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（写真）ARIANA AGREDA 記者 “スクレ州沖でのベネズエラ人溺死事件を受けて地元住民が抗議行動” 

 

 

２０２０年１２月１６日（水曜） 

 

政 治                     

「元タチラ州知事 市民による新政党発足を提案」 

「ポンペオ国務長官 国民投票に祝辞」 

「EU 外交委員長 与野党悪い方向に向かっている」 

経 済                     

「Nabarima 原油引き渡し 作業完了には数週間」 

「ベネズエラの原油輸出 前年比７０．８％減？」 

「リベルタドール市長 企業登録を要請」 

「２１年 ベネズエラ経済は証券業界がカギ」 

社 会                     

「ペルー移住ベネズエラ人 ８９％は仕事無し」 

２０２０年１２月１７日（木曜） 

 

政 治                    

「スクレ州沖での溺死者２８名に増加 

～軍部汚職の非難で８００名が抗議行動～」 

「抗議者を銃殺した軍人有罪 懲役１２年」 

「銃携帯・脅迫でミランダ州議会議員 逮捕」 

経 済                    

「CENDAS-FVM １１月食料費７４．４％増」 

社 会                    

「一度離れたベネズエラ移民 コロンビアに逆流」 

「ベネズエラ 人間開発ランキング１１３位」 

「教育セクターを対象に補助金を支給」 
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２０２０年１２月１６日（水曜）             

政 治                       

「元タチラ州知事 市民による新政党発足を提案」          

 

グアイド政権が呼びかけた国民投票のアドバイザーを

務めていた元タチラ州知事のセサル・ペレス・ビバス氏

は、民主主義への道筋を作るための新政党の発足を提案

した。 

 

「新政党はベネズエラの民主主義を救済できるまで存

続する。この政党が発足することは既存の政党が無くな

ることを意味しない。」 

と説明した。 

 

また 

「より多くの人の政治参加を求めるために、現在の方針

の見直しが必要なことは明白だ。 

この数年間、国会が日々行ってきた政治運営は変えなけ

ればいけない。 

 

真の意味での団結のためには、個人や政党の利害を優先

してはいけない。現在も明確に政党の方針を擁護する政

治家がいる。これらのグループが合意を困難にする。」 

と言及した。 

 

話の内容から想像するに、ビバス元知事が提案している

のは既存の政党が１つの同盟を組むのではなく、一般国

民が新たな政党を作ることのようだ。 

「市民が新たな野党政党の一種を組織することを提案

する。新たな民主主義政党を組織するための会合を開い

てほしい。そして、彼ら自身が新たなリーダーを作るべ

きだ。」と主張した。 

 

なお、ビバス元知事自身はそこまで政治的な訴求力は無

く、彼の主張がどれほど浸透するかは未知数だ。 

 

「ポンペオ国務長官 国民投票に祝辞」         

 

１２月１６日 米国のポンペオ国務長官はグアイド政

権が実施した国民投票に祝辞を送った。 

 

ポンペオ国務長官は自身のツイッターで 

「米国政府は、国民投票を通じてマドゥロ政権の非道な

抑圧に対峙する声を挙げたベネズエラ国民を祝福する。 

我々は先週行われた非合法な政府の詐欺選挙を改めて

拒絶する。そして、自由で公平な選挙を通じて民主主義

を取り戻す戦いを支持する。」と投稿。 

 

また、グアイド政権に対して 

「国民が暫定政権に対して引き続きベネズエラの民主

主義を取り戻すための戦いを命じたことは明白である。

ベネズエラ国民は民主的な全ての国家の支援を受ける

にふさわしい。」と投稿。 

 

暫定政権の存続を支持する意志を改めて示した。 

 

「EU 外交委員長 与野党悪い方向に向かっている」                  

 

EU のボレル外交政策委員長は、ポンペオ国務長官の投

稿とは対照的なコメントをしている。 

 

ボレル EU 外交政策委員長は、EFE 通信のインタビュー

でベネズエラの状況について 

「残念なことにベネズエラの組織崩壊が進んでいる。 

これは野党も含めて全てにとって悪いことだ。 

ベネズエラの政治アクター双方が協議を再開しなけれ

ばいけない。 

 

ベネズエラの平穏はベネズエラ人同士の交渉によって

のみ得られる。目をつぶってはいけない。投票によって

のみ解決する。」 

との見解を示している。 
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経 済                        

「Nabarima 原油引き渡し 作業完了には数週間」                

 

ス ク レ 州 パ リ ア 沖 に 停 泊 し て い る 原 油 貯 蔵 船

「Nabarima」はメンテナンス不足により沈没の危機に

ある（「ベネズエラ・トゥデイ No.512」参照）。 

 

「Nabarima」には１３０万バレルの原油が貯蔵されて

おり、仮に原油が流出すれば深刻な環境汚染になる。 

また、隣国のトリニダードトバゴにも影響する国際問題

にも発展する。 

 

本件は９月頃から報じられているが、未だに問題は解決

していない。 

 

１２月１６日 ロイター通信は関係者からの情報とし

て、PDVSA の所有するタンカー「Icaro」が原油の引き

上げを開始したという。 

 

ロイター通信によると、原油受け渡しのプロセスは数週

間かかるとしている。 

 

「ベネズエラの原油輸出 前年比７０．８％減？」         

 

「米州開発銀行（BID）」は、２０２０年のラテンアメリ

カ地域の年間輸出額は前年比１３％減、カリブ海地域は

１１．３％減と予想した。 

 

対象地域で最も輸出額が減少した国はベネズエラで前

年比７０．８％減と予想。次いで、コロンビアが同２３．

６％減。ボリビアが同２８．７％減。ペルーが同２１．

７％減とした。 

 

輸出額の減少は２０年の第２四半期から顕著になって

おり、程度の差はあるがほとんどの国で減少したという。 

 

 

輸出減少の理由は Covid-１９による世界経済の減速だ

が、ベネズエラについては石油産業の取引が出来なくな

ったという要因が大きい。 

 

BID の主席研究員 Paolo Giordano 氏は、 

「米州地域はパンデミック前の水準に輸出が回復して

いない。ただし、今後パンデミックの経済的な影響は改

善していくと考えている。 

 

同地域間の貿易取引は特に大きく減少したが、特に米国

との取引が減少したことが貿易額に大きな影響を与え

た。」 

と語った。 

 

逆に前年と比べて輸出額が増加した国はチリで前年比

１．１％増、パラグアイは同４．１％増、ガイアナは同

６７．４％増となっている。 

 

「リベルタドール市長 企業登録を要請」                  

 

カラカス・リベルタドール市のエリカ・ファリア市長は、

同地域で事業を行う企業に対して登録（Registro Unico）

を行うよう呼びかけた。 

 

登録を受けて、同地域内で事業を行うライセンスを与え

るという。 

 

「登録を行うことで、事業者は２０２１年から問題なく

リベルタドール市内で商活動を行うことが出来る。 

 

COVID-１９を受けて、同地域の経済セクターは大きな

影響を受けた。従って、同地域の中小事業者らに減税を

行う。１２月３１日までに登録を完了させることが出来

る。」とアナウンスしている。 

 

登録は「www.sumar.gob.ve」で行うようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
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「２１年 ベネズエラ経済は証券業界がカギ」         

 

ハイパーインフレ、米国の経済制裁などを受けてベネズ

エラは深刻な経済危機にある。この状況下で、マドゥロ

政権はこれまで続けてきた規制やコントロールを撤廃

する傾向にある。 

 

現在、両替取引にはほとんど規制が存在せず、ドル経済

化が進み価格統制も実質的に機能していない。 

 

その他、規制を撤廃している分野として証券分野が挙げ

られる。 

 

１７年３月にカラカス証券取引所社長に就任した

Gustavo Pulido 氏は、BBC Mundo の取材に対して 

「証券業界は、この状況下で成長した数少ない業界だ。 

 

２０１７年には民間企業の証券発行手続きを引き受け

る証券会社は４行しかなかった。しかし、現在は３２行

にまで増えている。毎月、発行額も増加している。」と

述べている。 

 

民間セクターの証券発行が増えている理由として挙げ

られるのが、２０１９年に行われた「預金準備率」の引

き上げだ。 

 

預金準備率が引き上げられたことで市中の銀行は、これ

まで以上にボリバル通貨を中央銀行に預けなければな

らなくなった。これは銀行が融資に回せる資金が減った

ことを意味する。 

 

経済調査会社「Ecoanalitica」によると、預金準備率の引

き上げを受けて、銀行から企業への貸出額は８０％減少

したとしている。 

 

 

 

銀行からの融資が得られなくなった企業は、証券発行を

通じて資金を得る傾向にあるようだ。 

 

マドゥロ政権は、民間セクターに外貨建ての証券発行も

許可しており、実際に１１月には２件の外貨建て証券の

発行が許可された（「ベネズエラ・トゥデイ No.529」

「No.530」参照）。 

 

Pulido 氏によると、ベネズエラの証券市場は１９４７年

に始まり、最も取引が盛んだったのは１９９０年代後半。 

当時は１日の取引量が５５０万ドル、年間で４０億ドル

ほどの取引があったという。 

 

しかし、２００３年に故チャベス元大統領が外貨取引に

規制をかけて以降、活動は大きく縮小した。 

 

「Mas Valor」のホセ・ミゲル・ファリアス氏は、 

「証券業界は活動を再開しようとしているが、取引額は

まだまだ少ない。現在の１日の取引量は４～５万ドル程

度。年間でも１，２００万ドル程度に過ぎない。」 

と言及。現時点での市場規模は小さいと指摘した。 

 

社 会                        

「ペルー移住ベネズエラ人 ８９％は仕事無し」           

 

スペイン系メディア「EFE 通信」は、ペルーに移住した

ベネズエラ人の８９％は Covid-１９の影響で無職にな

っていると報じた。 

 

国連発表によると、ペルーはコロンビアに次いで２番目

に多い１０４万人のベネズエラ移民を抱えている。 

 

Covid-１９の影響でペルーの経済成長率は前年比１

４％減と予想されており、深刻な経済低迷にある。これ

を受けてベネズエラ人移民の生活は厳しい状況にある

という。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf
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２７歳のリリア・グティエレス氏は、１８年にベネズエ

ラを去り、ペルーで仕事を始めた。しかし、２０年６月

に職を失った。 

 

職を失った後は、マスクなど売れそうなあらゆるものを

販売し、現在はペルーの街頭でクリスマス用帽子を売っ

ているという。物を売る時もグティエレス氏は５歳と２

歳の子供の面倒を見ており、生活は厳しい。 

 

グティエレス氏は、街頭で物を売ることだけが我々が生

き残る唯一の手段だと述べた。 

 

ペルーの人権擁護組織によると、ペルーに居住する８

９％のベネズエラ人は職を失ったという。また、ベネズ

エラ移民の３９％は住居立ち退きの危機にあるという。 

 

２０２０年１２月１７日（木曜）              

政 治                       

「スクレ州沖での溺死者２８名に増加          

  ～軍部汚職の非難で８００名が抗議行動～」        

 

スクレ州沖で発見されたベネズエラ人の遺体は更に増

えている（「ベネズエラ・トゥデイ No.537」参照）。 

 

１２月１７日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

死者数が２８名に増えたと発表した。２８名のうち２６

名は身元が特定されており、２名はまだ身元不明という。 

 

ただし、発表後、更に１名死者が増えたと報じられてお

り、この数字は更に増える見通しだ。 

 

これらの死者は経済危機を理由にベネズエラを脱出し、

トリニダードトバゴに移動した人々と理解されている。

野党はトリニダードトバゴが不法滞在者を捕まえ、強制

送還したために起きた事件だと主張。 

 

 

経済危機の責任者であるマドゥロ政権とトリニダード

トバゴ政府を非難している。これに一部の人道団体が呼

応し、トリニダードトバゴ政府の非人道的な対応に非難

が集まっている。 

 

なお、マドゥロ政権の内務司法相は、溺死した人々がト

リニダードトバゴに移動した理由について「クリスマス

休暇で現地に住む家族に会いに行くためだった。」と説

明。トリニダードトバゴ政府が強制送還させたことによ

る事故死であるとの主張を否定しており、与野党双方の

見解が異なっている。 

 

サアブ検事総長は、今回の事件が起きた一因として軍部

の汚職体質を非難。海岸を監視する軍人らが賄賂を受け

取ることでトリニダードトバゴへの不法な入国を意図

的に見逃していたと訴え、賄賂を受け取った軍人らを逮

捕すると発表した。 

 

サアブ検事総長によると、軍人らが受け取った金額は４，

５００ドルだったという。 

 

この発表を受けて、スクレ州の地元住民らが汚職を非難

し、正義と裁きを求める趣旨の抗議行動を実施。報道で

は約８００人が抗議行動に集まったとしている。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“抗議行動を行うスクレ州の地元市民ら” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c134b2d3ddb2ac56bcb381e722cee86c.pdf
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「銃携帯・脅迫でミランダ州議会議員 逮捕」         

 

１２月１７日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

ミランダ州の州議会議員を務めるエドガー・レジェス州

議を拘束すると発表した。 

 

事件はカラボボ州で起きた。 

レジェス氏は、カラボボ州のショッピングセンターの店

舗で電子機器を購入しようとして前日に現金を預けた

という。しかし、頼んだ機器が届いておらず、預けたお

金を持ち帰ろうとしたが、口論に発展したという。 

 

レジェス氏は所持していた拳銃で店主の母親を脅迫。 

それを見た人々がレジェス氏を非難。レジェス氏が拳銃

を所持している映像は携帯で録画され、拡散した。 

 

 

（写真）Resistencia Radical 

 

レジェス氏は与党系グループに属する政党「ORA」に

所属する議員で、与党グループによる横暴として報じ

られている。 

 

「抗議者を銃殺した軍人有罪 懲役１２年」           

 

２０１７年に起きた抗議行動で当時大学生だった

Fabian Urbina 氏が国家防衛隊の Jesús Rojas Báez 氏に

射殺された。 

 

１２月１７日 カラカス首都区裁判所で、Urbina 氏を

殺害した軍人の有罪が決定。懲役１２年を言い渡された。 

 

今回のレポートで紹介したサアブ検事総長の「軍人によ

る汚職の告発」や「州議会議員の逮捕」など、犯罪取り

締まり機関が以前よりも与党陣営を取りしまる姿勢を

見せているように感じる。 

 

先日、「国際刑事裁判所（CPI）」がマドゥロ政権の人権

侵害を非難する決定を発表。同発表に先立ち、サアブ検

事総長と CPI のベンソーダ判事が会合を行っていた。 

 

（見せかけかもしれないが）国際的な非難を避けるため

にも司法・検察庁が少し活動姿勢を変えたのかもしれな

い。 

 

経 済                       

「CENDAS-FVM １１月食料費７４．４％増」            

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２０年１１月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を

送るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２０年１１月の基礎食料費

は先月比７４．４％増の BsS.２４７，２８９，３４３．

８６。 
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「Dolar Today」の１１月の平均レート（１ドル BsS.７

６８，６６９．６１）でドルに換算すると３２１．７１

ドル。１０月の基礎食料費はドルに換算すると２９８．

４ドルだったので、ドル建てで見てもやや物価が上がっ

たことになる。 

 

２０年１月～１１月までの１１カ月間の累積インフレ

率は１，５２１．３％。 

１９年１２月～２０年１１月までの１２カ月の累積イ

ンフレ率は２，２８０．６％となっている。 

 

 

 

 

社 会                       

「一度離れたベネズエラ移民 コロンビアに逆流」            

 

「Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos」

は、この数カ月間のベネズエラの移民状況の動きについ

て、Covid-１９の感染拡大を受けてコロンビアを離れた

ベネズエラ移民が再び戻ってきていると報じた。 

 

また、今度は家族を連れてコロンビアに戻ってきており、

移民が更に増加する可能性があるとした。 

 

アラウカ県のファクンド・カスティージョ知事は、ベネ

ズエラ移民について 

「自国に戻ったベネズエラ人が家族を連れてコロンビ

アに戻ってくることを懸念している。つまり、これまで

ベネズエラ人が１人で来ていたのが、２・３人連れてく

ることになる。我々はこれを懸念している。 

 

我々は隣人のベネズエラ人に手を差し伸べたいと考え

ている。しかし、それには政府に財政的な不足分を補っ

てもらう必要がある。」 

とコメントした。 

 

国連移民機関、コロンビア外務省など１７の組織が共同

で行った調査によると、コロンビアに滞在しているベネ

ズエラ人の６９％はコロンビアに留まることを望んで

いる。１６％はエクアドル、１４％はペルーへの移動を

望んでいるという。 

 

Covid-１９の感染防止のため、コロンビアとベネズエラ

の国境はほぼ封鎖状態にある。 

 

国境の移動が制限されたことを受けて、コロンビアのベ

ネズエラ移民はここ数カ月、減少傾向にあったようだが、

Covid-１９による封鎖措置が緩和されれば再びベネズ

エラ移民が急増する可能性もあるだろう。 
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（出所）CENDAS-FMV

表： 各月の月間食費費上昇率の推移 （単位：％）
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「ベネズエラ 人間開発ランキング１１３位」         

 

「国連人間開発計画（PUND）」は、２０２０年の人間

開発指数を発表。 

 

人間開発指数とは、平均余命、教育、識字率、所得指数

を基に算出される当該国で生活する人々の豊かさを示

す指標の１つである。 

 

同発表によると、ベネズエラは１８９カ国中１１３位と

なった。なお、２０１９年調査では１８９カ国中９６位

だったので順位を大きく落としたことになる。この順位

は南米地域では、ガイアナ（１２２位）の次に悪い順位

となる。 

 

なお、他の南米主要国はペルーが７９位、コロンビアが

８３位、ブラジルが８４位、エクアドルが８６位、スリ

ナムが９７位、パラグアイが１０３位、ボリビアが１０

７位となっている。 

 

なお、１位はノルウェー、２位はアイルランドとスイス

が並んだ。日本は１９位。前年の２０位からほぼ横ばい

となっている。 

 

「教育セクターを対象に補助金を支給」          

 

マドゥロ政権は「Bono Especial Simón Rodríguez」と題

して教育セクターに従事する祖国カード保有者を対象

に補助金を支給した。 

 

この補助金は１１月にも支給されており、これで２回目

の支給となる。支給額は BsS.１，０５０万。 

 

現在の為替レートが１ドル BsS.１００万なので、ドル

で換算しても１０ドルとベネズエラでは決して小さな

金額ではないだろう。 

 

 

（写真）祖国カード公式ツイッター 

 

以上 


