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（写真）Mercal “マドゥロ政権 CLAP を通じてクリスマス用豚肉を販売” 

 

 

２０２０年１２月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「国民投票の最終結果発表  

～有効票６４７．１万票？ ５１９．５万票？～」 

「コロンビア ベネズエラ人のワクチン接種で物議」 

「Goya Foods グアイド政権経由で人道支援」 

経 済                     

「Consecomercio ８０％はドル建て取引」 

「中銀 ２１年前期にデノミを検討？」 

社 会                     

「クリスマスの豚肉 供給量の少なさに不満」 

「マドゥロ政権 クリスマス補助金支給開始」 

２０２０年１２月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「欧州連合 ２１年の対ベネズエラ方針を議論 

～グアイド政権を認めない可能性が高い？～」 

「行動民主党 グアイド政権続投に難色か」 

「HRW マドゥロ政権の人道支援拒否を非難」 

経 済                    

「石油団体 ガソリン不足量 日量８．５万バレル」 

「CENDA １１月の基礎食料費は１７１ドル」 

社 会                     

「サバナグランデ クリスマス前で賑わう」 

「ラグアイラ クリスマスメニューの値段」 
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２０２０年１２月２１日（月曜）             

政 治                       

「国民投票の最終結果発表                

 ～有効票６４７．１万票？ ５１９．５万票？～」       

 

１２月２１日 国民投票実行委員会のブランカ・ロサ・

マルモル・デ・レオン氏は１２月７日～１２日にかけて

グアイド政権が行った国民投票の最終結果を発表した。 

 

ブランカ氏によると国民投票に参加したと予想される

人数は６７６万４，５０７人。この数字は投票以外に報

告された予測値なども含まれており、全てをカウントす

ることはできないという。 

 

カウント可能な投票数は６４７万１，４２８票。そのう

ち正式なプロセスを全て完結できたのは８０．２８％と

説明した。 

 

つまり、５１９万５，２６２票が正式なプロセスを完結

できた票数ということになる。 

 

ただし、メディアに報じられることを避けるためだと思

われるが、実行委員会は６４７万１，４２８票という数

字は発表したが、５１９万５，２６２票という数字は言

及していない。 

 

つまり、実行委員会として有効票を６４７万１，４２８

票と認識しているのか、５１９万５，２６２票と認識し

ているのかは不明瞭なままと言える。 

 

また、当日行った質問の回答結果についても発表。 

 

質問１の回答は、「はい」９７％、「いいえ」３％ 

質問２の回答は、「はい」９７％、「いいえ」３％ 

質問３の回答は、「はい」９９％、「いいえ」１％ 

だった。 

質問の内容は以下の通り。 

 

＜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？ 

 

＜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？ 

 

＜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？ 

 

「コロンビア ベネズエラ人のワクチン接種で物議」         

 

１２月２１日  コロンビアのドゥケ大統領は「Blu 

Radio」のインタビュー番組に出演。 

同番組での Covid-１９ワクチン接種について発言が物

議を醸している。 

 

コロンビアでは２１年２月から Covid-１９のワクチン

接種（Pfizer、AstraZeneca のワクチン）を本格的に開始

するという。 

 

このワクチン接種についてドゥケ大統領は、 

「コロンビア住民としてステータスが確立していない

人、正式な移民ステータスをもっていない人については、

もちろん接種を受けることはできない」 

と説明した。 
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この発言は「ベネズエラ人」について明確に述べたもの

ではないが、実質的にベネズエラ移民を意識した発言と

理解されている。 

 

国連の発表によると、コロンビアには約１７０万人のベ

ネズエラ移民が暮らしているとされており、そのうち５

５％は正式な移民ステータスを得ていない。 

 

ドゥケ大統領は 

「政府はコロンビアの国民を最優先に考える必要があ

る。この制限がなければ、コロンビアを訪問した旅行者

でさえもワクチンを接種できることになり、大量の入国

者が押し寄せ、歯止めが効かなくなる。」 

と説明し、ワクチン接種対象者に制限を設けることにつ

いて理解を求めた。 

 

ドゥケ大統領の説明は真っ当な主張と思われるが、一部

のメディアでは、「ドゥケ大統領がベネズエラ人難民へ

のワクチン接種を拒絶した」など批判的な報道もされて

いる。 

 

グアイド政権側の多くはドゥケ大統領の方針に理解を

示す姿勢を見せているが、グアイド政権の米州機構

（OAS）秘書官を務めているダビッド・スモランスキー

氏は、 

「Covid-１９のワクチンは全ての人に差別なく接種さ

れるべきだ。医療を受けることは人としての権利だ。パ

ンデミックが懸念される中であれば尚更だ。」 

とドゥケ政権の方針を非難している。 

 

 

（写真）スモランスキー・ベネズエラ代表 OAS 秘書官 

 

「Goya Foods グアイド政権経由で人道支援」                  

 

１２月２１日 グアイド政権の公式メディア「国家通信

センター」は、「Goya Foods」がグアイド政権を通じて

４０万ポンドの食料をベネズエラに寄付すると発表し

た。 

 

「Goya Foods」はヒスパニック系料理で使用される豆

類や調味料の老舗メーカー。２０年７月にも食料を寄付

しており、今回で２回目になる（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.472」参照）。 

 

「Goya Foods」の Bob Unanue 社長は 

「我々の兄弟であるベネズエラに祝福を送るため我々

はここに立っている。我々が提供している人道支援はベ

ネズエラ以外の多くの国で受け入れられている。 

 

なぜ人道支援を拒絶するのか理解できない。現状に苦し

むベネズエラ国民の生活を改善するため、食糧支援に協

力をしてくれている人道支援団体に感謝の意を示す。」 

とコメントした。 

 

経 済                        

「Consecomercio ８０％はドル建て取引」           

 

「全国商業・サービス会議所（Consecomercio）」の Felipe 

Capozzolo 代表はベネズエラ経済のドル化進展につい

て言及。現在ベネズエラで行われる取引の７０～８０％

はドル建てになっていると説明した。 

 

「経済ドル化への移行は着実に進展しており、現在は７

０～８０％の取引はドル建てで行われている。 

ドル化はベネズエラ国民の資産価値を保護する機会を

提供している。ドルであれば、価値の保存、商取引は容

易で通貨が持っていなければいけない全ての機能を満

たしている。」との見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/319392d11c3bae1e5a7043d471a13d8f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/319392d11c3bae1e5a7043d471a13d8f.pdf
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一方、現時点で経済ドル化は政府に容認されているもの

の、正式なものにはなっていないと指摘。２１年には制

度的な変更が必要だとした。 

 

また、経済ドル化が進展しているものの全ての人がドル

化に追い付いているわけではないと補足。ドルを持つ者

と持たない者の間に大きな生活レベルの差が生じてい

るとした。 

 

「中銀 ２１年前期にデノミを検討？」         

 

ベネズエラのコンサル会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」の César Aristimuño 代表は、現地経済系メ

ディア「Bancaynegocios」のインタビューで、中央銀行

が２１年前期（１月～６月）にデノミネーションを検討

していると述べた。 

 

Aristimuño 代表はデノミネーションで、ゼロが３つ取

られる可能性について言及。 

 

つまり、現在の BsS.１００万（１，０００，０００）が

BsS.１，０００に代わることになる。 

 

なお、現在の為替レートは１ドル約 BsS.１００万。 

つまり、このデノミを行った場合は BsS.１，０００が 1

ドルに相当することになる。今後もインフレが続伸する

ことを踏まえると、ゼロ４つ、あるいは５つ取っても良

いかもしれない。 

 

ベネズエラでは２００８年、２０１８年と２度、デノミ

ネーションを行っている。 

 

２００８年は Bs.１，０００→BsF.１（ボリバル・フエ

ルテ）に変更。 

２０１８年は、BsF.１００，０００→BsS.１（ボリバル・

ソベラーノ）に変更している。 

 

Aristimuño 代表は、ゼロを取ってもインフレが収まる

わけではないと指摘。実際に、２００８年、１８年とデ

ノミを行ったが、インフレを止めることは出来なかった

と説明した。 

 

社 会                        

「クリスマスの豚肉 値段・量に不満」           

 

１２月２０日 マドゥロ政権は、CLAP を通じてクリス

マスにベネズエラでよく食べられる豚肉の販売を開始

した。 

 

しかし、この豚肉が高く、且つ少なすぎると報道され、

家族全員が豚肉を食べることが出来ないと報じられて

いる。 

 

CLAP の豚肉の価格は３キロ BsS.２５０万。 

 

ドルに直すと３キロ２．５ドル（１キロ０．８３ドル）。

つまり、１００グラム当たり８～９円と日本の基準から

すれば異常に安いが、最低賃金が BsS.１２０万（約１．

２ドル）の貧困層にとっては極めて高い値段だろう。 

 

これらの報道に対して、カストロ・ソテルド土地農業相

は反論。 

 

「多くのベネズエラ人がクリスマスに１０キロ、１２キ

ロの豚肉を受け取ることが出来ると考えているようだ

が、それは不可能だ。 

 

マドゥロ大統領は甚大な努力をしているが、我々が供給

できるのは各家庭 3 キロの豚肉であり、それ以上は無理

だ。」 

と反論した。 
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「マドゥロ政権 クリスマス補助金支給開始」                  

 

１２月２１日 マドゥロ政権は、祖国カード保有者を対

象に補助金「Bono Felicidades Venezuela（ベネズエラ幸

福賞与）」の支給を開始した。 

 

今回の支給額は BsS.５０７万。 

ドルに換算すると約５ドルになる。 

 

同補助金は１２月２１日～３１日にかけて支給される

という。 

 

なお、１２月１１日にも「Navidades Seguras y Felices

（安全で幸せなクリスマス補助金）」と題して、BsS.４

６８万を支給していたため２度目の支給になる。 

 

 
（写真）祖国カード公式ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１２月２２日（火曜）              

政 治                       

「欧州連合 ２１年の対ベネズエラ方針を議論     

  ～グアイド政権を認めない可能性が高い？～」      

 

スペイン紙「El Pais」は、欧州連合がグアイド政権をベ

ネズエラの暫定政権と認識しない可能性について報じ

た。 

 

同紙によると、欧州連合のほとんどの国が１２月６日に

行われた国会議員選を正当な選挙と認識していない。 

 

従って、これまで同様、野党側をサポートする姿勢は維

持するが、グアイド政権をベネズエラの政府と認識しな

い可能性が生じているという。 

 

理由は、現在の野党国会の任期は２０２１年１月に切れ、

その正当性に疑問があるためとしている。 

 

欧州は対話による問題解決を志向しており、２０１９年

に欧州連合がグアイド議長をベネズエラの暫定大統領

と認識した際に生じたマドゥロ政権との対立、EU 域内

の不協和音（マドゥロ政権と比較的友好な関係を継続し

ているイタリア、ギリシャなど）を繰り返すことに難色

を示しているという。 

 

上記のような背景で欧州連合が取る可能性のある選択

肢「引き続きグアイド議長をベネズエラの暫定大統領と

認識する」あるいは「どちらも正当な政府と認識しない」

について、後者の選択肢が有力になりつつあるという。 

 

現在、スペイン政府は欧州で統一的な方針を形成するた

め動いているが、この問題で全体が合意するのはかなり

困難だという。 
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「行動民主党 グアイド政権続投に難色？」           

 

現在、野党国会では現国会の任期延長と暫定政権の延長

を承認するための法案が議論されている。 

 

１２月１８日に１回目の議論を通過しており、２回目の

議論で承認されれば国会での正式な承認になる。 

 

米国紙「The Wall Street Journal」の記者 Kejal Vyas 氏

は、自身のツイッターで「行動民主党（AD）」が同法案

の可決に異議を示していると投稿した。 

 

政治専門家エウヘニオ・マルティネス氏もツイッターで、

AD のラモス・アジュップ幹事長が法案通過に難色を示

しており、同法案に賛成する見返りとして米国にある

PDVSA 子会社 CITGO のコントロールを AD に渡すよ

う要求していると投稿した。 

 

この報道を受けて、アジュップ AD 幹事長は AD が

CITGO のコントロールを求めているとの内容を否定。 

 

CITGO に関する議論は、「CITGO 資産差し押さえの弁

護を務めている弁護士団への支払いが出来ていないの

で、敗訴する可能性があり議論になっている」と補足し

た。 

 

なお、フランシスコ・ポレオ記者によると、同法案につ

いて明確に変更を求めているのは「第一正義党（PJ）」

のカプリレス元ミランダ州知事だけだという。 

 

また、AD は現在ハッキリとした方針を決めておらず、

投票では棄権する見通しで、「新時代党（UNT）」「第一

正義党（PJ）」「大衆意志党（VP）」で決めることになり

そうだと投稿している。 

 

 

 

「HRW マドゥロ政権の人道支援拒否を非難」         

 

人道支援団体「Human Rights Watch」は、マドゥロ政

権による人道支援受け入れ拒否を非難した。 

 

２０２０年１１月からマドゥロ政権はベネズエラ国内

で活動する人道支援団体の口座を凍結し、関係職員を拘

束・尋問、団体の事務所の査察を行うなど圧力を強めて

いると指摘。 

 

また、人道支援団体の活動家の入国許可を出さないなど、

活動を制限させようとしていると訴えた。 

 

HRW のホセ・ミゲル・ビバンコ・ラテンアメリカ地域

代表は、 

「マドゥロ政権は、サポートを必要としているベネズエ

ラ国民を支援する団体の活動を妨害し、国民に圧力をか

けることを優先している。 

国際社会は、ベネズエラ国民の人権を守るために、マド

ゥロ政権に毅然とした態度で対応しなければならない。」 

と主張した。 

 

１１月２３日、検察庁はベネズエラ国内に２３９カ所の

食堂を運営している「Alimento la Solidalidad」という人

道支援団体の職員６名を拘束した。 

 

同組織を通じて２．５万人の児童が食事を摂っており、

地元労働者１，５００名に対して無料の食事を提供して

いるという。 

 

他、「Save the Children」という団体は、マネーロンダリ

ング、犯罪共謀の容疑で訴えられているという。 
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経 済                       

「石油団体 ガソリン不足量は日量８．５万バレル」            

 

「ベネズエラ石油商工会」のレイナルド・キンテロ代表

は、「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

現在 ベネズエラ国内の製油所は、日量４．５万バレル

ほど精製しており、通常の活動に戻るためには最低でも

日量１３万バレルは必要だと説明した。つまり、現時点

では日量８．５万バレルほど不足していることになる。 

 

「出来るだけ短期間でカルドン製油所、エルパリート製

油所、プエルトラクルス製油所の稼働を回復させなけれ

ばならない。 

 

これらの製油所の精製量は現在日量４．５万バレルを超

えており、７～８万バレルまで回復できることを期待し

ている。 

 

国内の活動を通常のレベルに戻すためには少なくとも

日量１３万バレルのガソリンが必要だ。私はこの目標を

達成できる方向に進んでいると考えている。」 

との見解を示した。 

 

また、バイデン政権は「ボストングループ」（マドゥロ

政権とコネクションがある米国議員グループ）を通じて

ベネズエラとのコンタクトを継続しており、制裁につい

ても検討テーマに上がっていると指摘。 

 

「より合理的な対話により状況は安定するだろう」 

との期待感を示した。 

 

 

 

 

 

 

「CENDA １１月の食料費は１７１．４ドル」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDA」は、２０年

１１月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送るの

に必要な金額）を発表した。 

 

CENDA によると、２０年１１月の基礎食料費は先月比

４８％増の BsS.１３１，７２３，３７０．１７。 

 

「Dolar Today」の１１月の平均レート（１ドル BsS.７

６８，６６９．６１）でドルに換算すると１７１．３７

ドル。１０月の基礎食料費はドルに換算すると１８７．

３ドルだったので、ドル建てで見てやや物価が下がった

ことになる。 

 

２０年１月～１１月までの１１カ月間の累積インフレ

率は１，４９６．５５％。１９年１２月～２０年１１月

までの１２カ月の累積インフレ率は２，２７６．３６％

となっている。 
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「サバナグランデ クリスマス前で賑わう」            

 

Covid-１９感染者が確認されてからベネズエラはかな

り厳しい感染防止策が続いていたが、１２月いっぱいは

外出禁止週が設定されず、久しぶりに通常のベネズエラ

となっている。 

 

また、クリスマス前でカラカスの商業地サバナグランデ

も比較的活気があると報じられている。写真を見る限り、

外出している人のほとんどがマスクを着用しており、人

も多く歩いているようだ。 

 

 

 

（写真）La Patilla 

 

 

 

「ラグアイラ クリスマスメニューの値段」         

 

クリスマスで街に多少の活気は戻っているが、外国への

移動は制限されており、例年外国に旅行に行っていたベ

ネズエラ人も今年はベネズエラ国内で年末年始を過ご

すことになりそうだ。 

 

現在、ラグアイラ州のビーチの食事メニューの値段は８

ドル～２５ドルだという。また、ドリンク代は４ドル～

１５ドル。一食で一人当たり１２～５０ドルほどになる

という。 

 

なお、最も安い８ドルのメニューはバナナのフリッター。

エンパナーダは１０ドル。スープは９ドル。イカなど魚

介類のメニューにすると２５ドルになるという。 

 

 

（写真）@ancesdiaz 

 

以上 


