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（写真）グアイド議長ツイッター “３月１０日 反政府デモを実施” 

 

 

２０２０年３月９日（月曜） 

 

政 治                     

「CNE 倉庫火災で投票機５万台が焼失 

～それでも国会議員選は実施する方針～」 

「CNE 役員選定委員会 会合を実施」 

「マチャド VV 党首インタビュー 

～マドゥロ政権後に大統領選に出馬する～」 

経 済                     

「国内を走る自動車の７０％は１０年以上経過」 

「油価下落でベネズエラ収入は９０億ドル超減」 

「米国政府高官 海上封鎖も否定せず」 

「RIF 非登録者、非更新者への罰則を改定」 

２０２０年３月１０日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 反政府デモを実施 

～死者出ず、治安部隊は催涙弾で対応～」 

「３月１２日も反政府デモを実施」 

「行動民主党は２０年の国会議員選に参加？」 

「バチェレ弁務官 ベネズエラ問題を報告」 

経 済                    

「マドゥロ政権 トルコを経由し制裁を回避」 

「マドゥロ政権 制裁被害申請規則を発表」 

社 会                     

「新型コロナウイルスの政治利用について警告」 
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２０２０年３月９日（月曜）             

政 治                       

「CNE 倉庫火災で投票機５万台が焼失           

   ～それでも国会議員選は実施する方針～」       

 

３月７日 カラカス・Mariche 地区にある「選挙管理委

員会（CNE）」の倉庫で大規模な火災が発生した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.416」参照）。 

 

CNE のティビサイ・ルセナ代表は同日の火災について、

「サボタージュ行為」として国民の選挙権を奪おうとす

る悪意ある人物が意図的に火災を起こしたと訴えた。 

 

また、今回の火災被害について報告。 

 

選挙人登録に使用するパソコンが５４２台焼失。 

投票機、４９，４０８台が焼失。 

指紋認証機、４９，３２３台が焼失。 

非常用電源、２２，４３４台が焼失。 

投票結果印字用紙が焼失したと発表。 

 

逆に火災被害をのがれた機械はほとんどなかったと説

明した。 

 

 

（写真）CNE “焼失した投票機” 

 

 

ただし、マドゥロ政権側は２０年中に国会議員選を実行

する構えを見せている。 

 

マドゥロ政権のナンバー２であるディオスダード・カベ

ジョ制憲議長は、今回の火災について野党によるテロ行

為であると批判。 

 

「テロリストがどのような凶悪行為を起しても、国民の

選挙権行使を阻害することはできない。」 

と予定通り２０年中に国会議員選挙を行う姿勢を見せ

た。 

 

選挙専門家のエウロヒオ・マルティネス氏は、今回の火

災についてコメント。 

 

CNE は選挙を実行するために不可欠な資材をほぼ全て

失ったと述べ、今後の可能性について言及した。 

 

１．トルコ、ロシア、中国の協力を仰ぎ、新たな選挙シ

ステムを構築する。 

 

２．軍部の国家計画マニュアルに書かれている手集計に

よる開票を行う。 

 

３．ドミニカ共和国のように自国独自の選挙システムを

構築する。 

 

ただし、上記のいずれのシナリオも良い結果を生むこと

は無いだろうとの見解を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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「CNE 役員選定委員会 会合を実施」         

 

２月末に、与野党議員共同の「CNE 役員選定委員会」

の再発足が宣言されていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.413」参照）。 

 

３月９日 同委員会は会合を実施した。 

 

同日、第一正義党（PJ）のアンヘル・メディア議員が委

員長に就任。与党（PSUV）のフリオ・チャベス議員が

副委員表に就任。また、秘書官としてホセ・ルイスカル

タジャ氏（野党側の秘書官）が就任することが決定した。 

 

ただし、今回の委員会は選挙組織法（LOPE）に違反し

ていると報じられている。 

 

選挙組織法２３条によると、「CNE 選定委員会」は就任

にあたり、事前に国会で宣誓することになっているが、

同委員会は現時点で国会の前で就任を宣誓していない

ためだ。 

 

現在、ベネズエラには与党派国会と野党派国会の２つの

国会が存在している。それぞれが自身の正当性を主張し

ているため、国会で宣誓を行うことが出来ない状況とな

っている。 

 

 

 

「マチャド VV 党首インタビュー             

  ～マドゥロ政権後に大統領選に出馬する～」                  

 

最近では、グアイド議長とマドゥロ政権との対立に焦点

が当たっており、急進野党の報道はかなり少なくなった。 

 

とは言え、急進野党は引き続き独自の方針を掲げ、メデ

ィアに登場している。 

 

改めて急進野党のリーダーであるマリア・コリナ・マチ

ャド党首のスタンスをインタビュー記事から確認した

い。 

 

１．CNE 役員選定委員会について 

 

CNE 役員選定委員会のメンバーは、国会の前でメンバ

ー就任を宣誓しなければならない。しかし、グアイド氏

が国会議長を務める国会で宣誓を行っていない。 

 

更に現在の CNE 選定委員会には、制憲議員が含まれて

いる。従って、現在の CNE 選定委員会は違法組織であ

り、このようなクーデター行為に協力する倫理観が疑わ

しい。 

 

２．CNE 火災について 

 

マドゥロ政権は国会議員選挙の実施を急いでいる。 

CNE 倉庫には直近２０年間の選挙に関する様々な資材

が保管されていた。その重要拠点の監視を怠っていたと

いうのは疑わしい。今回の事件は何か怪しいことがある

と考えている。 

 

３．大統領選について 

 

マドゥロが退陣し、自由で公平な信頼のおける選挙が行

われる場合、大統領選に出馬する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
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ベネズエラに変革をもたらすため公僕として国民に仕

える。ただし、先にマドゥロ政権を倒壊させることが必

要だ。 

 

 

（写真）ベネズエラ主導党（VV）ツイッター 

 

経 済                        

「国内を走る自動車の７０％は１０年以上経過」           

 

ベネズエラ自動車部品商業会（Canidra）のロジャー・

フローレス代表は、ベネズエラ経団連「Fedecamaras」

のラジオ番組に出演。 

 

ベネズエラ国内の自動車の７０％は耐用年数を過ぎて

いるとの見解を示した。 

 

フローレス氏の言う「耐用年数が過ぎた車」というのは、

１０年以上が経過した自動車を指すようだ。 

 

また、ベネズエラでは、購買力の低下により安価な商品

を求める人が増えており、E-Commerce での自動車部品

取引が普及しているという。 

 

 

 

その結果、店舗販売システムが崩壊しようとしていると

警鐘を鳴らした。 

 

また、E-Commerce は一般人との売買取引であり、自動

車に関する専門的知識が不足した者同氏が取引するリ

スクがあると指摘。また、詐欺のリスクもあると補足し

た。 

 

「油価下落でベネズエラ収入は９０億ドル超減」         

 

３月６日に行われた OPEC プラスの会合で、ロシアが

追加減産の提案を拒否し、原油価格が急落した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.416」参照）。 

 

経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏は、今回の原油

価格下落によりベネズエラの原油輸出収入が９０億ド

ル減少する可能性があると指摘した。 

 

ロドリゲス氏は今回の一件でベネズエラ産原油価格は

１バレル２０ドルも視野に入ると予想。 

 

米国の経済制裁により、PDVSA は相当なディスカウン

トで原油を販売しており、国庫への収入が減っていると

言及。 

 

加えて、今後はインド企業が取引を停止する可能性や、

海上封鎖などのネガティブな観測が多く、今回の一件が

無くても収入減少が予見されている中で、協調減産の停

止はベネズエラに更にマイナスの影響が出ると懸念を

表明した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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「米国政府高官 海上封鎖も否定せず」                  

 

３月８日 ブラジルのボルソナロ大統領と米国のトラ

ンプ大統領は、軍事分野での協力に合意した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.416」参照）。 

 

この合意について、「VPItv」のガブリエラ・ペロソ記者

は、ホワイトハウス高官からの情報として 

「マドゥロ政権への最大限の圧力を念頭に置いた合意

であり、コロンビア、ブラジルと協力して海上を封鎖す

る可能性も否定しない」 

と報じた。 

 

「RIF 非登録者、非更新者への罰則を改定」                   

 

２０年１月末に税法が改定。 

外貨建て取引について、追加の付加価値税が課せられる

ことに注目が集まっている。 

しかし、最近はもう１つのテーマも話題になっている。 

 

「納税登録（RIF）」の登録・更新に関する罰金だ。 

 

ベネズエラでは、税金を納めるために「納税番号（RIF）」

の登録が必要になる。しかし、ベネズエラでは RIF の登

録自体をしていない、あるいは過去に登録をしたが更新

をしないまま税金を納めない個人・法人がいる。 

 

この RIF 登録をしていなかった者に対する罰則が「公

示されている両替テーブルの為替レートの中で最も値

が大きいレート（つまり、ユーロ建て？）」を基準にし

て１５０単位になるという。 

 

具体的に言うと、３月４日時点の「両替テーブル」の為

替レートは１ユーロ BsS.８２，７２１となっている。 

従って、１５０単位の罰金は BsS.１２，４０８，１５０

になる。 

 

また、過去に RIF 登録を行ったものの更新を怠ってい

た法人・個人への罰金は５０単位。つまり、BsS.４，１

３６，０５０の罰金が科せられる。 

 

ただし、「両替テーブルで最もレートの額が大きい為替

レート」の定義が曖昧で専門家も確定したことは言えな

いという。 

 

２０２０年３月１０日（火曜）              

政 治                        

「グアイド政権 反政府デモを実施            

   ～死者出ず、治安部隊は催涙弾で対応～」        

 

３月１０日、グアイド議長が参加を呼び掛けていた反政

府デモが実施された。 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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写真を見る限り後方まで人が並んでいるように見える

が、他の写真や映像ではこれほど人が多かったようには

見えず、若干怪しい印象を受ける。 

 

 

（写真）@Gabriel Bautista 記者 

 

AM１０時に「ファン・パブロ２世公園」に支持者が集

合。 

 

ただし、集会場近辺には早朝から軍人らが配備されてお

り国会への行進は難しく、国会への移動は諦めた。 

 

野党側は目的地を国会から、近くにあるラス・メルセデ

ス地区の「アルフレッド・サデル公園」に変更。「ファ

ン・パブロ２世公園」から移動を開始した。 

 

そして、１２時半ごろ、「アルフレッド・サデル公園」

への移動ルートとなる「エル・ボスケ地区－チャカイー

ト間の通り」で治安維持部隊が反政府デモ参加者に対し

て催涙弾を発砲。現場は混乱したが、確認できている範

囲では死者は報じられていない（右ページの写真）。 

 

また、地方で反政府デモに参加した野党議員３名が治安

部隊に拘束されたが、その後解放されている。 

 

 

 

（写真）@Gabriel Bautista 記者 

 

「３月１２日も反政府デモを実施」           

 

グアイド議長率いる野党国会は、新たな目的地となった

「アルフレッド・サデル公園」で議会を開催。そこで「国

家紛争書」を承認した。 

 

「国家紛争書」が公開されたが、内容は独裁政権を倒壊

させるために市民の団結を促すという内容であり、特に

目新しいことは書かれていない。 

 

また、グアイド議長は今後も抗議行動を継続すると主張。 

 

３月１２日に改めて反政府デモを実施すると発表した。 

 

なお、当初予定していた国会への行進は叶わなかったわ

けだが、この点について 

「マドゥロ政権がどのように我々を抑圧してくるかは

認識しており、対策を講じた。本日の我々の目的は達成

した。」 

と説明した。 
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「行動民主党は２０年の国会議員選へ参加？」         

 

３月１０日 反政府デモに参加した行動民主党（AD）

のラモス・アジュップ幹事長は、２０２０年に行われる

国会議員選に参加する意志を示した。 

 

「我々は憲法に準じた選挙へ参加をする準備をしてい

る。憲法では２０年に国会議員の任期が切れ、国会議員

選を行うことが予定されている。 

 

当然、準備しなければいけないだろう。それ以外に何が

出来るだろうか。座っているだけか？ 

 

政府（マドゥロ政権）は、やりたいことが何でもできる。

無理やりに国会議員選を行い、国会を奪うことが出来

る。」 

と述べた。 

 

このスタンスは、与野党共同の「CNE 役員選定委員会」

の方針と一致しているが、グアイド議長の方針と一致し

ていない。 

 

ツイッターでは、アジュップ幹事長の方針を非難するコ

メントが多く流れているが、国民全体としての意思がど

ちらにあるのかは分からない。 

 

「バチェレ弁務官 ベネズエラ問題を報告」         

 

国連高等弁務官事務所のミシェル・バチェレ弁務官は、

ベネズエラ情勢に関する報告書を更新。 

 

マドゥロ政権に対して、改めて政治犯の解放と人権侵害

の抑止を求めた。 

 

報告の主な内容は以下の通り。 

 

 

１．人権高等弁務官事務所では、引き続きマドゥロ政権

による人権侵害の訴えを受けている。 

 

２．治安部隊と国民との緊張は高まっている。 

 

３．１９年末に野党政治家（ヒルベル・カロ議員）が拘

束されたことを遺憾に思う。彼の容態と所在は確認

できていない。 

 

４．野党政党、非政府組織への査察を確認している。ま

た、大学や労働組合への政府による抑圧の訴えを受

けている。 

 

５．２３０万人が深刻な食料不足に苦しんでいる。また、

経済危機下で４９０万人がベネズエラを離れた。 

 

６．CNE 役員の選定で合意に達し、信頼できる選挙が

実施されると信じている。 

 

７．経済制裁がベネズエラ国民の生活に悪影響を与えて

いると認識しており、制裁強化について懸念を表明

する。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 トルコを経由し制裁を回避」            

 

スペイン系メディア「ABC」は、マドゥロ政権がトルコ

を経由して欧米の制裁を回避していると報じた。 

 

ABC によると、マドゥロ政権は外交用プライベート機

を用いて、GOLD のリンゴット、現金外貨をトルコに

送り金融資産に変え、トルコから各国ベネズエラ大使館

への給料・活動費を配っているという。 
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在外のベネズエラ外交官はトルコに出張し、トルコの協

力銀行から給料や大使館活動に必要な分の現金外貨を

受け取る仕組みとなっているようだ。 

 

「ABC」が入手した外務省が各大使館に通知した公文に

よると、トルコ経由で大使館の活動をサポートする手段

は少なくとも１８年１１月から始まっていたという。 

 

「ABC」はこの情報を在スペイン・ベネズエラ大使館職

員から入手したという。 

 

情報提供者によると、在スペイン・ベネズエラ大使、ス

ペイン国内にある５つのベネズエラ領事館（バルセロナ、

マドリッド、ビルボア、ビゴ、テネリフェ）の領事、高

位外交官はこの手段で給料を確保できているが、ビルボ

アに駐在する外交官は９カ月も給料を受け取っていな

いなど、一般の外交官については給料の受け取りに問題

が生じているという。 

 

 

（写真）ABC “各国大使館に宛てた外交文書” 

 

なお、在スペイン・ベネズエラ大使を務めるマリオ・イ

セア大使の給料は月額１．９万ユーロ。領事は７，００

０ユーロ、次官は４，０００ユーロだという。 

 

「マドゥロ政権 制裁被害申請規則を発表」         

 

３月６日付の官報４１，８３４号で、「制裁被害申請規

則」が公布された。 

 

制裁によりベネズエラ国民が受けた被害事例を蓄積す

るための仕組みを作るようで、具体的な被害内容を申請

するための規則のようだ。 

 

同規則の直轄組織は、デルシー・ロドリゲス副大統領率

いる副大統領府となる。 

 

２月１３日、ホルヘ・アレアサ外相は国際司法裁判所

（CPI）に対して、米国の経済制裁を訴えており、その

訴えの根拠となる国民の声を収集することが目的と言

える。 

 

ただし、訴えられている米国自身は国際司法裁判所に加

盟しておらず、CPI が今回の訴えを受けて米国政府に何

らかのアクションを起こすかは定かではない。 

 

社 会                        

「新型コロナウイルスの政治利用について警告」            

 

隣国コロンビアで新型コロナウイルスの感染が確認さ

れ、ベネズエラへの波及も時間の問題と恐れられている。 

 

懸念の高まりから最近メディアでは、「新型コロナウイ

ルスに感染した疑いのある人物が病院に搬送された」な

どのニュースが頻繁に流れている。 
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３月１０日 マドゥロ大統領はこの件について触れ、 

「これまで新型コロナウイルスの感染が疑われた患者

２０名の感染確認を行ったが、全員の感染可能性が否定

された。」 

と発表。 

 

また、ベネズエラの医療を政治的に利用しようとするグ

ループが新型コロナウイルスを用いて国民を恐怖に陥

れようとしていると主張。 

 

国民に対して、このような政治意図のある情報に騙され

ないよう警戒を求めた。 

 

以上 

 

 

 

 

 


