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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド政権 国民投票の質問内容を変更” 

 

 

２０２０年１１月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「ストーリー大使 議会承認され正式に大使就任」 

「ロペス VP 党首 失敗の原因を振り返る」 

経 済                     

「SimpleTV 料金プランを発表 

～プランに応じ１ドル～２５ドル～」 

「バイデン政権下でも米企業の活動は限定的？」 

「米政府 制裁の責任ではなくマドゥロの責任」 

「２０２１年の金融機関休日カレンダー公表」 

社 会                     

「ペルーでのベネズエラ人差別的な発言が物議」 

２０２０年１１月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 国民投票の質問変更 

～質問増える、米国の政権交代が理由か～」 

「ベネズエラ移民数は５４０万人」 

経 済                    

「英国の GOLD 裁量権 訴訟費未払いが問題に」 

「ボリビア・イラン・ペルー・ロシア国際線再開」 

「１０月の外貨預金額 先月比２１．５％増」 

社 会                    

「原油盗み自家製ガソリンを販売」 

「ロンサンタテレサ 香港で銀賞受賞」 
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２０２０年１１月１８日（水曜）             

政 治                       

「ストーリー大使 議会承認され正式に大使就任」       

 

１１月１８日 コロンビアで在ベネズエラ・米国代表大

使の役割を担っているジェームス・ストーリー氏が正式

に特命全権大使に就任した。 

 

実はストーリー大使は、２０年５月の時点で既に在ベネ

ズエラ大使に任命されており、大使として活動をしてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.442」参照）。 

 

しかし、米国議会での承認プロセスが進まず、制度的に

は大使ではなかったようだ。 

 

今回、米国議会でストーリー大使の大使就任が承認され

たことで、正式に大使に就任したことになる 

 

ストーリー大使は、「la Voz de Amecia」のインタビュー

に応じ、自身のベネズエラ方針を説明したが、同氏のコ

メントは今までのストーリー大使の主張と異なるもの

であった。 

 

ストーリー大使は、これまで通り米国はベネズエラに民

主主義をもたらすために尽力する必要があるとの姿勢

を強調。 

 

他方、尽力するポイントについて、マドゥロ政権に人道

支援を受け入れさせ、生活に苦しんでいるベネズエラ人

を救うために努力するとした。 

 

これまで、ストーリー大使の主眼は、国際圧力を通じて

マドゥロ政権を倒壊させるという部分にあった。その中

で、制裁の必要性を訴えてきたが、今回のコメントはこ

れまでとはだいぶ異なる。 

 

ストーリー大使がこれまでの主張を変えた理由は、バイ

デン候補の当選だろう。 

 

２１年１月にはバイデン政権が発足し、対ベネズエラ方

針は大きく変わる。バイデン政権下では制裁強化はせず、

人道支援的な活動が拡大すると言われている。 

 

この状況下でストーリー大使がこれまでと同じ主張を

続ける場合、米国政府の方針と大使の方針に矛盾が生じ

る。 

 

このタイミングでストーリー大使が議会で正式に大使

として認められたのは、ストーリー大使がこれまでの方

針を転換させ、バイデン政権と歩調を合わせることに合

意したからなのかもしれない。 

 

 

（写真）La Voz de America 

 

「ロペス VP 党首 失敗の原因を振り返る」         

 

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、「野党の失敗が何だったのか」について

自身の見解を語った。 

 

ロペス VP 党首は 

「我々の失敗は、政権交代ができるという楽観的な観測

を拡大させすぎたことにあったのだろう。我々は短期間

で政権が交代するという期待を拡大させた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf
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これはベネズエラ国民および国際社会のために行った

ことだが、現在の状況を踏まえると、独裁政権は居座り

続け、フラストレーションを高める結果になってしまっ

た。」 

とコメントした。 

 

このコメントについて、ツイッターなどでは 

「国民の期待をもてあそんだ」 

など批判的なコメントが投稿されている。 

 

実際のところ、この記事の大事な部分は、「ロペス VP 党

首は何が失敗だったと考えているのか」という点ではな

く、ロペス党首が常にメディアに批判的に報じられてい

るという点である。 

 

スペイン亡命後、ロペス党首は複数のインタビュー番組

に出演し、グアイド政権を擁護する趣旨の見解を示して

いるが、これらのコメントはことごとく批判的に報じら

れている。 

 

筆者がベネズエラにいた頃、ロペス党首は野党のリーダ

ーとして多くの支持を集めていたが、その時からは想像

できないような扱われ方だ。 

 

メディアが今と同じ状況であれば、グアイド政権側が民

意を得られるようなことはないだろう。 

 

経 済                        

「SimpleTV 料金プランを発表             

     ～プランに応じ１ドル～２５ドル～」           

 

「DirecTV」のサービスを引き継いだ「SimpleTV」は、

１２月１４日に無料期間を終了。１５日から有料サービ

スに切り替わる。 

 

 

 

これまで新サービスの料金が公表されていなかったが、

今回、初めて有料サービスの料金が公開された。 

 

料金は視聴できるチャンネル数に応じて４種類に分か

れている。 

 

料金は最も安いプランで月額 BsS.７７．８万。 

最も高いプランで月額 BsS.１，９３０万となっている。 

現在の並行レートが１ドル BsS.７７．５万なので、ドル

に換算すると１ドル～２５ドル程度ということになる。 
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ただし、「PLAN Giga」と「PLAN Tera」の２つはドル

建ての支払いもできるようで、「Plan Giga」は１６．７

ドル。「PLAN Tera」は２８．７７ドルとなっている。 

 

現在、為替レートは急激にボリバル安になっており、ボ

リバル建ての価格が据え置かれるのであれば、ボリバル

建てで支払った方が得と言うことになる。 

 

「バイデン政権下でも米企業の活動は限定的？」                  

 

エネルギーコンサルタント会社「Rystad Energy」のラテ

ンアメリカ担当役員の Schreiner Parker 氏は、バイデン

政権後の対ベネズエラ政策の難しさについて語った。 

 

共和党・民主党ともにベネズエラの問題解決の手段は違

っていても、マドゥロ政権を敵視する基本的な部分は共

にしている。 

 

従って、これまでトランプ政権がマドゥロ政権に対して

行ってきた反マドゥロ政権的な政策を緩和するにあた

って、「民主党はベネズエラ問題を諦めた」「現状維持を

望んでいる」などの批判にさらされるだろうとの見解を

示した。 

 

１１月１７日 米国政府は、「Chevron」などベネズエラ

で石油事業を行っている企業のラインセンスを更新し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.525」参照）。 

 

この更新により、２１年 6 月３日まで特定の米国石油事

業者は、ベネズエラで保有している資産を保護するため

の活動だけを許可されることになっている。 

 

「Chevron」は、ベネズエラの石油産業で大きなプレゼ

ンスがあるが、現在は制裁により活動が停止している。 

バイデン政権が、現在の制裁を変える政治的コストは小

さくないだろうとの見解を示した。 

 

「米政府 制裁の責任ではなくマドゥロの責任」         

 

１１月１８日 米国国務省エネルギー資源局（ENR）の

Francis R. Fannon 氏は、米国の経済制裁を擁護する趣

旨の発言を行った。 

 

「米国の制裁は継続する。なぜならベネズエラの問題は

我々の制裁ではなくマドゥロだからだ。これはこれまで

も明確に述べてきた通りだ。 

 

残念ながら、マドゥロおよびマドゥロ政権のこれまでの

振る舞いは素晴らしい国営企業（PDVSA のこと）を破

壊するものだった。彼らは PDVSA を完全に破壊した」 

と言及した。 

 

このコメントを受けて、マドゥロ大統領は 

「PDVSA はつぶれていない。制裁により妨害されてい

る。PDVSA は今でも日量１００～２００万バレルの原

油を産出する能力がある。」 

と反論した。 

 

「２０２１年の金融機関休日カレンダー公表」                  

 

１１月１８日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、２０

２１年の金融機関の休日スケジュールを公表した。 

 

ベネズエラでは金融機関は、国民の休日以外に独自の休

日を設けている。 

 

ただし、２１年は引き続き Covid-１９の問題を引きず

っていると思われ、このカレンダー通りになることはな

さそうだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d69a0c01d9aeaa0f01c838afc4b574a9.pdf
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（写真）銀行監督局（SUDEBAN） 

 

社 会                        

「ペルーでのベネズエラ人差別的な発言が物議」           

 

ペルーでベネズエラ移民に対して暴言を吐いたペルー

人が罰金を払わされたことが話題になっている。 

 

問題が起きたのは１１月１７日。 

ペルーの首都リマで食事のデリバリーを頼んだペルー

人男性ギジェルモ・ミランダ氏が、バイクで食事を配達

したベネズエラ人男性ジュニオール・ラミレス氏に罵声

を浴びせた。 

 

ギジェルモ氏が暴言を吐いた理由は、配達された食事の

皿が割れており、食べられる状況ではなかったため。 

これに対して配達したベネズエラ人（ラミレス氏）に差

別的な発言をして怒った。 

 

ラミレス氏はこの映像を録画しており、ツイッターで拡

散。瞬く間にニュースとなった。 

 

ギジェルモ氏の発言は以下の通り。 

「私は料理を待っていた。しかし、到着した食事は食べ

られるものではない。こんな食事を受け取れると思うの

か、この愚か者。お前は本当に馬鹿だ。おかまかお前は。

あなたを刺してベネズエラに返してやりたい。問題ある

か？」 

 

その後、ペルー検察庁は差別的な発言をしたことでギジ

ェルモ氏に対して約１，２００ドルの慰謝料を支払うよ

う命令。 

 

ギジェルモ氏は、非難と罰金を逃れるため外国に逃亡し

ようとしたが、ペルーの空港で捕まった。 

 

この問題が話題となり、ペルーのテレビ番組でギジェル

モ氏とラミレス氏が直接対談し、ギジェルモ氏が謝罪す

る番組まで用意された。なお、ラミレス氏は謝罪を受け

入れないと回答。対談は物別れに終わった。 

 

この問題が「人種差別」という切り口で報道されなけれ

ば「過剰なクレーマー」という程度の話になり、ここま

で注目を集める事件にはならなかっただろう。 

 

なお、筆者が映像を見る限り、ラミレス氏は、ギジェル

モ氏が怒っているにもかかわらず、その様子をカメラで

撮影し謝らず、「返金するか、別の商品を運びなおすか

らいいだろう」と淡々とした態度をとっており、怒る人

は怒るだろうと感じた。 

 

ただ、「人種差別」という切り口で報じられた場合、ギ

ジェルモ氏を擁護するような意見は極めて出しにくい。 

 

ボゴタ市長も似たような差別的な発言で問題になって

いるが、人種差別的な発言には十分に注意する必要があ

るだろう。 
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２０２０年１１月１９日（木曜）              

政 治                       

「グアイド政権 国民投票の質問変更         

  ～質問増える、米国の政権交代が理由か～」        

 

グアイド政権は１２月５日～１２日にかけて国民投票

の実施を予定している。 

 

同国民投票での質問は２つ。 

 

＜質問１＞ 

あなたは、自由な大統領選および国会議員選を実現し、

簒奪者ニコラス・マドゥロの政権に終止符を打ち、ベネ

ズエラ国民を強制移住や人権侵害から救出するため、あ

らゆる国内外の圧力メカニズムを行使することを支持

しますか？ 

 

＜質問２＞ 

あなたは独裁者ニコラス・マドゥロが呼びかけた１２月

６日（実施日が変わったとしても）のイベントについて、

自由選挙と呼べる状況にならない限り、参加することを

拒絶しますか？また、国際社会に同選挙を正当なものと

認識しないよう求めますか？ 

 

だった。 

 

１１月１９日 グアイド議長は、この質問内容を変更す

ると発表。新たな質問を公表した。 

 

前述の通り、質問は２つだったが、３つに増えている。 

 

質問は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

＜質問１＞ 

あなたはニコラス・マドゥロによる大統領職務の簒奪を

やめるよう求め、自由で公平で検証可能な大統領選・国

会議員選の実施を求めますか？ 

 

1) ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia 

de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de 

elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y 

verificables? 

 

＜質問２＞ 

あなたは１２月６日に予定されているマドゥロ政権に

よるイベントを拒絶し、国際社会に対して同イベントを

認めないよう求めますか？ 

 

2) ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre 

organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a 

la comunidad internacional su desconocimiento? 

 

＜質問３＞ 

あなたは国際社会に対して、我々の民主主義を回復し、

人道危機に対応し、人類に対する犯罪から国民を保護す

るための協力・同伴・支援を実行する活動を前進させる

ことを（グアイド政権に）命じますか？ 

 

3) ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante 

la comunidad internacional para activar la cooperación, 

acompañamiento y asistencia que permitan rescatar 

nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y 

proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? 

 

 

大きな変更は「あらゆる国内外の圧力メカニズムの行使」

というフレーズが消えた点だ。 
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理由は、もちろんバイデン候補の当選だろう。 

 

米国が国際社会に圧力強化を率先して求めなければ、諸

外国がマドゥロ政権に圧力をかけることは難しい。 

 

バイデン候補が当選したことで、圧力メカニズムの行使

が困難になったため、質問を人権擁護的な内容に変えた

と思われる。 

 

「ベネズエラ移民数は５４０万人」           

 

「米州機構（OAS）」でベネズエラ代表メンバーの役を

担っているダビッド・スモランスキー氏（大衆意志党

（VP）所属）は、自身のツイッターで外国に移住したベ

ネズエラ人の数が現在５４０万人と投稿した。 

 

「１１月１９日時点で、外国に移住したベネズエラ人の

数は５４０万人にのぼる。この地域で最も大きな移民危

機にある。また、世界的に見てもシリアに続き、２番目

に大きな移民危機となっている。」 

と投稿した。 

 

また、国別での移民数について 

コロンビアが１８０万人 

ペルーが１００万人 

チリが４５．７万人 

エクアドルが４２万人 

ブラジルが２６．３万人 

アルゼンチンが１７．５万人 

パナマが１２万人 

メキシコが１０．１万人 

ドミニカ共和国が１１．５万人 

トリニダード・トバゴが４万人 

ガイアナが２．３万人 

アルーバが２万人 

クラサオが２．６万人とした。 

 

経 済                       

「英国の GOLD 裁量権 訴訟費未払いが問題に」            

 

英国銀行に保管されている GOLD３１トン（約１３億

ドル）の裁量権を巡り、引き続きグアイド政権とマドゥ

ロ政権が争いを続けている。 

 

２０年７月 英国裁判所は、英国政府がグアイド政権を

ベネズエラの政府と認識していることを理由に、グアイ

ド政権側に GOLD の裁量権があるとの決定を出した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.466」参照）。 

 

しかし、マドゥロ政権は、事実上、英国政府はマドゥロ

政権をベネズエラの政府として対応していると主張し、

この決定に控訴。 

 

２０年１０月 英国裁判所は、７月の決定を一時撤回し、

英国政府に対して改めてスタンスを確認する書面を送

っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.507」参照）。 

 

また、マドゥロ政権側の弁護団は、グアイド政権が訴訟

費を支払っていないと訴えていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.514」参照）。 

 

１１月１９日 英国裁判所は、本件について両政権の代

表弁護士と協議を実施。 

 

新たに判明したこととして、グアイド政権は、２０年１

０月に英国裁判所が出した判決を取り消すよう要請し

ているという。 

 

また、グアイド政権側は引き続き訴訟費を支払っておら

ず、その理由についてニューヨークのベネズエラ政府の

口座しか使用できないためと説明しているようだ。 

判事は、「次の協議までに訴訟費の支払いがなければあ

らゆる問題が起きる」と警告したと報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
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「ボリビア・イラン・ペルー・ロシア国際線再開」         

 

１１月１９日 マドゥロ大統領は、数週間のうちにベネ

ズエラの国営航空会社「Conviasa」が国際線の運航ルー

トを更に増やすと発表した。 

 

「数週間のうちにカラカス－ラパス（ボリビア）間、カ

ラカス－テヘラン（イラン）間のルートが開通する。 

カラカス－リマ（ペルー）間、カラカス－イスタンブー

ル（トルコ）間の再開も承認済みだ。ロシアも近いうち

に直行便ができることだろう。」 

と述べた。 

 

なお、国内線については、観光地であるロスロケスを除

き運航再開は正式に発表されていない。 

 

「１０月の外貨預金額 先月比２１．５％増」         

 

現地金融コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、１０月の外貨建ての預金額が先月比２

１．４９％増加したと報じた。また、外貨建ての預金額

はベネズエラの預金総額の５６．７％を占めるという。 

 

ベネズエラの金融システムの情報によると、１０月の外

貨預金額は、ボリバル建てで BsS.３９２兆。 

ドルに換算すると７．５５億ドルだという。 

 

これにより、ボリバルを含むベネズエラの預金総額は、

BsS.６９１．８兆（ドルに換算すると１３．３３億ドル）

になったとした。 

 

なお、専門家の予測によると、ベネズエラ国内では１９．

５億ドル～２０億ドル程度の外貨があると報じられて

おり、銀行は全体の３８％程度しか預金として預かって

いないという。 

 

 

社 会                       

「原油盗み自家製ガソリンを販売」             

 

ベネズエラのガソリン不足は引き続き深刻な状況にあ

る。 

 

ロイター通信は、PDVSA 職員や関係者からの情報とし

て、一部のグループが放棄された油田から原油を盗み、

自分でガソリンを精製していると報じた。 

 

スリア州の鉱区「Concepcion」で採れた原油を用いて

「自家製ガソリン（Gasolina Artesanal）」が販売され始

めているという。 

 

PDVSA 職員の現在の収入は月額１ドル程度で、生活す

るには不十分。盗難グループから賄賂を受け取り、盗難

を見逃しているという。 

 

このような原油盗難の正確な量は不明だが、記事では日

量１，０００バレル程度ではないかと報じられている。 

 

「ロンサンタテレサ 香港で銀賞受賞」             

 

ベネズエラの老舗ラム酒メーカー「ロンサンタテレサ」

の高級酒「Ron Santa Teresa １７９６」は、香港で開催

された「インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コ

ンペティション」で、銀賞を受賞した。 

 

ベネズエラのラム酒については過去「ウィークリーレポ

ート No.118」でも紹介した。 

 

「ロンサンタテレサ」のラム酒は、日本でも「明治屋」

や「成城石井」などで扱っていることがある。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf

