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（写真）チャカオ市役所ツイッター “チャカオ市アルタミラ広場 クリスマスイルミネーションが点灯” 

 

 

２０２０年１２月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「国民投票 デジタル投票２８％は無効？ 

～２８％は投票所で投票コードを提示せず～」 

「EFE ベネズエラ選挙 勝者は政治拒絶」 

「CPI マドゥロ政権に人権侵害は存在した」 

「国会議員選 先住民枠も PSUV 党員」 

「マドゥロ大統領息子 ロシア製ワクチン注射」 

経 済                     

「中銀 国営組織に外貨建て口座の申請を要請」 

「解体タンカーの名前を語り、制裁を回避」 

「ポルトゥゲサ州 ガソリン給油制度を変更」 

２０２０年１２月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「スクレ州沖でのベネズエラ人水難事故 

～トリニダードトバゴ 再び非難の対象に～」 

「カベジョ制憲議長 制憲議会の終了を宣言」 

「グアイド議長 スペイン紙インタビューに回答」 

経 済                    

「SimpleTV 無料視聴期間が終了」 

「Conviasa ２１年中にロシア直行便を開始」 

「２０年の外貨収入 原油収入より仕送りが多い」 

社 会                     

「フランス広場 クリスマスイルミネーション」 
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２０２０年１２月１４日（月曜）             

政 治                       

「国民投票 デジタル投票２８％は無効？       

 ～２８％は投票所で投票コードを提示せず～」       

 

１２月７日～１２日にかけて行われた国民投票につい

て、国民投票実行委員会は２次発表を行った。 

 

同発表によると、今回デジタル形式で投票した２４１万

２，３５４票のうち、投票プロセスを最後まで完了でき

たのは全体の７２％（１７３万９，８３０票）だったと

発表した。つまり、デジタル経由で投票したうちの２

８％は投票プロセスを完了できなかったことになる。 

 

具体的には、投票後に表示される投票コードを１２月１

２日に投票所で提示するというプロセスまで完了でき

なかったという。他にも身分証明書の写真をスキャンし

て送る際に画像が悪く、登録情報と身分証明書の記載内

容を照合できなかったケースもあるようだ。 

 

これらのプロセスが完了できなかった理由について、物

理的、技術的、政府の抑圧、システムダウンなどが原因

とした。 

 

本件については「ウィークリーレポート No.179」でも

紹介したが、投票プロセスの周知不足が原因ではないだ

ろうか。 

 

なお、デジタル形式の投票には「Telegram」「VOATZ」

「専用ウェブサイト」の３つの手段があるが、各ツール

の使用割合は以下の通りだったという。 

 

「Telegram」での投票９０．４６％ 

「VOATZ」での投票、４．１４％ 

「専用ウェブサイト」での投票、５．３９％ 

 

また、「Telegram」と「VOATZ」がどの地域で使用され

たかについても紹介されている。 

 

「Telegram」 

ベネズエラ：６２．９２％ 

米国：７．８６％ 

チリ：５．３２％ 

コロンビア：５．０％ 

スペイン：４．８７％ 

ペルー：４．１％ 

アルゼンチン：１．９％ 

エクアドル：１．７７％ 

パナマ：１．０５％ 

メキシコ：０．９％ 

その他：４．３％ 

 

「VOATZ」 

ベネズエラ：４８．９７％ 

米国：１５．４５％ 

コロンビア：８．０５％ 

スペイン：４．６４％ 

ペルー：４．２１％ 

チリ：４．１６％ 

 

他、「Telegram」と「VOATZ」の回答結果は以下の通り

だった。 

 

「Telegram」 

質問１： 「はい」９９．８８％、「いいえ」０．１２％ 

質問２： 「はい」９９．８８％、「いいえ」０．１２％ 

質問３： 「はい」９９．９１％、「いいえ」０．０９％ 

 

「VOATZ」 

質問１： 「はい」９９．８３％、「いいえ」０．１０％ 

質問２： 「はい」９９．８０％、「いいえ」０．１３％ 

質問３： 「はい」９９．８１％、「いいえ」０．１２％ 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c44ed01d4b79610699e1820e6e1df3cf.pdf
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「EFE ベネズエラ選挙 勝者は政治拒絶」         

 

スペイン系メディア「EFE」通信は、国会議員選・国民

投票の結果を総評。勝者は「政治への拒絶」だと論じた。 

 

記事の要旨は以下の通り。 

 

 

国会議員選の与党への投票数は４３１万７，８１９票。 

２０１５年の国会議員選と比べて１３０万７，４２９票

減った。 

 

また、与党グループから「ベネズエラ共産党」が離脱。 

他に「Tupamaro」や「PPT」についても最高裁の決定

でマドゥロ政権を支持する人物を無理やり幹部に添え

ることで結束を維持した。 

 

しかし、与党はこれらの問題を直視せず、国会で多くの

議席を得たことで勝利を宣言している。 

 

野党については、１２月１２日に行われた投票で、投票

所で行列が出来たことを主張。しかし、写真を撮るため

の行列であり、実態は国会議員選とあまり変わらなかっ

た。 

 

これは投票数にも反映されている。 

 

現時点で、国民投票実行委員会は部分的な情報しか公表

していないが、当日の投票数は５７９万４，２６７票。

国会議員選の投票数６２５万１，０８０票よりも４５万

６，８１３票少ないことになる。 

 

また、１７年に行われた国民投票は７７２万８，０２５

票で当時の投票から１９３万３，７５８票少ないことに

なる（１７年の国民投票の投票数 公式発表は７５３万

５，２５９票となっている）。 

 

このような結果だが、野党は与党と同じように投票結果

を祝福。両方の選挙に参加しなかった人の割合は４１．

８４％。選挙棄権が最も多くの支持を得たことになる。 

 

(４１．８４％は国会議員選の投票率（３０．５％）と国

民投票の投票率（２８．１１％）の合計から１００を引

いた数字と思われるが、実際は両方の選挙に投票した人

がいるので、棄権率は４１．８４％よりも多い) 

 

 

「CPI マドゥロ政権に人権侵害は存在した」         

 

１１月 マドゥロ政権の検事総長を務めるタレク・ウィ

リアム・サアブ氏は、「国際刑事裁判所（CPI）」でフト

ウ・ベンソーダ判事と会談。 

 

ベネズエラで起きた人権侵害の訴えを明らかにするた

め、サアブ検事総長に捜査協力を求めた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.520」参照）。 

 

１２月１４日 CPI はベネズエラ問題について報告書

を発表。 

 

「現在、我々が得ることが出来ている情報の範囲内で、

少なくとも２０１７年４月以降、ベネズエラで政権を擁

護している軍部、個人らが人権侵害を働いたと信じる合

理的な材料があると認識している」 

と発表した。 

 

人権侵害を働いた公的組織として、「諜報部（SEBIN）」，

「軍部の警察組織（DGCIM）」，「特別機動部隊（FAES）」，

「犯罪科学捜査班（CICPC）」，「ベネズエラ防衛軍（Ｇ

ＮＢ）」，「対詐欺・誘拐指令室（ＣＯＮＡＳ）」，「ベネズ

エラ陸軍（ＦＡＮＢ）」，「国家警察（ＰＮＢ）」らの組織

名を挙げた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
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今回の発表を受けて、ロイター通信はタレク・ウィリア

ム・サアブ検事総長に取材を実施。 

 

サアブ検事総長は、「CPI に協力する強い意志がある」

と回答。他、人権侵害があったという CPI の発表に対

する見解を聞かれると「コメントしない」と回答したと

いう。 

 

「国会議員選 先住民枠も PSUV 党員」                  

 

１２月６日に行われた国会議員選は２７７議席中２７

４議席の結果は確定している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.535」参照）。残りの３議席は先住民のための議席「先

住民枠」だ。 

 

１２月１４日 「選挙管理委員会（CNE）」は、先住民

枠３議席の当選者を発表。 

 

当選者は 

Kariela Medina 氏、 

José Martínez 氏、 

Yimmys Rodríguez 氏の３名。 

 

３名は PSUV の党員なので、PSUV は２５６議席（議

席数全体の９２．４％）を獲得したことになる。 

 

「マドゥロ大統領息子 ロシア製ワクチン注射」         

 

マドゥロ大統領の息子、ニコラス・マドゥロ・ゲラ氏（あ

だ名、ニコラシート）がロシア製の Covid-１９ワクチン

「Sputonik-V」を接種した。 

 

ベネズエラはロシア製 Covid-１９ワクチン「Sputonik-

V」のテストに協力している。 

 

 

 

ベネズエラ国内では多くの国民が「Sputonik-V」の有効

性に疑問を持っており、副作用を懸念する人も多い。 

マドゥロ大統領の息子も摂取することで、「Sputonik-V」

への信頼を高めることが狙いだろう。 

 

ゲラ氏は、「テスト期間から２１日が経過し、２２，７

１４件のテスト注射が完了し、ポジティブな結果が出て

いる」と説明。ロシア政府の協力に感謝の意を示した。 

 

 

（写真）VTV 

 

経 済                        

「中銀 国営組織に外貨建て口座の申請を要請」           

 

ベネズエラ中央銀行は、国営組織に対してベネズエラ国

内で保有している外貨口座の承認を求める申請を行う

よう命じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092300bade1aadde445d5cfe18fb5dd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092300bade1aadde445d5cfe18fb5dd2.pdf
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申請期間は１２月２日から数えて２０日としており、既

に期限まで１週間を残すのみとなっている。 

 

仮に期限を過ぎても申請が行われなかった場合、同組織

の外貨口座は強制的にボリバル通貨に両替、閉鎖される。 

 

国営組織が外貨口座を保有するためには事前に中央銀

行の承認を得るという決定は２０１７年３月２２日の

政令 No.２７７７で示されている。 

 

しかし、この承認を得ることなくベネズエラ国内で外貨

口座を開設している国営企業が多くあるとしている。 

 

「解体タンカーの名前をかたり制裁を回避」                  

 

イランの石油公社「NIOC」が再びベネズエラにガソリ

ンを供給しようとしている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.533」参照）。 

 

ロイター通信は両国の取引について、過去存在したタン

カーの名前を使用し、実態を隠して取引を行っていると

報じた。 

 

一例として、先週ベネズエラのホセ・ターミナルに到着

し、ベネズエラ原油「Merey１６」を積みアジアに向か

ったタンカー「Ndros」があった。 

 

「Tanker Trackers」によると、「Ndros」は、１８年に既

に解体された船の名前で、同タンカーの本当の名前は

「Calliop」というタンカーだという。 

 

なお、ロイター通信は「Ndros」がホセ・ターミナルに

到着したことは確認したが、同タンカーの甲板に書かれ

ている名前の部分は黒く塗りつぶされており、名前が分

からないようになっていたという。 

 

 

香港の「Ship Management Services Ltd」という会社が

今年１０月に「Calliop」を購入したという。 

 

これらの工作の目的はもちろん米国の経済制裁を回避

するため。 

 

「ポルトゥゲサ州 ガソリン給油制度を変更」                  

 

ベネズエラでは現在も深刻なガソリン不足が続いてお

り、ナンバープレートの末尾の数字に応じて給油できる

車が制限されている。 

 

ポルトゥゲサ州政府は新たに「Combuspor」という仕組

みを発表。テスト的に Guarena 市、Esteller 市、Turen

市で、この制度を導入するという。 

 

新 た な 制 度 は イ ン ス タ グ ラ ム の ア カ ウ ン ト

「@combuspor」を使用する。 

 

具体的な使用方法は分かっていないが、どうやら行列に

並んで給油待ちをする必要はなく、電子データ上で給油

待ちをする仕組みのようだ。 

 

まだテスト期間のようで普及するかは今後の運用次第

だろう。 

 

なお、経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ア

ンケートに回答した人の６７％は@combuspor の仕組

みに賛成しているという。 

 

現在ベネズエラには補助金なしのドル建てガソリン料

金（１リットル０．５ドル）と補助金有りのガソリン料

金（１リットル BsS.５，０００）が存在する。 

 

「@combuspor」は、「補助金有」「補助金なし」の給油

を同時並行で申請できるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e017ad627a290f53d647e00ba65afc40.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e017ad627a290f53d647e00ba65afc40.pdf
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２０２０年１２月１５日（火曜）              

政 治                       

「スクレ州沖でのベネズエラ人水難事故         

 ～トリニダードトバゴ 再び非難の対象に～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.536」で、トリニダー

ドトバゴに近いベネズエラのスクレ州沖で複数のベネ

ズエラ人が溺死した事件を紹介した。 

 

この事件について、野党側はトリニダードトバゴ政府の

強制送還による死亡と主張。国際的にトリニダードトバ

ゴへの非難が高まっている。 

 

この事件について当初、死亡したベネズエラ人の数は１

１名～１９名と報じられていたが、それから更に増え、

現在は少なくとも２０名の溺死が確認されている。 

 

１２月１５日 サアブ検事総長は、同事件の責任者とさ

れるベネズエラ人グループ２５名を拘束したと発表。 

 

サアブ検事総長によると、逮捕された２５名は、不法な

手段でベネズエラからトリニダードトバゴに人を移動

させていたという。 

 

なお、カルメン・メレンデス内務司法平和相は、今回の

事件について「溺死したベネズエラ人らは、クリスマス

を前に家族と会うためにトリニダードトバゴに向かっ

たが不十分な設備の船で移動したため、途中で遭難した」

と説明している。 

 

つまり、トリニダードトバゴ政府が強制送還したことに

よる死亡ではないと暗にトリニダードトバゴ政府を擁

護した。 

 

ただし、野党側は溺死した人の中には銃弾を打たれた形

跡があり、ただの溺死ではないと指摘。 

 

野党国会は、トリニダートトバゴ政府と事件の関連を追

及する委員会を発足することを決定。 

 

「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、ト

リニダードトバゴ政府を国際法違反で「米州機構（OAS）」

に訴える可能性について言及している。 

 

なお、１１月下旬、トリニダードトバゴに到着したベネ

ズエラ移民２９名が不法入国者として簡易な小型ボー

トに乗せられ強制送還された。 

 

この時、２９名のうち１６名は子供だったとしてトリニ

ダードトバゴ政府は国際的な非難を受けていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.528」参照）。 

 

「カベジョ制憲議長 制憲議会の終了を宣言」           

 

１２月１５日 国会議員選で当選したディオスダード・

カベジョ制憲議長は、制憲議会を終了すると宣言した。 

 

制憲議会は１７年８月に発足した組織。 

本来、制憲議会は新憲法を制定するために組織される議

会のはずだが、憲法は制定も提案もされることが無いま

ま役割を終えることになる（「ウィークリーレポート

No.6」）。 

 

また、制憲議会はベネズエラの５権（行政、立法、司法、

民衆、選挙）よりも強い権限を持つ組織であるとの説明

から野党多数の国会（立法）の権限を奪い、この３年半、

制憲議会が立法組織の役割を担ってきた。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長は 

「制憲議会は役割を終えた。国家の平和を維持するとい

う国民の指示を達成することに成功した。」 

との見解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b94b4f9a112cf6b05a2d398a49a993dd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
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なお、余談だが同日、カベジョ制憲議長は自身の娘（ダ

ニエラ・カベジョ）に子供が出来ると発表。「来年、私

はおじいちゃんになる」と述べた。 

 

「グアイド議長 スペイン紙インタビューに回答」         

 

グアイド議長は、スペイン紙「El Pais」の取材に応じ、

１月５日以降の計画について言及した。 

 

質問：先日終了した国民投票の目的は？ 

 

回答：今回の５日間にわたる国民投票は Covid-１９の

感染拡大が懸念され、迫害を受けていたにもかかわらず

大きな成功を得た。 

 

今回のメッセージは重要なものだ。 

１つ目のメッセージは、ベネズエラには団結が必要と言

うこと。 

 

２つ目のメッセージは、人々が不正選挙を拒絶しており、

大統領選、国会議員選を実現するための戦う意志を確認

したことだ。 

 

１２月６日のイベントと比較することは誤りだ。 

なぜなら１２月６日のイベントは国家の資源を奪い、強

制的に実施されたものだからだ。 

 

質問：１月５日に国会任期が終わるが、１月５日以降ど

うなるのか？ 

 

回答：国際的な認識と暫定大統領の存在はベネズエラの

民主主義を守る重要なツールとなっている。正当と呼べ

る選挙が行われなかったため、我々は現在の国会が継続

するべきだと考えている。１２月６日に選挙は行われな

かったが、公権力を空白にすることはできない。 

 

 

現在の問題を解決するためには国民の団結と国民との

対話が必要で、そのためには１月５日以降も現在の国会

が存続する必要がある。 

 

質問：解決は交渉を通じて達成されると思うか？ 

 

回答：交渉については言及したくない。なぜなら、国際

社会が連想する「交渉」とベネズエラに住む人が考える

「交渉」は違っているからだ。「交渉」という言葉はマ

ドゥロ政権の主張を正当化させるためにある。 

 

マドゥロは「大統領選」や「国会議員選」を避けるため、

「交渉」という単語をレトリックに使用している。 

私は「交渉」よりも選挙を実施する保証が欲しいと考え

ている。そのためには圧力が必要だ。なぜならマドゥロ

政権は自発的に政権を退くことは無いからだ。 

 

質問：数日前、あなたは制裁を見直すことを求めた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.535」参照）。これまでの制裁は

意味のあるものだったと思うか？ 

 

回答：独裁者はイランなど友好国を通じて制裁を回避す

る。故に制裁が想定通りの効果を示さなかった。「見直

す」とは、制裁を「より効果的なものにする」ことを意

味している。 

 

質問：これまでの制裁で何か得るものがあったか？ 

 

回答：制裁はマドゥロ政権に働きかける唯一の手段だ。

実際に我々はノルウェーの仲介を受けることが出来た。

欧州でマドゥロ政権と協議した。残念ながら制裁は我々

が持つ唯一の手段だ。 

現在、我々はマドゥロ政権が「悪い政府」という認識は

していない。我々は彼らが犯罪者集団であり、人権侵害

を行う拷問者であり、殺人者であり、抑圧者だと考えて

いる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092300bade1aadde445d5cfe18fb5dd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092300bade1aadde445d5cfe18fb5dd2.pdf
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経 済                       

「SimpleTV 無料視聴期間が終了」         

 

１２月１５日 「DirecTV」のサービスを引き継いだ

「SimpleTV」の無料視聴期間が終了した。 

 

同日以降、同サービスを継続するためには料金を支払う

必要がある。 

 

「SimpleTV」の有料サービスは、 

Banco Nacional de Crédito 

Banco Mercantil 

Banco de Venezuela 

Banco Bicentenario 

Pago Móvil 

で支払うことが出来るようだが、技術的な問題で支払い

が出来ないケースが散見されている。 

 

現地メディア「El Pitazo」は、継続を希望する視聴者の

声として「先週末から支払いを試みているが、プラット

フォームが不安定で銀行がシステムエラーを起こして

いる。」と報じた。 

 

特に「Banco Mercantil」「Banco de Venezuela」で送金

エラーが多いという。 

 

「Conviasa ２１年中にロシア直行便を開始」         

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」のラモン・ベラ

スケス社長は、２０２１年の目標はロシア－ベネズエラ

間の直行便を週２便運航させることだと述べた。 

 

１２月１４日 ベネズエラはロシアとの経済交流を活

発化させるため、ロシア向けにベネズエラ産の農業資材

の見本を送ったという。 

 

 

ベラスケス社長は、今後もロシア向けの飛行機を増やす

ことで両国の人的交流と同様に商業取引を活発化させ

ていくと説明した。 

 

「２０年の外貨収入 原油収入より仕送りが多い」         

 

ベネズエラ人経済学者フランシスコ・ロドリゲス氏は、

２１年のベネズエラの目標は国際経済に再び加わるこ

とだとの見解を示した。 

 

ベネズエラ経済はペルー、ニカラグアなど比較的似た経

済政策を採用している国よりも遥かに悪い状況にある

と指摘。 

 

２０２０年の原油輸出額については、石油産業の基本シ

ステムが崩壊したことで年間約５０億ドルに留まり、経

済は一層悪化したと述べた。 

 

なお、５０億ドルのうち２０億ドルは非石油分野の輸出

分で、原油輸出は３０億ドル程度としている。他、ここ

まで石油産業が機能しなくなった状況でもベネズエラ

は引き続き原油に依存していると指摘した。 

 

なお、現在ベネズエラの一番の外貨収入源は仕送りで、

仕送り額は年間４０億ドルになると推測。ベネズエラ史

上初めて、外国からの仕送りによる外貨流入が原油輸出

の収入を越えたと言及した。 

 

この状況を脱却するためにベネズエラの石油産業は再

び国際経済との結びつきを取り戻さなければいけない

と主張。しかし、経済制裁が続く限り、国際経済への復

帰は困難との見方を示した。 
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社 会                       

「フランス広場 クリスマスイルミネーション」            

 

日本人駐在員が多く住んでいたチャカオ市中心部にあ

るフランス広場のクリスマスイルミネーションが点灯

した。 

 

点灯セレモニーでは花火が上がり、音楽グループが演奏

を行い、ミッキーマウスやミニーマウス、雪の女王がダ

ンスを踊り、華やかなイベントになった（表紙の写真）。 

 

今年も暗いニュースの多いベネズエラだったが、来年は

この記事のような明るいニュースをかけることを期待

している。 

 

（写真）チャカオ市ドゥケ市長ツイッター 

以上 


