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（写真）国際刑事裁判所（CPI） “CPI ベネズエラで人権侵害が起きたと信じるに足る材料有りと判断” 

 

 

２０２０年１１月４日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 米国の大統領選に皮肉 

～ベネズエラの選挙制度の方が優れている～」 

「米国大統領選 ベネズエラ人が大きく影響？」 

「最高裁 米へのアルカラ氏引き渡し要請を承認」 

経 済                     

「Laser １１月６日からドミ共便を再開」 

「並行レート高騰 ボーナス後のドル需要増」 

社 会                     

「遠隔授業の準備に必要な金額は１１４０ドル」 

「米国政府 改めてベネズエラへの渡航に警鐘」 

２０２０年１１月５日（木曜） 

 

政 治                    

「CPI マドゥロ政権の人権侵害を認識 

～サアブ検事総長に情報提供を要請～」 

「マドゥロ政権 制裁非難キャンペーン」 

「ボルヘス PJ 幹事長 在米ベネズエラ大使に？ 

～ロペス VP 党首がグアイド政権外相か～」 

経 済                    

「ドル建て ATM 運用開始を延期」 

「デジタル通貨監督局 両替サイトを開設」 

「PDVSA タンカー キューバで火災」 

「SIDOR 労働者 給料規定違反を理由に提訴」 
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２０２０年１１月４日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 米国の大統領選に皮肉           

  ～ベネズエラの選挙制度の方が優れている～」       

 

この２日間、ベネズエラのメディアは１１月３日に行わ

れた米国の大統領選とその後の混乱に関する動きを多

く報じており、ベネズエラに関する報道は少なかった。 

 

ベネズエラで報じられている米国大統領選に関する記

事は日本で報じられている内容とそこまで変わらない

ので、同レポートではベネズエラに関連する報道だけを

紹介したい。 

 

１１月４日 マドゥロ大統領は、米国大統領選の開票に

伴う混乱について言及。 

 

ベネズエラの選挙システムは米国よりも優れていると

主張。また、米国への内政干渉をけん制した。 

 

「ベネズエラの選挙システムは電子化されており、容易

に検証可能で透明性が高い。更に、選挙結果を即日公表

することが出来る。 

 

我々は外国の内政に干渉しないという原則を重んじる

ため、今回の米国の選挙について特段の言及はしない。 

 

同時に、我々は外国政府によるいかなる内政干渉も受け

入れない。 

 

米国国務省は、他国の選挙の結果が気に入らなかった場

合、他国の民主主義について命令を下す声明を発表する

が、我々はそのようなことはしない。」 

と述べた。 

 

 

また、１２月６日に予定されている国会議員選について、

米国の大統領選をまねて、候補者によるディベート形式

の討論をすることを提案した。 

 

「昨日、Julio Riobo から、“候補者によるディベートを

してみてはどうか“というとても良い提案を受け取った。

ディベートを通じて各候補者の考えを知ることが出来

る。」 

との見解を示し、ホルヘ・ロドリゲス前情報通信相に討

論会の準備を行うよう指示した。 

 

「米国大統領選 ベネズエラ人が大きく影響？」         

 

米国大統領選の決着はまだついていないが、ベネズエラ

人が多く住むフロリダ州の決着は比較的早い段階でト

ランプ大統領に軍配が上がった。 

 

１１月６日１１時時点のフロリダ州の得票率について、

トランプ大統領が５６５万８，６９０票（５１．２４％） 

バイデン候補が５２８万４，３７７票（４７．８５％） 

 

 

（写真）Yahoo ニュース 
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両者の差は、３７万４，３１３票（３．３９ポイント）

と僅差で軍配が上がったと言える。 

 

フロリダ州の選挙結果について、民主党バイデン候補の

選挙対策アドバイザーを務めた Ivan Rebolledo 氏は、 

「ベネズエラ人、コロンビア人有権者のほとんどがトラ

ンプ大統領に票を投じ、且つ、彼らがラテン系コミュニ

ティの投票意思に影響を与えた。」 

と敗北の要因について振り返った。 

 

米国大統領選は普通の選挙と仕組みが違い、２７０人の

「選挙人」を獲得した候補者が当選する。 

 

選挙人の数は各州の人口規模に比例しており、人口が多

いフロリダ州には２９名の選挙人がいる。 

 

そして、各州で１票でも票を多く獲得した候補者がその

州の全ての選挙人の票を得る仕組みになっている（詳細

は「ウィークリーレポート No.157」参照）。 

 

つまり、フロリダ州について言えば、トランプ大統領と

バイデン候補の得票率の差は３．３９ポイントと比較的

僅差ではあったものの、フロリダ州の２９名の選挙人全

員がトランプ大統領に票を投じることになる。 

 

２９票という大票田で、且つ、共和党支持・民主党支持

が拮抗しているフロリダ州は大統領選の結果を大きく

左右する重要な州で、ベネズエラ人移民がその州の選挙

結果を大きく左右していると言える。 

 

米国がベネズエラ問題に過介入するする理由はベネズ

エラの資源を狙っていると言われている。 

 

もちろん、それも理由の一つだろうが、トランプ政権に

ついては選挙対策としてのベネズエラ介入の側面も強

かったと思われる。 

 

 

「最高裁 米へのアルカラ氏引き渡し要請を承認」                  

 

１１月４日 マドゥロ政権側の最高裁は、クリベル・ア

ルカラ氏の引き渡しを米国に要請することを承認した。 

 

クリベル・アルカラ氏は元軍人で、一時はチャベス政権

の軍部中枢に身を置いたが、マドゥロ政権交代後に与党

を離反。その後、コロンビアに潜伏し、反政府勢力とし

て活動を続けていた人物。 

 

２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon オ

ペレーション」の計画立案者の一人とされている。 

 

しかし、米国政府は２０年３月にアルカラ氏をマドゥロ

政権が取り仕切る麻薬取引グループの元締めとして懸

賞金をかけて指名手配。 

 

懸賞金をかけられた当日、アルカラ氏は自身の無実と主

張。また、自分はマドゥロ政権を倒壊するための活動を

行っていたと主張するビデオメッセージを投稿した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

ビデオメッセージを投稿した翌日、アルカラ氏は出頭す

る形でコロンビア当局に身柄を確保され、その日のうち

に米国に引き渡され現在に至っている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.425」参照）。 

 

今回の最高裁の承認を受けて、マドゥロ政権は米国政府

にアルカラ氏の引き渡しを正式に申請するかもしれな

いが、米国政府がマドゥロ政権の求めに応じる可能性は

皆無だろう。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d816c1e60f65b51dde8e2658f8a1ea1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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経 済                        

「Laser １１月６日からドミ共便を再開」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.519」で紹介した通り、

「国家航空監督局（INAC）」は、ベネズエラの航空４社

に対してドミニカ共和国、メキシコ、イラン、トルコの

運航再開を許可した。 

 

この許可を受けて最初に定期便を再開するのは「Laser 

Airline」になるそうだ。 

 

報道によると、１１月６日からドミニカ共和国行き（カ

ラカス－サントドミンゴ）の便の運航が再開するという。 

 

なお、一部の国では外国人の受け入れに当たり Covid-

１９に感染していないという証明書発行を義務付けて

いる国もあるが、ドミニカ共和国は同証明書を求めてい

ない。しかし、ベネズエラ側が受け入れにあたり、同証

明書を必要としているため、同証明書が必要になるとい

う。 

 

また、ベネズエラではパスポート発行・更新作業が滞っ

ており、パスポートの期限が切れてしまっている人が多

いが、ドミニカ共和国は期限切れのパスポートでも渡航

可能のようだ。 

 

「並行レート高騰 ボーナス後のドル需要増」         

 

ここ最近、為替レートは１ドル BsS.４５万前後で安定

していたが、１０月下旬から為替レートが高騰している。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」によると、１

０月２１日時点の並行レートは１ドル BsS.４６万だっ

たが、その後急激に高騰し、１０月末には１ドル BsS.５

４．２万まで上昇した。 

 

 

その後は１ドル BsS.５０万で安定しており、直近１１

月４日時点では１ドル BsS.５３．８万となっている。 

 

なお、公定レートも同様に１０月２１日時点で１ドル

BsS.４５．７万だったが、１０月末には１ドル BsS.５１．

９万まで上昇。１１月４日時点で１ドル５１．７万とな

っている。 

 

通常、ベネズエラは１０月後半頃から為替レートが大き

くボリバル安に推移する傾向がある。理由はこの時期に

年末賞与が支払われ、市中のボリバルが増えるため。 

また、ボリバル建ての賞与を受けた人々がインフレでの

目減りを避けるため、ドルに両替しようとし、ドル需要

が急激に拡大するため。 

 

最近では、経済のドル化が進みドル建ての賞与を支払う

企業も増えているが、それでも今後しばらくの間はボリ

バル安が進むと思われる。 

 

（出所）Dolar Today 
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https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86a76d06487f5333cf00477d316bfbff.pdf
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社 会                        

「遠隔授業の準備に必要な金額は１１４０ドル」           

 

Covid-１９感染拡大防止措置の緩和が始まっているベ

ネズエラだが、学童については現在も通学ではなくイン

ターネットや電話による遠隔型の学習が続けられてい

る。 

 

ベネズエラの物価調査団体「CENDAS-FVM」は、遠隔

学習を行うために必要な経費は BsS.５億７，０００万

と発表。ドル建てで換算して１，１３９．９９ドルかか

るとした。具体的には以下の支出を想定している。 

 

・電話代（０．４６ドル） 

・インターネット代（０．１３ドル） 

・WIFI ルーター（３４ドル） 

・パソコン（４５０ドル） 

・ウェブカメラ（１５ドル） 

・プリンター（２３０ドル） 

・電話機（１１０ドル） 

・モバイルデータ代（０．４ドル） 

・発電機（２８０ドル） 

・セキュリティ電話（２０ドル） 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

 

なお、マドゥロ政権は１１月３日から「祖国カード」に

登録されている家族構成を基準に学童を持つ家庭に「学

童賞与」の支給を開始するようだ。 

 

ただし、支給金額については報じられていない。 

 

「米国政府 改めてベネズエラへの渡航に警鐘」                   

 

本稿「Laser １１月６日からドミ共便を再開」で紹介

した通り、ベネズエラの国際線の運航が再開しようとし

ている。 

 

この状況を受けて、米国政府は改めてベネズエラへの渡

航に関する注意喚起を発表。また、ベネズエラ国内に残

る米国人に対して「ベネズエラには米国人外交官がおら

ず、不測の事態が起きた場合に米国政府が出来ることは

限られている」と補足、ベネズエラ在住米国人に帰国を

推奨した。 

 

なお、コロンビアへの陸路については閉鎖されており、

陸路での越境は違法行為にあたるため罰金や逮捕など

危険が及ぶ可能性があると補足した。 

 

２０２０年１１月５日（木曜）              

政 治                       

「CPI マドゥロ政権の人権侵害を認識         

    ～サアブ検事総長に情報提供を要請～」        

 

「国際刑事裁判所（CPI）」は、１７年３月～７月にかけ

てベネズエラで起きた抗議行動での衝突について、 

「ベネズエラで人権侵害があったと確信を持つのに妥

当な判断材料が存在する。」 

との見解を示した（１７年の抗議行動については「ウィ

ークリーレポート No.13」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
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また、１１月４日に CPI のフトウ・ベンソーダ判事は

マドゥロ政権側のタレク・ウィリアム・サアブ検事総長

とオランダのハーグで面談し、CPI の見解をサアブ検事

総長に直接伝え、ベネズエラ内部の司法手続きに関する

情報の提出を求めたという。 

 

１７年に起きた抗議行動とそれに伴う一連の衝突につ

いて、１８年２月に CPI は調査を開始すると発表（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.96」参照）。 

 

その後２年半が経過したものの、未だに調査の最終結論

が出ていないが、近いうちに最終報告書が公表される予

定のようだ。 

 

なお、サアブ検事総長からは米国の経済制裁がベネズエ

ラ国民の人権を侵害しているとして、CPI から米国の制

裁に対して反対の意を表明することを求めたという。 

 

「マドゥロ政権 制裁非難キャンペーン」           

 

ベネズエラでは１２月６日に予定されている国会議員

選の選挙キャンペーンが始まっている。 

 

国会議員選には、シリア・フローレス大統領夫人、ホル

ヘ・ロドリゲス前情報通信相、ディオスダード・カベジ

ョ制憲議長らが出馬しているが、彼らは一致して米国の

制裁を非難する発言を繰り返しており、選挙キャンペー

ンというより制裁非難キャンペーンになっている。 

 

ホルヘ・ロドリゲス前情報通信相は、経済制裁について

「野党が制裁強化を求めることで、国内の医薬品の購入

が困難になっており、多くの国民が苦しんでいる。我々

の未来のために新たな国会を作り上げなければならな

い」と主張した。 

 

 

 

他、カベジョ制憲議長は 

「野党は制裁促進を訴え、国の政治経済社会を崩壊させ

ようとしている。しかし、その目的は達成しない。 

我々が国民の生活を守るために抵抗を続けるからだ」 

と主張した。 

 

一般市民が、彼らの主張を鵜呑みにして、与党支持者に

なるとは思えないが、主張に一定の事実があることは受

け入れられており、野党の方針が自分たちの生活に悪影

響を与えていると認識する人は増えることだろう。 

 

この認識が定着すると、野党への不信感が更に加速し、

野党が呼びかけるイベント（抗議行動や国民投票）に応

じる国民が減ることになる。 

 

多くの国民が動員できなければ政治は動かない。 

現在のような経済制裁はマドゥロ政権を倒壊させるよ

りもマドゥロ政権を存続させる方向で機能してしまっ

ているのではないか。 

 

なお、以下は１１月５日にスリア州で行われた与党の選

挙キャンペーンイベントの写真。 

 

写真（映像も）加工されているのかもしれないが、この

写真や映像が事実であればかなり動員できていること

になる。 

 

 
 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１１月４日～１１月５日報道            No.５２０   ２０２０年１１月６日（金曜） 

7 / 8 

 

 

 

（写真）Manuel Quevedo 元 PDVSA 総裁 

 

「ボルヘス PJ 幹事長 在米ベネズエラ大使に？      

  ～ロペス VP 党首がグアイド政権外相か～」        

 

１１月５日 ウラディミール・ビジェガス記者は、内部

関係者からの情報としてグアイド政権が在米ベネズエ

ラ代表大使の交代を検討していると報じた。 

 

現在の在米ベネズエラ代表大使は、「大衆意志党（VP）」

のカルロス・ベッキオ氏。 

 

ベッキオ大使に代わり、「第一正義党（PJ）」のフリオ・

ボルヘス幹事長が在米ベネズエラ代表大使になる可能

性があるという。 

 

ボルヘス PJ 幹事長は現在グアイド政権の外相のポジシ

ョンを担っている。外相のポストは、先日スペインに亡

命したレオポルド・ロペス VP 党首が担うという。 

 

なお、米国の大統領選について、個人的には大衆意志党

がバイデン政権とうまく付き合っていくことは困難で

はないかと考えている。 

 

今回の大統領選に当たり、グアイド政権の大統領府担当

官を務めたロベルト・マレロ氏は共和党の選挙キャンペ

ーンに登壇し、トランプ大統領に投票するよう呼びかけ

ていた。 

 

（写真）El Nacional 

 

マレロ氏はグアイド議長の側近で、グアイド政権発足時

に大統領府担当官に任命されたが、１９年３月にマドゥ

ロ政権に拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ No.268」

参照）。 

 

それから１年半が経過し、マドゥロ政権が野党政治家１

１０名に恩赦を出した際にマレロ氏も解放され、マイア

ミに亡命していた。 

 

開放された後もマレロ氏は明確にグアイド政権側の人

間であり、マレロ氏の呼びかけはバイデン陣営のグアイ

ド政権に対する印象を害したことだろう。 

 

なお、多くのベネズエラの野党政治家は米国の大統領選

について、どちらが勝利しても関係を構築できるよう敢

えてどちらを応援する姿勢も見せていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
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経 済                       

「ドル建て ATM 運用開始を延期」            

 

以前「ベネズエラ・トゥデイ No.511」で、ドル現金を

引き出すことが出来る ATM がベネズエラ国内で１１

月７日から運用を開始するとの記事を紹介した。 

 

本件について、同 ATM を運営する会社「AKB Fintech」

は、運用開始を延期すると発表した。運用延期の発表文

は、主に以下の通り。 

 

「「Mia ウォレット」に連動したドル建て ATM の発表

について様々な混乱と疑問を国民に生じさせた。 

我々は、このサービスの開始を延期することを決定した。

現在、国内の金融機関と共に、ベネズエラの顧客の需要

に対応するための検討を進めている。」 

 

何が理由で ATM の運用を延期するのか具体的な理由

について説明されておらず、運用を始める日程について

も明らかにされなかった。 

 

「デジタル通貨監督局 両替サイトを開設」         

 

１１月５日 「デジタル通貨監督局（SUNACRIP）」は、

「Venezuela Exchange（VEX）」というデジタル通貨両

替プラットフォームの開設を発表した。 

 

VEX は「デジタル通貨監督局（SUNACRIP）」のウェブ

サイトからログインし、Sunacrip が推奨しているデジタ

ル通貨両替アプリ「PetroApp」の ID でログイン出来る

という。 

 

SUNACRIP によると、「VEX」では、ペトロ、ビットコ

イン、ダッシュなどの売買が可能で、ボリバル通貨から

デジタル通貨を購入することも可能のようだ。 

 

 

「PDVSA タンカー キューバで火災」         

 

ロイター通信は、１０月２０日にカルドン製油所を出発

し、キューバに向かった PDVSA のタンカー「Teseo」

が、先週キューバで火災を起こしていたと報じた。

PDVSAもキューバ側も事故の事実について発表してい

ない。 

 

ロイター通信によると、「Teseo」は、発電に使用される

５０万バレルのガスオイルを積んでいた。 

また、火災の原因について、“タンカーのメンテナンス

不足の可能性がある”と報じている。 

 

なお、火はすぐに消火されたようで、けが人や死者は出

なかったようだ。 

 

船舶の位置をトレースできるウェブサイト「Marine 

Traffic」によると、現在「Teseo」はキューバの火力発

電所の近く「Nipe 湾」に停泊しているという。 

 

「SIDOR 労働者 給料規定違反を理由に提訴」         

 

ベネズエラ製鉄公社「SIDOR」の労働組合は給料引き上

げを求め法的措置を取ると報じた。 

 

SIDOR の給料は、勤続年数・役職などによって給料が

異なる仕組みになっているが、２０１８年からこの給料

規定が順守されていないという。 

 

SIDOR 労働組合のホセ・ヒメネス氏は、「この労働規則

違反により労働者の給料は著しく減少しており、日々の

食事もままならない状況になっている」と言及。 

 

ベネズエラ国内では労働監督局、外国では国際労働機関

などに訴えを申請するとした。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/96ecb9f45ff39ea02da456663e1d168d.pdf

