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（写真）グアイド議長ツイッター “１０月５日 グアイド議長、抗議行動を実施” 

 

 

２０２０年１０月５日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権抗議行動を実施 

～カラカスよりも地方の方が参加者集まる～」 

「野党に対抗し、与党支持者も集会を実施」 

「ルイス・パラ議員 欧州での豪遊映像が流出」 

経 済                     

「ガソリン供給再開 カラカスの不足感は緩和 

～１２月には再びガソリン不足か～」 

「英国裁判所が決定を撤回 英政府に再度確認」 

社 会                     

「マドゥロ政権 学童賞与の支給開始」 

２０２０年１０月６日（火曜） 

 

政 治                    

「国連人権委員会 ベネズエラ問題の決議 

～独立調査委の継続、マドゥロ政権の支援承認～」 

「中国政府ら 経済制裁の即時停止を要請」 

「サアブ氏の身柄引き渡し ３カ月は必要」 

経 済                    

「米国 債権者からの CITGO 保護延長を決定 

～２１年１月１９日まで債権団は訴え不可～」 

「中銀 ２０年８月、９月のインフレ率公表」 

「CONATEL DirecTV に罰金支払い命令」 

「マドゥロ政権 BsS１０万札の発行を検討？」 
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２０２０年１０月５日（月曜）             

政 治                       

「グアイド政権抗議行動を実施               

 ～カラカスよりも地方の方が参加者集まる～」       

 

１０月５日 グアイド議長がかねてより呼び掛けてい

た抗議行動が実施された。 

 

報道の扱いを見る限りカラカスの抗議行動は小規模な

ものに終わったようで、治安部隊との衝突も確認されて

いない。当日が雨だったことも影響したのだろう。 

 

 

 

（写真）グアイド議長・Alfredo Jimero 氏ツイッター 

同日の抗議行動はカラカスだけでなく、他の州でも同時

多発的に行われた。写真を見る限り、地方の抗議行動は

それなりの規模になっている印象がある。 

 

 

（写真）Daniel Antequera 議員（ララ州の抗議集会） 

 

 

（写真）Robert Alcala 議員（スクレ州の抗議行動） 

 

地方は電力、ガソリン不足など公共サービスの問題がカ

ラカスよりもひどく地方の方が市民の不満が強いとい

うことかもしれない。 
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「野党に対抗し、与党支持者も集会を実施」         

 

１０月５日 野党の抗議行動に対抗する形で与党も抗

議行動を実施した。 

 

集会場所は野党が会場として指定していた「Plaza 

Morelos 」 に 加 え て 、「 Plaza Caracas 」、「 Plaza 

Maternidad」、「教育省」「Parque Carabobo」などで行わ

れた。 

 

与党支持者やモトリサード（バイク便労働者）らが同集

会に集まったようだ。 

 

こちらも参加状況を確認できる写真は少なく、そこまで

動員は出来なかったものと思われる。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

 

「ルイス・パラ議員 欧州での豪遊映像が流出」                  

 

１０月５日 与党派国会の議長を務めているルイス・パ

ラ議員が欧州渡航の際に大量のブランド品を購入した

と思われる映像が流出した。 

 

また、翌６日には、トイレでユーロ札を数えている映像

も公表されている。 

 

 

この映像は誰が撮影し、どのような経緯で流出したのか

は不明だが、１９年にアレックス・サアブ氏を制裁リス

トに入れないよう欧州各国を回った際の映像とされて

いる（「ウィークリーレポート No.126」参照）。 

 

トイレで札束を数えている映像については映像を撮影

している人に対して親しそうに微笑みかけており、映像

を撮影している人物がパラ議員の知り合いであること

が伺える。 

 

パラ議員は賄賂を受け取り与党に寝返ったとして２０

年１月に米国政府の制裁対象となっている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.393」参照）。 

 

 

（写真）Twitter 流出映像を抜粋 

 

経 済                        

「ガソリン供給再開 カラカスの不足感は緩和      

     ～１２月には再びガソリン不足か～」           

 

９月末から１０月初めにかけてガソリンを積んだイラ

ンのタンカー３隻がベネズエラに到着。 

 

タンカーの到着を受けて、アイサミ石油相は１０月５日

からナンバープレートの末尾に応じたガソリン供給を

再開すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.505」「No.506」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37a6b8a34a995f362459b7414dbbf145.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37a6b8a34a995f362459b7414dbbf145.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52ec22ba709c19fd194850cce7c62ac4.pdf
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１０月５日 アイサミ石油相の発表の通り、ガソリン販

売が再開。１日３０リットルまでしか給油できないなど

一定のクレームもあるようだが、カラカスではそこまで

大きな混乱には至らずガソリン不足感は緩和したと報

じられている。 

 

ただし、「石油労働者組合（Futpv）」の Eudis Girot 役員

によると、ガソリンはもって２カ月とのこと。１２月に

は再びガソリン不足感が拡大するとしている。 

 

「英国裁判所が決定を撤回 英政府に再度確認」         

 

ベネズエラ中央銀行が英国銀行に保管している GOLD

３０トンの裁量権を巡り、グアイド政権とマドゥロ政権

が争っている。 

 

この裁判について、英国裁判所は７月２日に「英国政府

はグアイド政権をベネズエラの暫定政権と認識してい

る」ことを理由にグアイド政権に裁量権があるとの決定

を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.466」参照）。 

 

この決定について、マドゥロ政権側の中央銀行が再審を

求め、その協議が行われている。 

 

１０月５日 英国裁判所は７月２日の決定を一時的に

撤回。 

 

英国政府はグアイド政権をベネズエラの政府と認識す

ると発表している一方で、実質的にはマドゥロ政権を政

府として対応しており、状況が不明瞭であるとした。 

 

ただし、「グアイド政権に GOLD の裁量権がある」との

決定を撤回したことは「GOLD の裁量権がマドゥロ政

権にある」との決定を下したことにはならない。 

 

 

 

現時点では、引き続き GOLD の裁量権が宙に浮いた状

態に戻ったということだろう。 

 

なお、アレアサ外相は英国銀行の GOLD を国連が管理

し、食料や医薬品などの物資購入を行うよう求めている。 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 学童賞与の支給開始」        

 

マドゥロ政権は、「祖国システム（Sistema Patria）」の登

録者を対象に「学童賞与（Bono １００％ Escolaridad）」

の支給を開始した。 

マドゥロ政権によると、同賞与は学童の学習を資金的に

支援することを目的にしているという。 

 

受給者のコメントによると、支給された金額は BsS.２

４万。現在の為替レートは１ドル約BsS.４５万なので、

約０．５ドルということになる。 

 

 

（写真）祖国カード（Carnet de la Patria）ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
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２０２０年１０月６日（火曜）              

政 治                       

「国連人権委員会 ベネズエラ問題の決議        

～独立調査委の継続、マドゥロ政権の支援承認～」        

 

１０月６日 国連の人権委員会は、ベネズエラに関する

２つの決議を承認した。 

 

１つ目は、マドゥロ政権を強く非難する米州諸国で構成

されるリマグループからの提案。 

 

内容は、独立調査委員会のベネズエラ調査を更に２年延

長すること。 

 

同独立調査委員会は、９月に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、マドゥロ政権の非人道

性を国際社会に訴えることとなった。 

なお、この調査委員会について、マドゥロ政権は調査員

の中立性について強く非難をしていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.499」参照）。 

 

同決議は、人権委員会を構成する４７カ国中、賛成２２

カ国、反対３カ国、棄権２２カ国で承認された（右上写

真）。 

 

なお、同決議に反対した国は、エリトリア・フィリピン・

ベネズエラの３カ国。同委員会には日本も含まれており、

日本は賛成に票を投じている。 

 

2 つ目の決議は、イラン政府の提案で、ベネズエラ政府

と人権高等弁務官事務所の関係強化、協力・支援を行う

という内容。 

 

同決議は４７カ国中、賛成１４カ国、反対７カ国、棄権

２６カ国で承認された（右下写真）。 

 

 

なお、同決議に反対した国はオーストラリア・ブラジル・

チリ・マーシャル諸島・ペルー・ウクライナ・ウルグア

イの７カ国。日本は、同決議は棄権を選択している。 

 

 

 

（写真）国連人権委員会 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
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「中国政府ら 経済制裁の即時停止を要請」           

 

１０月６日 中国および２５カ国は、米国および主要国

が科している経済制裁について、Covid-１９で対応が必

要な政府の行動を妨げるとして、制裁と即時停止するよ

う要請した。 

 

中国の Zhang Jun 国連代表大使は、米国政府らが科して

いる制裁は一方的なもので国連憲章や多様性を尊重す

る原則に違反していると指摘。Covid-１９に苦しむ市民

の生活改善を妨げていると訴えた。 

 

ベネズエラ、キューバ、北朝鮮、イラン、ロシア、シリ

アなど欧米諸国に制裁を受けている国が同提案に賛同

した。 

 

米国の国連代表大使は本件についてコメントをしてい

ない。 

 

ドイツの国連代表大使は、同年５月にシリア制裁で同様

の議論がされた際に「EU が科している制裁は、Covid-

１９に対応する政府の活動を妨げるような内容にはな

っていない」と反論していた。 

 

この提案に関する決議は取られていないようだが、グテ

ィエレス国連事務局長は、会合の最後に「制裁はパンデ

ミックに対応する国の能力を損なわせている」との見解

を示した。 

 

「サアブ氏の身柄引き渡し ３カ月は必要」         

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、カボ・ベルデで拘束さ

れているマドゥロ政権のテスタフェロ（資金隠しに協力

する人物）アレックス・サアブ氏について、米国への身

柄引き渡しは、少なくとも更に３カ月はかかるだろうと

報じた。 

 

サアブ氏が拘束されたのは２０年６月１２日（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

米国政府は１５日以内に身柄引き渡しを実現するとし

ていたが、マドゥロ政権側が派遣した弁護士団の妨害に

より引き渡しは順調に進んでいないようだ。 

 

サアブ氏の弁護団は、サアブ氏が拘束中に拷問を受けた

として、アフリカ東部裁判所に訴えを提出したという。 

この裁判が解決しない限り、身柄引き渡しが実現するこ

とは無いが、裁判の結論が出るまでには最低でも３カ月

はかかると見られている。 

 

１１月３日には米国の大統領選が行われることになる

が、選挙前にサアブ氏の身柄が米国に引き渡される可能

性はかなり低いという。 

 

経 済                       

「米国 債権者からの CITGO 保護延長を決定      

 ～２１年１月１９日まで債権団は訴え不可～」            

 

１０月６日 米国の外国資産管理局はライセンス５を

更新。 

 

PDVSA２０社債の保有者が CITGO の株式をもって投

資資金を回収することを禁止した。 

 

同ライセンスの期限は、２１年１月１９日までなので、

２１年１月２０日以降は CITGO の株式をもって投資

資金を回収することが出来る。 

 

しかし、米国政府は同ライセンスの更新を繰り返すこと

で資金回収を妨げており、今後も同ライセンスが更新さ

れるものと思われる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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「中銀 ２０年８月、９月のインフレ率公表」         

 

ベネズエラ中央銀行は、２０年８月、９月のインフレ率

を公表した。 

 

中銀によると、８月のインフレ率は２４．７％。９月の

インフレ率は２７．９％だった。７月は１９．６％だっ

たので、８月に入り物価は加速傾向にあるようだ。 

 

なお、野党国会は８月のインフレ率を２５％としており、

同月の数字はほぼ同じ。９月についてはインフレ率を公

表していない。 

 

１９年１０月～２０年９月の１２カ月分のインフレ率

は１，８１３．０９％。２０年１月～９月までの累積イ

ンフレ率は８４４．０５％となっている。 

 

「CONATEL DirecTV に罰金支払い命令」         

 

「国家通信局（Conatel）」は、有料放送「DirecTV」の

サービスを提供していた「Galaxy Entertainment de 

Venezuela」に対して罰金 BsS.６，３７５万を支払うよ

う命じた。 

 

現在の為替レートは、１ドルBsS.４５万なので１４１．

７ドルということになる。 

 

罰金の理由は、国内の放送事業者が事業を停止する際に

は事前に CONATEL に通知、承認を得る必要があるが、

それらの手続きを取ることなく２０年５月１９日に突

然サービスを停止したため。 

 

５月１９日 DirecTV は米国制裁を理由にベネズエラ

事業を停止すると発表。即日サービスを終了していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

 

最高裁は「Conatel」に対して、「DirecTV」の施設差し

押さえを命じるなど一時は混乱が起きたが、２０年８月

に「DirecTV Panamericana」の代表を務めていた Jacopo 

Bracco 氏の会社「Scale Capital」が「DirecTV」のベネ

ズエラ事業を引き継ぐことで合意。 

 

番組数やオプションは大きく減ったが「DirecTV」の放

送は再開している（「ベネズエラ・トゥデイ No.485」参

照）。 

 

「マドゥロ政権 BsS１０万札の発行を検討？」                  

 

「Bloomberg」は、関係者からの情報として、マドゥロ

政権が新たに BsS.１０万札の発行を検討していると報

じた。 

 

同じ関係者からの情報によると、マドゥロ政権は２０２

０年中に、イタリアから７１トンの紙幣を輸入したとい

う。 

 

現在の為替レートは、１ドル BsS.４５万なので、BsS.１

０万は０．２ドル程度になる。 

 

また、年末にかけて更にボリバル価値が下がることを踏

まえれば、BsS.１０万札が市中に出回る頃には BsS.１０

万札は０．１ドルの価値もないかもしれない。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf

