
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１１月１３日～１１月１５日報道         No.５２４   ２０２０年１１日１６日（月曜） 

1 / 8 

（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 クリスマスシーズンに向けて医薬品・玩具などの配給を約束” 

 

 

２０２０年１１月１３日（金曜） 

 

政 治                     

「米大統領選 票改ざんにベネズエラの影？」 

「医薬品・玩具など ロシアから到着」 

経 済                     

「国民の７３％は原油と燃料の交換取引に賛成」 

「マドゥロ政権 債権者への時効停止提案を延長」 

「Anauco ベネズエラ国内の外貨口座凍結を訴え」 

「スリア州のホテル事業者 ２０年一杯は免税」 

「ベネズエラの労働競争力６３カ国中６０位」 

社 会                     

「補助金支払い額が増加」 

20 年 11 月 14～15 日（土・日） 

 

政 治                    

「Covid-１９緩和週間 宗教施設も再開 

～感染者は９７，３５２名、死者８５１名～」 

「ペルー大統領 抗議行動激化で辞任」 

経 済                    

「SimpleTV １２月１５日から有料に 

～DirecTV 撤退 両政府が事前に合意？～」 

「グアイド政権 PDVSA２０債の控訴を発表」 

「Sunacrip 指定デジタル通貨取引所の使用要請」 

社 会                     

「Traki 商品の買い替えコストを請求」 
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２０２０年１１月１３日（金曜）             

政 治                       

「米大統領選 票改ざんにベネズエラの影？」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.523」で、ベネズエラ

の選挙システムを運営している「Smartmatic」という会

社が１１月に行われた米国の大統領選で複数の州で採

用されており、票改ざんが行われたとの疑惑が上がって

いた。 

 

正確に言うと、「Dominion」というカナダの会社が選挙

システムを運営していたが、その会社の親会社が

「Smartmatic」だという。 

 

トランプ大統領の個人弁護士を務めているジュリアー

ニ元ニューヨーク市長は、 

「Dominion の親会社は Smartmatic という会社で、こ

の会社は２００２年～０３年にかけてベネズエラのチ

ャベス大統領に近い人物３名によって、選挙を改ざんす

るために作られた会社だ。」 

と訴えた。 

 

トランプ大統領も自身のツイッターで 

「ドミニオンが全国で２７０万のトランプ票を削除し

た。データ解析によると、ペンシルベニア州で２２．１

万のトランプ票がバイデンに移し替えられた。９４．１

万のトランプ票が取り消された。ドミニオンの投票シス

テムを使用している州で４３．５万票がバイデンに移し

替えられた」 

と投稿しており、ベネズエラの投票システムを使用した

ため、一部の州で票が改ざんされたとのスタンスを示し

ている。 

 

 

 

 

この訴えを受けて、マドゥロ大統領は 

「トランプ大統領は選挙システム会社を非難している。 

私が米国の票改ざんを扇動したと言っており、米国では

その会社をマドゥロの会社と言っている。いつも空想の

物語を述べている。」 

と反論した。 

 

なお、Smartmatic のシステムが票を改ざんしたとの疑

惑を受けて急進野党のエンリケ・アリスギエタ氏は、米

国で票操作が行われたと主張し始めており、訴えを起こ

さなければいけないと述べている。 

 

「ロシア製の医薬品・玩具など１２月に配給」         

 

１１月１３日 ロシアからインシュリン８３万キット

が到着した。 

 

これは１９年６月にサンクトペテルブルクで開催され

た国際経済フォーラムで取り交わされた合意に基づく

ものだという。 

 

同フォーラムでロシアの医薬品会社「Geropharm」とベ

ネズエラ保健省参加の国営会社「Espromed BIO」が合

意を締結。インシュリン５４０万キットなど医薬品をベ

ネズエラに供給することが決まっていた。 

 

今回８３万キットが到着したことで、これまでに３３３．

２万キットが到着、他に受け入れた医薬品なども含めて

２，８３６万ユーロ相当の医薬品を輸入したことになる

という。 

 

マドゥロ大統領は国営放送 VTV で、ロシアからの医薬

品到着を歓迎するコメントを発表。１２月にはロシア製

の玩具などを配給すると述べた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
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経 済                        

「国民の７３％は原油と燃料の交換取引に賛成」           

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は、

直近の世論調査の結果を公表。 

 

少なくとも７３％の回答者が原油とディーゼル燃料の

交換取引を継続することに賛成していると述べた。 

 

また、６８％の回答者が原油とディーゼル燃料の交換取

引が停止させられた点について反対していると回答し

たという。 

 

反対する理由について、 

「交換取引が出来なくなれば、生活がさらに悪化する」

「交換取引を止めたところで政権交代に対する期待が

持てない」 

との回答が主だったようだ。 

 

また、レオン代表によると、これまで制裁に対するアン

ケートを行ってきたが、野党支持者も含めて制裁を非難

する風潮が出来たのは今回の調査が初めてだという。 

 

ディーゼル燃料は移動手段だけでなく、発電のために必

要な資源であり、病院の発電でも必要になる不可欠な原

料で、ディーゼル燃料を止めることはベネズエラ人の生

命にかかわると警鐘を鳴らした。 

 

バイデン候補が当選以降、制裁に批判的な意見が増えて

いる印象がある。 

 

「ウィークリーレポート No.174」でも指摘したが、こ

れまで制裁に否定的な見解を持っていたが、トランプ政

権下で声を出さなかった専門家が見解を述べるように

なっているのではないか。 

 

 

「マドゥロ政権 債権者への時効停止提案を延長」                  

 

１１月１３日 マドゥロ政権は、ベネズエラ国債・

PDVSA債およびカラカス電力債を保有する債権者に呼

びかけている時効停止提案の申込期限を３０日延長し

た。 

 

９月にデルシー・ロドリゲス財務相（副大統領兼務）は、

ベネズエラ国債・PDVSA 債・カラカス電力債の保有者

に対して、債務再編協議の再開を求め、その際に債券発

行時の目論見書に書かれていた時効条項の中断を提案

していた。 

 

「時効条項」とは、当該債券の利息支払いが滞って３年

が経過しても当該債券保有者が正式な支払い要請を行

わない場合、時効が成立するというもの。 

 

９月に提案した当時、提案の申し込み期限を１０月１３

日に設定していたが、その間に申込者が集まらなかった

ようで、１１月１３日まで延長していたため、今回で延

長は２回目になる（「ベネズエラ・トゥデイ No.510」参

照）。 

 

今回の延長により、新たな申込期限は１２月１３日にな

っている。 

 

「Anauco ベネズエラ国内の外貨口座凍結を訴え」         

 

ベネズエラの「全国消費者保護団体（Anauco）」は、ベ

ネズエラ国内の銀行に留保されている外貨口座の凍結

解除を求めて、集団訴訟をベネズエラの最高裁判所に提

出するという。 

 

過去、ベネズエラではDICOMという外貨制度があり、

人々は DICOM のスキームを使用してボリバル通貨を

ドルに両替していた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9fddbd46ed66ca2a12e5981f1d8c00de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
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DICOM で得たドルは、この２年間オンライン上で預金

額は確認できるが引き出しも送金も決済も出来ない状

態が続いているという。 

 

外貨預金が動かせなくなっている銀行は「ベネズエラ銀

行（Banco de Venezuela）」「ビセンテナリオ銀行（Banco 

Bicentenario）」「テソロ銀行（Banco del Tesoro）」の３

行と報じられている。 

 

Anauco は、同様の問題を抱える人々を１１月３０日ま

でに集めて、１２月初旬に最高裁判所に正式に訴えを起

こす予定としている。 

 

「スリア州のホテル事業者 ２０年一杯は免税」                  

 

Covid-１９の影響を抑えるため「市税管理サービス局

（Sedemat）」は、スリアのホテル商工会と合意を締結。 

 

都市不動産税（Impuesto sobre Inmuebles Urbanos）の

徴収を２０年いっぱいは免除にすることで合意した。 

 

あくまで市税であり、全ての税金が免除されることにな

るわけではないようだ。 

 

ホテル商工会の Elvira Pradelli 代表は、今回の合意につ

いてホテル業界が存続するために必要な重要な合意だ

ったと説明。 

 

Sedemat および合意に至るまで協力をしてくれた多く

の関係者に感謝の意を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

「ベネズエラの労働競争力６３カ国中６０位」         

 

「世界競争力センター（以下 IMD）」は、２０年度の世

界労働力ランキングを発表。 

 

ベネズエラについては６３カ国中６０位だった。 

前回のレポートでは６２位だったため、順位を２位上げ

たことになる。 

 

「投資・開発」の総合順位は５０位。 

医療設備の充実の項目で最下位の評価が下っている。 

 

「人材の魅力」の総合順位は５９位。 

「能力」は３９位と比較的高い評価を受けているが、「生

活の質」、「正義」などの項目で最下位の評価を受けた。 

 

「教育的な下地」の総合順位は５８位。 

「労働市場の拡大」は２４位と高評価だったが、「小学

校・中学校の教育」は最下位となっている。 

 

 

（写真）IMD “World Talent Ranking 2020” 

 

なお、日本の順位は６３カ国中３８位と真ん中よりもや

や低い順位だった。「投資・開発」は３６位。「人材の魅

力」は２７位。「教育的な下地」は５４位だった。 

「教育的な下地」では、特に「他言語の習得意欲」（６

２位）、「国際経験」（６３位）など国際的なスキルが低

く評価された。 
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社 会                        

「補助金支払い額が増加」                

 

現地経済メディア「Bancaynegocios」は、マドゥロ政権

が行っている補助金の支払い額が増加したと報じた。 

 

「Bono Hogares de la Patria（祖国の家庭補助金）」とい

う、世帯の人数に応じて支払い額が変わる補助金制度な

ど多くの補助金が増額しているようだ。 

 

「Bono Hogares de la Patria（祖国の家庭補助金）」の場

合、 

１人世帯の受取額は、月額 BsS.４８万（０．９ドル） 

２人世帯の受取額は、月額 BsS.６０万（１．１ドル） 

３人世帯の受取額は、月額 BsS.９０万（１．６ドル） 

４人世帯の受取額は、月額 BsS.１２０万（２．２ドル） 

５人世帯の受取額は、月額 BsS.１５０万（２．７ドル） 

となった。 

 

他、「学童補助金」は BsS.４８万から BsS.６０万に増額

（学童が１名増えるごとに月額 BsS.４８万を加算）。 

 

他、「乳児補助金」は、月額 BsS.１２０万 

「妊娠補助金」は、月額 BsS.１２０万 

「大学生補助金」は、月額 BsS.９６万 

「老齢補助金」は、月額 BsS.１２０万 

などとなっている。 

 

なお、これらの補助金はマドゥロ政権が登録を促してい

る「祖国システム」に登録をしなければ受け取ることが

出来ない。 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１１月１４～１５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Covid-１９緩和週間 宗教施設も再開       

  ～感染者は９７，３５２名、死者８５１名～」        

 

１１月１６日の週は、Covid-１９感染防止措置の緩和週

間にあたる。 

 

マドゥロ大統領は 

「１２月が近づき、人々が普通に街を歩けるようになり

以前よりも活気が出てきた。しかし、１２月に更に良い

知らせを出せるよう各人が注意する必要がある。」と言

及。 

 

教会や寺院など宗教施設の再開も承認された。 

ただし、収容許容量の４０％までしか入場させてはいけ

ないとの制限が設けられている。 

 

なお、１１月１５日に新たに確認された Covid-１９感

染者数は４１９名。これまでに９７，３５２名の感染が

確認されたことになる。また、Covid-１９感染により新

たに３名の死者が出て、これまでに８５１名が死亡した。 

 

なお、感染者のうち９５％は感染から回復しており、現

在も感染中の患者は４，１２８名としている。 

 

 

（写真）情報通信省 
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「ペルー大統領 抗議行動激化で辞任」           

 

１１月１５日 ペルーのマヌエル・モリノ大統領は辞任

を表明した。 

 

モリノ大統領は１１月１０日に就任したばかり。５日間

で大統領を辞任したことになる（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.522」参照）。 

 

元々、ペルーはクチンスキ大統領の汚職疑惑を受けて、

当時副大統領を務めていたビスカラ氏が大統領に就任

していた。 

 

しかし、ビスカラ氏もモケグア県知事時代の汚職疑惑が

浮上し、野党多数派の国会が解任を決定し、継承順位に

従いモリノ氏が大統領に就任した。 

 

（モリノ大統領は国会議長だった。通常、大統領が罷免

された場合、副大統領が後を継ぐことになるが、副大統

領は１９年１０月に辞任したまま空席となっていたた

め、国会議長であるモリノ氏が大統領に就任した） 

 

ビスカラ大統領の解任とモリノ大統領の就任にあたり、

一連の決定に異を唱える市民による抗議行動が連日の

ように発生。 

 

治安維持部隊と衝突し、多数の負傷者と少なくとも２名

の死者が出ていたという。 

 

大統領のポストが今後誰の手に渡るのかは現時点では

決まっていない。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「SimpleTV １２月１５日から有料に        

  ～DirecTV 撤退 両政府が事前に合意？～」            

 

２０年５月 ベネズエラで有料放送サービスを提供す

る「DirecTV」を運営する「AT＆T」は、米国の制裁を

順守しつつ、ベネズエラ通信当局の指示を守ることはで

きないとして、ベネズエラでの「DirecTV」サービスの

終了を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

それから３カ月が経過した２０年 8 月、「Scale Capital」

という会社が「DirecTV Venezuela」の事業を引き継ぐ

ことが決まり、放送は再開している（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.485」参照）。 

 

「Scale Capital」は、放送再開後３カ月は無料で視聴で

きるようにすると発表。しかし、実際は４カ月の無料期

間になるようで、１２月１５日から有料放送に移行する

という。ただし、現時点では有料放送の料金は発表され

ていない。 

 

通信分野の専門記者 Fran Monroy 氏は、ウェブメディ

ア「VPItv」の取材で「DirecTV」の撤退に関して、米国

政府とベネズエラ政府の交渉が存在したと述べた。 

 

米国政府はマドゥロ政権をベネズエラの政府と認めて

おらず、制裁によりマドゥロ政権関係者との交渉を禁止

している。その米国政府自身がマドゥロ政権と交渉をし

ていたというのは野党、特に急進野党からするとショッ

キングな出来事と言える。 

 

ただし、交渉の内容はそれよりも衝撃的なもののようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab5ac05b2e8df5a109933630da5489cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab5ac05b2e8df5a109933630da5489cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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Fran Monroy 記者は、 

「「DirecTV」の撤退には、マドゥロ政権と米国政府の

想像できないような交渉があった。交渉は完了しておら

ず、全容は明らかにできないが、時期が来れば本を書き

たいと考えている。この話は興味深いものになるだろ

う。」 

と述べた。 

 

「グアイド政権 PDVSA２０債の控訴を発表」         

 

グアイド政権は、PDVSA２０の有効性を認めた米国ニ

ューヨーク裁判所の判定について控訴をすると発表し

た。 

 

１９年１０月 グアイド政権は、PDVSA２０債につい

てベネズエラの憲法に準じることなく発行されたとし

て、PDVSA２０の債権者を相手取り裁判を起こした

（「ベネズエラ・トゥデイ No.363」参照）。 

 

PDVSA の米国子会社 CITGO は、１９年からグアイド

政権のコントロール下にある。 

 

PDVSA２０債は、他の債券と違い CITGO の株式５０．

１％が担保に設定されており、PDVSA２０がデフォル

トした場合、PDVSA２０の債権保有者は CITGO の株

式を持って投資資金を回収できることになっている。 

 

これまでマドゥロ政権は CITGO を債権者に取られる

ことを防ぐため、PDVSA２０だけは支払いを継続して

きたが、１９年に CITGO がグアイド政権側に渡ったこ

とでPDVSA２０の支払いを継続するインセンティブを

失った。 

 

つまり、PDVSA２０の支払い責任はグアイド政権側に

移ったが、グアイド政権には支払い原資がなく、１９年

１０月にデフォルトに陥った。 

 

当時、米国政府が PDVSA２０の債権者から CITGO を

保護する趣旨の制裁ライセンスを発行したが、グアイド

政権はこれに加えてPDVSA２０の無効を求めて裁判を

起こしていた（米国政府の制裁ライセンスについては

「ベネズエラ・トゥデイ No.361」参照）。 

 

この裁判について、２０年１０月１６日 ニューヨーク

裁判所の Failla 判事は、PDVSA２０の債権保有者の権

利を認める判決を下した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.512」参照）。 

 

それから１カ月が経過し、グアイド政権はこの決定を不

服として控訴することを決めたことになる。 

 

なお、グアイド政権側の訴えが認められる可能性はかな

り低い。グアイド政権側も理解しているだろうが、この

裁判の決着がつかない限りPDVSA２０の債権保有者が

CITGO の株を差し押さえることは無い。 

 

裁判に勝とうとしているというより、時間稼ぎの側面が

強いだろう。 

 

「Sunacrip 指定デジタル通貨取引所の使用要請」         

 

「デジタル通貨監督局（Sunacrip）」は、デジタル通貨の

売買で許可されていない取引プラットフォームを使用

しないよう要請。Sunacrip が許可した「祖国プラットフ

ォーム」「Exchange VEX」などを使用するよう求めた。 

 

Sunacrip は、許可されていない取引プラットフォームは

詐欺やウイルス感染のリスクがあると訴えている。 

 

しかし、マドゥロ政権が許可したプラットフォームで取

引をすることこそリスクだと考える人は多いと思われ、

強制力を持たせない限り、Sunacrip の求めに答える人は

少ないだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
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「Traki 商品の買い替えコストを請求」         

 

「Traki」は、食品や衣類・雑貨などを販売するベネズエ

ラの量販店。同店ではドルやデジタル通貨などでの決済

が可能で、商品の表示価格もドル建てとなっている。 

 

この「Traki」の顧客への対応がメディアで話題となっ

ているので紹介したい。 

 

アンソアテギ州プエルト・ラ・クルスにある「Traki」で、

ある顧客（Ａ氏）がジーンズを１２ドル（現金）で購入。 

 

帰宅後にジーンズに欠陥があることが分かり、後日

「Traki」に行き交換を求めたが、同じサイズのジーン

ズが無かったため、同じ金額の別のズボンに変えたとい

う。 

 

しかし、ここで問題が発生した。 

 

Ａ氏は現金ドルでジーンズを購入したが、「Traki」側が

発行できるのはドル建てのレシートではなく、ボリバル

建てのレシートだった。 

 

つまり、Ａ氏は現金ドルで商品を購入したという証拠を

提示できなかった。 

 

そして、「Traki」のスタッフは、ジーンズを購入した時

の為替レートと現在の為替レートが変わっているため、

差額分のボリバルを支払うようＡ氏に求め、Ａ氏はその

差額を支払わざるを得なかったという。 

なお、ここ最近、為替レートは急激にボリバル安になっ

ているため、差額として BsS.１２５．８万（約２．３ド

ル）を追加で支払わされたと訴えている。 

 

以上 

 


