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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 新国会で「コミューン議会法」を議論するよう提案” 

 

 

２０２０年１０月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「カボベルデ最高裁 

サアブ氏の米国引き渡し決定を無効化」 

「ルイス・フロリダ議員 独自の大統領選提案」 

「選挙に向けて身分証明書更新作業を再開」 

経 済                     

「米裁判所の決定でベネズエラ債の価格回復」 

「Air Europa １１月からカラカス便再開？」 

社 会                     

「Covid-１９感染防止措置が緩和 

～レストラン・ビーチ・屋外映画館が再開～」 

２０２０年１０月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染者の９３％は回復？ 

～感染確認者数減少も更なる増加を警戒～」 

「アルセ新大統領 モラレス氏帰国をけん制 

～ボリビアはマドゥロを大統領と認識～」 

「マドゥロ大統領 コミューン議会法を提案」 

「OAS 総会 ベネズエラ選挙は非民主的」 

経 済                    

「PDVSA Nabarima に向けてタンカー派遣」 

「ファルコン州アムアイ沖で原油漏れ」 

「CENDA ９月の基礎食料費は１６５ドル」 
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２０２０年１０月１９日（月曜）             

政 治                       

「カボベルデ最高裁                

    サアブ氏の米国引き渡し決定を無効化」       

 

２０年 6 月、マドゥロ政権の「テスタフェロ（政府高官

の資金隠しに協力する人物）」だとして、コロンビア人

企業家アレックス・サアブ氏がカボベルデで拘束された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

７月３１日にカボベルデのバルロベント裁判所で、米国

への引き渡しが承認されたが、サアブ氏の弁護団は引き

渡しを妨害するため様々な手段を用いている。 

 

１０月１９日 サアブ氏の弁護団は、「カボベルデ最高

裁判所は、バルロベント裁判所が決定した米国へのサア

ブ氏引き渡しの決定を再考するよう決定した」と発表し

た。 

 

最高裁が再考するよう決定した理由は、「バルロベント

裁判所の権限で米国への引き渡しを決定することは出

来ない」というもの。 

 

加えて、最高裁判所は「バルロベント裁判所がサアブ氏

の米国引き渡しの決定を下すに当たり複数のイレギュ

ラーがあった」との見解を示し、これらのイレギュラー

について説明するよう同裁判所に求めたという。 

 

「ルイス・フロリダ議員 独自の大統領選提案」         

 

グアイド政権は国民投票の実施を宣言。 

 

マドゥロ政権が実施しようとしている国会議員選を拒

否するかどうか？マドゥロ政権を政権交代に追い込む

ために更なる圧力をかけることに賛成するか？ 

について国民の意思を問うことを検討している。 

 

ただし、これらの質問をしたとして、その後どのように

政権交代を実現するのか道筋は見えない。 

 

質問の目的が曖昧であることに加えて、グアイド政権の

人気が著しく減退していることもあり、マドゥロ政権に

批判的な国民さえ投票しようとは思わない状況となっ

ている。 

 

仮に投票率が低ければ、マドゥロ政権の国会議員選実施

に弾みが付き逆効果になることも考えられるだろう。 

 

現在のグアイド政権の方針は八方ふさがりと言える。 

 

与野党対話を支持したことで「大衆意志党（VP）」から

除名され、ベネズエラを離れたルイス・フロリダ議員（現

在は「新時代党（UNT）」に所属しているようだ）は、

ウラディミール・ビジェガス氏のネット番組に出演。 

 

フロリダ議員は、「自由選挙が実施されるまで現在の国

会は存続する」と説明した一方で、「自由選挙は出来る

だけ早く実施されなければならない」との見解を示し、

野党は独自に国会議員選および大統領選を実施するべ

きだと提案した。 

 

また、これらの選挙は国連、米州機構、欧州連合なども

選挙監視団として受け入れて行うことを提案した。 

 

個人的にはマドゥロ政権が相当な妨害をすることが予

想されるうえ、国連・欧州連合が選挙監視団として参加

することもないと考えている（米州機構は参加するだろ

う）。 

 

従って、この案も上手くいくとは思えないが、グアイド

政権にとって一案にはなるかもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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「選挙に向けて身分証明書更新作業を再開」                  

 

マドゥロ政権は、１２月の国会議員選に向けてベネズエ

ラの「身分証明書（Cedula）」の更新作業を再開した。 

 

マドゥロ政権は Covid-１９感染拡大防止のため、「出入

国身分管理局（SAIME）」の身分証更新業務を停止して

いたが、１０月１９日から再開した。 

 

ただし、身分証明書の更新を出来る人は曜日によって制

限されている。 

 

１０月１９日（月曜）は身分番号の末尾が０，１，２，

３の人が対象。２０日（火曜）は、身分番号の末尾が４，

５，６の人が対象。２１日（水曜）は、身分番号の末尾

が７，８，９の人が対象となっている。 

 

このように一定の制限があるものの SAIMEの業務再開

初日の１０月１９日には身分証を更新するため、多くの

市民が SAIME に押し寄せた。 

 

以下の写真は身分証更新作業を待つ市民の行列。 

Covid-１９感染防止のためのソーシャルディスタンス

は全くなく、「集団自殺」と報じられている。 

 

 

（写真）@hectorcaldera 

 

 

ちなみに、SAIME が再開した業務は「身分証明書」の

更新のみで新規発行はしていない。 

 

また、SAIME はパスポートを発行・更新する組織だが、

現在のところパスポートの発行・更新業務は行っていな

い。 

 

経 済                        

「米裁判所の決定でベネズエラ債の価格回復」                

 

１０月１６日 米国のニューヨーク裁判所は、グアイド

政権の訴えを棄却し、PDVSA２０債が有効であるとの

見解を示した（「ベネズエラ・トゥデイ No.512」参照）。 

 

この決定により PDVSA２０の債権者は CITGO 株式５

０．１％を持って投資資金を回収する権利が法的に認め

られたことになる。 

 

現在、米国政府がライセンスを発行し、債券保有者が

CITGO 株式を売却することを防いでいるが、ライセン

スが解除されれば、権利を行使できる見通しが立ったこ

とになる。 

 

１０月１９日 この決定を受けてベネズエラ債券の市

場価格が回復したという。 

 

この数カ月、ベネズエラ債は額面の１０％程度で取引さ

れていたが、一時は４５～５０％まで上昇したという。 

 

ただし、米国の制裁により米国の個人・法人がベネズエ

ラ債券を購入することはできず、ベネズエラ債の購入は

基本的に欧州の金融機関が行っている。 

 

また、ロイター通信によると、通常の売買システムでベ

ネズエラ債を売買することは無く、ブローカーがインフ

ォ―マルな手段で売買をするようになっているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
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「Air Europa １１月からカラカス便再開？」                  

 

１０月１９日 スペイン系航空会社「Air Europa」は、

１１月からカラカス－マドリッド便を再開すると発表

した。 

 

「Air Europa」は１２月末までに運行本数を現在の２倍

に増やすと説明。 

 

１１月中にカラカスだけでなく、コロンビアのメデジ

ン・ボゴタおよびキューバのハバナの便も運航を再開す

るとした。 

 

また、１２月にはアルゼンチンのブエノスアイレス、ペ

ルーのリマ、ボリビアのサンタクルス便も運航を再開す

る予定だという。 

 

ただし、ベネズエラについては原則国際線の運航は禁止

されている。 

 

マドゥロ大統領は１２月中にドミニカ共和国、メキシコ、

トルコ便を再開する意志は示しているが、スペイン－ベ

ネズエラ間の路線については特に言及していない。 

 

「Air Europa」は、「計画は Covid-１９の感染状況によ

って変化する」と補足しており、ベネズエラでの路線再

開はもう少し先になる気がしている。 

 

社 会                        

「Covid-１９感染防止措置が緩和             

 ～レストラン・ビーチ・屋外映画館が再開～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.512」で紹介した通り、

１０月１９日から Covid-１９感染防止措置がこれまで

より緩和された。 

 

 

具体的には、レストラン、ビーチ、屋外映画館などの再

開が許可されている。 

 

「全国レストラン組合（Canarese）」のイバン・プエル

タ代表によると、Covid-１９の影響で今年３月からレス

トランは店内営業が禁止され、多くの店舗がデリバリ

ー・持ち帰りを行っていたが、通常の収入の１０～２

０％程度しか稼ぐことが出来なかったという。 

 

感染拡大防止策として、集客容量の４０％までしか客を

受け入れることはできないが、状況が改善したことを歓

迎しているとの見解を示した。 

 

海岸については、禁止解除前から一部の観光客がビーチ

に訪れており、取り締まりを行う軍人や警察官が見逃す

代わりに賄賂を求めるようになっていたが、こういった

賄賂支払い要求は減ることになりそうだ。 

 

他、カラカスの大型ショッピングセンター「CCCT」で

は１０月２２日から屋外映画館を再開するようだ。 

 

 

（写真）Autocineccs 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
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２０２０年１０月２０日（火曜）              

政 治                       

「Covid-１９感染者の９３％は回復？                   

  ～感染確認者数減少も更なる増加を警戒～」        

 

マドゥロ政権は今週から Covid-１９感染拡大防止措置

を緩和しており、Covid-１９問題が収束し始めているよ

うな雰囲気を演出し始めている。 

 

１０月１９日の Covid-１９新規感染者は５２５名、２

０日の新規感染者は４４７名。以前は１日当たり１，０

００名前後で推移していたため、感染確認者が減少して

いる。 

 

また、１０月２０日時点で Covid-１９感染確認者数は

８７，６４４名だが、そのうち９３％の感染者は既に回

復済みと説明している。 

 

現在、マドゥロ政権はロシアから Covid-１９ワクチン

「Sputnik V」を輸入し、希望者に対して試験段階のワ

クチン接種を開始。中国からも試験段階ワクチンを取り

寄せようとしている。 

 

１０月２０日には、１２月か１月には完成した中国製と

ロシア製ワクチンがベネズエラで流通することになる

だろうとの見解を示した。 

 

このように Covid-１９の克服ムードを演出するマドゥ

ロ政権だが、医療専門家はマドゥロ政権の発表に疑問を

呈した。 

 

ベネズエラ中央大学の Gustavo Villasmil 医学部教授（グ

アイド政権のアドバイザー）は、ベネズエラは Covid-１

９感染の真っただ中にあると警鐘を鳴らした。 

 

 

 

また、マドゥロ政権が Covid-１９感染防止措置を緩和

し、外に出る人が多くなることで、数週間後には再び感

染が拡大すると訴えた。 

 

「アルセ新大統領 モラレス氏帰国をけん制      

   ～ボリビアはマドゥロを大統領と認識～」           

 

１０月１８日にボリビアで行われた大統領選は、モラレ

ス派のルイス・アルセ候補の当選がほぼ確実と報じられ

ている（「ウィークリーレポート No.171」参照）。 

 

アルセ候補の当選を受けて、アルゼンチンに亡命してい

るエボ・モラレス元大統領は、 

「暴力無しに民主主義を回復することが出来た。 

これからは我々が変革プロセスの責任を負う。私の大き

な願いはボリビアに戻ることだ」 

とボリビアに帰国する意志を示した。 

 

このコメントを受けて、アルセ候補は、 

「彼がもし我々を支援したいのであれば歓迎する。しか

し、それは政府に入ることを意味しない。この政府は私

の政府だ。」と反応した。 

 

なお、アルセ候補はマドゥロ大統領がツイッターで投稿

した祝辞に対して 

「ありがとう、マドゥロ大統領。ボリビア国民の聡明さ

と信頼のおかげで我々は民主主義と希望を取り戻すこ

とが出来た。この勝利は全てのボリビア人にとっての勝

利だ。」と返信。 

 

ベネズエラの大統領をマドゥロ大統領と認識する基本

方針を暗に示した。なお、１０月２０日 ボリビアのア

ニェス暫定政権は、グアイド政権が指名したベネズエラ

代表大使に信任状を渡したが、政権交代後にこの信任状

はすぐに無効化されることになるだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c27278e0b093d495f67765b126359726.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月１９日～１０月２０日報道         No.５１３   ２０２０年１０月２１日（水曜） 

6 / 8 

 

「マドゥロ大統領 コミューン議会法を提案」         

 

１０月２０日 マドゥロ大統領は、国会議員選に出馬し

ている与党政治家らを前に演説を実施。その場で「コミ

ューン議会法」を提案した。 

 

先に「コミューン」について説明したい。 

 

ベネズエラには州・市の行政単位が存在する。 

それに加えて「コミューン」という更に細かい行政単位

のようなグループが存在する。街の自治会のようなイメ

ージだ。マドゥロ政権が市民に販売している安価な食料

セット「CLAP」などは、このコミューンを通じて配布

されている。 

 

故チャベス元大統領は、市民による地域の直接統治を訴

えており、この「コミューン」を通じて地域の統治を進

めようとしていた。後継のマドゥロ大統領も基本的には

同様の思想を持っている。 

 

マドゥロ大統領が提案した「コミューン法」というのは、

このコミューンによる地域の直接統治を更に進めよう

とするもののようだ。 

 

「私は新国会にコミューン法の承認について議論する

よう提案する。この法令により、地域で行われるプロジ

ェクトや様々な事案はコミューンの承認を通じて実施

されることになる。 

 

私はこの提案を常に考えていた。１月５日に新国会が発

足した後に正式に提案したいと考えている。これは直接

民主主義を体現する方法で素晴らしいものになる。」 

と述べた。 

 

 

 

 

地元住民が地元のプロジェクトに直接関与する「コミュ

ーン制度」は良い点が全くないとは言わないが、悪い点

が多い。 

 

最大の欠点は選挙が存在しないという点だ。 

州知事、市長らは選挙により選ばれるが、コミューンは

地元住民の共同体であり、その代表を選ぶ過程に選挙は

ない。 

 

そもそも故チャベス元大統領が始めた計画であり、反マ

ドゥロ政権的な考えを持つ人がコミューン代表に選ば

れる可能性は極めて低い。 

 

コミューンの権限が強まるということはマドゥロ政権

による統治がより強まることを意味し、政権交代が更に

難しくなることを意味する。 

 

また、ベネズエラの憲法では行政単位は「州」「市」で

あり、「コミューン」という行政単位は存在しない。 

「コミューン」の権限を拡大することは憲法の基本原理

に反しているという指摘も多い。 

 

「OAS 総会 ベネズエラ選挙は非民主的」         

 

１０月２０日～２１日にかけて「米州機構（OAS）」の

総会が実施される。 

 

総会はビデオカンファレンス形式で実施される。 

毎年、OAS 総会は６月に実施されるが、Covid-１９に

より延期され１０月となった。 

 

同会合でベネズエラとニカラグアについて議論される

という。 
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ニカラグアについては、２０２１年１１月に予定されて

いる選挙で選挙監視団を受け入れるよう求める決議を

審議する。同決議は、カナダ、チリ、コロンビア、パラ

グアイ、米国、ベネズエラ（グアイド政権）の６カ国に

よる提案のようだ。 

 

ベネズエラについては、マドゥロ政権が１２月６日に実

施しようとしている国会議員選について。 

 

内容は「民主主義と呼べる最低限の条件を満たしておら

ず、自由で公平で透明な選挙ではない。」と非難する趣

旨のもの。 

 

コロンビア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コス

タリカ、エクアドル、グアテマラ、パラグアイ、ペルー、

米国、ウルグアイ、ベネズエラ（グアイド政権）が同決

議を提案している。 

 

１０月２０日 OAS のアルマグロ事務局長は、ベネズ

エラの移民問題について言及。マドゥロ独裁政権の圧政

により周辺国に多くの移民がなだれ込んでおり、各国の

問題となっていると言及。マドゥロ政権の失政を非難し

た。 

 

経 済                       

「PDVSA Nabarima に向けてタンカー派遣」            

 

１０月２０日 ロイター通信は、PDVSA が「Nabarima」

に向けてタンカーを派遣したと報じた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.512」で紹介した通り、

スクレ州パリア沖に停泊している原油貯蔵船

「Nabarima」の船舶が傾いており、積んでいる原油１３

０万バレルが海上に流出する危機にある。 

 

 

 

ロイター通信によると、「Nabarima」が積んでいる原油

の船上引き渡しを行うためタンカーを派遣したという。 

 

「Nabarima」に近づいているのは「Icaro」というタン

カーで６０万バレルの原油を積むことが出来るという。 

 

 
（写真）@DelonArmand 

“Nabarima に近づく Icaro（船舶の位置は衛星で確認）” 

 

「ファルコン州アムアイ沖で原油漏れ」         

 

パリア沖は原油漏れの危機にあるが、ファルコン州アム

アイ沖では原油漏れが確認されている。 

 

「行動民主党（AD）」の Eliezer Sirit 議員は、自身のツ

イッターで原油漏れが起きている現場の写真を公開し

た（以下の写真）。 

 

 
（写真）Eliezer Sirit 議員ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c27278e0b093d495f67765b126359726.pdf
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「マドゥロ政権の基本３政策は「無視」「無力」「怠慢」

だ。マドゥロ政権に破壊され、危篤状態にある PDVSA

はパラグアナ半島のアムアイ沖を再び汚染している。」 

と訴えた。 

 

「CENDA ９月の基礎食料費は１６５ドル」         

 

１０月２０日  物価の調査をしている民間団体

「CENDA」は、２０年９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。 

 

CENDA によると、２０年９月の基礎食料費は先月比２

５％増の BsS.７２，０５８，６０１．６５。ドルに換算

すると１６５ドルになる。 

 

現在のベネズエラの最低賃金は BsS.４０万。 

それに対して、現在の食料費は１日当たり BsS.２４０

万必要で、１日の食費だけでも最低賃金の６倍が必要な

状況になっている。 

 

マドゥロ政権は直接補助金の形で、現金支給を行い、安

価な食料セットなどを販売しているが、その量はそこま

で多くない。ドル収入を得る手段のない一般市民の生活

は極めて厳しいと言える。 

 

 

（写真）CENDA 

以上 

 


