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（写真）イポリト・アブレウ交通相ツイッター “ベネズエラ初の国産機「SIBO-２００」を披露” 

 

 

２０２０年１１月２０日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 新国会は野党を裁く 

～バイデン政権下での交渉の障害になる懸念～」 

「ロペス党首 バイデン政権メンバーと協議中」 

「グアイド議長 地方を回り国民投票呼びかけ」 

経 済                     

「EANSA ベネズエラ国内で飛行機を生産」 

「ロンサンタテレサ ドル建て社債を発行」 

「電力供給不足で El Palito 製油所の稼働停止」 

社 会                     

「ブラックフライデー 買い物客で溢れる」 

20 年 11 月 21～22 日（土・日） 

 

政 治                    

「Datanalisis 国会議員選の投票率は３４％以下」 

「ロドリゲス副大統領 国際社会の認識は不要」 

「UNICEF 人道支援物資３２トン到着」 

経 済                    

「SUDEBAN Todoticket 利用の金融取引を制限」 

「DGCIM PDVSA 労組幹部を拘束」 

「レデスマ氏 マドゥロ政権の高級車輸入を非難」 

社 会                    

「OVSP ５８％は公共サービス値上げに賛成」 

「ベネズエラ刑務所のドキュメンタリー」 
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２０２０年１１月２０日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 新国会は野党を裁く          

 ～バイデン政権下での交渉の障害になる懸念～」       

 

１１月２０日 マドゥロ大統領は、２１年に発足する新

国会で現国会メンバー（特に野党議員）を裁くと主張し

た。 

 

「新国会の役割は、ファン・グアイドが盗んだ全ての資

産、あらゆる腐敗行為を調査する特別委員会を組織する

ことだ。証拠を示しファン・グアイドと国会の泥棒たち

を大衆の前で裁く。 

 

彼らの全ての汚職・腐敗行為を洗い出すために新国会の

協力が必要だ。 

 

新国会は、CITGO や Monomeros の公金を横領した裏

切り者を大衆の前で裁くことに賛成するかどうか国民

に問うだろう。」 

と述べた。 

 

同日、カベジョ制憲議長も１２月の国会議員選の選挙イ

ベントで演説し、マドゥロ大統領と同様の発言をした。 

 

「新国会が最初にするべきことは、現在の国会議員を追

い出すことだ。彼らは投票と国民の意思で国会を追い出

される。 

 

また、彼らは自分たちが国会で陣頭指揮を執っている間、

何を行ったのかを司法の前で説明する義務がある。 

 

彼らは５年間を無駄にした。彼らが５年で成立させた法

律は１つだけだった。一方、我々は１５年間、国会で第

一党を維持し、その間に９７０の法律を成立させた。 

と主張した。 

また、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」の候

補として１２月の国会議員選に出馬しているイレニア・

メディナ氏も国営放送のインタビュー番組で 

「新国会は、現国会による腐敗や盗難行為を調査するこ

とになるだろう」 

との見解を示した。 

 

これまで、マドゥロ政権は、新国会が現在の国会メンバ

ーに対してどのような対応を取るつもりなのかを明確

には示していなかったが、同日、与党関係者が口をそろ

えて同じような趣旨の発言をしており、偶然ではないだ

ろう。 

 

２１年１月、新国会発足後に与党は一段と野党に対する

圧力を強める可能性もありそうだ。 

 

ただし、マドゥロ政権の高圧的な姿勢は対立を加速させ

る。バイデン政権は対話による問題解決を志向している

が、その方針の障害になることもあり得るだろう。 

 

「ロペス党首 バイデン政権メンバーと協議中」         

 

現地メディア「Caraota Digital」は、「大衆意志党（VP）」

のレオポルド・ロペス党首のインタビュー記事を公開。 

 

ロペス党首がバイデン政権のメンバーと非公式な協議

を行っていることを明らかにした。 

 

また、トランプ政権とバイデン政権のベネズエラ方針の

違いについて「ニュアンスの違いくらいだ」とコメント。 

 

他方、制裁について聞かれると 

「バイデン政権がマドゥロの現状維持を容認すること

は考えにくい。恐らく、制裁については何か変わること

はあるだろう。」 

との見解を示した。 
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「米国議会が承認した Ley Verdad（ベネズエラの人道

危機を支援する趣旨の法律）は、共和党のマルコ・ルビ

オ議員と民主党のボブ・メンデス議員が共同で作成した

法律だ。 

 

両党は、意見の相違はあるが、ベネズエラ問題について

基本的な方針は一致している。」 

と述べた。 

 

「グアイド議長 地方を回り国民投票呼びかけ」                  

 

グアイド議長は１１月２０日から地方を遊説し、１２月

５日～１２日にかけて行われる国民投票への参加を求

めるようだ。 

 

２０日はミランダ州ロス・テケスで演説を実施。 

 

「これまでも訴えている通り、我々は繰り返すことに疲

れてはいけない。１２月６日に国会議員選は行われない。

詐欺行為に手をかしてはいけない。マドゥロ政権は２０

１８年５月にも詐欺行為を働いたが、今回は更にひどい

詐欺を行おうとしている。」と主張した。 

 

ただ、国民投票の参加を求めるグアイド議長のツイッタ

ーには批判的なコメントが多い。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

コメントは偏った意見が多く、ベネズエラ国民の総意を

示しているとは思えないが、メディアを扇動する効果は

あるだろう。 

 

経 済                        

「EANSA ベネズエラ国内で飛行機を生産」            

 

イポリト・アブレウ交通相は、ベネズエラ国内で生産し

た飛行機第一号機「SIBO-２００」を発表した。 

 

「SIBO-２００」を生産したのは「Empresa Aeronautica 

Nacional（EANSA）」だという。 

 

なお、「SIBO」の名前は、ベネズエラ人革命家の Simon 

Bolivar の頭文字から来ているという。 

 

写真を見る限り、小型機で２人乗りのようだ。 

 

アブレウ交通相のツイッターでは、実際に「SIBO-２０

０」が離着陸している映像が確認できる。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 
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「ロンサンタテレサ ドル建て社債を発行」         

 

１１月２０日 「証券監督局（SUNAVAL）」は、ベネズ

エラの老舗ラム酒メーカー「ロンサンタテレサ」が外貨

建て社債を発行することを許可した。 

 

同許可を受けて、ロンサンタテレサは額面３０万ドルの

社債を発行する予定だという。 

 

２０年２月 SUNAVAL は外貨証券発行規則を公表し

ており、今回が同規則に則った形での初めての社債発行

となる（「ベネズエラ・トゥデイ No.412」参照）。 

 

SUNAVAL の発表によると、３０万ドルは輸出プロジ

ェクトを遂行するための費用だという。 

 

現時点では利率、返済条件など詳細は公表されていない。 

 

 

（写真）SUNAVAL 

“ロンサンタテレサによる社債発行の許可を発表” 

 

 

ロンサンタテレサの社長（アルベルト・ボジェメル氏）

は、マドゥロ政権に対して比較的協力的な姿勢を見せて

おり、マドゥロ政権が発足した国内生産委員会のアドバ

イザーなども務めている。 

 

また、ベネズエラで半官半民的な位置づけにある

「Conapri（ベネズエラ投資促進庁）」の代表は、ロンサ

ンタテレサの社長が務めている。 

 

「電力供給不足で El Palito 製油所の稼働停止」                  

 

「ロイター通信」は、カラボボ州にあるエルパリート製

油所が再び稼働を停止したと報じた。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、今回

の稼働停止の原因は事故ではなく、電力供給が止まった

ためだという。 

 

同製油所は５日前に稼働を再開させたばかりで、短期間

で停止と再開を繰り返している。 

 

社 会                        

「ブラックフライデー 買い物客で溢れる」           

 

ブラックフライデーとは、１１月の第４木曜日の翌日に

ある日のことで、今年は１１月２７日がブラックフライ

デーに当たる。 

 

ベネズエラは米国と商習慣が似ていることもあり、この

ブラックフライデーはどの店舗もセールを行い、店にと

っては書き入れ時の重要な日となる。 

 

しかし、現在ベネズエラはCovid-１９隔離措置により、

隔週で隔離と隔離緩和を繰り返しており、１１月２７日

の週は「隔離週」にあたる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/141a9540b895204fecbd3d276641bd66.pdf
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そのため、１１月２０日をブラックフライデーとして、

多くの店舗でセールが行われた。 

 

安価な商品を購入するため多くの人がショッピングモ

ールに足を運び、各店舗には長蛇の列が出来るなど、同

日はショッピングセンターに活気が戻った。 

 

一例として、カラカスのショッピングモール「Sambil」

では、９０％の店舗がブラックフライデーのセールを実

施。最大で８０％のディスカウントもあったという。 

 

同日の活気は言葉で書くよりも写真を見た方が早いだ

ろう。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

 

 

 

２０２０年１１月２１～２２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Datanalisis 国会議員選の投票率は３４％以下」        

 

ベネズエラの世論調査会社「Datanalisis」は、１２月６

日に予定されている国会議員選について、投票率は２４

～３４%程度になるだろうと予想した。 

 

投票率が伸び悩む主な理由は野党の不在。 

 

穏健野党が選挙に出馬しているものの、彼らの動員力は

小さい。また、穏健野党はマドゥロ政権の協力者という

イメージが強く、彼らに投票することの意味を見いだせ

ない人は多い。 

 

マドゥロ政権に対抗できる主要野党は、選挙の不正を訴

え投票不参加を呼びかけている。 

 

主要野党の求心力は、この一年で大きく減退したが、主

要野党に代わる勢力は不在。 

彼らが選挙に出馬しないことで現状に不満を持つ人々

が票を投じる先が存在しないのが実態。 

 

今の状況は、１８年５月に行われた大統領選と比較的似

ている（主要野党の投票不参加の呼びかけ、穏健野党候

補の出馬）。 

 

当時の投票率は約５０％だった。 

国会議員選の投票率が大統領選よりも低くなることを

踏まえれば、２４～３４％と言うのは考えられる数字だ

ろう。 
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「ロドリゲス副大統領 国際社会の認識は不要」           

 

１１月２１日 ロドリゲス副大統領は１２月６日に予

定されている国会議員選について、 

「国際社会の認識は重要ではない。」 

との見解を示した。 

 

「米国と欧州は自分たちが世界の主だと信じている。彼

らは他国の選挙結果を決められると考えている。彼らの

認識を受け入れてしまった場合、我が国はどうなる。 

 

個人的な見解だが、いくつかの大使は我々にとっては不

要で意味のない存在だ。 

 

選挙はベネズエラ国民が決めるものだ。グアイドでも米

国でも欧州でもリマグループでもない。」 

と主張した。 

 

「UNICEF 人道支援物資３２トン到着」         

 

１１月２２日 グアイド政権の国連担当官の役割を担

っているミゲル・ピサロ氏は、ベネズエラに人道支援物

資３２トンが到着したと発表した。以下は、ピサロ氏の

発表文の訳。 

 

 

２０年１１月２２日 国際寄付コミュニティから３２

トンの資材が到着したことを国内外に通知する。 

 

これらの物資はマスク、石鹸、栄養剤などの医療物資で

ある。 

 

国連担当委員会として、これらの物資はベネズエラ人の

人命を救うために送られてきたものであることを改め

て強調する。 

 

 

我々は国際寄付コミュニティおよびベネズエラ人の下

に物資を届けることを可能にした人道機関に感謝の意

を示す。 

 

平等・中立性・独立したオペレーションは尊重されなけ

ればならない。また、広告や扇動行為は非難されなけれ

ばならない。 

 

 

UNICEF Venezuela のハビエル・アルバレス氏によると、

今回の人道支援物資は、外国からの寄付品を Unicef が

持ち込んだもののようだ。 

 

報道によると、１１月４日にも UNICEF はベネズエラ

に人道支援物資を搬入しており、その際にマドゥロ政権

が支援物資の到着を政治利用したとして、野党が非難を

していたという。今回のピサロ氏の発表はマドゥロ政権

への当てつけ（？）なのかもしれない。 

 

 

（写真）UNICEF Venezuela 
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経 済                       

「SUDEBAN Todoticket 利用の金融取引を制限」            

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、国内金融機関に対し

て、Banesco グループの「Todo Ticket 2004」が提供す

る「Professional Benefits」という決済サービスを仲介し

ないよう呼びかけた。 

 

SUDEBAN の通知によると、「Professional Benefits」と

いう決済サービスは為替協定に違反する不正行為を行

っていたという。 

 

SUDEBAN の通知文では具体的にどのような不正行為

が行われたのかは書かれていないが、現地メディア

「Efecto Cocuyo」によると、どうやら同社のサービス

を利用し、事実上のドル建ての給料・賞与を支払ってい

たようだ。 

 

「Todo Ticket」の「Professional Benefits」というサー

ビスは２０１９年第３四半期から運用が始まり、１年以

上が経過していたという。 

 

このサービスを用いることで、Amazon の支払いや外国

で現金外貨を引き出すことなども可能だったという。 

 

ベネズエラ中央銀行は、国内金融機関のドル建て口座か

ら直接決済を行う行為について為替協定違反として禁

止している。 

 

給料・賞与の支払いを「Professional Benefits」で行った

ことが違反行為に当たるのか、あるいは「Professional 

Benefits」のサービス自体が為替協定違反に当たるのか

違反の理由については明らかにされていない。 

 

なお、「Todo Ticket」は今回の通知を受けて、サービス

の停止を発表している。 

 

 

（写真）Todo Ticket 2004 

 

「DGCIM PDVSA 労組幹部を拘束」          

 

PDVSA 労働組合幹部の Eudis Girot 氏が軍部の警察機

関「DGCIM」に拘束されたと報じられた。 

 

Eudis Girot 氏は、ロイター通信や各種メディアに

PDVSA の内部状況について話しており、PDVSA の運

営を非難していた。 

 

Girot 氏が拘束される直前にファルコン州で PDVSA 労

組のリーダーである Guillermo Zarraga 氏がテロ容疑で

拘束されていた（Zarraga 氏の妻は夫のテロ関与を否定

している）。 

 

Girot 氏にもテロに関与した疑いがかけられている可能

性がある。 

 

別の PDVSA 労組幹部である Jose Bodas 氏は、Girot 氏

を即時解放するよう呼びかけている。 
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「レデスマ氏 マドゥロ政権の高級車輸入を非難」         

 

スペインに亡命したアントニオ・レデスマ元カラカス大

首都区長は、マドゥロ政権が高級車を輸入していると投

稿。国民が飢餓で苦しんでいる時に高級車を輸入してい

ると非難した。 

 

レデスマ氏が投稿した映像は、バリナス州で撮影された

もので、少なくとも高級車３台が運ばれていることが確

認できる。 

 

映像を見る限り、政府の購入品と断定できる要素はなく、

どこかの業者が輸入した可能性もあるように思えた。 

 

 

（写真）アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長 

 

また、ニックメル・エバンス氏（元与党支持政治家）は、

カラカスの自動車売り場の映像を投稿。 

 

「経済妨害がされている状況でどうしてこのような高

級車が輸入できるのか？」とコメントしている。 

 

ただ、制裁はベネズエラ政府・政府機関を対象にしてい

るもので、少なくとも民間企業の輸入は制裁の対象にな

っていないため輸入可能だろう。 

 

 

 

（写真）ニックメル・エバンス氏 

 

社 会                       

「OVSP ５８％は公共サービス値上げに賛成」            

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、ベネズ

エラの主要１０都市で公共サービスに関するアンケー

ト調査を実施した。 

 

調査は２０年４月～５月にかけて実施されたものでだ

いぶ古い情報ではあるが、当時のアンケートでは、「公

共サービスの質が改善するのであれば、値上げに賛成す

る」との意見が全体の５８．１％を占めていたという。 

 

特にコロンビア国境に近いタチラ州の州都サンクリス

トバル（７４．３％）やスリア州の州都マラカイボ（６

５．５％）で高い賛成率が得られていたという。 

 

逆にアンソアテギ州の州都バルセロナは４７．９％と賛

成する人が最も少なかった。 

 

各都市の回答結果は以下の通り。 
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（写真）OVSP 

 

「ベネズエラ刑務所のドキュメンタリー」         

 

「ベネズエラ囚人観測所（OVP）」は、ベネズエラの刑

務所の生活実態についてドキュメンタリーを作成・公表

した。 

 

既に周知のことではあるが、ベネズエラの刑務所・司法

制度には深刻な問題があるのだろう。 

 

ベネズエラの司法制度は手続きが極めて遅く１つの案

件で判決を下すのに１０年かかることも稀ではないと

いう。判決が出るまで刑務所で長期間収容されることに

なるのも一般的だ。 

 

また、刑務所自体の数が足りていない。 

収容者の数に対して刑務所が少なく、看守の人員も足り

ていないので、刑務所の囚人が自分たちで刑務所をコン

トロールすることになる。 

 

 

看守の囚人への対応も悪く、暴力的な事件が頻発してい

る。 

 

看守の給料は低く、看守が囚人に賄賂を求めることが常

態化している。食事施設・医療施設・スポーツ場などに

行くためにも看守の誘導が必要なため、賄賂を支払わな

いと基本的な権利も保証されないという。 

 

また、食事は極めて劣悪で腐ったものが運ばれるため囚

人たちが自分で火を焚き、食べられる状態にしてから食

べるという。そもそも食事が少なく栄養失調の囚人が多

い。 

 

他、医療のアテンドも不十分。病気にかかってもまとも

な治療を受けることは困難。 

 

シャワーもほとんどできず、シャワーの水も汚い。施設

も不潔で病気が蔓延しやすい環境にある。 

 

以上 


