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（写真）ベネズエラ外務省 “中国エネルギー企業 PDVSA との直接取引を再開” 

 

 

２０２０年１１月２５日（水曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ 累積債務で医薬品の購入融資出ず」 

「マドゥロ政権 人道支援団体の活動を妨害？」 

「トリニダードトバゴ首相 不法移民は迷惑」 

経 済                     

「ロンサンタテレサ 外貨建て証券の発行条件」 

「銀行間の外貨建て取引に課税」 

「デビット・送金限度額の上限 大幅改定を検討」 

「TOYOTA 社 ベネズエラで新モデル販売」 

社 会                     

「マラドーナ死去 マドゥロ大統領が哀悼」 

２０２０年１１月２６日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 国民投票のネット投票方法 

～技術的、政治的な問題で複数の障害～」 

「国会議員選 野党候補が殺害される」 

経 済                    

「中国 PDVSA との直接取引を再開」 

「Agropatria 民営化 Grupo Agrollano が購入」 

「拘束中の CITGO 役員 解放を求める」 

社 会                    

「コロンビアのベネズエラ移民減少 

～ベネズエラ移民の給料は現地人の半分～」 
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２０２０年１１月２５日（水曜）             

政 治                       

「ベネズエラ 累積債務で医薬品の購入融資出ず」           

 

「米州保険機構（OPS）」のシロ・ウガルテ氏は、ベネ

ズエラは OPS に対して１，１００万ドルの未返済債務

を抱えているため、医薬品購入のための融資枠は使用で

きないと説明した。 

 

「ベネズエラの現状について、約１，１００万ドルの債

務が積み上がっているため、OPS の融資枠基金を用い

て医薬品の購入は出来ない。 

 

我々は医薬品の使用するためのロジスティック、技術分

野でベネズエラを支援している。」 

と述べた。 

 

９月２９日 OPS は、１７年～２０年までの４年間、

ベネズエラが会費（累計７，９５１，２１９ドル）を支

払っていないとの理由で投票権を停止していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.504」参照）。 

 

会費と融資枠の使用分も含めて約２，０００万ドルの債

務を負っているということだろう。 

 

なお、６月にグアイド政権とマドゥロ政権が Covid-１

９対応のための合意を締結していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.453」「No.454」）。 

 

そして、同合意を受けてスペインで凍結されていた２５

０万ユーロを OPS に送金したと報じられていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.455」）。 

 

この送金が債務や会費返済に充てられたのか、支援用の

資金に使用されたかなど詳細は明らかにされていない。 

 

「マドゥロ政権 人道支援団体の活動を妨害？」         

 

貧困街で食料配給などボランティア活動を行っている

人道支援団体「Alimenta La Solidaridad（以下、ALS）」

は、マドゥロ政権に活動を妨害されたと訴えた。 

 

ALS の声明によると、１１月２０日に国家警察の汚職

取り締まりグループが団体の旧本部の捜査を行ったと

いう。また、ALS の口座が凍結されたと訴えた。 

 

警察の妨害行為により、食事が必要な２．５万人の子供

とその家族の生命が危険にさらされているとした。 

 

なお、マドゥロ政権は、国家警察による捜査、銀行口座

の凍結について理由を説明していない。 

 

他に「Medicos Sin Frontera（以下、MSF）」という医療

支援団体もマドゥロ政権に妨害を受けて、ベネズエラを

離れる必要が生じたと訴えた。 

 

MSF の声明によると、彼らは２０年３月から「アナ・フ

ランシスカ・ペレス・レオン病院」に医師を派遣し、活

動を続けていたが、当局からの回答が無く、スタッフの

入国が制限されたという。 

 

MSF は、マドゥロ政権に対して改めてスタッフの入国

を許可するよう求めた。 

 

「トリニダードトバゴ首相 不法移民は迷惑」                  

 

トリニダードトバゴに不法侵入したベネズエラ人２９

名（うち１６名が子供）がベネズエラへ強制送還された

というニュースを受けて、国際社会・野党が同国政府を

非難している（「ベネズエラ・トゥデイ No.528」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
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メディアで強く非難されたこともあり、強制送還された

難民はトリニダードトバゴに戻されている。 

 

トリニダードトバゴの裁判所は、問題の決着がつくまで

一時的に不法移民を滞在させることを決定した。 

 

本件について、トリニダードトバゴの Keith Rowley 首

相が会見を実施。ベネズエラからの不法入国者について、

「子供を武器にした襲撃」と表現し、問題になっている。 

 

「トリニダードトバゴは、無実の子供を武器にした顔の

見えない攻撃にさらされている。この武器を使用し、我

が国に難民国際条約を受け入れさせようとしている。 

 

我が国は、人口１３０万人の小さな島国だ。 

この国が人口３，４００万人の隣国の難民の受け入れを

したらどうなるか考えてほしい。Covid-１９感染拡大に

対策を打たなければならない状況であれば、尚更だ。 

 

仮に「人道」という言葉を用いて、我が国の国境を開放

させたとすれば、我が国は武器密売・麻薬密売・人身売

買・Covid-１９感染拡大など様々な問題が生じる。 

 

ベネズエラとトリニダードトバゴは、目と鼻の先の距離

だ。彼らは容易に同国に到着することができ、難民だと

主張し、受け入れを強制することができる。」 

と訴えた。 

 

また、人権の切り口で難民受け入れを要求する米州機構

（OAS）のアルマグロ事務局長およびベネズエラを攻撃

するトランプ政権及び米国国務省のエイブラムス・ベネ

ズエラ問題担当官らを非難した。 

 

Rowley 首相の発言を受けて、ベネズエラ急進野党に属

するオマール・ゴンサレス議員は、「カリブ海のナチス」

と非難。 

 

 

グアイド議長は、Rowley 首相に対して書簡を送り 

「国会議長およびベネズエラ暫定大統領として、トリニ

ダードトバゴ政府の姿勢に強い拒絶を宣言する。 

１６人の子供の中には４人の赤ん坊が含まれていた。彼

らは両親と引き離され、強制送還させられた。」 

と非難した。 

 

トリニダードトバゴは、南米では珍しいマドゥロ政権の

友好国。マドゥロ政権は関係に配慮し、この問題につい

て声明を発表してこなかった。 

 

１１月２５日 アレアサ外相は、初めて本件について言

及。トリニダードトバゴ政府に対して、国防および人の

移動・麻薬・犯罪行為の対策のために協議を要請した。 

 

経 済                        

「ロンサンタテレサ 外貨建て証券の発行条件」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.527」でベネズエラの老舗

ラム酒メーカー「ロンサンタテレサ」が、国内で外貨建

て証券を発行するとの記事を紹介した。 

 

２０年２月に「証券監督局（SUNAVAL）」が、民間セク

ターの外貨建て証券発行規則を公表してから初めての

試みとなる。 

 

前回の時点では、詳細が明らかになっていなかったが本

件に関する続報があったので紹介したい。 

 

外貨建て証券の発行額面は３０万ドル。 

購入希望者は１，０００ドルから購入が可能だという。 

ただし、１個人・１法人の投資家が総額の２％超を保有

することはできない。 

 

同債券は利息が付かない。投資家は、購入価格と償還額

の差額で利益を得ることになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/105f1a89a9ae2acd292a5c7441489774.pdf
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具体的に言うと、この証券は、額面１００ドルに対して、

９６．１５ドルで販売される。 

 

９６．１５ドルで購入した証券が１年後には１００ドル

で返済されるため、実質的な利回りは約４％ということ

になる。 

 

「銀行間の外貨建て取引に課税」           

 

１１月２５日 デルシー・ロドリゲス財務相（副大統領

兼務）は、現地通貨の使用を再活性化させるため、銀行

間での外貨送金行為についても、一定の金額を越えた場

合は課税する方針を発表した。 

 

現在、同じ銀行間での外貨送金には課税されていないが、

現在の「大規模送金法」を変更し、課税されるようにす

る予定。 

 

税率は、送金総額に対して２％になるという。 

 

なお、大規模送金税の直近の改定は１８年１１月（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.214」参照）。当時の改定により、

一定の金額を超える送金には一律２％の税金がかかる

よう変更されていた。 

 

当時の適用対象はボリバル通貨だけだったが、今回の変

更で外貨送金も対象になるようだ。 

 

「デビット・送金限度額の上限 大幅改定を検討」         

 

１１月２５日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、ボリ

バル建てのデビッドカードの使用限度額および１日の

送金限度額を大幅に増額すると発表した。 

 

前述の外貨取引への課税の目的と同様、ボリバル通貨の

使用を拡大させるためだという。 

 

１１月に入り、為替レートの変動が著しい（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.528」参照）。 

 

ボリバルは急激に価値を失っており、ボリバル通貨の減

価はインフレに直結する。この状況に対応するため、送

金限度額を大幅に引き上げるということだろう。 

 

「TOYOTA 社 ベネズエラで新モデル販売」           

 

「TOYOTA de Venezuela」は、新たに「ランドクルー

ザープラド VX」を発表した。 

 

Toyota de Venezuela の Matteo D’Abrizio 販売部門担当

役員は、 

「ランドクルーザープラド VX の販売はベネズエラの

顧客に対する Toyota de Venezuela の約束を証明してい

る。我々は顧客に対して高品質の自動車を提供するため

に尽力し続ける。 

ランドクルーザープラド VX は、流行の最先端を行くモ

デルで、大胆で前衛的な車でベネズエラ市場が求める仕

様を満たしている。我々はトヨタ社、特にランドクルー

ザープラド VX の購入者に、車を運転することで体感で

きる感動を味わってほしい。」と述べた。 

 

ランドクルーザープラド VX は、トヨタが認定した全国

販売代理店で購入可能。正規販売代理店で購入したラン

ドクルーザープラド VX は、５万キロ、２年間の保証が

付いている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
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社 会                        

「マラドーナ死去 マドゥロ大統領が哀悼」           

 

日本でも大きく報じられた通り、アルゼンチンのサッカ

ー選手ディエゴ・マラドーナ氏が心不全で亡くなった。 

６０歳という若さだった。 

 

マラドーナ氏は世界中で愛された天才として報じられ

ているが、ベネズエラでは同氏に対する感情は複雑なも

のがある。 

 

マラドーナ氏は、故チャベス政権下からチャベス大統領

と非常に仲が良く、後継のマドゥロ大統領やディオスダ

ード・カベジョ制憲議長らとも親交があった。 

マラドーナ氏は度々ベネズエラを訪問し、マドゥロ大統

領ら与党幹部と会談しており、ベネズエラでは「独裁政

権の協力者」として批判的に報じられた。 

 

マドゥロ大統領は、ツイッターでマラドーナ氏の逝去に

ついて哀悼の意を投稿。 

「極めて残念だ。我々はサッカー界のレジェンドでベネ

ズエラの友人であり兄妹を失った。彼は常に私の心と頭

の中にある。今の私の気持ちを表現する言葉は浮かばな

い。アメリカの悪ガキは永遠だ。」とツイートした。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

２０２０年１１月２６日（木曜）              

政 治                        

「グアイド政権 国民投票のネット投票方法        

   ～技術的、政治的な問題で複数の障害～」        

 

野党系メディア「Cronica Uno」は、グアイド政権の国

民投票委員会のメンバーEmilio Grateron 氏に国民投票

に関するインタビューを行った。 

 

Grateron 氏はインターネット経由での国民投票につい

て言及。当初は「Facebook」と「Whatsapp」経由での

投票を想定していたが、検討の結果「Telegram」と

「Instagram」経由で投票することになったと説明した。 

 

理由については一部のプラットフォームはポリシーと

して、政治的な利用を禁止しているためと説明した。 

 

投票するためには「Telegram」「Instagram」を経由し、

表示されるリンクから投票するためのサイトに誘導さ

れるという。 

 

しかし、技術的な問題もある。 

Grateron 氏によると、旧式の携帯電話のオペレーティ

ングシステムではリンクにアクセスできないという。 

携帯電話で投票するためには、アップル iOS１２．４．

０より新しいバージョンの携帯であることが必要。アン

ドロイド携帯の場合は、８．０より新しいバージョンで

なければいけないという。 

 

また、「Voatz」というアプリケーションをダウンロード

する必要があり、そのアプリケーションは英語だという。 

 

「Cronica Uno」は、投票するために「Voatz」をダウン

ロードする意志があるか？との質問をツイッターで実

施。 
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回答者の９１．２％が「No」と回答、「Yes」と回答した

のは４．７％にとどまった。 

 

「Cronica Uno」の読者は急進野党系が多いと思われ、

回答者も多くは急進野党支持だと思われるが、主要野党

にとって厳しい回答となっている。 

 

 
 

他、不正行為などを防ぐため、同時に多くの人がログイ

ンできないようになっている。 

 

なお、国民投票は１２月５日～１２日までと発表されて

いるが、Grateron 氏は１２月７日～１２日と発言した。 

ただの言い間違いかもしれないが、期間を変更した可能

性もある。 

 

「国会議員選 野党候補が殺害される」           

 

１２月６日に予定されている国会議員選に出馬してい

る穏健野党の候補 Waldo Santeliz 氏が殺害された。 

 

Waldo Santeliz 氏はトゥルヒージョ州の候補で、穏健野

党側の「第一正義党（PJ）」から出馬していた（最高裁

の決定により AD、PJ、VP は２つに分裂している）。 

 

 

 

 

Waldo Santeliz 氏は、別の候補（PJ のコンラド・ペレス

議員）と選挙キャンペーンを行っていた際に現れた武装

したグループに銃殺されたという。 

 

穏健野党側の「第一正義党（PJ）」の党首を務めている

ホセ・ブリト党首は、Santeliz 氏の殺害について、トゥ

ルヒージョ州サンタイサベル市の市長を務めた Michel 

Duque 氏によるものだと訴えている。 

 

経 済                       

「中国 PDVSA との直接取引を再開」            

 

「ロイター通信」は、中国のエネルギー企業が PDVSA

との直接取引を再開したと報じた。 

 

米国が PDVSA に経済制裁を科してから「中国天然気集

団（CNPC）」は、PDVSA との直接取引を停止していた。 

 

PDVSA にとって、中国は米国に次ぐ２番目の輸出先だ

ったが、１９年１月の制裁以降、米国と中国への輸出は

瞬く間にゼロになった。 

 

タンカーの衛星追跡機能を切断し移動ルートを分から

なくしたり、船上で原油を移し替えるなど迂回取引を行

い中国への原油輸出は継続しているようだが、取引には

コストと時間がかかっている。 

 

しかし、２０年８月から再び中国がベネズエラの原油を

直接購入するようになっているという。 

 

２０年８月末 中国のタンカー「Kyoto」がホセ・ター

ミナルで１８０万バレルのベネズエラ産原油を積んだ

という。PDVSA の内部資料によると、「Kyoto」という

タンカーは１１月初めに中国の大連で荷下ろししたと

いう。 
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他「Kyoto」は、「Wanneng Munay」というロシア籍の

会社が操縦しているという。 

 

また「Warrior King」というタンカーが、中国の八ツ魚

圏区（Bayuquan）でベネズエラ産原油を荷卸している。 

 

加えて、現在「PetroChina」が所有するタンカー２隻が

ベネズエラの港で原油を積んでいる。 

 

特に１１月から直接取引が明らかになっており、このタ

イミングはバイデン候補の当選が明らかになってから

で、米国の大統領選を受けて、中国が制裁緩和を予見し、

直接取引を再開したとの見方が強まっている。 

 

「Agropatria 民営化 Group Agrollano が購入」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.528」で、農業産業で

民営化が静かに進んでいるとの記事を紹介した。 

 

本件に関連して、「Agropatria」も民間セクターに売却さ

れたと報じられた。 

 

「Agropatria」は、元々スペイン企業「Agroisleña」の資

産だったが、故チャベス政権が接収し、「Agropatria」に

名前を変えた企業。 

 

「Agropatria」になってから生産性が著しく落ち込み、

同社が保有している農地は事実上の耕作放棄地となっ

ていた。 

 

報道によると、「Agropatria」を購入したのは「Grupo 

Agrollano ２９１０ C.A,」。 

 

１１月１日に所有権が移転したようだ。 

 

 

 

「Agropatria」の労働者には既にオーナーが「Grupo 

Agrollano ２９１０ C.A,」に代わったことは通知され

ているという。 

 

「拘束中の CITGO 役員 解放を求める」         

 

１７年１１月 マドゥロ政権は CITGO 役員６名を拘

束した。この６名のうち５名は米国籍で外交問題となっ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.62」「No.63」参照）。 

 

その後、１９年１２月に６名の役員は自宅軟禁に変更さ

れたが、２０年２月に再び収容所に戻された（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.381」「No.403」参照）。 

 

それから５カ月後の２０年７月 米国ニューメキシコ

州の元知事ビル・リチャードソン氏がベネズエラを訪問。

CITGO 役員の開放についてマドゥロ大統領と協議した。 

 

この交渉から２週間後に、CITGO 役員２名が自宅軟禁

措置となったが、残りの４名は引き続き拘束されている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.479」参照）。 

 

１１月２６日 「AP 通信」は拘束されている役員の一

人、Tomeu Vadell 氏（自宅軟禁措置になっていない

CITGO 役員）のインタビューを公表。 

 

Vadell 氏は、適切な裁判が行われ、自身の無罪が確定し、

収容所を出ることを望んでいると述べた。 

 

他、逮捕される原因となった不正な融資合意について、

関与を否定。Citgo を担保に４０億ドルの融資を計画し

た事実はないと否定した。 

 

「この悲劇的な生活になる以前、我々は家族にとって特

別な瞬間を祝福していた。」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ef34c139fb0e99b617b2fc915fcb38a.pdf
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他方、AP 通信がベネズエラ検察庁に対して汚職の事実

を確認したところ、検察庁から 

「我々は彼らが金融犯罪に加担し、国営企業を危険にさ

らした重大な証拠を提示されている。本件の調査はベネ

ズエラの刑法に準じて問題なく進んでおり、遠くないう

ちに真実が明らかになるだろう。」 

との回答がされている。 

 

社 会                       

「コロンビアのベネズエラ移民減少            

  ～ベネズエラ移民の給料は現地人の半分～」            

 

ベネズエラの隣国コロンビアは、ベネズエラで経済危機

が始まった２０１５年から着実にベネズエラ移民数が

増加しており、２０年２月時点では１８２．５万人のベ

ネズエラ移民がいたという。 

 

しかし、２０年３月に Covid-１９問題が深刻化し、国境

を封鎖するようになってからベネズエラ移民の流入が

減少。一方、コロンビアを出るベネズエラ人は増え、２

０年 9 月時点で移民数は１７１．５万人（うち５６％は

正規居住者ではない）になったという。 

 

つまり、６カ月間で１１万人超のベネズエラ人がコロン

ビアを離れたことになる。 

 

 

 

（写真）コロンビア移民監督局 

 

コロンビアを出ていくベネズエラ人が増えている理由

は様々だが、大きな要因は経済的な理由とされている。 

 

カナダ政府が関係する人道団体「Cuso International」は、

移民の労働環境に関するレポートを公表。 

 

同レポートによると、ベネズエラ人の不法就労率は高い

という。また、不法就労者は当該国の法律に保護されな

いため、最低賃金規則は守られておらず、特にベネズエ

ラ人女性は、一般のコロンビア人女性の給料の約半分で

働いているとした。 

 

例えば、コロンビア人女性の１カ月の平均給料は約１４

０万ペソ（４０３ドル）に対して、ベネズエラ人女性の

給料は７８．５万ペソ（２１７ドル）だという。 

 

また、労働時間もコロンビア人女性よりも長く、コロン

ビア人女性の１週間の平均労働時間が３７時間に対し

て、ベネズエラ人女性の労働時間は４２．５時間になっ

ているという。 

 

以上 


