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（写真）PSUV “９月８日 最高裁判所は野党連合（MUD）の政党更新禁止を発表” 

 

 

２０２０年９月７日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 ３７政党・１０５団体と統一提案 

～国会議員選前に国民への問いかけを実施～」 

「PJ 党員 国会議員選出馬で除名」 

「カプリレス元知事 経済制裁は逆効果」 

「解放された政治犯 拘束中の拷問を訴え」 

経 済                     

「西政府 Repsol のベネズエラ撤退を予見」 

「ベネズエラ人 ９５％は賃料支払いを継続」 

社 会                     

「カラカスで CICPC と犯罪グループが衝突」 

２０２０年９月８日（火曜） 

 

政 治                    

「ベルトゥッシ牧師 穏健野党同盟を発表 

～ファルコン党首 Covid-１９回復を宣言～」 

「与党グループ ５５４名の出馬者が宣誓」 

「国会議員選の投票期間は２日以上？」 

「Delphos 選挙参加率は３０％以下」 

経 済                    

「イラン産ガソリンを乗せた３隻 

ベネズエラに向けて出港」 

「Favenpa 自動車産業の税制措置を要請」 

「エビ輸出 ８カ月で１７，５３２トン」 
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２０２０年９月７日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 ３７政党・１０５団体と統一提案   

 ～国会議員選前に国民への問いかけを実施～」       

 

グアイド議長は、「マドゥロ独裁政権と対峙するため３

７政党と１０５の市民団体と合意を結んだ」と発表。 

 

発表の内容は以下の通り。 

 

 

ベネズエラ国民は、マドゥロ独裁・汚職・犯罪・強健政

権の責任で歴史上最もひどい政治・経済・人道危機に直

面している。 

 

我々は、自由と自由選挙を通じてベネズエラを解放し、

発展の道に回帰するために以下の合意を結んだことを

ベネズエラ国民・国際社会に宣言する。 

 

1． 我々は以下の目的のために同盟を組み戦う。 

 

ベネズエラを解放し、国家主権を取り戻す。 

全員が団結することで、全てのセクターを苦しめている

問題の解決に向かい進むことができる。 

 

そのために以下の約束をする。 

 

（1） 自由と民主主義と発展を勝ち取るため、独裁・

抑圧・犯罪政権と戦う。 

（2） 人道危機の解決を最優先にする。独裁政権に排

除されている大多数の市民の福利を中心に考え、

国家経済の健全化を目指す。 

（3） 自由で公平で検証可能な大統領選・国会議員選

を実施する。 

（4） 国の富を簒奪する政権から国家主権を取り戻す。 

（5） 全ての国民の権利と義務を平等にする将来の計

画を立案する。 

（6） 抑圧による拘束あるいは亡命を余儀なくされた

政治犯・一般市民・軍人を解放するために戦う。 

（7） 透明性と汚職撲滅のために戦う。国家主権と民

主的な組織運営を取り戻す。 

（8） 政治・社会・経済セクターとの対話の門戸を開

く。 

 

2． 団結と行動が変化に不可欠なものであるとの考え

を改めて肯定する。 

 

3． 最後にベネズエラ国民に対して以下のルートを支

持するよう呼びかける。 

 

（1） 12 月に実施されるマドゥロ政権の呼びかけを拒

絶し、正当性を認めない。 

（2） 国内外で自由な大統領選・国会議員選を実施す

るためのキャンペーンを開始する。 

（3） 市民団体を巻き込んだ民主主義同盟を組織する。 

（4） 政権移行のための緊急国家政府の発足を求める。 

（5） 憲法と民主主義を守る軍人・文民の身分を保障

し、架け橋を作る。 

（6） 独裁政権への国際的な圧力を強化する。 

（7） 憲法 70 条に基づき、国際社会の支援を受けた全

てのベネズエラ人が参加可能な国民投票を実施

する。 

 

 

最も重要なポイントは、3．（7）の国民投票の呼びかけ

だろう。グアイド政権が国民投票の実施を検討している

ことは急進野党のマリア・コリナ・マチャド党首が先だ

って明らかにしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.491」

参照） 

 

国民投票の実施時期は現時点では決まっていないが、１

２月の国会議員選の前に行うとしている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37d6ed3e3a56b55ca25b7f89bd820403.pdf
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「PJ 党員 国会議員選出馬で除名」         

 

グアイド政権が国会議員選への参加を拒絶する一方で、

第一正義党（PJ）のリーダー、カプリレス元ミランダ州

知事は国会議員選に参加する前提で、条件の整った選挙

にするために努力をするべきとの姿勢を示している。 

 

９月７日 カプリレス元知事の方針に合意した PJ の党

員グレゴリオ・コレア議員は１２月の選挙に出馬する意

向を表明。 

 

この発表を受けて、PJ はコレア議員を除名処分にする

と発表した。 

 

この処分について、 

「党の方針に従わなかったことで除名されるのであれ

ば、どうしてカプリレスは除名されないのか」 

との疑問も出ている。 

 

 
（写真）国会 “グレゴリオ・コレア議員” 

 

「カプリレス元知事 経済制裁は逆効果」                  

 

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事は、スペイン系

メディア「El Pais」と米国系メディア「Bloomberg」の

インタビューに対応。自身の主張を説明した。 

 

 

インタビューの中で、カプリレス元知事は、米国のトラ

ンプ政権関係者とも協議をしていると明言。 

 

現行の経済制裁は、マドゥロ政権を倒壊させるのに逆効

果であると説明していると述べた。 

 

「制裁で独裁政権を崩壊させられると考えている人が

いる。しかし、その関係性は慎重になる必要がある。 

制裁は一般人に影響を与えるが、ベネズエラ国民とマド

ゥロ政権の対立を生じさせない。 

 

ベネズエラのガソリン不足は国民に影響を与えるが、マ

ドゥロ政権はガソリン不足では困らない。 

国民の生活が苦しくなることで、これまで以上にマドゥ

ロ政権に頼らなくてはならなくなる。 

実際にベネズエラの経済はここまで困窮化したが、マド

ゥロは引き続き政権に居座っている。 

 

この点について、我々は米国の友人たちに説明している。

現状をよく精査するよう求めている。制裁は民主主義を

求めるための交渉道具にはならない。」 

と述べた。 

 

「解放された政治犯 拘束中の拷問を訴え」         

 

８月３１日 マドゥロ大統領は、政治犯１１０名の恩赦

を発表。一部の政治犯らを解放した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.492」参照）。 

 

解放された政治犯の中には、マドゥロ政権を改めて非難

する者もいれば、選挙に出馬する意向を示す者もいる。 

 

また、「精神的な拷問を受けた」との主張は多いが、「身

体的な拷問を受けた」との訴えはあまり聞かなかったが、

「身体的な拷問を受けた」との主張が２件確認されてい

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
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以下では２件の訴えについて紹介したい。 

 

一人目は Yofran Quntero 氏。 

Quintero 氏は、１７年４月に内務司法省のヘリコプタ

ーを強奪し、最高裁に向かって上空から手榴弾などを投

下したオスカル・ペレス氏の事件の関係者として１８年

に拘束された人物。 

 

Quintero 氏は、 

「獄中で自身の体に電流を流し、自分が事件に関与して

いると白状するよう求められた。 

紙に書かれている内容を読むよう要求されたが、私はそ

れを断ると歯を折られた。 

私はどこにあるか知らない武器のありかについて聞か

れた。」 

と拷問の様子を説明した。 

 

二人目は、政治活動家のバスコ・ダ・コスタ氏。 

１８年４月 SEBIN が自身の事務所に押し入り、事務

所にいた６名を拘束したと訴えた後に拘束された。 

 

バスコ・ダ・コスタ氏は、 

「拷問で目を負傷し、病院に行きたいと求めると、職員

は私の腹部を殴り、自分の排せつ物を私の顔に押し付け

た。私はひどい感染症を患った。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「西政府 Repsol のベネズエラ撤退を予見」           

 

スペイン系メディア「Vozpopuli」は、スペインのサン

チェス政権関係者が「Repsol」がベネズエラから撤退す

る可能性を予見していると報じた。 

 

「Repsol」の撤退は米国の制裁の二次被害を避けるため、

また活動自体が縮小しているためとしている。 

 

スペイン政府は、トランプ政権が経済制裁を緩和する意

志がないと考えており、仮にバイデン候補が当選したと

しても対ベネズエラ方針は大きく変えないと考えてい

るという。 

 

トランプ政権は、１０月以降、「Repsol」「Reliance」「Eni」

などが行っている原油とディーゼル燃料の交換取引も

停止させることを検討していると報じられている。 

 

「ベネズエラ人 ９５％は賃料支払いを継続」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.494」で紹介した通り、

マドゥロ政権は２１年３月まで賃料の支払いを停止す

るとの政令を発効した。 

 

この政令は基本的に２０年３月に発効したものと同じ

で、期限が２０年９月までだったが、更に６カ月間延長

したことになる。 

 

現地経済系メディア「El Estimulo」は、ベネズエラ不動

産商工会に賃料支払いの状況について質問。 

 

ベネズエラ不動産商工会は、 

「この政令は借主、貸主の合意があれば別の条件とする

ことが出来るとも明記されており、約９５％は両者の合

意により支払いを継続している」 

と回答した。 

 

更に６カ月間の延長措置が発表されたが、前回と同様に

両者の合意により大多数は支払いが継続するのではな

いかとの見方をしている。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9dd93048ac4fec94b845abf0346e74a4.pdf
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社 会                        

「カラカスで CICPC と犯罪グループが衝突」           

 

９月７日午後 カラカス最大の貧困街ペタレのサン・フ

ェリックス・リバス地区で「犯罪科学捜査班（CICPC）」

と武装した犯罪グループが衝突した。 

 

報道によると、銃撃戦の末、犯罪グループの１名が射殺

されたが、それ以外は逃走した。 

 

また、同日の午後に旧市街地に近い別の場所「エル・セ

メンテリオ地区」でも CICPC と犯罪グループの銃撃戦

が起きた。 

 

エル・セメンテリオで衝突した犯罪グループは「Coqui」

と呼ばれるギャング団だったと報じられている。 

 

２０２０年９月８日（火曜）              

政 治                       

「ベルトゥッシ牧師 穏健野党同盟を発表        

 ～ファルコン党首 Covid-１９回復を宣言～」        

 

１８年５月の大統領選に出馬したハビエル・ベルトゥッ

シ氏（「Esperanza por el Cambio（変化の希望）」党首）

は、「行動民主党（AD）」、Copei と同盟を組んだと発表

した。 

 

すでに穏健野党は「Esperanza por el Cambio」「発展進

歩党（AP）」「Cambiemos（ティモテオ・サンブラーノ

議員を党首とする政党）」の同盟を結んでおり、今回の

発表で５つの政党の同盟が出来たことになる。 

 

ただし、AD も Copei もマドゥロ政権側の工作により政

党が２つに分裂している。 

 

 

今回、同盟を組んだのは選挙に参加するべきと考えてい

るグループとなる。 

 

この穏健野党連合は、全ての選挙区で候補者を１名に統

一することで票の分散を防ぐとしている。 

 

なお、穏健野党のリーダー格とされる発展進歩党のヘン

リー・ファルコン党首は、Covid-１９に感染していたが、

９月８日に Covid-１９を克服したと発表。国会議員選

に向けた活動を再開するとしている。 

 

なお、「Globovision」のニュースキャスターとして知ら

れるファン・エレサル・フィガロ氏（下写真の人物）が

「Esperanza por el Cambio」から出馬するようだ。 

 

同氏は長年、「Globovision」の番組で司会を務めており、

駐在していた人であれば、同氏の名前は知らなくても顔

は見たことがあるのではないだろうか。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「与党グループ ５５４名の出馬者が宣誓」           

 

９月８日 マドゥロ大統領は、与党「ベネズエラ社会主

義統一党（PSUV）」から１２月の国会議員選に出馬する

党員らの出馬宣誓式を行った。 
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Cvodi-１９で大勢が集まることが出来ないため、宣誓式

はテレビ画面越しで行われた。 

 

PSUV およびベネズエラ共産党など与党系グループで

構成される「Gran Polo Patriotico」からは５５４名の候

補者が出馬する。主だった候補者は以下の通り。 

 

1.-Diosdado Cabello 

2.- Cilia Flores 

3.- Tania Díaz 

4.- Iris Varela 

5.- Jesús Faría Tortosa 

6.- Vanessa Montero 

7.- William José Benavides Rondón 

8.- Ilenia Rosa Medina Carrasco 

9.- Gilberto Jesús Jiménez Prieto 

10.- Ricardo Sánchez Mujica 

11.- Didalco Antonio Bolívar 

12.- Henri José Hernández 

13.- Luis Reyes Castillo 

14.- Nohelí Pocaterra 

15.- María de Lourdes León 

16.- Fernando Soto Rojas 

17.- Jesús Martínez Mango 

18.- Gladys Requena 

19.- Asia Villegas 

20.- Mario Silva 

21.- Hanthony Coello 

22.- Will Rangel 

23.- Miguel Ángel Pérez Abad 

24.- Pedro Tomás Lander 

25.- Desirée Santos Amaral 

26.- Roberto García Messuti 

27.- Orlando Camacho 

28.- Nicia Maldonado 

29.- Cristóbal Jiménez 

30.- Sol Musset de Primera 

 

「国会議員選の投票期間は２日以上？」         

 

「国家選挙管理委員会（CNE）」のインドラ・アルフォ

ンソ代表は、現地紙「El Panorama」の取材で、１２月

に予定されている国会議員選について複数日に渡って

選挙を実施する可能性があるとの見解を示した。 

 

投票日を分けることで、人を分散させることが狙いだと

いう。 

 

また、選挙を延期する可能性について、これまで延期に

ついては一度も議論されたことがないと述べた。 

 

「Delphos 選挙参加率は３０％以下」         

 

９月８日 世論調査会社「Delphos」のフェリックス・

セイハ代表は、１２月の選挙について国民の投票意欲が

著しく下がっていると言及。投票率は３０％以下になる

との見解を示した。 

 

なお、「Delphos」が７月に実施したアンケートでは、４

６．６％の人が、グアイド政権が参加しない状況でも選

挙に参加する意志があると回答していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.479」参照）。 

 

セイハ代表は、選挙に参加するべきと考えているようで、

グアイド政権の選挙不参加の方針を非難。 

 

「複数の政党が選挙に参加しないよう求めた。これによ

り国民の投票意欲は著しく減少した。以前は５０％以上

あった投票意思が今では３０％以下まで減少している。 

 

ベネズエラ国民は、野党がどこにいるのか、何をしよう

としているのか分からない。彼らが何らかの計画を持っ

ているのかも分からない。」 

と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
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また、野党が選挙に参加しないまま国会議員選が行われ

た場合、野党の国会議員は迫害され、多くの議員が亡命

することになるだろうとの見解を示した。 

 

経 済                       

「イラン産ガソリンを乗せた３隻             

          ベネズエラに向けて出港」            

 

船舶の動きをトレースしている「Tanker Trackers」は、

イラン産のガソリンを積んだタンカー３隻がベネズエ

ラに向かっている可能性があると報じた。 

 

３隻のタンカーの名前は「Forest」「Faxon」「Fortune」。 

この３隻は５月にベネズエラにガソリンを運んだタン

カー（「ベネズエラ・トゥデイ No.450」参照）。 

 

イランの Shahid Rajaee 港から出港したという。 

 

「Tanker Trackers」によると、３隻が積んでいるとされ

るガソリンは合計で１３．１万リットルだという。 

 

「Favenpa 自動車産業の税制措置を要請」         

 

９月８日 「ベネズエラ自動車部品商工会（Favenpa）」

は声明を発表。国内生産省に対して、自動車セクターに

税制優遇措置を講じるよう求めた。 

 

Favenpa からの主な提案は以下の通り。 

 

１．キャッシュフローに影響を与える前払い税の一時停

止。 

２．消費税の申告、支払い頻度を１カ月にする（現在は

１５日ごと）。 

３．「Sujeto Pasivo Especial」に認定された組織の源泉徴

収の頻度を１カ月毎にする。 

 

 

４．付加価値税の割合を減らす。 

５．資本財に対する税金を無くす。 

 

また、国内製造業の障害になるとして、タイヤ、バッテ

リー、ピストン機関など共同となる自動車部品の輸入に

講じている免税措置を撤廃するよう求めた。 

 

「エビ輸出 ８カ月で１７，５３２トン」         

 

ベネズエラの輸出産業として、カカオやラム酒などが目

立っているが、エビも輸出産業として知られており、日

本もベネズエラからエビを輸入している。 

 

「西部エビ生産者団体（Asoproco）」は、２０年１月～

８月にかけて１７，５３２トンのエビを輸出することが

出来たと発表した。ただし、この数字は輸出が増えてい

るわけではないという。 

 

Asoproco のフェルナンド・ビジャスミル代表は、輸出

が増えなかった理由として、輸出手続きの遅延を指摘。 

 

スリア州知事の支援は受けたが、輸出許可証の発行に時

間がかかり、ラグアイラ港からの出港が遅れたと述べた。 

 

ビジャスミル代表は、輸出の４１％はフランス向けだっ

たとした。また、２番目の輸出先として中国が１１％、

スペインが１０％、他に米国、アジア諸国に向けて輸出

されたと説明した。 

 

また、当初輸出全体の７０％は中国向けに輸出される予

定だったが、中国側の輸入に必要な要件が揃わず、大部

分は中国向けの輸出を断念せざるを得なかったと補足

した。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf

