨競売量増やす 

～外貨供給量の増加受けて為替レート下落～」 

「PetroChina PDVSA 共同タンカーの所有権得る」 

社 会                     

「モロコイビーチ 原油漏れで水質悪化」 

２０２０年８月１１日（火曜） 

 

政 治                    

「キリスト教団体 主要野党に方針転換求める 

～国民の選挙権を制限するのは誤り～」 

「マチャド党首 教会の方針転換に疑問呈す」 

「欧州外交委員長 国会議員選の延期求める」 

「PCR 検査結果通知サイトを立ち上げ」 

「ドゥケ大統領 選挙資金受領で調査」 

経 済                    

「キューバの対ベネズエラ債務 １１７億ドル？」 

「産業団体 経済再建のため１７の提案」 

「７割は補助金ガソリンの販売を停止」 
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２０２０年８月１０日（月曜）             

政 治                       

「ＡＤグティエレス氏 本部占拠への関与認める    

    ～暴力的に占拠を試みる映像流れる～」       

 

８月９日 カラカス（エル・パライソ、ラ・フロリダ）

にある「行動民主党（AD）」の事務所に、武装集団が押

し寄せ、占拠されたと報じられた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.482」参照）。 

 

８月１０日 マドゥロ政権側の最高裁に AD の執行役

員に任命されたベルナベ・グティエレス氏は、AD の事

務所は前執行役員（ラモス・アジュップ AD 幹事長ら）

により放棄されていたと説明。 

 

放棄されていた事務所を機能させるため、自身の指示で

AD 党員が事務所を占拠したと述べた。 

 

また、事務所の占拠は AD 党員により行われたもので、

コレクティーボ（与党支持の武装集団）の関与はないと

説明した。 

 

ただし、AD のラ・フロリダ事務所を占拠した際の映像

が報じられており、映像を見る限りはバイクに乗った集

団が爆竹や催涙弾を投げ事務所に押し入ろうとしてお

り、AD 党員による平和的な占拠には見えない。 

 

 

（写真）VPI 

「国会議員選 立候補者受付期間始まる」             

 

１２月に予定されている国会議員選に出馬するための

立候補期間が８月１０日から始まる。 

 

立候補受付期間は８月１０日～１９日の１０日間。 

 

立候補者は最初に CNE サイトで申請を行い、その後

CNE 事務所に申請書を提出し、正式に立候補手続きが

完了する。 

 

インドラ・アルフォンソ CNE 代表は、選挙に参加でき

る政党は１０７政党あると説明。CNE の全国２４の事

務所で候補者の申請を受け付けるとした。 

 

「ボリビア モラレス元大統領、小児愛疑惑」                  

 

ボリビアのメディア「OKDiario」は、エボ・モラレス元

大統領が１４歳の少女と恋愛関係にあったとの疑惑を

報じた。 

 

「OKDiario」によると、ボリビア政府は、数週間前から

本件の調査を進めているという。 

 

少女の名前は Noemi Meneses Chavez 氏。 

０１年４月１６日生まれ、コチャバンバ出身だという。 

 

報道では、彼女がモラレス氏と親しくしている写真、彼

女の身分証明書、モラレス元大統領とのメールのやり取

り、モラレス大統領に宛てたメッセージ映像などが公開

されている。 

 

現在、モラレス元大統領はアルゼンチンに亡命している

が、この少女は複数回にわたりアルゼンチンを訪問して

いることが確認されているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e070cc15cd78fd5ade790c0df44c237.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e070cc15cd78fd5ade790c0df44c237.pdf
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経 済                        

「中央銀行 両替テーブル、外貨競売量増やす      

 ～外貨供給量の増加受けて為替レート下落～」           

 

８月９日 ベネズエラ中央銀行は、８月１０日～１４日

にかけて外貨両替システム「両替テーブル」を通じた外

貨供給量を増やすと発表した。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

外貨供給量が増えれば為替レートがボリバル高になる。 

 

ここ最近、為替レートがボリバル安に傾いており、中央

銀行として為替レートを落ち着かせたいという意図が

あると思われる。 

 

 

 

 

 

実際に今回の発表を受けて、為替レートはボリバル高に

シフトしている。 

 

様々な並行レート参考サイトの情報を集めているイン

スタグラム「enparalelovzla」が公表した８月１１日の平

均レートは１ドル BsS.２８１，２７１。前日比２．５

３％減となった。 

 

 

（写真）@enparalelovzla 

 

「PetroChina PDVSA 共同タンカーの所有権得る」         

 

８月１０日 ロイター通信は、「PetroChina」が、シン

ガポールで「PDVSA」と設立した合弁会社「CV Shipping 

Pte Ltd」が所有する大型タンカー３隻の所有権を取っ

たと報じた。 

 

「CV Shipping Pte Ltd」は２０年２月に倒産を申請し

ていた。３隻のタンカーの名前は「Junin」「Boyaca」

「Carabobo」。 
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「CV Shipping Pte Ltd」は４隻のタンカーを所有して

おり、残りの１隻は「Ayacucho」。 

 

「Ayacucho」については、「ベネズエラ・トゥデイNo.481」

で紹介した通り、チャベス政権時代に工場の接収を受け

た米国ガラスメーカー「Ol Glass Inc」（旧名 Owens-

illinois Inc）が、同タンカーをもって接収賠償金５億ド

ルを回収しようとしている。 

 

社 会                        

「モロコイビーチ 原油漏れで水質悪化」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.479」で、ファルコン州で

原油漏れが起きているとの記事を紹介した。 

 

この原油漏れにより、透明度の高い海岸として有名なモ

ロコイビーチも被害を受けていると報じられた。モロコ

イビーチはベネズエラで有名な海岸の１つで、同ビーチ

を訪問したことのある駐在員は多いだろう。 

 

社会主義環境エコロジー省の Josue Lorca 次官は、モロ

コイビーチを汚染していた９割の原油は取り除かれた

としているが、同海岸の生態系と水質に大きな悪影響を

与えると警鐘を鳴らす専門家もいる。 

 

 

（写真）@Javier Lopez 氏 

 

 

２０２０年８月１１日（火曜）              

政 治                        

「キリスト教団体 主要野党に方針転換求める      

    ～国民の選挙権を制限するのは誤り～」        

 

８月１１日 「ベネズエラ・キリスト教団体（CEV）」

は、１２月に予定されている国会議員選の投票不参加を

呼びかける主要野党に対して 

 

「投票棄権の決定は、ベネズエラ国民の権利を守る手段

を制限している。 

 

投票しないよう呼びかける行為は、人々に行動を起こさ

ないよう求めていることを意味する。これは、政治の放

棄と民意が自分たちを支持していると証明することを

諦めることを意味する。 

 

過去、全くポジティブな結果を生み出さなかった２００

５年１２月の国会議員選挙の選挙不参加と類似してい

る。」とのスタンスを示し、主要野党に対して方針転換

を求めた。 

 

８月２日 主要野党など２７の政党は、１２月の国会議

員選に参加しない意向を示していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.479」参照）。 

 

CEV は野党を支持する団体。 

これまでも主要野党と歩調を合わせており、率先して選

挙不参加を呼びかけはしないものの、野党の方針を否定

するようなことは無かった。 

 

一方、１２月の国会議員選について 

「CNE 役員の決定プロセス、特定の政治家の人権を侵

害する行為などが国会議員選の不参加を駆り立ててお

り、政治的で平和的な問題解決の妨げになっている」 

と指摘し、与党に対しても方針の転換を求めた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2014cf0beb7f54023cdea56229b8b17b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
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「マチャド党首 教会の方針転換に疑問呈す」           

 

急進野党のリーダーである「ベネズエラ主導党（VV）」

のマリア・コリナ・マチャド党首は、CEV のスタンスに

疑問を呈した。 

 

VV など急進野党に属する政党は、投票不参加の意向を

示した２７政党に名前を連ねていないが、１２月の国会

議員選に参加するべきでない方針では主要野党と一致

している。 

 

「屈することは市民のオプションではなく、教会のオプ

ションでもない。CEV がスタンスを転換した理由が理

解できない。 

 

彼らがこれまで示してきた強権・犯罪政権に対抗する強

い姿勢はどこに消えたのか？私は CEV のスタンスの転

換を強く悲しんでいる。 

 

教会は我々の尊厳ある、真実且つ正当な戦いを導く折れ

ない杖でなければならない。 

 

強権政治の罠に陥ることは、戦いに屈することを意味し、

苦しみを続けることを意味する。 

 

とても近いうちに「屈することはオプションではない」

と再び教会が呼びかけることを信じている。」 

との見解を示した。 

 

 

（写真）マリア・コリナ・マチャド VV 党首ツイッター 

 

 

「欧州外交委員長 国会議員選の延期求める」         

 

欧州連合のボレル外交政策委員長は、１２月に予定され

ている国会議員選について「公平で包括的な選挙が出来

る状況にない。」とのスタンスを示し、マドゥロ政権に

対して選挙実施を延期するよう求めた。 

 

「ベネズエラの政治関係者にコンタクトをとった。 

現時点で透明かつ自由で公平な選挙が実施できる環境

にないことを認めなければいけない。 

 

ベネズエラの外務省から１２月の国会議員選に選挙監

視団としてミッションを派遣するよう求められた。 

 

しかし、欧州連合がミッション団を派遣するためには、

選挙が透明で包括的なものでなければならず、その要件

が満たされていないと認識している。 

 

欧州連合は、野党の求めに応じるため選挙日程を遅らせ

るよう提案した。」 

との見解を示した。 

 

今後、欧州連合が主導する「コンタクトグループ（与野

党の合意によりベネズエラの問題を解決する方針を支

持する国で構成されるグループ）」は８月末にドイツで

会合を予定しているという。 

 

「PCR 検査結果通知サイトを立ち上げ」         

 

マドゥロ政権の保健省は、PCR 検査を受けた人に対し

て結果を通知するウェブサイトを立ち上げた。 

 

PCR 検査を受診した人は以下の手順で結果を確認でき

るという。 
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１．当該サイトにアクセスし「Consulta resultado covid-

１９（Covid-１９結果を照会する）」をクリック。 

 

２．「ベネズエラ人」「外国人」を選択。 

 

３．身分証番号あるいはパスポート番号を入力 

 

４．生年月日を入力 

 

５．PCR 検査を受けた場所を選択 

 

６．氏名を入力 

 

７．「照会する」をクリック。 

 

この手順を見る限り、「身分証明書番号」、「生年月日」、

「PCR 検査を受けた場所」さえ分かれば誰でも他者の

検査結果が分かるようだ。 

 

 

（写真）PCR 検査結果通知の照会サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドゥケ大統領 選挙資金受領で調査」         

 

８月１１日 ドイツ系メディア「DW」は、コロンビア

の選挙管理組織が、１８年に行われた大統領選の際にド

ゥケ大統領が不正な選挙資金を受領した可能性がある

として、調査を始めたと報じた。 

 

問題となっている資金はベネズエラ人企業家オスワル

ド・シスネロ氏からの選挙資金。金額は３０万ドルだと

いう。 

 

調査対象は、ドゥケ大統領に加えて、選挙対策班長を務

めたルイス・ギジェルモ・エチェレッリ氏、ドゥケ大統

領が所属する中央民主党も含まれているという。 

 

また、票の購入に関与した疑いがあるとしてマリア・ク

ラウディア・ダサ元議員も調査されるという。 

 

丁度１週間前にはドゥケ大統領の師匠にあたるアルバ

ロ・ウリベ元大統領が汚職および証言改ざんを理由に自

宅拘留を命じられた（「ベネズエラ・トゥデイ No.480」

参照）。 

 

コロンビアの政界で与党を攻撃するような動きが起き

ているようだ。 

 

経 済                       

「キューバの対ベネズエラ債務 １１７億ドル？」            

 

経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏は、キューバが

ベネズエラに対して負っている債務は２０年第１四半

期時点で１１７億ドルにのぼると予想した。 

 

キューバはベネズエラから好条件で原油を購入してお

り、それらの累積債務が１１６．７億ドルに上るとして

いる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a496ffb6ce6af600547fcc5fcf67dd44.pdf
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ロドリゲス氏によると、マドゥロ政権は、７月にキュー

バに対して原油・石油製品を日量２４，２６９バレル輸

出しており、この輸出量はベネズエラの輸出量の８．

４％に当たるとしている。 

 

また、２０年に入りベネズエラは平均で３２，１４７バ

レルの原油・石油製品をキューバに輸出しており、金額

にして２．３億ドル。この輸出量はベネズエラの輸出量

の５．６％に当たるとしている。 

 

 
（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター 

“キューバの対ベネズエラ債務累積額（予想値）の推移” 

 

「産業団体 経済再建のため１７の提案」         

 

８月１１日 ベネズエラの産業団体「Conindustria（工

業団体）」と「Consecomercio（商業団体）」は、経済再

建のための１７の提案を発表した。 

 

提案内容は次の通り。 

 

１．厳格な感染防止措置を緩和する。 

２．遠隔労働を可能な限り活用する。 

３．遠隔労働を推奨するような政策を施行する。 

４．遠隔形式での契約を可能にする。 

５．手洗いなど感染防止措置の徹底を図る。 

６．労働者、顧客に対してマスクの着用徹底を求める。 

７．労働に使用する機材、施設を日々殺菌する。 

８．労働者、顧客の体温を測る。 

９．感染の疑いのある労働者に隔離措置を取らせる。 

１０．一定の距離を保つよう求める。 

１１．施設内へ入場できる人数を制限する。 

１２．大人数になるようなイベント・会合を中止する。 

１３．ローテーションを組み、特定の時間に労働者が集

中しないよう工夫する。 

１４．対応時間が集中しないよう労働時間を延ばす。 

１５．感染があった場合、速やかに当局へ報告する。 

１６．当局は規則が守られているかランダムに調査する。 

１７．規則が守られていない場合、罰則を受ける。 

 

「７割は補助金ガソリンの販売を停止」         

 

第一正義党（PJ）のホセ・ゲラ議員は、ベネズエラのガ

ソリン不足の状況について、 

「７割のガソリンスタンドは補助金付き価格（１リット

ル BsS.５，０００ボリバル）でのガソリン給油を停止し

ており、４割は補助金なしの価格（１リットル０．５ド

ル）でのガソリン給油も停止している。」 

と述べた。 

 

「ガソリン不足問題には解決策がない。マドゥロ政権は

原油の代物取引によりイランかインドからガソリンを

購入する他ないだろう。」 

との見解を示した。 

 

以上 


