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（写真）米州機構 “１２月２日 米州機構 マドゥロ政権の人権侵害を非難する報告書を公表” 

 

 

２０２０年１２月２日（水曜） 

 

政 治                     

「選挙専門家 国会議員選で与党は２３９議席 

～投票率 国民投票４０％、国会議員選３４％～」 

「OAS マドゥロ政権を非難する人権報告書公表」 

「野党国会 ２１年は国会縮小・大使減員を検討」 

「マチャド党首 国民投票より国際圧力の強化」 

経 済                     

「印 ２１年からベネズエラとの取引再開か」 

「ロシア小規模企業による原油取引の仲介増加」 

「野党 PDVSA２０裁判の控訴で意見分裂」 

「家庭用ガス生産を再開」 

２０２０年１２月３日（木曜） 

 

政 治                    

「CPI OAS による司法手続きへの圧力を非難」 

「医療専門家 Covid-１９数字操作で制裁要請」 

「Datanalisis 国会議員選後も大きな変化なし」 

「バイデン政権 マドゥロ政権と接触開始？ 

米エイブラムス担当官制裁緩和観測に懸念」 

経 済                    

「Laser 運航キャンセルで返金要求が殺到」 

「証券取引所社長 次年度ポジティブに認識」 

「CENDAS-FVM １０月インフレ率４３．５％」 

「CENDA １０月インフレ率２３．５％」 
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２０２０年１２月２日（水曜）             

政 治                       

「選挙専門家 国会議員選で与党は２３９議席      

 ～投票率 国民投票４０％、国会議員選３４％～」       

 

ベネズエラの選挙専門家エウヘニオ・マルティネス氏は、

１２月６日に予定されている国会議員選について、与党

「ベネズエラ社会主義統一党」は２７７議席中２３９議

席を獲得する可能性があるとの見解を示した。 

 

前回の国会議員選の議員定数は１６７議席。 

 

国会の議席数は各州・首都区の人口により決まっており、

この計算式に基づくと１６７議席から大きく数字が変

わることは無いが、今回は「選挙管理委員会（CNE）」

が理由にもならないような計算式を作り出し、２７７議

席に増やしている。 

 

通常、ベネズエラは候補者個人に投票することで議員が

決定する「小中選挙区制」と政党に投票することで議員

が決定する「比例代表制」の２つの混合選挙である。 

 

２０１５年の選挙では、「小中選挙区制」で選ばれる議

員数は１１３名だったが、今回の選挙は１３０名に増員。 

 

「比例代表制」について、これまで５１名だったが、今

回の選挙では９６名に増員。 

 

これに加えて、今回の選挙は、これまで存在しなかった

「全国比例」という制度を作り出し、「全国比例」から

４８名が当選することになっている（詳細については

「ウィークリーレポート No.156」を参照されたい）。 

 

マルティネス氏が想定する投票率、与野党の投票比率な

どから算出される与党の議員数は２３９名になるとい

う。 

前号「ウィークリーレポート No.177」でも紹介した通

り、与党の目指すべき議員数は議員定数の２／３を超え

る１８５議席である。 

 

議員定数の２／３を超えた場合、国会は憲法で定められ

た国会が持つ全ての権限を行使することが可能となる。 

２３９議席は十分すぎる数と言えるだろう。 

 

また、マルティネス氏は、ベネズエラの世論調査会社

「Datanalisis」と「Consultores２１」のアンケート調査

を踏まえて、国会議員選の投票率は３４％、国民投票の

投票率は４０％になるだろうと予想した。 

 

ただし、これらの選挙の結果を正当なものと信じるかど

うかと言う点について、国民投票を信じると回答したの

は回答者の２１％（野党支持者の約半数、無派閥派の１

０％、与党派は０％）と指摘。 

 

今回の選挙について、与党の国会議員選も野党の国民投

票もどちらも多数派のベネズエラ国民は支持をしてい

ないと主張。 

 

また、どちらの選挙も自身の利害を押し通そうとするこ

とを目的とした選挙であり、ベネズエラの問題を解決す

るための選挙ではないとの見解を示した。 

 

なお、「政治家に対する嫌悪感調査」では、回答者の 

８１％がマドゥロ大統領の運営を「悪い」と評価。 

８０％はファルコン党首を「悪い」と評価。 

７７．６％はカプリレス元知事を「悪い」と評価。 

７１％はレオポルド・ロペス VP 党首を「悪い」と評価。 

６５％はマチャド VV 党首を「悪い」と評価。 

６５％がグアイド議長を「悪い」と評価しているとの結

果が出たという。 
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「OAS マドゥロ政権を非難する人権報告書公表」         

 

１２月２日 「米州機構（OAS）」は、１４年２月から

現在までにマドゥロ政権が犯してきた人権侵害を非難

する趣旨の報告書を公表した。 

 

同報告書では、少なくとも１８，０９３件の「法外の執

行（裁判にかけられることなく、公権力に何らかの攻撃

を加えられること）」が起き、１５，５０１件の「横暴

な拘束（正規の拘束手続きを踏むことなく逮捕されたこ

と）」があったと記載。 

 

他、「行方不明者」が７２４名。 

「拷問を受けたとの申請」が６５３件あるとした。 

 

ベネズエラの人権侵害は政治・経済的な混乱を理由に引

き起こされたもので、その結果ベネズエラ国民が食料・

医療を受けることが出来ず被害者となっていると主張

した。 

 

食料問題に関して、早急な人道支援を必要としている人

口について、７００万人いると指摘。また、１０万人以

上の５歳以下の子供が深刻な栄養失調に悩まされてい

るとした。 

 

また、医療分野について、医薬品の不足率は品目による

が６０％～１００％の不足率と指摘。はしか・ジフテリ

アなどが拡大しており、少なくとも４０万件のマラリア

が発症しているとした。 

 

米 州 機 構 の 報 告 書 は 「 FOMENTANDO LA 

IMPUNIDAD: IMPACTO DE LA AUSENCIA DE 

UNA INVESTIGACION DE FISCAL DE LA CORTE 

PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA POSIBLE 

COMISION DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 

EN VENEZUELA」で確認可能。 

 

「野党国会 ２１年は国会縮小・大使減員を検討」                  

 

「大衆意志党（VP）」のフレディ・ゲバラ議員は、「ロイ

ター通信」の取材を受け、来年のグアイド政権は国会議

員の数を減らし、同時に在外大使を減らすことを検討し

ていると説明した。 

 

「我々は暫定政権に関する議論をしている。外国にある

資産の使用などについて、様々な意見がある。 

議会の中には暫定政権を出来る限り縮小するべきとの

見解もある。一方、現在の戦略を維持するべきだとの意

見もある。匿名だが、よく知られた議員で『議員を続け

ることは、銃殺刑の列に並ぶようなものだ』と言及する

ものもいた。」 

と言及した。 

 

マドゥロ政権は、２１年に新たな国会が発足次第、これ

までの国会議員で国際社会に経済制裁を求めたものを

犯罪者として処罰するとの姿勢を示している。 

 

国会議員には「不逮捕特権」というものがあり、基本的

には自身の任期中に逮捕されることは無い。 

 

現在は、マドゥロ政権もある程度、国会議員の逮捕は控

えているようだが、新国会が組織され、旧国会議員の不

逮捕特権が無くなれば、これらの制限がなくなる。 

 

野党議員は、２１年以降 マドゥロ政権側に拘束される

ことを懸念しているだろう。 

 

「マチャド党首 国民投票より国際圧力の強化」         

 

１２月２日 急進野党のリーダーであるマリア・コリ

ナ・マチャド VV 党首は、「New Economic Forum」に出

演し、グアイド政権が呼びかける国民投票について見解

を述べた。 

http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf
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「我々にはこれ以上、相談をしている時間はない。 

我々は行動をしなければいけない。ベネズエラ人も国際

社会もマドゥロ政権は南米地域にとっての脅威である

と理解している。 

 

マドゥロ政権・チャビスタは、伝統的な手段によって政

権を降りる意志はない。もし短期的にベネズエラ危機を

解決することが出来ないのであれば、国際社会はマドゥ

ロ政権に断固とした姿勢を示さなければならない。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「印 ２１年からベネズエラとの取引再開か」           

 

米国の制裁圧力を受けて、インドの「Reliance」は

PDVSA との原油取引を停止し、カナダから原油を購入

するようになった（「ベネズエラ・トゥデイ No.505」参

照）。 

 

追跡されないように取引を継続している可能性はある

が、１１月に入り、ベネズエラからインド向けの原油輸

出は停止している。 

 

本件について、インドの Dharmendra Pradhan 石油相

は、「バイデン政権が発足後にはイラン、ベネズエラと

の原油取引を再開することを期待している」との見解を

示した。 

 

Dharmendra Pradhan 石油相は記者から 

「バイデン政権にイランとベネズエラの制裁を緩和し

てほしいか？」 

との質問を受けると、 

「原油の購入者として、我々は今よりも多くの取引先か

らオファーを受けたいと考えている。原油の購入先を拡

大したいと考えている。」 

と回答。 

 

バイデン政権後にベネズエラとイランとの取引再開を

希望していることを暗に示した。 

 

「ロシア小規模企業による原油取引の仲介増加」         

 

ロイターの原油取引をトレースするシステム「Refinitiv 

Eikon」によると、１１月のベネズエラ原油輸出量が先

月から２倍に増えたという。 

 

取引にはロシア企業が関与しているという。 

 

PDVSA は９月までは「Reliance」「Eni」「Repsol」など

昔からの取引相手との取引を行っていたが、米国の制裁

圧力を受けて、１０月からこれらの会社との取引が停止。 

 

１０月のベネズエラの原油輸出量は観測史上最低を記

録した（「ベネズエラ・トゥデイ No.519」参照）。 

 

しかし、１１月にはこれまで取引関係が無かった新たな

会社との取引が増加し、輸出量が回復した。 

 

１１月のベネズエラ原油購入者は「Xiamen Logistic 

Grass 」「 Olympia Stly Trading 」「 Zaguhan & Co, 

Karaznbas」「Kalinin Business International」「Poseidon 

GDL Solutions」など。これらの会社は「OGX Trading」

というロシア・モスクワ本社の会社が登記したロシア籍

の会社だという。 

 

なお、「OGX Trading」については「ベネズエラ・トゥ

デイ No.522」でも名前が出ている。 

 

「Refinitiv Eikon」のデータによると、１１月にベネズ

エラの港を出発したタンカーは２４隻。輸出量は日量６

３．９万バレルで、仕向け地のほとんどは中国向けとし

ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab5ac05b2e8df5a109933630da5489cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab5ac05b2e8df5a109933630da5489cd.pdf
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「野党 PDVSA２０裁判の控訴で意見分裂」                  

 

２０年１０月 米国ニューヨーク裁判所は、グアイド政

権が提訴した PDVSA２０債の無効裁判について、

「PDVSA２０債は有効で、当該債券保有者は権利を主

張することができる」との決定を下した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.512」参照）。 

 

判決が出た当時、グアイド政権側の弁護士は、同決定を

不服として控訴する可能性を示唆したが、現在のところ

控訴には至っていない。 

 

本件について、エネルギー専門メディア「Petroguia」は、

グアイド政権内部で控訴について意見が分かれている

と報じた。 

 

裁判規則によると、控訴は１２月１日から可能で、今後

３０日以内に控訴する必要があるようだが、意見分裂に

より方針が決まっていないという。 

 

グアイド政権側の会計監査業務に関連する人物は 

「この問題は、国会・グアイド議長自身が今後の戦略を

どうするべきかを踏まえて判断しなければいけないこ

とだ。これまでの主張を維持するのであれば、控訴する

のだろう。しかし、主要な政治アクターと合意できてい

ない。特に「大衆意志党（VP）」と「第一正義党（PJ）」

で意見が分かれている。」と述べた。 

 

「大衆意志党（VP）」はグアイド議長が所属する政党（形

式的にグアイド議長は VP を離脱しているが、あくまで

形式的な問題）で、既存の方針維持を志向している。 

 

一方、「第一正義党（PJ）」は、１２月の国会議員選に参

加するべきだと主張していたエンリケ・カプリレス元ミ

ランダ州知事が所属する政党。 

両者には大きな見解の相違がある。 

 

「家庭用ガス生産を再開」                

 

１２月２日 アイサミ経済担当副大統領は、家庭用ガス

を生産するアンソアテギ州アナコにある「Compresora 

Santa rosa 工場」の稼働が再開したと発表。１．２億立

法フィートのガスが生産可能になるとした。 

 

同工場の稼働が再開したことで、２万の家庭用ガスボン

ベの供給が可能になり、一カ月で６０万世帯にガスが供

給されることになると主張した。 

 

ベネズエラでは、電力、インターネット、ガソリンなど

社会インフラに様々な問題が起きているが、家庭用ガス

（プロパンガス）の不足も深刻な問題となっており、地

方では多くの家庭が薪を使用して火を起こしていると

いう。 

 

２０２０年１２月３日（木曜）              

政 治                       

「CPI OAS による司法手続きへの圧力を非難」        

 

本稿「OAS マドゥロ政権を非難する人権報告書公表」

で紹介した通り「米州機構（OAS）」は、マドゥロ政権

の人権侵害を非難する趣旨の報告書を公表した。 

 

この報告書は、「無処罰の促進：ベネズエラで行われて

いる人道犯罪に関する国際刑事裁判所（CPI、英語だと

ICC）判事の調査の欠如が与える影響」というタイトル

の報告書で、マドゥロ政権を非難すると同時に、マドゥ

ロ政権への圧力を強めないCPIに対する非難でもある。 

 

１２月３日 CPI は、OAS の報告書に反応。 

司法プロセスを軽んじ、早期の結論を催促する外部の圧

力は受け入れられないと応じた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
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米州機構（実際のところ、米国政府）と CPI は犬猿の仲

だ。 

 

１１月５日 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・サアブ検事総長と面談。

その際に、ベネズエラの司法手続きに関する情報提供を

求めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.520」）。 

 

これに対して、サアブ検事総長は CPI が求めた情報を

全て提出したと発表。両者のやり取りが続いている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.531」参照）。 

 

マドゥロ政権を政府と認識する CPI の姿勢。 

加えて、調査の結論が中々でないことに米国政府が苛立

ちを示しているということだろう。 

 

なお、CPI は世界１２４カ国が加盟している国際組織だ

が、米国政府は加盟していない。 

 

また、米国政府はフトウ・ベンソーダ判事に対して制裁

を科しており、ベンソーダ判事は米国内の資産が凍結さ

れ、米国への入国が禁止されている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.493」参照）。 

 

ベンソーダ判事に制裁を科した理由について、米国のア

フガニスタン戦争について、米国軍や CIA 諜報員が戦

争犯罪に関与した疑いを捜査する担当者だからと報じ

られている。 

 

これらを踏まえると、今回の報告書公表は、国会議員選

前にマドゥロ政権の非人道性を改めて訴えるという目

的以外に CPI の国際的な信頼性を失墜させるという目

的もあったのだろう。 

 

 

 

 

 

「医療専門家 Covid-１９数字操作で制裁要請」           

 

マドゥロ大統領は、１２月は１カ月間、隔離週を設けな

いと発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.531」参照）。 

 

米国系メディア「La Voz de America」は、保健相を務め

たことのあるラファエル・オリウエラ氏のインタビュー

記事を掲載。 

 

オリウエラ氏は、隔離措置を緩和することで Covid-１

９の感染が拡大するとの懸念を示し、１カ月間の感染緩

和は長すぎるため、１２月２１日～３１日の１０日間に

限定するなど緩和期間を制限するべきだと提案した。 

 

また、ガソリン不足・医療準備体制の不足などを理由に

Covid-１９が拡大した場合は、深刻な問題が起きると警

鐘を鳴らした。 

 

他、Covid-１９について、マドゥロ政権は社会をコント

ロールするために感染者数を勝手に作っており、実際の

ところベネズエラに何人の感染者がいるかは全く分か

らないと指摘。 

 

米州保険機構や世界保健機構は、マドゥロ政権の偽証行

為を理由に制裁を科すべきだと訴えた。 

 

「Datanalisis 国会議員選後も大きな変化なし」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

１２月６日の国会議員選以降のベネズエラの政治シナ

リオについて、「大きな違いはない」との見解を示した。 

 

理由は、マドゥロ政権は現在も制憲議会を通じて国会の

権限を執行しており、今と変わらないため。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b6ec9d126e3f52eecc2260721d3fb15.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b6ec9d126e3f52eecc2260721d3fb15.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b6ec9d126e3f52eecc2260721d3fb15.pdf
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ただし、国会を与党が完全に掌握することでマドゥロ政

権がこれまで以上に左派的な政府になるとした。 

 

また、野党は今回の選挙の完全な敗北者であり、今後は

野党の分裂が一層深化するとした。 

 

「バイデン政権 マドゥロ政権と接触開始？      

  エイブラムス担当官 制裁緩和観測に懸念」         

 

AFP 通信は、グアイド政権の内部関係者からの証言と

して、バイデン政権がマドゥロ政権とのコンタクトを開

始していると報じた。 

 

実際のところ、バイデン政権中枢からの直接的な接触で

はなく、米国議会議員を通じた接触だという。 

 

バイデン政権発足後、米国が対ベネズエラ方針を転換す

るのではないかとの観測は強い。 

 

本件について、現在トランプ政権下でベネズエラ問題を

担当しているエリオット・エイブラムス担当官は、ロイ

ター通信のインタビューで懸念を表明。 

 

バイデン政権に対して、 

「私は民主党がマドゥロ政権への制裁を緩和するので

はないかと常に心配している。 

 

経済制裁の影響を受けて、マドゥロ政権は既に壁際に立

たされている。その同盟国も同様だ。米国政府は強い影

響力を持っている。この影響力は行使するべきだ。 

 

我々は米国の影響力を行使し、マドゥロ政権に対して断

固とした態度で戦ってきた。バイデン政権は我々が作り

上げた実績を継続するべきだ。マドゥロ政権に対してい

かなるプレゼントも与えてはならない。」 

との見解を示した。 

 

他方、ベネズエラ問題については、民主党・共和党の基

本的な認識は共通しており、「マドゥロ政権は退陣しな

ければならない」という方針はバイデン政権発足後も変

わらないと説明した。 

 

経 済                        

「Laser 運航キャンセルで返金要求が殺到」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.531」で紹介した通り、

ベネズエラの航空会社「Laser Airline」は、１１月２４

日のフライトで Covid-１９感染者が確認されたことを

理由にドミニカ共和国便の運航を無期限で停止した。 

 

突然の運航停止発表だったため、既に多くの人が航空チ

ケットを購入していたようで、返金請求が殺到している

という。 

 

マイケティア空港にある「Laser Airline」事務所には、

チケット購入者が押しかけているが、軍人らが事務所へ

の侵入を拒んでいるという。 

 

乗客の一人は 

「我々は話しに来たのではなく、解決策を求めるために

来た。もし返金するのであれば、我々は速やかに帰る。」 

と訴えた。 

 

このようなことは、ベネズエラでは度々起きることだが、

ボリバル建てでチケットを購入した場合、お金はボリバ

ル建てで返金される。 

 

現在、為替レートは急速にボリバル安に推移しており、

日々ボリバル通貨の価値が目減りしている。 

 

チケット購入時には３００ドルの価値があったボリバ

ル通貨も、返金される頃には１５０ドル位の価値しかな

いだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b6ec9d126e3f52eecc2260721d3fb15.pdf
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「証券取引所社長 次年度ポジティブに認識」         

 

カラカス証券取引所のグスターボ・プリド社長は、

「Bloomberg」の取材に応じ、今後の証券市場について、

外貨建ての取引が増えることで活発になるだろうとの

見解を示した。 

 

プリド社長は、「現在多くの民間企業が外貨建ての証券

発行を検討している。ボリバル通貨だけでは企業は成長

しない。我々は外国の通過が必要だ。」と言及。 

 

「これまで２０年間、民間セクターは政府の外貨に依存

してきたが、独自に外貨を調達する手段を手に入れた。」

と述べた。 

 

１１月から民間セクターが外貨建て証券を発行するよ

うになった。最初の発行者はラム酒の老舗メーカー「ロ

ン・サンタ・テレサ」（「ベネズエラ・トゥデイ No.529」

参照）。 

 

２社目は、メリダ州の料理道具を販売する「Topenca」

という会社（「ベネズエラ・トゥデイ No.530」参照）。 

 

プリド社長は、「これらの会社の証券発行額自体は少額

だが、今後のベネズエラ市場を盛り上げる意味でとても

重要なものだ」との見解を示した。 

 

「CENDAS-FVM １０月インフレ率４３．５％」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２０年１０月の最小食料費を発表した。 

 

これまでは「基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送

るのに最低限必要な金額）」という数字を公表していた

が、今回は「最小食料費」という指標を出している。 

 

 

CENDAS-FVM によると、２０年１０月の最小食料費

は先月比４３．５％増の BsS.１５，６８３，４５０．２

２。ドルに換算すると約３１．３６ドル（１日当たり１．

０４ドル）になる。 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

 

「CENDA １０月インフレ率２３．５％」         

 

CNEDAS-FVM と同様に家計の食費を調査している団

体「CENDA」は１０月の基礎食料費を公表した。 

 

「CENDA」によると、１０月の基礎食料費は先月比２

３．５％増の BsS.８９，０１１，３８１．９９。ドルに

換算すると約１９３．７７ドルになる。 

 

（写真）CENDA 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf

