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（写真）大統領府 “１２月６日 国会議員選を実施、CNE 公表の投票率は３１％” 

 

 

２０２０年１２月４日（金曜） 

 

政 治                     

「国民投票の準備完了 

～１２月１２日 ３，０００会場で投票可能～」 

「Insight Crime マドゥロ政権は不法取引で存続」 

「外国から国際選挙監視団、集まる」 

経 済                     

「民間企業を利用し、制裁を回避」 

「２０年 イランからの食料輸入２，０００トン」 

「野党国会 ２０年１１月インフレ率６５．７％」 

社 会                     

「国会議員選前 レイ・セカ始まる」 

2020 年 12 月 5～6 日（土・日） 

 

政 治                    

「国会議員選実施 投票率３１％ 

～与党グループが全体票の６７．６％を獲得～」 

「野党 投票率は２０％以下と主張」 

「メディア 与党の選挙規則違反を報じる」 

経 済                    

「野党派国会 PDVSA 総裁を任命」 

「BsS.１００万札発行の噂流れる」 

「イラン ベネズエラへのガソリン供給拡大」 

社 会                    

「選挙よりもガソリン給油で行列」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１２月４日～１２月６日報道            No.５３３   ２０２０年１２月７日（月曜） 

2 / 8 

 

２０２０年１２月４日（金曜）             

政 治                       

「国民投票の準備完了                

 ～１２月１２日 ３，０００会場で投票可能～」       

 

１２月４日 グアイド議長は国民投票の進捗について

発表した。 

 

国民投票は１２月７日～１２日にかけて行われるが、投

票会場での直接投票が可能なのは１２月１２日（土曜）

のみ。それ以外の期間はインターネットを通じた投票に

なる。 

 

１２月１２日の投票について、全国３，０００の投票会

場が用意され、７，０００の投票台が存在すると説明し

た。 

 

また、１２月７日から始まるネット形式の投票について

も説明。 

 

投票をするための基本条件として、 

・ベネズエラ人の成人（１８歳以上）であること。 

・身分証明書（セドゥラ）あるいはパスポートを保有し

ていること（期限切れ・期限内問わない） 

の２点。 

 

この２条件を満たし、投票意思のある人は、以下の４つ

の投票手段がある。 

 

１つ目は、携帯電話に「VOATZ」というアプリケーシ

ョンをダウンロードする。 

 

2 つ 目 は 、「 TELEGRAM 」 の ア カ ウ ン ト

（@ConsultaPorVzlaBot）を通しての投票。 

 

 

３つ目は、www.consultaporvzla.com のウェブサイトに

アクセスしての投票。 

 

４つ目は、１２日に開かれる投票会場での直接投票。 

 

これらの手段で１２月７日～１２日まで投票可能だと

いう。 

 

なお、「VOATZ」と「TELEGRAM」は自身のパスポー

トあるいはセドゥラをスキャンする必要がある。 

他、登録時に氏名、生年月日、電話番号、E-mail を登録

する必要がある。 

 

なお、今の段階で www.consultaporvzla.com にアクセス

すると以下の表示（近日中に使用可能になる）が出てく

る。 

 

 

（写真）国民投票サイト 

 

現時点ではぼんやりと投票方法が分かるくらいだ。 

 

１２月７日になって実際にシステムが機能するまでど

のように投票するかははっきりしないだろう。 
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「Insight Crime マドゥロ政権は不法取引で存続」         

 

ラテンアメリカ地域の犯罪調査を行う団体「Insight 

Crime」の Jeremy McDermott 氏は、マドゥロ政権につ

いて、「犯罪グループの協力により存続している」と非

難した。 

 

「マドゥロ政権は自国をコントロールし、野党を抑圧す

るためにコロンビアやベネズエラの犯罪組織と利益を

共有する仕組みを構築し、政権を存続させている。 

 

この２０年間、ベネズエラではラテンアメリカ史上例を

見ないスピードで組織犯罪が増加している。 

 

現在の状況が５年間続いた場合、メキシコ、コロンビア、

ベネズエラのマフィアがベネズエラ政権の中枢を担う

ことになるだろう。 

 

過去、ベネズエラの汚職資金源は原油収入だった。しか

し、米国の制裁によりマドゥロ政権は資金源を失い、犯

罪グループと利益を共有するようになり、犯罪グループ

の権力が拡大している。」 

と指摘した。 

 

「外国から国際選挙監視団、集まる」                   

 

１２月６日の国会議員選に向けて外国から選挙監視団

がベネズエラを訪問している。 

 

ただし、欧米や南米主要国の代表団は訪問しておらず、

基本的にマドゥロ政権の友好国や左派政党のリーダー

で構成されたミッションとなっている。 

 

例えば、ボリビアからはモラレス元大統領が訪問。 

他、コロンビアからは左派政党のピエダ・コルドバ元議

員らが監視団としてベネズエラに来訪した。 

 

他、エクアドルのラファエル・コレア元大統領が訪問。

イランからも複数の選挙監視員が来訪した。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」のインドラ・アルフォンソ

代表は、今回の選挙には２００人以上の選挙専門家がベ

ネズエラの選挙の行方を観察していると説明した。 

 

経 済                        

「民間企業を利用し、制裁を回避」            

 

「ロイター通信」は、マドゥロ政権が米国の経済制裁を

回避する手段として、民間企業にアジアや中東諸国との

取引をさせていると報じた。 

 

経済制裁が強化された結果、マドゥロ政権はイランやト

ルコなど同盟国との取引を強化。トルコ、イランからガ

ソリンや医薬品や食料品を輸入している。 

 

マドゥロ政権は政府間取引だけではなく、民間企業によ

るインド、マレーシア、イラン、アラブ首長国連邦向け

の輸出を促進しているという。 

外国の取引先にとっても民間企業との取引であれば制

裁に抵触するリスクが低く、魅力的なものとなっている。 

 

２０年８月 ベネズエラの「Casa Fresca」という民間企

業が、イラン向けに１２２トンのマンゴー、２００トン

のパイナップルを輸出していた。 

また、２カ月ほど前、マドゥロ大統領は「私はベネズエ

ラ国内の生産品の３０％までを輸出に回すことを許可

した。ベネズエラを輸出国家にする。」と言及していた。 

 

マドゥロ政権の内部関係者はロイター通信に対して、

「制裁の影響を抑えるため、欧米との取引は減らし、ア

ジアと中東諸国との取引を増やす方向にある」と言及し

たという。 
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「２０年 イランからの食料輸入２，０００トン」         

 

２０年のイランとベネズエラの取引額は急激に増加す

る見通しだ。 

 

２０年４月にマドゥロ大統領とロウハニ大統領が電話

会談し、制裁対応での協力を強化することで合意（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.432」参照）。この合意以降、両

国の取引は急激に増加していた。 

 

輸出入取引を監視する企業「Import Genius」のデータ

によると、２００６年～２０２０年６月までベネズエラ

とイランの取引はゼロだったという。しかし、その後取

引が増加し、医薬品・食料品など約２，０００トンをイ

ランから輸入したという。 

 

「野党国会 ２０年１１月インフレ率６５．７％」                  

 

１２月４日 野党派国会は２０年１１月のインフレ率

を発表した。 

 

経済財務委員会によると、２０年１１月のインフレ率は

先月比６５．７％増。１０月のインフレ率は２３．８％

だったので、インフレが加速したことになる。 

 

１１月は為替レートが大きくボリバル安に推移した。 

 

販売されている商品は、実質的にドルで価格が固定され

ているため、ボリバル安になると、それに合わせてボリ

バル建ての価格は上昇する。これが１１月のインフレが

加速した理由と考えられる。 

 

２０年１月～１１月までの累積インフレ率は３，０４５．

９２％とした。また、１９年１２月～２０年１１月まで

の１２カ月のインフレ率は４，０８７％になる。 

 

 

社 会                        

「国会議員選前 レイ・セカ始まる」           

 

ベネズエラでは投票の前後数日間は、酒類の販売・レス

トランでの提供が禁止される期間が存在する。 

 

選挙結果を受けて、国民の感情が激しく動くことがある。 

アルコール類を飲んでいると感情の起伏が過度に大き

くなり、治安混乱を誘発することがある。 

 

これを防ぐための決まりで、ベネズエラでは「Ley Seca

（渇きの法律）」と呼んでいる。 

 

今回のレイ・セカは１２月４日（金曜）～７日（月曜）

の４日間。 

 

なお、選挙を理由に秩序を乱す行為を行うことは禁止さ

れており、違反者は５年～１０年の禁固刑を受けるとい

う法律が存在する。 

 

また、今回は選挙後に秩序の乱れが起きないよう１２月

９日まで監視役の軍人配備を増員する予定となってい

る。 

 

２０２０年１２月５～６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「国会議員選実施 投票率３１％            

 ～与党グループが全体票の６７．６％を獲得～」        

 

１２月６日 国会議員選が実施された。 

 

１２月７日深夜１時３０分 「選挙管理委員会（CNE）」

のインドラ・アルフォンソ代表は選挙の第一速報を発表。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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投票数は５２６万４，１０４票。 

投票率は３１％となった。 

 

また、最も多く票を獲得した政治グループは、与党連合

「Gran Polo Patriotico（与党 PSUV を中心とする中小

規模の政党連合）」で、得票数は３５５万８，３２０票。

全体の６７．６％の票を獲得した。 

 

２番目に多かったのは、穏健野党グループ（Copei、AP、

AD など）で構成される「Alianza Democratica（民主同

盟）」で、得票数は９４万４，６６５票。全体の１７．９

５％の票を獲得した。 

 

次に多かったのは分裂した VP や PJで構成される「PU-

PV-VPA」の得票数で２２万５０２票。全体の４．１９％

の票を獲得した。 

 

つまり、野党グループで全体の約２２％（１７．９５％

＋４．１９％）の票を獲得したことになる。 

 

第一速報の時点での開票率は８２．３５％であり、まだ

国会議員２７７議席の全ての結果は出ていない。 

 

現時点で当選が確定している主要政治家は以下の通り。 

 

・カベジョ制憲議長 

・シリア・フローレス大統領夫人 

・アニア・ディアス制憲議会第１副議長 

・イリス・バレラ元刑務相 

・ヘスス・ファリア元外国投資貿易相 

など。 

 

今回の選挙に先立ち、選挙専門家のエウヘニオ・マルテ

ィネス氏は、世論調査会社のアンケート結果を踏まえて、

１２月６日の国会議員選の投票率は３４％程度になる

と予想していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.532」参照）。 

３１％は妥当な投票率ではないかと考えている。 

 

「野党 国会議員選の投票率は２０％以下」           

 

投票率３１％という数字は決して多い方ではないが、野

党側としては数字の操作があったと主張するものと思

われる。 

 

野党は国会議員選の不参加を呼びかけており、当日も投

票所前の写真をツイッターで公開するなどして、当日は

誰も投票に参加していないと主張していた（以下、野党

関係者のツイッター）。 

 

 

 

 

投票時間終了後、野党側は今回の投票について投票数は

３９６万１，９０４票、投票率は１９．１３％だったと

発表した。 
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つまり、CNE が発表した３１％よりもかなり低い数字

であり、野党側はこの差についてマドゥロ政権側が票操

作を行ったと主張することが想像される。 

 

なお、野党系メディアは閑散としている投票会場の様子

を掲載しているが、与党系メディアではそれなりに投票

者がいる写真が掲載されている。 

 

撮影する時間や撮影角度によっては人が多いようにも

少ないようにもできるだろう。政治的な意図をもって撮

れば、写真はどうにでもなるのではないか。 

 

 

（写真）与党系メディア「Lechuginos」 

 

「メディア 与党の選挙規則違反を報じる」         

 

１２月６日の選挙当日、与党側の選挙法違反を指摘する

報道が多く流れた。 

 

その中の一部を紹介したい。 

 

1 つ目は、選挙当日に与党 PSUV の党員が各家庭を周

り、投票を行うよう求める行為。この行為について住民

から「嫌がらせ」と訴えの声が出ている。 

 

 

 

 

２つ目は、お金を払って投票を求める行為。 

祖国カードを通じて現金 BsS.１，０００万が振り込ま

れるので、投票するようにという呼びかけが行われたと

いう。 

 

３つ目は、CLAP の食料品セット購入を理由に投票に行

かせる行為。野党系メディア「La Patilla」によると、カ

ラカスの Los Sin Techos 地区では、投票後に与党の集

会所に行き、CLAP の購入申込書に名前を記載するとい

う流れが出来ていたという。実質的に CLAP を餌に投

票を強要するものだと非難している。 

 

４つ目は、投票会場の近くに「コレクティーボ（武装し

たバイク乗りのグループ）」がいるというもの。 

 

彼らが武装していたかどうかは不明だが、投票会場前に

バイク乗りのグループが待機していることはよくある。 

 

その地域の選挙対策班長が、自身が保有している支持者

リスト（あるいは CLAP の購入者リストなど）に電話を

かけ、投票がまだの人がいれば、バイク便を迎えに行か

せるなどの行為は頻繁に訴えられている。 

 

経 済                       

「野党派国会 PDVSA 総裁を任命」            

 

１２月５日 グアイド政権側の国会は、オラシオ・メデ

ィナ氏を PDVSA の総裁とすることを承認した。 

 

２０年９月、グアイド政権側で PDVSA 総裁を務めてい

たルイス・パチェコ氏が辞任を表明。それ以降、PDVSA

総裁は不在の状態が続いていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.496」参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9dd93048ac4fec94b845abf0346e74a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9dd93048ac4fec94b845abf0346e74a4.pdf
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現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、新た

に総裁に就任したオラシオ・メディナ氏は、石油分野で

２０年以上のキャリアを持つ技術者で、非政府団体

「Gente del Petroleo（石油の人々）」の創始者の一人だ

という。 

他、「ベネズエラ石油技術者協会」会長や、「全国石油・

石油化学労働連合（Unapetrol）」代表を務めていたとい

う。 

 

また、PDVSA の大量解雇が行われた２００２年までは

PDVSA で新事業部門のトップを務めていた。 

 

 

（写真）Cataota Digital “オラシオ・メディナ氏” 

 

「BsS.１００万札発行の噂流れる」            

 

ここ最近、ベネズエラ中央銀行が BsS.１００万札の発

行を計画しているとの噂が流れており、以下のような紙

幣の画像も出回っている。 

 

 

（写真）La Iguana TV 

 

現在、紙幣で最も大きな単位は BsS.５万札。 

１１月から急激に為替レートがボリバル安に推移し、ボ

リバル通貨の価値が失われている。並行レートだと１ド

ル BsS.１３０万となっており、仮に BsS.１００万札が

発行されたとしても、それは１ドルの価値しかない。 

 

「イラン ベネズエラへのガソリン供給拡大」         

 

「Bloomberg」は、イランがこれまでで最も多くの量の

ガソリンを積みベネズエラに向かおうとしていると報

じた。 

 

「Bloomberg」によると、イランは１０隻のタンカーに

ガソリンを積んでおり、これらのタンカー全てをベネズ

エラに向かわせるという。 

 

２０年１０月にガソリンを積んだ３隻のタンカーがベ

ネズエラに到着。それ以降、外国から新たなガソリンは

供給されていなかった。 

 

ベネズエラ国内の製油所は稼働再開と停止を繰り返し

ており、国内のガソリン需要を満たすには不十分でガソ

リン不足感が拡大していた。 

 

社 会                        

「選挙よりもガソリン給油で行列」            

 

国会議員選の当日、多くのメディアは閑散とした投票場

の様子を報じたが、同時にガソリンスタンドには大行列

が出来ていると報じていた。 

 

ベネズエラは１２月に入り、隔離措置が解除されている

が、ガソリン不足は解消されておらず、これまで通りナ

ンバープレートの末尾に応じて給油を出来る車が制限

されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.432」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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ナンバープレートの末尾で給油が出来る自動車を減ら

しているわけだが、それでもガソリン給油のための行列

は無くならない。 

 

イランのガソリンがベネズエラに到着するのはまだだ

いぶ先になると思われ、深刻なガソリン不足はしばらく

続きそうで、イランのガソリンが到着したとしても根本

的な問題は解決していない。 

 

 

 

 

（写真）La Patilla 

以上 

 


