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（写真）ダビッド・スモランスキー議員 “トリニダード・トバゴに不法入国した子供２名と母親ら強制送還” 

 

 

２０２０年１１月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「トリニダード・トバゴ政府 

ベネズエラ児童１６名の強制送還で非難殺到」 

「マドゥロ大統領 誕生日 

シリア・カプリレス・アジュップにラブコール」 

「Covid-１９感染確認者 １万人を突破」 

経 済                     

「並行レート １ドル BsS.１００万を突破」 

「Elliot Management ガイアナの原油採掘に投資」 

社 会                     

「世論調査 地方での薪使用率」 

２０２０年１１月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「世論調査会社 Datanalisis、Consultores２１ 

国民は投票を拒否・現状維持を拒否」 

「WOLA バイデン政権は罷免投票で政権交代」 

経 済                    

「国営企業 民営化が静かに進む」 

「ロスロケス・マルガリータ島の便が再開」 

「所有権保護ランキング １２９カ国中１２７位」 

社 会                    

「ロスロケスで大規模なリゾート建設進む」 

「LVBP 観客は収容能力の３０％まで」 
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２０２０年１１月２３日（月曜）             

政 治                       

「トリニダード・トバゴ政府              

  ベネズエラ児童１６名の強制送還で非難殺到」       

 

１１月２３日 非正規の手段でトリニダード・トバゴに

到着した２９名のベネズエラ人が強制送還されたこと

が話題になっている。 

 

特に問題になっているのは２９名のうち１６名は子供

で、中には生後４カ月の赤ちゃんも含まれているという。 

強制送還された子供の中には、先に入国した親のもとに

移動するために入国を試みた子供もいた。 

 

２９名は小型モーターが付いた簡易なボートに載せら

れベネズエラへ送還されており、ボートに積まれた食

料・水も多くなかったという。 

 

このトリニダード・トバゴ政府の対応について、非人道

的と報じられ、野党・米州機構らが非難している。 

 

強制送還から２日が経過しトリニダード・トバゴ最高裁

が彼らを保護するよう決定。トリニダード・トバゴに再

び到着したようだ。 

 

 

（写真）Googlo Map 

到着した人の証言によると、数時間してすぐにボートの

モーターが壊れ、海上を漂っていたという。 

 

食料・水も底をつき、脱水症状が出ている子供もいると

訴えている。 

 

人権団体や弁護士団などが彼らを保護するために活動

を始めるようだが、どのような対応になるのかははっき

りしていない。 

 

トリニダード・トバゴ政府の Stuart Young 国家安全相

は、本件について「不法な手段で入国した移民は即座に

「望まれない人」として、法的な処置を受けなければな

らない。」と反論した。 

 

グアイド議長、フリオ・ボルヘス PJ 幹事長、マリア・

コリナ・マチャド党首らが揃ってトリニダード・トバゴ

政府の対応を非難する一方、マドゥロ政権はこの問題に

ついて沈黙を貫いている。 

 

トリニダード・トバゴは南米で数少ないマドゥロ政権の

擁護国で、マドゥロ政権をベネズエラの政府と認識して

いる。この関係に配慮して特段の声明を出していないも

のと思われる。 

 

 
（写真）Maduradas 
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「マドゥロ大統領 誕生日                    

 シリア・カプリレス・アジュップにラブコール」         

 

１１月２３日はマドゥロ大統領の５８歳の誕生日であ

る。マドゥロ大統領は同日、テレビで短い演説を行った。 

 

演説の中で、マドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏

に感謝を述べた他、１２月の国会議員選についても言及。 

 

野党のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事およびヘ

ンリー・ラモス・ラジュップ AD 幹事長にラブコールを

送った。 

 

カプリレス元知事は、以前から１２月の国会議員選に参

加する前提で選挙の条件を勝ち取るべきだと主張して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.163」参照）。 

 

結局９月末に国会議員選への参加を諦めると宣言した

が、それ以降メディアに登場することはめっきり無くな

っている。 

 

マドゥロ大統領は、カプリレス元知事に対して、大統領

選でも州知事選でもいいので出馬するよう要請。選挙を

通じて政治問題を解決するよう求めた。 

 

「カプリレス、出馬しろ。知事選でも大統領選でもどち

らでもよい。私はここであなたを待つ。彼とはいくつか

の合意を結んだ。」 

と述べた。 

 

また、「行動民主党（AD）」のヘンリー・ラモス・アジ

ュップ幹事長については「野党の中でもっとも優れた演

説者」と評価した。 

 

 

 

 

「これは初めて話すが、私が２０００年～０５年まで国

会議員を務めていた時、私の仕事はアジュップの発言の

メモ取りをすることだった。 

 

私はアジュップと座り話を聞いた。私は彼に毒されない

ように薬を飲んだこともある。 

 

アジュップは、この２０年間、野党の中で最も優れた演

説者だ。右派の最良の演説者だろう。しかし、残念なこ

とに今はグアイドを取り巻く犬に成り下がっている。」 

と述べた。 

 

「Covid-１９感染確認者 １万人を突破」                  

 

１１月２３日 ベネズエラで新たに３０８名の Covid-

１９感染が確認され、これまでの感染確認者数は１００，

１４３名になった。 

 

なお、このうち９４，９８５名は感染から回復したと診

断されており、感染中の患者数は４，２８５名だという。 

 

また、２３日には新たに２名の死亡が確認され、Covid-

１９を理由に死亡した患者は８７３名となっている。 

 

 

（写真）情報通信省 
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経 済                        

「並行レート １ドル BsS.１００万を突破」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.520」「No.523」と並行レー

トの急騰に関する記事を紹介した。 

 

１１月１２日には１ドル BsS.６６万に急騰したとの記

事を紹介していたが、それから２週間も経たないうちに

１ドル BsS.１００万を突破した。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」によると、１

１月２４日２２時時点の為替レートは１ドル BsS.１０

１万２４２．７８となっている。 

 

マドゥロ政権は、国会議員選とクリスマスを前に補助金

や賞与の形でボリバル通貨を大量に市場に投入してお

り、結果的にボリバル通貨の価値を下げ、為替レートが

ボリバル安になっている。 

 

ボリバルの減価分は商品価格に反映されるためインフ

レが加速し、補助金や賞与は事実上あまり意味のないも

のになってしまっている。 

 

恐らく１１月、１２月のインフレ率は通常の月よりも高

い数字が出るのではないだろうか。 

 

 

（写真）DolarToday 

 

 

 

「Elliot Management ガイアナの原油採掘に投資」         

 

ロイター通信は、投資ファンド「Elliot Managment」が

ガイアナの原油採掘活動を行っている小規模会社

「Cataleya Energy」に少なくとも３，０００万ドルを投

資したと報じた。 

 

「Elliot Managment」は、リスクの高いディストレスト

アセットを中心に扱う投資ファンドで、アルゼンチンで

デフォルトが起きた際も、債券の全額返済を求めてアル

ゼンチン政府と争った投資ファンドとして有名である。 

 

２０１５年、「Exxon Mobil」はガイアナ沖で大規模な原

油油田「Bloque Stabroek」を発見していた。 

 

社 会                        

「世論調査 地方での薪使用率」             

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、地方（ボ

リバル州 Ciudad Bolivar、バリナス州 Barinas、マルガ

リータ島 Porlamar）の火の使用状況について調べた結

果を公表した。 

 

これらの都市では、ガスが不足しており、Barinas では

５２．２％、Ciudad Bolivar は、４８．３％、Porlamar

では４４．９％が薪を使って火を焚いているという。 

 

なお、ガス不足の問題が起きていなかった過去の調査で

は、ガスを使用していると回答した人は Barinas では９

２，８％、Ciudad Bolivar では９３．２％、Porlamar で

は９４．２％だったという。 

 

なお、薪の次に多かった回答は電気オーブンの購入で、

Barinas は２７．９％、Ciudad Bolivar は３３．３％、

Porlamar は２７．７％だった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
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（写真）OVSP 

 

２０２０年１１月２４日（火曜）              

政 治                       

「世論調査会社 Datanalisis、Consultores２１       

     国民は投票を拒否・現状維持を拒否」        

 

ベネズエラの世論調査会社「Datanalisis」と「Cosultores

２１」の専門家は、ベネズエラの政治状況、一般国民の

置かれている状況について見解を述べた。 

 

「Datanalisis」のヒル・ジェペス氏によると、現在７２％

の国民がどの政党も支持していないという。 

他方、自身を野党支持者と回答したのは２７％、与党支

持者と回答したのは１２％だったという。 

 

（これは報道の文章をそのまま訳しているが、７２％＋

２７％＋１２％＝１１１％で１００％にならない。 

１％は四捨五入で生じる誤差だとして、恐らく無党派の

７２％は間違いで、正しくは６２％ではないかと思われ

る） 

 

また、支持率が最も高い政治家は現在もファン・グアイ

ド暫定大統領で２７％が支持。次いで、マリア・コリナ・

マチャド党首が２４％、レオポルド・ロペス VP 党首が

１５％、エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が１

４％、ニコラス・マドゥロ大統領が１３％となっている。 

 

なお、１２月６日の国会議員選の参加を支持する野党系

の政治家の支持率は概して低く、最も支持が多い「発展

進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコン党首でも４％に

過ぎないという。 

 

一方、ベネズエラ人の投票意欲は高く回答者８３％は大

統領選を含む一斉選挙に参加したいと回答した。 

 

「Consultor２１」のサウル・カブレラ氏によると、一般

国民の多くは現在の経済危機を克服するためには政治

の変革が不可欠だと考えていると指摘。回答者の８０％

は政治の変革を望んでいるとした。 

 

他、「マドゥロが存続するのであれば、現状を生き延び

るために適応しなければいけないのか？」という質問に

対して７５％が「いいえ」と回答。国民の多くが現状維

持を容認しない姿勢を示しているという。 

 

他、「野党が呼びかける国民投票へ参加する意欲がある

か？」との質問について、３５~４０％の回答者が「あ

る」と回答した。 

 

一方「与党が呼びかける国会議員選に参加する意欲があ

るか？」との質問について、２０~２５％の回答者が「あ

る」と回答しており、野党が呼びかける区民投票の方が

国会議員選よりも投票率が高い可能性を指摘した。 

 

また、カブレラ氏は「国民は投票に対する信頼を失った

わけではないが、本当の意味で競争できる選挙の実施を

求めている」との見解を示した。 
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「WOLA バイデン政権は罷免投票で政権交代」           

 

米国シンクタンク「ラテンアメリカ・ワシントンオフィ

ス（WOLA）」の Geoff Ramsey 氏は、バイデン政権の

対ベネズエラ方針について、バイデン政権下でも米国は

マドゥロ大統領の政権交代を目指すことになるだろう

と説明。 

 

ただし、手段はマドゥロ政権との直接交渉に切り替わり、

マドゥロ政権に対して自由で公平な選挙の実施を求め

るだろうとの見解を示した。 

 

「私はバイデン政権も政権移行を達成しようとすると

考えている。彼らは２０２１年の州知事選および罷免投

票での政権交代を目指すと考えている。」 

と述べた。 

 

また、制裁についてバイデン政権下で制裁が強化される

ことはなく、今まで通り維持されるとの見解を示した。 

 

「ベネズエラは政治・経済・軍事関係者１５０名が制裁

を受けている。米国だけではなく欧州連合や他のラテン

アメリカ諸国も制裁を科している。マドゥロ政権を非難

する方針は全世界で一致している。 

 

制裁はベネズエラのような危機に陥っている国を救う

ために国際社会が行使する手段として有効だと考えて

いる。」と述べた。 

 

なお、WOLA は、つい最近経済制裁を非難するレポー

トを公表していた（「ウィークリーレポート No.174」参

照）。制裁と言っても制裁には様々な種類があり、欧州・

南米ともに経済制裁は科していない。 

メディアの流れを加味して経済制裁については触れて

いないが、経済制裁については解除するべきだと考えて

いるのではないか。 

 

なお、「ウィークリーレポート No.175」で触れたが、筆

者もバイデン政権が目指すのは２０２１年の罷免投票

での政権交代だと考えている。 

 

ただ、罷免投票で政権を交代させるためにはマドゥロ政

権と交渉をする必要がある。 

 

仮に米国が制裁について現状維持を続けるとすれば、マ

ドゥロ政権が罷免投票の実施を認める理由はなく、政権

交代はできない。 

 

そもそも経済制裁を科して政府の政権運営を妨げた状

態で行われる選挙は自由で平等な選挙とは言えない。 

 

バイデン政権が交渉を通じて政権交代したいのであれ

ば、経済制裁の緩和は必須条件であることをベネズエラ

野党に理解させることが重要だろう。 

 

経 済                       

「国営企業 民営化が静かに進む」             

 

現地農業系メディア「Minuta Agropecuaria」によると、

ラ ラ 州 モ ラ ン 市 に あ る サ ト ウ キ ビ 生 産 公 社 「 Pio 

Tamayo」が民営化されたという。 

 

同記事によると、２０年３月に「Pio Tamayo」は正式に

倒産し、５００名の従業員が解雇されたという。 

 

しかし、２０年４月に同社の労働組合が総会を実施。 

「Consorcio Veinca CA」という企業に売却したと発表

した。 

 

どのような法制度を根拠として労働組合が民間企業へ

の資産売却を決定できるのかは不明だが、「Minuta 

Agropecuaria」によると、同じようなプロセスで国営企

業が民間企業に売却される例は増えているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9fddbd46ed66ca2a12e5981f1d8c00de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/042bf2de7e55272a79375681228b1b5c.pdf
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上記のケース以外に、国営会社だった「Agropecuaria en 

El Tocuyo（農業）」「Lacteo Los Andes（乳業）」「Café 

Venezuela（コーヒー）」なども静かに民間企業に会社を

売却したという。 

 

「ロスロケス・マルガリータ島行きの便が再開」         

 

国際線の再開が増えているが、国内線についてはほぼ再

開していない。しかし、ヌエバエスパルタ州マルガリー

タ島、ロスロケス行きの便が再開される。 

 

出発地についてもマイケティア空港だけではなく、カラ

カス、バレンシア、マラカイボ空港からの離発着が許可

された。 

 

 

（写真）ALAV 

 

ただし、１１月３０日~１２月６日までの期限付きの措

置で、７日以降も続くかどうかは現時点では明らかにさ

れていない。 

 

「所有権保護ランキング １２９カ国中１２７位」         

 

「Property Right Alliance」は、「世界の所有権保護ラン

キング２０２０」を公表した。 

 

同ランキングによると、ベネズエラは調査対象国１２９

カ国中１２７位となった。 

 

同調査は１４の項目を各１０点満点で評価する仕組み

で、特に評価が低かった項目は 

 

「法律・政治」 １０点満点中１．４点 

「法の独立性」 １０点満点中０．２点 

「法の支配力」 １０点満点中０．３点 

など。 

 

総合点では、最下位からハイチ・イエメンの次の順位と

なっている。 

 

なお、日本はフィンランド、スイス、シンガポール、ニ

ュージーランドに次いで５位になっている。 

 

社 会                       

「ロスロケスで大規模なリゾート建設進む」            

 

「Armando Info」は、ベネズエラのリゾート地ロスロケ

スでリゾート建設計画が進んでいると報じた。 

 

この建設計画にはマドゥロ政権との汚職関係が報じら

れている「Derwick Associates」の Orland Alvarado 氏

の父親の Anselmo Orlando Alvarado 氏が関わっている

という。 
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ロスロケス諸島は貴重な自然遺産であり、美しい景観に

加えて、この地域固有の植物や動物などが生息している

場所でもある。 

 

環境活動家らはリゾートの建設が生態系を乱すことを

懸念している。 

 

 

（写真）Armando Info “建設中のリゾート地” 

 

「LVBP 観客は収容能力の３０％まで」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.525」で、ベネズエラのプ

ロ野球リーグ（LVBP）が再開するとの記事を紹介した。 

 

マルビン・マルドナード・スポーツ相は、LVBP につい

て Covid-１９感染防止策として会場の収容能力の３

０％を限度とし、観客の受け入れを許可すると発表した。 

 

また、LVBP の開始日は１１月２７日になるようだ。 

 

他、LVBP の試合は「La Tele Tuya」「IVC」「Meridiano 

Television」の３局で放送する予定だという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d69a0c01d9aeaa0f01c838afc4b574a9.pdf

