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（写真）Pixabay-パナマシティ “COPA Airline １１月２４日からカラカス－パナマシティ間の運航再開予定” 

 

 

２０２０年１１月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「米国大統領選 Smartmatic を使用？ 

～ベネ選挙で使用される不正システム疑惑～」 

「政治専門家 バイデン政権後を予想」 

経 済                     

「マドゥロ政権 発表無く最低賃金改定？」 

「ベネズエラに１８タンカーが接近」 

「El Pitazo ベネズエラ人口座閉鎖レポート」 

社 会                     

「タチラ州で豪雨災害」 

「フンボルトホテル １２月から一般開放」 

２０２０年１１月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「EU 対ベネズエラ制裁を１年間延長」 

「マドゥロ大統領 １２月に政治犯更に開放」 

「ロペス VP 党首 Gedeon 作戦関与を否定」 

「Venevision 国会議員選のディベートを放送」 

経 済                    

「Copa Airline パナマ－カラカス間の運航再開 

～国内長距離バスの運行も再開～」 

「並行レート急騰 １ドル BsS.６６万に」 

社 会                     

「国立美術館職員 美術品窃盗で逮捕」 
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２０２０年１１月１１日（水曜）             

政 治                       

「米国大統領選 Smartmatic を使用？         

 ～ベネ選挙で使用される不正システム疑惑～」       

 

１１月３日に米国で大統領選が行われた。 

 

結果、民主党のバイデン候補が大統領に就任するために

必要な選挙人２７０名を獲得し、２１年１月から大統領

に就任する見通しだが、トランプ大統領は選挙の不正を

訴えている。 

 

本件に関連して、１１月１１日  米国系メディア

「PanamPost」は、米国の大統領選で「Smartmatic」の

投票機が使用されていたとの記事を報じた。 

 

「Smartmatic」は、アルゼンチンの選挙システム提供会

社。ベネズエラの選挙では同社の投票機が選挙で使用さ

れており、野党は不正が可能な投票機と非難している。 

 

「PanamPost」によると、「Smartmatic」の投票機を使

用したのは、ロサンゼルス。５，０００の投票会場（有

権者５２０万人）で３．１万の投票機が設置されたとし

ている。 

 

ただし、「Smartmatic」は今回の選挙の前から米国で投

票機を提供しており、２００６年から「アリゾナ州」「コ

ロラド州」「コロンビア首都区」「フロリダ州」「イリノ

イ州」「ルイジアナ州」「ミシガン州」「ミズーリ州」「ニ

ュージャージー州」「ネバダ州」「ペンシルバニア州」「バ

ージニア州」「ワシントン」「ウィスコンシン州」などで

使用されていたという。 

 

 

 

 

「政治専門家 バイデン政権後を予想」         

 

ベネズエラ人政治専門家マイケル・ペンフォード氏は、

バイデン政権の対ベネズエラ方針について見解を示し

た。 

 

「トランプ大統領は敗北を認めておらず、米国は前代未

聞の状況にある。仮にバイデン候補が政権に就いた場合、

米国は欧州・英国と同盟を組む形で中国に圧力をかける

ことになるだろう。 

 

また、ラテンアメリカに関してはバイデン政権下で南米

大陸全体が一致してマドゥロ政権に圧力をかけること

が出来る可能性がある。 

 

バイデン政権が制裁を解除するとは思えないが、今まで

と異なるビジョンを持っているだろう。」 

 

また、野党の状況についても言及。 

「野党は国民投票を呼び掛けているが、彼らの方針はひ

どいものだ。国民投票は国民のフラストレーションを駆

り立てるだけになるだろう。 

 

野党は既にベネズエラの実態とかけ離れており、野党と

国民の結びつきは無くなっている。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 発表無く最低賃金改定？」           

 

現地メディア「Punto de Corte」は、マドゥロ政権が１

０月から最低賃金を改定していたと報じた。 

 

なお、最低賃金の改定は官報で公布されて初めて正式な

決定になるが、現在も最低賃金の改定は公布されていな

いという。 
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現在の最低賃金は、月額 BsS.４０万で２０年５月から

変わっていない。また、法定福利の食料補助も月額 BsS.

４０万で、これも２０年５月から変わっていない。 

 

「Punto de Corte」によると、新たな最低賃金は２００％

増（３倍）の月額 BsS,１２０万。食料補助も月額 BsS.

１２０万になり、合計 BsS.２４０万になると報じた。 

 

大きな上昇ではあるものの、現在の為替レートでドルに

換算すると BsS.２４０万は３．６ドル程度にしかなら

ない。 

 

最低賃金が BsS.１２０万になったと報じた理由は、「住

宅積立」の天引き金額。 

 

「住宅積立」は、住居を購入するなど多額のお金が必要

になった際に労働者が引き出すことのできる非常時用

の貯金のようなもので、給料から天引きされる。 

 

この金額は最低賃金を計算ベースとしているが、その計

算基準の金額が１０月から BsS.１２０万に変わってい

るという。 

 

非営利団体「Acceso a la Justicia」は、 

「既に公務員の給料や年金受給者への支払いも BsS.１

２０万に切り替わっている」 

と投稿した。 

 

なお、「CENDAS-FVM」のオスカル・メサ代表は、 

「年金受給者への年金支払いは１１月１日から支払い

が始まっており、実質的には BsS.１２０万で振り込ま

れ始めている。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

「ベネズエラに１８タンカーが接近」                  

 

ロイター通信は、少なくとも１８隻のタンカーがベネズ

エラ産原油を輸出するためにベネズエラに向かってい

ると報じた。 

 

加えて、ベネズエラの原油輸出は１０月に大きく落ち込

んだが、これらのタンカーが原油を輸出すれば、１１月

の原油輸出量は大きく回復するかもしれないとした。 

 

米国政府は、「Reliance」「Eni」「Repsol」など PDVSA

の既存の顧客に対して取引を停止するよう要請。この要

請を受けて、１０月の原油輸出は観測史上、過去最低を

記録したとされている（「ベネズエラ・トゥデイ No.519」

参照）。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.522」でも紹介したが、

PDVSA は新たな輸出手段を模索しており、ほとんど名

前の知られていない小規模会社と原油取引を始めてい

る。彼らは制裁を回避するため、輸出元を分からなくし

た状態で原油を販売しているという。 

 

ロイター通信が PDVSA 関係者から入手した内部資料

によると、これらのタンカーのうち２隻は PDVSA の既

存の顧客であるタイの「Tipco Asafalto」のもので、５１

０万バレルの原油・燃料を積む予定だという。 

 

また、Tipco は本来９月、１０月にもベネズエラからの

原油購入を予定していたようだが、「オペレーション上

の障害」を理由に購入を撤回したという。 

 

他に確認できるている５隻のタンカーの国籍はカメル

ーンで、衛星追跡機能を停止して、ベネズエラに向かっ

ているという。加えて、「PetroChina」のタンカー2 隻

（各２００万バレルを積み込むことが出来る）もベネズ

エラのホセ・ターミナル付近に停泊しているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86a76d06487f5333cf00477d316bfbff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab5ac05b2e8df5a109933630da5489cd.pdf
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「El Pitazo ベネズエラ人口座閉鎖レポート」         

 

現地メディア「El Pitazo」は、米国政府がマドゥロ政権

に経済制裁を発動して以降、米国の金融機関がベネズエ

ラ人に関連するすべての取引を「疑わしい取引」にカテ

ゴライズしていると報じた。 

 

１９年５月 ダニエル氏（仮名）は、理由を伝えられる

ことなく銀行が彼の口座を閉鎖した。同口座に保管して

いた預金は彼の知人に小切手で送られた。 

そして、６月、彼はベネズエラから米国に移動したが、

米国に入国できず、送還させられたという。 

 

アロンソ氏（仮名）は、５年間、米国の口座を維持して

いたが、銀行から通知が来て、１０月末まで口座に入金

を受け入れるが、１９年１１月１２日までに口座の預金

を全額引き出すよう指示され、口座は閉鎖されたという。 

 

アロンソ氏は、「El Pitazo」の取材に対して 

「私が最も気分を害したことは、私が犯罪者のように扱

われたことだ。銀行は私に嫌疑をかけ、私は説明の機会

も与えられなかった。」 

と述べたという。 

 

「Conindustria」の副代表を務めるカルロス・オラルキ

アガ氏は、ベネズエラ人・ベネズエラ企業が保有する多

くの口座が閉鎖されていると言及。その理由について、

制裁だけではなく、麻薬・汚職嫌疑もあると指摘した。 

 

社 会                        

「タチラ州で豪雨災害」              

 

１１月１０日 タチラ州で大雨が降り、少なくとも７つ

の市が豪雨被害を受けた。 

 

 

 

被害を受けたのは、タチラ州の州都サンクリストバル、

フニン、ボリバル、クエニケア、サンホセ・デ・ボリバ

ルなど。 

 

特にサンタエレナ市は被害がひどかったようで、住居や

家財が流され、交通網が破壊されたという。 

 

１１月１１日 ライディ・ゴメス・タチラ州知事（野党

系知事）は、災害対策本部を設置し、ボランティア団体

らと共に豪雨被害を受けた町の支援活動を開始した。 

 

 

 

 
（写真）ライディ・ゴメス知事ツイッター 
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「フンボルトホテル １２月から一般開放」          

 

カラカスの Waraira Repano 国立公園（アビラ山）の山

頂にある「フンボルトホテル」が１２月から一般客にも

開放されるという。 

 

１９階建て高さ５０メートルのホテルで、客室は７０室。 

アビラ山の山頂（海抜２，１００メートル）に建ってお

り、最上階の展望スペースは、天気が良ければカラカス

やカリブ海を一望できる。 

 

 

（写真）Colección Sanabria 

“建設当時のフンボルトホテル” 

 

同ホテルはマルコ・ペレス・ヒメネス軍事政権時代の１

９５６年に建設された。 

２０１２年にホテルの改修工事が始まり、１８年に一度

ホテルは再開したが、間もなく営業を停止。 

政府関連のイベントなどで限定的に解放されていたよ

うだが、宿泊施設として一般開放はされていなかった。 

 

既にレストラン、バーなど一部の施設は解放されている

ようで、バーのカクテルは一杯９～１０ドル。食事は約

２０ドルから利用可能と報じられている。 

 

 

 

 

２０２０年１１月１２日（木曜）              

政 治                       

「EU 対ベネズエラ制裁を１年間延長」        

 

１１月１２日 欧州連合（EU）は、対ベネズエラ制裁

を１年間延長することを決定した。今回の延長により有

効期限は２１年１１月１４日までとなる。 

 

制裁の内容は、反政府デモの際に使用されるような武器

やその材料のベネズエラ向け輸出の禁止。また、カベジ

ョ制憲議長などマドゥロ政権高官３６名の EU 域内の

入国禁止および EU 内での資産凍結であり、金融制裁や

石油産業への制裁は科していない。 

 

同制裁は１７年１１月１３日に EU 議会で承認され、毎

年更新されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.59」参

照）。 

 

２０年現在に至るまでマドゥロ政権と EU との関係は

著しく悪化はしていないが、接近もしておらず、制裁の

更新は特に驚くことではないだろう。 

 

今回の制裁延長措置について、マドゥロ大統領は 

「EU は、引き続きダニエル・トランプに従っている。

残念であり、腹立たしいことだ。しかし、１２月６日に

はベネズエラで盛大な民主主義の祭りが行われること

を期待している。」 

と述べた。 

 

「マドゥロ政権 １２月に政治犯更に開放」           

 

軍事専門記者セバスティアナ・バラエス氏は、軍関係者

からの情報として、マドゥロ政権が１２月に政治的な理

由で逮捕された１０６名の文民・軍人を開放する可能性

を報じた。既にリストは作成されているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
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Covid-１９を理由にベネズエラの法廷はほとんど稼働

しておらず、１年ほど裁判が進んでいなかったという。 

 

Covid-１９緩和措置が徐々に進む中、凍結されていた裁

判も再開する見通しで、１８年８月４日に起きたドロー

ンでの大統領襲撃事件について判決が出る見通しとし

ている。 

 

ただし、バラエス記者によると、マドゥロ政権は拘束し

た人々に罪を認めるよう圧力をかけており、罪を認めた

場合、罪状が軽くなると提案しているという。 

 

不当に拘束しているとされる人々の法的処分を進める

ことで、人権侵害を理由に国際社会から受けている批判

を緩和することが狙いとしている。 

 

「ロペス VP 党首 Gedeon 作戦関与を否定」         

 

スペインに亡命した「大衆意志党（VP）」のレオポルド・

ロペス党首は、BBC のインタビューに答え、２０年５

月に起きた「Gedeon オペレーション」への関与を否定

した。 

 

「繰り返し述べてきたが、私が事件に関与しているとい

うエピソードは独裁政権が作り上げたでっち上げだ。同

時に証拠を提示している通り、あの日の大量殺人は独裁

者が行ったものだ。私もグアイド暫定大統領もあのオペ

レーションには合意していない。 

 

あの事件と私には何の関係もない。ベネズエラには変化

が必要だと信じている。しかし、あのやり方は適切なも

のではなかった。」と述べた。 

 

「Gedeon オペレーション」は、コロンビアに潜伏して

いるベネズエラ元軍人と米国の軍事会社が共同で行っ

たマドゥロ政権倒壊計画。 

 

マドゥロ政権は事前にこの計画を察知しており、作戦は

実行直後に失敗に終わった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.440」「No.441」）。 

 

この作戦に関与した大量の逮捕者が出る中で、グアイド

政権は即座に「Gedeon オペレーション」の実行グルー

プと野党との関与を否定したが、その後に同作戦を実行

した米国の軍事会社「SilverCorp USA」とグアイド政権

がマドゥロ政権倒壊のための契約を交わしていたこと

が判明。 

 

責任を取る形でグアイド政権の国家安全保障担当を務

めていた J.J.レンドン氏が辞任した。当時の契約書には

グアイド議長のサインも書かれているが、グアイド議長

は事件の関与を否定。本件の真相は追及されることなく、

問題はうやむやのまま現在に至っている。 

 

ロペス VP 党首は、事件が起きる以前から「SilverCorp 

USA」の社長と面識があり、この計画にはロペス VP 党

首が深く関与していたとの噂は当時から存在している

（「ウィークリーレポート No.149」参照）。 

 

「Venevision 国会議員選のディベートを放送」         

 

以前、マドゥロ大統領は、米国大統領選で恒例のディベ

ート形式の討論を１２月の国会議員選で行うことを提

案していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.520」（マドゥ

ロ政権 米国の大統領選に皮肉））。 

 

この発言を受けて本当にディベート形式の討論を行う

ようだ。 

 

民放「Venevision」は、１１月１３日午後８時から国会

議員選に出馬している候補者のディベート番組を開始

した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
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最初の参加者は、 

ホルヘ・ロドリゲス氏（与党 PSUV）、 

ティモテオ・サンブラーノ氏（穏健野党）、 

ヘスス・ファリア氏（与党グループ、PCV）、 

ルイス・ロメロ氏（穏健野党）、 

の４名。 

 

討論というよりは与野党共同の選挙イベントのようで、

そこまで激しい口論にはならず、投票で意見を示す必要

があるという点で各人の意見が一致していたようだ。 

 

 

（写真）Venevision 

 

経 済                       

「Copa Airline パナマ－カラカス間の運航再開     

      ～国内長距離バスの運行も再開～」            

 

「民間航空監督局（INAC）」は、パナマの航空会社

「COPA Airline」のベネズエラでの国際線運航を許可

した。 

 

今回の許可を受けて、１１月２４日から週３でカラカス

－パナマシティ間の路線が再開する予定だ。 

 

ベネズエラへの入国者は、Covid-１９に感染していない

ことを証明する証拠（有効期限は発行から４８時間以内）

を提示する必要があるという。 

 

これまで運航再開が許可された航空会社は全てベネズ

エラ系の航空会社で安全性に懸念があったが、COPA 

Airline は世界的な航空会社として一定の評価がある。 

 

安全性の問題からベネズエラ系航空会社を利用しない

企業でも、COPA Airline の搭乗は許可する企業はある

のではないか。 

 

ただし、国際線の運航が再開したばかりのベネズエラで

は旅行者受け入れ時の感染防止体制が整っておらず、到

着後に施設内で長期間待機させられるとの報道もある

（「ベネズエラ・トゥデイ No.522」参照）。 

 

実際の利用はベネズエラ到着後の対応がはっきりして

からの方が良いのかもしれない。 

 

また、国際線と同時に国内の長距離バスの運行も再開す

ることが決まった。 

 

陸運省は１１月３０日から全てのバスターミナルを再

開することを許可した。なお、利用時はマスクの着用義

務、人との距離を取るなど一定の感染防止規則が設けら

れているようだ。 

 

「並行レート急騰 １ドル BsS.６６万に」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.520」で、為替レートの高

騰について報じたが、引き続きレートは上昇を続けてい

る。 

 

当時のレポートでは、１１月４日時点で並行レートが１

ドル BsS.５１．７万になったと記載したが、１１月１２

日時点で１ドル BsS.６６．１万まで上がっている

（DolarToday の並行レート）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab5ac05b2e8df5a109933630da5489cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
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他にも様々な並行レート参照サイトが存在しており、そ

れらのサイトの平均は１ドル BsS.６６．６万となって

いる。 

 

この調子で為替レートが上がれば、２０年１２月末には

１ドル BsS.８０万～９０万もあり得そうだ。 

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のフェルナンド・

セペダ副代表は、並行レート高騰の原因はボーナス期に

マドゥロ政権がボリバル通貨をばら撒いているので、ボ

リバルの価値が下がっているためだと主張している。 

 

 

（写真）EnParareloVzla 

 

社 会                       

「国立美術館職員 美術品窃盗で逮捕」            

 

カラカス近代美術館の職員２名が美術館の作品２つを

窃盗し、逮捕された。 

 

 

 

逮捕されたのは美術館の監視担当のトップであるドグ

ラス・エルナンデス氏（５２歳）、博物館職員のカルロ

ス・モラ氏（４４歳）。 

 

盗まれた作品は、ジェゴというベネズエラの芸術家の作

品と同じくベネズエラの芸術家カルロス・クルス・ディ

エスの作品。夫々、３万ドルの価値があったという。 

 

CICPC が２名を逮捕。盗まれた２作品は無事回収でき

たという。 

 

以上 

 

 


