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（写真）大統領府 “制憲議会 経済妨害対策法を承認、アンケート調査９７．７％は米国の経済制裁を非難” 

 

 

２０２０年１０月７日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 教育分野にも現金支給拡大」 

「アルゼンチン政府 ベネズエラ問題で混乱 

～在ロシア・アルゼンチン代表大使が辞任表明～」 

経 済                     

「PDVSA タイ Tipco Asfalt を通じて制裁回避」 

「DirecTV SimpleTV に社名を変更」 

「通信分野の回復には２０億ドルの投資が必要」 

「野党国会 ２０年９月のインフレ率３０％」 

社 会                     

「NYT ベネズエラの悲惨な状況を報じる」 

２０２０年１０月８日（木曜） 

 

政 治                    

「Gedeón 作戦に参加した女性モデルの続報 

～マドゥロ政権のスパイ？～」 

「グアイド議長 行動民主党のイベントで演説」 

「検察庁 アルバン市議の裁判を取り消し」 

「米国 サマーク・ロペス氏に懸賞金」 

経 済                    

「制憲議会 経済妨害対策法を承認 

～憲法違反として制憲議員内でも反論あり～」 

社 会                     

「一般市民 法外の執行をポジティブに認識？」 
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２０２０年１０月７日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権 教育分野にも現金支給拡大」       

 

グアイド政権は「医療の英雄（Heroes de la Saludo）」と

いう現金給付プログラムを８月２４日から開始してい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

「医療の英雄（Heroes de la Saludo）」では国営病院の医

療従事者を対象に３カ月にわたり毎月１００ドルが支

給される。 

 

９月１９日時点では受給対象者６．２万人のうち４万人

への支給が完了したとしている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.500」参照）。 

 

１０月７日 スリア州選出のノラ・ブレチャ議員（新時

代党（UNT）所属）が、現金給付プログラムを教育分野

にも拡大するだろうと発表した。 

 

「医療の英雄」経済プログラムは医療従事者だけではな

く、教育分野にも拡大する。更なる分野への拡大もある。

次の分野はファン・グアイド氏が発表するだろう。」 

と説明した。 

 

しかし、現時点で教育セクターへの支給日や支給額など

の情報は明らかにはなっていない。 

 

「アルゼンチン政府 ベネズエラ問題で混乱       

 ～在ロシア・アルゼンチン代表大使が辞任表明～」         

 

１０月６日 国連の人権委員会で、ベネズエラの人権問

題を調査する独立調査委員会の２年間の活動延長が承

認された（「ベネズエラ・トゥデイ No.507」参照）。 

 

同決議については、人権委員会加盟国４７カ国のうち、

賛成２２カ国、反対３カ国、棄権２２カ国で承認されて

いる。 

 

マドゥロ政権は、同独立調査委員会のメンバーが政治的

に偏っていると指摘し、報告書の正当性について疑問を

呈しており、同調査委員会の活動延長に反対票を投じた。 

 

他方、同委員会の延長に賛成した国の中にアルゼンチン

が含まれている。 

 

アルゼンチンのアルベルト・フェルナンデス政権は、故

チャベス元大統領の盟友クリスティーナ・キッチナー元

大統領が副大統領を務めている政権で、政治思想は左派

系に属する。 

 

政権の政治方針からフェルナンデス政権は「棄権」に票

を投じると考えられていたが、「賛成」に票を投じたこ

とを受けて同政権内で混乱が生じている。 

 

１０月７日 在ロシア・アルゼンチン代表大使を務める

アリシア・カストロ大使は、今回の一件を受けて大使を

辞任すると表明。 

 

アルベルト・フェルナンデス大統領には謝意を示さなか

ったものの、自身を大使に指名したというクリスティー

ナ・フェルナンデス副大統領には感謝の意を表明した。 

 

カストロ元大使は、自身のツイッターで 

「アルゼンチンはリマグループが提案した決議に賛成

票を投じ、人権侵害を行っているボルソナロ・ドゥケ・

ピニェラと並んでベネズエラを非難した。メキシコはベ

ネズエラに寄り添った。我々の外交政策の転換を残念に

思う。」と投稿した。 

 

なお、メキシコは「棄権」に票を投じている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0961d276aa12ca0440b4faa89b6f3070.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0961d276aa12ca0440b4faa89b6f3070.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
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（写真）アリシア・カストロ元大使 

 

経 済                        

「PDVSA タイ Tipco Asfalt を通じて制裁回避」           

 

AP 通信は、タイの「Tipco Asfalt」と PDVSA の制裁回

避取引について報じた。 

 

米国政府が PDVSA に制裁を科したのは１９年１月。 

この制裁を受けて、PDVSA が外国に保有しているほと

んどの口座は凍結あるいは閉鎖され、使用できなくなっ

た。 

 

この状況を受けて、タイの「Tipco Asfalt」は制裁を回避

するための資金的なサポートを PDVSA に提供した。 

 

PDVSA が「Tipco Asfalt」に大幅なディスカウントで商

品を販売し、「Tipco Asfalt」はディスカウントにより節

約した資金を留保し、PDVSA の要請に応じて支出でき

るようにしていたという内容。 

 

２０年１月１０日だけでも、PDVSA は Tipco に４３件

の支払い要請をしていたという。 

 

この大量の支払い要請を受けて、「Tipco en Venezuela」

の Jean-Pieerre Pastor 社長は「Tipco は PDVSA の顧客

であり、ベネズエラ中央銀行ではない」とメールで返信

したという。 

 

ただし、「Tipco は今の厳しい時期を耐えるために可能

な限りサポートをする。そのことを忘れないでほしい。」 

と補足してあったという。 

 

PDVSA はマレーシアに対して定期的に原油を輸出して

いるが、この原油はマレーシアにある「Tipco Asfalt」の

アスファルト精製工場に向けた輸出で、PDVSA とは長

年の取引関係にある。 

 

AP 通信が今回のメール内容を公表する以前から「Tipco 

Asfalt」が PDVSA の決済業務を肩代わりしているとの

噂は存在していた。 

 

「DirecTV SimpleTV に社名を変更」                  

 

１０月７日 「DirecTV」の有料放送サービスを提供し

ている「Scale Capital」は「DirecTV」の名前を「SimpleTV」

に変更した。 

 

既に同社の有料放送サービスを視聴しようとするサー

ビス会社の名前は「SimpleTV」に変わっているという。 

 

２０年５月 「DirecTV」は米国政府の制裁を受けてベ

ネズエラでのサービスを停止したが、８月に「Scale 

Capital」が同サービスを引き継いだ。（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.485」参照） 

 

「Scale Capital」は、サービス再開後の９０日間（１１

月１４日まで）は無料で番組を視聴できるようにしてお

り、現在は１００チャンネルが視聴できるようになって

いるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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また、来月には無料期間が切れるため、同社のサイトで

は有料放送の４種類の有料サービスが紹介されている

（金額は書かれていない）。 

 

Chamo プラン：５５チャンネル 

 

Pana プラン：９９チャンネル 

 

Jefe プラン：１５２チャンネル 

 

Maestro プラン：２１１チャンネル 

 

「通信分野の回復には２０億ドルの投資が必要」         

 

通信分野の専門家 Fiel Salgueiro 氏は、ラジオ番組

「Fedecamaras de Radio」に出演。 

 

ベネズエラの通信セクターを正常な状態に戻すために

は２０億ドル近い投資が必要になるとの見解を示した。 

 

また、Cantv の経営・設備はひどく劣化しており、同社

を立て直すよりも、一度同社を壊し、新たに投資を始め

た方が理にかなっていると述べた。 

 

先週、マドゥロ政権は、米国の経済制裁に対抗するため

に経済妨害対策法を制憲議会に提出。１０月８日には制

憲議会で承認された（本稿「制憲議会 経済妨害対策法

を承認」参照）。 

 

同法律では、「政府は、国営企業・合弁会社の所有権を

第三者に移譲することが出来る」との条文がある。 

 

国営通信公社「CANTV」も民間セクターに移譲される

可能性を指摘されている。 

 

 

 

「野党国会 ２０年９月のインフレ率３０％」                  

 

１０月７日 野党国会の「経済財務委員会」は、２０年

９月のインフレ率を公表した。 

 

経済財務委員会によると、２０年９月のインフレ率は先

月比３０．０％増。８月のインフレ率は２５．０４％だ

ったので、インフレ速度はやや加速したことなる。 

 

２０年１月～９月までの累積インフレ率は１，４３３．

５８％とした。また、１９年９月～２０年８月までの１

２カ月のインフレ率は３，２４６％になる。 

 

また商品別のインフレ率について 

「食料品・飲料（アルコール含まない）」は２５．０４％ 

「アルコール類・タバコ」は２９．７％ 

「皮革製品」は３５％ 

「賃料」は２８．６％ 

「家庭用品」は３４．１％ 

「医療品」は３３．２％ 

「交通費」は３１．１％ 

「通信」は０．４％ 

「サービス」は３７．８％ 

「娯楽」は０％ 

「教育」は３．７％ 

「レストラン・ホテル」は４７．０％ 

「その他財・サービス」は２９．６％ 

だった。 

 

なお、１０月６日には中央銀行が２０年９月のインフレ

率を公表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.507」参照）。 

 

中央銀行によると、９月のインフレ率は２７．９％。 

２０年１月～９月までの累積インフレ率は８４４．０

５％とした。また、１９年９月～２０年８月までの１２

カ月のインフレ率は１，８１３．０９％となっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
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（写真）野党国会ツイッター 

“２０年９月の分野別インフレ率” 

 

社 会                        

「NYT ベネズエラの悲惨な状況を報じる」           

 

米国メディア「New York Times」は、政治コンサルタン

ト会社「Eurasia Group」のアナリストの記事を掲載。 

ベネズエラの悲惨な状況について報じた。 

 

現在のベネズエラの石油産業は壊滅的な状況にあり、国

内のガソリン不足も深刻で、瀕死の状況にあるとした。 

 

また、以前は原油輸出で９００億ドルの外貨を稼ぐこと

が出来ていたが、２０年の原油輸出収入は２３億ドル程

度になるとしている。 

 

１０年前のベネズエラは、米州では米国と対抗できるほ

どの政治力があり、多くのベネズエラ国民がマイアミで

豪遊をしていたが、現在は見る影もない。 

 

 

現在はイランから定期的に送られてくるガソリンによ

り、わずかなガソリン供給が維持されていると報道。 

 

ベネズエラの貧困率はハイチを越え、ラテンアメリカで

最も高く、２０１５年以降、５００万人超のベネズエラ

人が国を出ていると報じた。 

 

２０２０年１０月８日（木曜）              

政 治                       

「Gedeón 作戦に参加した女性モデルの続報       

        ～マドゥロ政権のスパイ？～」        

 

９月３日 コロンビア政府は「Gedeón オペレーション」

の首謀者グループを拘束したと発表。拘束された中にジ

ェジー・アルバレス氏という女性が含まれていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.493」参照）。 

 

ジェジー・アルバレス氏は、２０年３月に麻薬取引の元

締めとして米国に拘束されたクリベル・アルカラ氏の通

訳者で、ロジスティクスを担当していたとされる人物。 

 

アルカラ氏が米国政府に拘束された直前に発覚したコ

ロンビアでの武器押収事件の際、武器輸出のロジスティ

クスを担当していた人物でもある（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.424」（マドゥロ政権 コロンビア政府の暗殺計

画を訴え））。 

 

現地メディア「El Nacional」は、アルバレス氏について

追加情報を報じた。 

 

「El Nacional」によると、アルバレス氏はエンジニアで

会社の役員を務めており、ウェディングドレスのモデル

をしており、マドゥロ政権の二重スパイだったという。 

 

アレックス氏は「メトロポリタン大学」でエンジニアを

専攻し、その後美術（絵画）を学んだという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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数年前まで彼女の生活は Facebook などでも公開され

ていたが、フランクリン・ドゥランという企業家と会

ってから変わったという。 

 

なお、フランクリン・ドゥラン氏は、チャベス政権の

協力者として０７年に米国で逮捕された。 

しかし、２０年５月にはクリベル・アルカラ氏との関

係を指摘され、マドゥロ政権に拘束されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.450」参照）。 

 

他、コロンビア当局によると、彼女の振る舞いから想

像するに、アルバレス氏はキューバでトレーニングさ

れたのではないかと報じられている。 

 

また、アルバレス氏を知る人物によると、グアイド政

権と軍事契約を結んだ「Silver Corp USA」のジョーダ

ン・ゴドレウ氏と彼女は親しかったようで、どのよう

に両者が知り合ったのかは不明だが、かなり前から知

り合いだったのではないかとの憶測もある。 

 

実際のところ、記事ではアルバレス氏がマドゥロ政権

のスパイだったという証拠は提示されておらず、報道

の真偽は定かではない。 

 

 
（写真）El Nacional “ジェジー・アルバレス氏” 

 

 

 

 

「グアイド議長 行動民主党のイベントで演説」           

 

１０月８日 「行動民主党（AD）」は集会を実施。 

グアイド議長は同イベントに出席し、演説を行った。 

 

演説自体はマドゥロ政権を非難し、１２月６日の国会議

員選に参加しないことを呼びかけるなど特に新しい主

張はなかった。 

 

ただ、グアイド議長は当日の演説について、AD のロゴ

マークを背景とした写真付きで自身のツイッターに投

稿した。ベネズエラの政治家は自身が所属する政党のロ

ゴマークをバックにするのが一般的で、グアイド議長が

投稿した写真は彼が AD 党員のように見える。 

 

この写真をもって、グアイド議長と「大衆意志党（VP）」

レオポルド・ロペス党首の不仲説と、グアイド議長が

AD に転身するのではないかとの噂が流れている。 

 

AD は主要野党の中でも穏健的な政党と認識されてお

り、急進野党からはマドゥロ政権の協力政党と非難され

ている。この写真を受けて急進野党支持者からはグアイ

ド議長がマドゥロ派であるとの非難が出ている。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月７日～１０月８日報道            No.５０８   ２０２０年１０月９日（金曜） 

7 / 8 

 

なお、AD のアジュップ幹事長は街頭での抗議行動の必

要性を主張。主要野党が実施する国民投票に参加する必

要性について説いた。 

 

「検察庁 アルバン市議の裁判を取り消し」         

 

１８年１０月８日 リベルタドール市の市議で「第一正

義党（PJ）」のフェルナンド・アルバン市議が死亡した。 

 

死亡した当時、アルバン市議は SEBIN に拘束されてい

た。 

 

マドゥロ政権側の説明では、アルバン市議は SEBIN 本

部の１０階で取り調べを受けようとしていた際、SEBIN

職員の監視の隙をついて１０階から飛び降り自殺を図

ったとしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」参照）。 

 

一方、野党側は、「アルバン市議は拷問で死亡し、その

後隠ぺいのための１０階から落とされた」と反論してい

る。 

 

なお、野党側は独立した専門家による検視を求めたが、

アルバン市議の遺体は野党側の検視を受けることなく

火葬されてしまい検視をすることは出来なかった。 

 

アルバン市議が亡くなって２年が経過した２０年１０

月８日 「カラカス首都区裁判所」は、アルバン市議の

監視を怠ったとして検察庁の訴えで裁判にかけられて

いたミゲル・ダビッド・サントス氏とホセ・シベリ・モ

レノ氏の裁判を取り消すと決定。 

 

アルバン市議の事件については、再び「調査中」のステ

ータスに戻った。 

 

 

 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“フェルナンド・アルバン市議と葬儀当日の写真” 

 

「米国 サマーク・ロペス氏に懸賞金」         

 

米国の移民・関税執行局（ICE）は、ベネズエラ人サマ

ーク・ロペス氏に５００万ドルの懸賞金をかけた。 

罪状は資金洗浄と麻薬取引。 

 

サマーク・ロペス氏はマドゥロ政権のテスタフェロの１

人とされており、特にアイサミ石油相と強い関係がある

人物とされている。 

 

サマーク・ロペス氏は、１７年２月にアイサミ石油相と

並んで米国の制裁リストに加わっていた。 

 

 

（写真）米国移民・関税執行局（ICE） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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経 済                       

「制憲議会 経済妨害対策法を承認           

 ～憲法違反として制憲議員内でも反論あり～」            

 

１０月８日 制憲議会は経済妨害対策法を承認した。 

 

カベジョ制憲議長は、「全会一致で承認した」としてい

るが、同法については異論が散見されたという。 

 

制憲議員のマリア・アレハンドラ・ディアズ氏は、自身

のツイッターで経済妨害対策法について憲法違反と指

摘。同意しない意思を示した。 

 

また、Esther Yáñez 記者は１０月８日の制憲議会は、経

済妨害対策法に賛同しない議員は議会に入場すること

が出来なかったと報じた。 

 

実際にスクレ州選出の制憲議員 Telemaco Fuguero 氏は

「当日、意図的に配車を妨害され、国会に入場が出来な

かった」とツイッターで投稿している。 

 

なお、ディオスダード・カベジョ制憲議長は経済妨害対

策法について、「私が法案を確認した限り、憲法違反だ

と認識しなかった」との見解を示している。 

 

他、マドゥロ政権は最高裁に対して経済妨害対策法の内

容が憲法違反に当たるかどうか見解を発表するよう求

めている。 

 

なお、マドゥロ政権は、祖国システムを通じて経済制裁

に関するアンケート調査を実施。９７．７％が制裁に否

定的な回答をしたと発表している。 

 

 

 

 

 

社 会                       

「一般市民 法外の執行をポジティブに認識？」            

 

市民団体「Monitor de Victimas（被害者モニター）」は、

「法外の執行」についてアンケート調査を実施。 

 

同団体のロバ・リケス氏は、同調査の結果、治安当局に

よる「法外の執行」をポジティブに評価する人は非難す

る人と同数か、どちらかと言えば多いくらいと発表した。 

 

「法外の執行」とは、裁判など適切な法的プロセスを経

ることなく警察あるいは一般市民がその場で犯罪者の

殺害など処罰を行う行為。 

 

リケス氏によると、「一般市民は犯罪行為に強い怒りを

覚えており、この状況を解決するには犯罪者を殺害する

しかないと考えている人が多い。この傾向は中高所得者

層、高等教育を受けた人も同じ。」という。 

 

この状況について、リケス氏は 

「問題を解決するために殺害しかないと大半の人が考

えることは非常に残念なことだ」と述べた。 

 

他、犯罪捜査専門家の Keymer Avila 氏は、 

「強権的な政治を支持する土台を作ったのは、チャベス

政権の負の功績だ」と指摘した。 

 

９月１６日、国連の独立調査委員会はマドゥロ政権の治

安当局による「法外の執行」を非難。国際的にマドゥロ

政権の「法外の執行」を非難した。 

 

我々の常識的には「法外の執行」は肯定的に受け止める

ことはできないだろうが、犯罪が異常に多いベネズエラ

では「法外の執行」に別の感覚を持っているのかもしれ

ない。 

以上 


