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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 アルジェリア訪問、アルジェリアとの国際線開始で合意” 

 

 

２０２２年６月８日（水曜） 

 

政 治                     

「Smartmatic マドゥロ政権を提訴 

～投票システムを奪い、票を改ざんした～」 

「バイデン大統領とグアイド議長が電話会談」 

「マドゥロ大統領 トルコ企業に投資求める」 

「アルーバ 入国禁止措置を６カ月延長」 

経 済                     

「ロイター PDVSA が取引先に前払いを要求？ 

～取引先は更なるディスカウントを要請～」 

社 会                     

「家庭のインターネット普及率 ４２．８％」 

２０２２年６月９日（木曜） 

 

政 治                    

「大衆意思党と独立野党が対立 

～隣人の力（FV）はマドゥロ政権の仲間？～」 

「与党国会 ベネ銀行家を買収疑惑で非難」 

「マドゥロ大統領アルジェリア訪問 直行便開始」 

経 済                    

「食料品１１品目の生産をコントロール」 

「メリダでカカオ改品種の根絶法が成立」 

社 会                    

「タバコを渡すのを拒み殺害される」 

「フェラーリ ラスメルセデス地下１階に展示」 
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２０２２年６月８日（水曜）             

政 治                       

「Smartmatic マドゥロ政権を提訴         

  ～投票システムを奪い、票を改ざんした～」       

 

投票システムを提供する「Smartmatic 社」が「イベロア

メリカ仲裁センター」に、１５億ドルの賠償金を求めて

マドゥロ政権を訴えた。 

 

Smartmatic 社が訴えを起こした理由は、２０１７年７

月３０日にマドゥロ政権が実施した制憲議会選挙。 

 

制憲議会についての詳細は「ウィークリーレポート

No.5」「No.6」を参照されたい。 

 

制憲議会について簡単に説明すると、２０１７年当時、

ベネズエラは激しい抗議行動が起きていた。 

 

マドゥロ大統領は「既存の憲法秩序では国を守ることが

できない」との理由で、憲法改定を提案し、憲法改定を

議論するための制憲議会を組織すると発表。 

 

憲法改定案について議論するメンバーを選定するため

の制憲議会選挙が１７年７月３０日に実施された。 

 

野党はこれに反対したが、選挙は実施され制憲議会が誕

生した。 

 

なお、２０１７年当時、国会は野党が多数派を占めてい

たが、マドゥロ政権は制憲議会に国会が有するべき立法

権を委ね、国会の機能を制憲議会が奪う形となった。 

 

一連の出来事をきっかけに、米国政府はベネズエラに対

して経済制裁を始めて科し、現在に至っている。 

 

 

この７月３０日の選挙については以前よりベネズエラ

に投票システムサービスを提供している「Smartmatic

社」の投票機・投票システムが採用されていたが、

Smartmatic 者は事前に同選挙への協力を拒んでおり、

Smartmatic 社不在のままマドゥロ政権側が強引に選挙

を実施する形になっていた。 

 

話を戻して、今回 Smartmatic 社が訴えを起こした理由

は、「当時マドゥロ政権が Smartmatic 社の合意を得るこ

となく、同社が提供する投票システムを使用し、結果を

改ざんした」というもの。 

 

また、Smartmatic 社は数字の改ざんについても訴えた。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」は、制憲議会選挙の投票率

について４１．５％超と発表していたが、普通に考える

と投票率はもっと少なかったはずで、数字の信ぴょう性

に疑問が残っていた。 

 

Smartmatic 社によると、投票率は改ざんされており 

実際の投票率はもっと少なかったと訴えている。 

 

「バイデン大統領とグアイド議長が電話会談」         

 

６月８日 米国のバイデン大統領とグアイド議長が電

話会談を行った。電話会談は１７分にわたって行われた

という。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.764」でも紹介した通

り、バイデン政権は米州首脳会議にマドゥロ政権を招待

せず、グアイド暫定政権側の政府代表を招待している。 

 

グアイド議長はベネズエラから出国することが出来な

いため、電話で協議を行ったということだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8c5efcea22422d69d5b07669a1213f33.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8c5efcea22422d69d5b07669a1213f33.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
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具体的な会話の内容は明らかではないが、 

（１） 米国政府は引き続きグアイド暫定政権をベネズ

エラの政府と認識し、支持していること 

（２） 与野党双方の対話を通じた問題解決を望んでい

ること 

（３） マドゥロ政権へ圧力を続けること 

の３点について合意したという。 

 

「マドゥロ大統領 トルコ企業に投資求める」                  

 

６月８日 米州首脳会議に招待されなかったマドゥロ

大統領はトルコを訪問している。 

 

マドゥロ大統領は、経済フォーラムで登壇。 

 

ベネズエラは米国の絶え間ない攻撃を克服し、経済回復

の軌道に乗り始めていると説明。トルコ企業に対して石

油・ガス・鉱物事業への参入を求めた。 

 

また、エルドアン大統領と会談。 

エルドアン大統領は両国の経済関係の発展を望むと発

言。２２年７月にベネズエラへ再び訪問したいとの意向

を示した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

「アルーバ 入国禁止措置を６カ月延長」         

 

アルーバ政府は、ベネズエラとアルーバの国境間の移動

禁止措置を６か月間、延長すると発表した。 

 

この入国禁止措置は６月８日に延長されたため、２２年

１２月８日までは一般人がベネズエラからアルーバに

移動することは出来ないと思われる。なお、コロンビア、

パナマ、ドミニカ共和国などからベネズエラ人がアルー

バに移動することは可能なようだ。 

 

表向きの延長理由は Covid-１９の感染拡大防止だが、

他にもベネズエラ移民の流入を防ぐためとも指摘され

ている。 

 

なお、両国の移動は原則禁止されているが、一定の品目

の取引については例外対象になっているという。 

 

 

（写真）アルーバ政府 
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経 済                        

「ロイター PDVSA が取引先に前払いを要求？     

  ～取引先は更なるディスカウントを要請～」           

 

ロイター通信は、PDVSA が原油取引の条件を全額前払

いに変えようとしていると報じた。過去、支払いを受け

取ることが出来ない案件があったようで、全額前払いに

変更するという。 

 

一方、取引先は最大でブレント原油に対して１バレル４

７ドルのディスカウントを求めているようで、現在の３

５～３８ドルよりも更に大きくなるという。 

 

ロイター通信によると、PDVSA は２２年４月から取引

先に対して全額前払いでの支払いを要求していたとい

う。 

 

５月の原油輸出量が先月比で著しく減少したと報じら

れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.763」）。 

港湾の補修や原油の品質が問題と報じられていたが、支

払い条件の変更も輸出減少の大きな理由になったよう

だ。 

 

現在、条件の変更で合意に至っておらず多くのタンカー

が海上に停泊しているという。 

 

米国の経済制裁を受けて、ベネズエラ産原油は通常の取

引が出来なくなっており、リスクを許容できる一部の業

者のみが PDVSA の原油を購入している。 

 

しかし、大幅なディスカウントを求めてられており、ベ

ネズエラへの外貨収入を減らす大きな原因となってい

る。 

 

 

 

 

社 会                        

「家庭のインターネット普及率 ４２．８％」           

 

野党国会が運営する「ベネズエラ公共サービス観測所

（OVSP）」は、家庭のインターネット環境に関するアン

ケート調査の結果を公表した。 

 

同調査によると、自宅にインターネットがつながってい

る家庭は４２．８％。前回の調査３６．１％から６ポイ

ント以上改善したという。 

 

２０２２年６月９日（木曜）              

政 治                       

「大衆意思党と独立野党が対立            

 ～隣人の力（FV）はマドゥロ政権の仲間？～」        

 

主要野党の一角でグアイド議長が所属している「大衆意

思党（VP）」と独立野党「隣人の力（FV）」の対立が起

きている。 

 

発端は前号「ベネズエラ・トゥデイ No.764」で紹介し

た Neomar Lander 氏の死亡から５年が経過したことを

理由とした反政府イベント。 

 

Lander 氏は２０１７年に起きた抗議行動の際に治安当

局の催涙弾が命中し死亡した。マドゥロ政権の独裁制を

象徴する一件として知られている。 

 

このイベントの実施を受けて VP の党員４名が軍部に

拘束された。また、その後更に５名が追加で拘束され９

名の VP 党員が拘束されているという。 

 

VP は、この党員の拘束に独立野党 FV の党首でチャカ

オ市長を務めるグスタボ・ドゥケ市長が関与していると

訴えている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f26dfa505c3cb7dfe71dc1fea2890569.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2e8bb598fc591ef846f3a1fef6d00446.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月８日～６月９日報道              No.７６５   ２０２２年６月１０日（金曜） 

5 / 7 

 

その後、明らかになった話では、同イベントを実施した

ことを理由に最初に VP の党員４名を拘束したのは、チ

ャカオ市警察だったという。 

 

チャカオ市警察は、この拘束について「チャカオ市の街

の壁にスプレーで落書きをするなど秩序を乱す行動が

確認されたため拘束した」と説明している。 

 

しかし、その後どのようなやり取りがあったのかは不明

だが、チャカオ市警は軍部に４名の身柄を引き渡したよ

うだ。 

 

VP のレオポルド・ロペス党首は 

「グスタボ・ドゥケとマドゥロに拘束された囚人は引き

続き消息が分からない。彼らの家族は Sebin や Dgcim

やチャカオ市警察を探し回っている。 

家族の話によると、悲しいことにチャカオ市警察の代表

は忙しいため一切話を聞いてくれないという。」 

と投稿。 

 

その後も、「ドゥケ市長はマドゥロ政権の手先」という

キャッチフレーズを VP 党員が訴えており、VP と FV

の対立が鮮明になっている。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス VP 党首 

 

 

 

 

「与党国会 ベネ銀行家を買収疑惑で非難」           

 

ベネズエラ人の中で最も資産の多い人は、「Banesco」の

ファン・カルロス・エスコテト頭取。 

エスコテト氏は、スペインの金融機関「Abanca」の頭取

でもある。 

 

６月９日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス国会議長は、

「エスコテト氏がベネズエラ判事を買収し判決を操作

した」と訴えた。ただし、具体的な話は説明しなかった

ため、どの裁判でどのように判決を操作したのかは不明

だ。 

 

なお、エスコテト氏はスペインに移住しており、ベネズ

エラに戻らない限りマドゥロ政権に拘束されることは

ないだろう。 

 

「マドゥロ大統領アルジェリア訪問 直行便開始」         

 

６月９日 トルコ訪問を終えたマドゥロ大統領はその

ままアルジェリアに移動し、アブデルマジド・テブン大

統領と会談した。 

 

アルジェリアとマドゥロ政権は産油国として有効な関

係を維持している。両国の外交関係が始まったのは１９

７１年。 

 

マドゥロ大統領は何度かアルジェリアを訪問していた

が、今回のアルジェリア訪問は２０１８年から４年ぶり

となる。 

 

マドゥロ大統領とテブン大統領は記者会見を実施。 

ベネズエラ―アルジェリアの直行便を運航することで

合意したと発表した。 
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政治的には良好な関係にあるが、両国にはほとんど経済

関係はない。 

 

今回の協議で両国の経済関係を発展させることで合意

したようだが、直通便ができるほど親密な経済関係がで

きるかどうかは不透明だ。 

 

 

 

（写真）大統領府 

 

経 済                       

「食料品１１品目の生産をコントロール」            

 

食料省は生活必需品に分類される１１の食料品の生産

をコントロールすると発表した。 

 

 

対象となる品目は、砂糖・食用油・パスタ・小麦・動物

性たんぱく質・豆類・牛乳・とうもろこし粉・米・缶詰・

先住民が食す土着の食料品だという。 

 

生産コントロールは「国家農業監督局（Sunagro）」を通

じて行われるという。 

 

ベネズエラでは基礎食料品をコントロールしようとす

ることが過去に何度もあったが、最終的に汚職スキーム

を生み、非効率化の原因となっている。 

 

今回の基礎食料品コントロールの代表者は Menry 

Fernandez Pereira という軍人のようで、農業や経営に

ついて知識の低い人物が就任するようだ。 

 

「メリダ州でカカオ改品種の根絶法が成立」         

 

ベネズエラはカカオ豆の起源の国との指摘があり、生産

量は決して多くないが香り豊かで高品質のカカオ豆が

取れる国として世界的に知られている（「ウィークリー

レポート No.33」参照）。 

 

カカオ豆が取れる地域は一部の地域に限られており、メ

リダ州もその１つ。 

 

６月９日 メリダ州政府は、同州の遺伝子組み換えカカ

オを根絶する法律を制定した。 

 

メリダ州政府のペドロ・ピネダ経済生産担当官によると、

数年前から「CCN５１」と呼ばれる遺伝子組み換えのカ

カオ豆が違法にメリダ州に入り込んでいるという。 

 

遺伝子組み換えカカオ豆はオリジナルのカカオ豆より

も実が多く取れ、病害虫などにも強く、メリダ州で CCN

５１が拡大しているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413343772106a42759ae587743ede75a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413343772106a42759ae587743ede75a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月８日～６月９日報道              No.７６５   ２０２２年６月１０日（金曜） 

7 / 7 

 

ただし、ベネズエラのカカオ豆はカカオ豆の起源と言わ

れるその希少性から価値がついており、CCN５１の拡

大はメリダ州にとっては好ましいことではない。 

 

そのため、CCN５１種を根絶するための委員会を組織

し、同品種の栽培を減らす活動をするという。 

 

社 会                       

「タバコを渡すのを拒み殺害される」            

 

ラグアイラ州（旧バルガス州）で露天商を営んでいた男

性がナイフで刺され死亡する事件が起きた。 

 

報道によると、殺害されたのは Willie Jesús Núñez 

Izaguirre 氏（５０歳）。 

 

現場に居合わせた人の証言によると男性が Izaguirre 氏

に対してツケでタバコを要求。 

 

Izaguirre 氏はその男性の要求を拒んだため口論になっ

た。その後、男性はその場を後にしたがナイフをもって

現れ襲い掛かったという。 

 

「フェラーリ ラスメルセデス地下１階に展示」         

 

経済混乱下にあるベネズエラにフェラーリが参入した

というニュースが以前から注目されている。 

 

「Bloomberg」も本件について報道。 

 

「Bloomberg」によると、フェラーリの販売代理店はカ

ラカスのラス・メルセデス地区にある Torre Jalisco とい

う１５階建ての建物の地下１階にあり、この地下１階に

は３台のフェラーリの車が展示されていると報じた。 

 

 

 

最も安価なフェラーリの車は２０万ドル（ベネズエラ公

務員５９０人分の１年間の給料に相当）だという。 

 

 

（写真）Bloomberg 

 

以上 


