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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 国際生産投資センターの発足を発表” 

 

 

２０２０年１０月９日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 国家法的保護委員会を組織」 

「CNE １２月選挙の投票機を披露」 

「Gran Aldea トゥルディ元陸運相の告発記事 

～弁護団から名誉棄損の訴えを受ける～」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 国際生産投資センターを組織 

～経済妨害対策法の意義を主張～」 

「中央銀行 金融機関の外貨取引に制限 

～国内の外貨口座からの直接支払いを禁止～」 

「イランタンカー ベネズエラを出港」 

20 年 10 月 10～11 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 手段は経済制裁だけではない」 

「米大統領選 バイデン候補優勢？」 

経 済                    

「近日中にドミ共、墨、トルコの国際線を再開」 

「S＆P ９月の産油量は日量３９万バレル」 

「タンカー３隻 艦内で Covid-１９感染」 

「SUDEBAN BOD 介入措置を１２０日延長」 

「エルパリート稼働停止、カルドン稼働再開」 

社 会                    

「Covid-１９下のラグアイラ州ビーチ」 
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２０２０年１０月９日（金曜）             

政 治                       

「グアイド政権 国家法的保護委員会を組織」       

 

１０月９日 グアイド議長は、国家保護委員会を組織す

ると発表した。 

 

グアイド議長によると、同組織は暫定政権が効率的で透

明性の高い政権運営を行うことを保証するための組織

だという。 

 

また、同組織は外国にあるベネズエラ資産を保護するた

めに重要な役割を果たす組織とも説明している。 

 

ただし、具体的にどのように外国資産を保護し、グアイ

ド政権の政権運営の透明性を保証するのかは分かって

いない。 

 

同 組 織 の 発 足 発 表 に は グ ア イ ド 政 権 が 任 命 し た

Enrique Sánchez Falcón 会計監査総長も立ち会っており、

グアイド政権の政権運営を第三者の立場で監査する役

割を担う組織ということになるのだろう。 

 

国 家 保 護 委 員 会 の メ ン バ ー は David Natera 氏 、

Arghemar Pérez Sanguineti 氏 、 Romer Rubio 氏 、

Jonathan López 氏、Gabriel Gallo 氏、Freddy Orlando

氏の６名。 

 

David Natera 氏はボリバル州のメディア「Correo del 

Caroni」の元編集部長、Arghemar Pérez Sanguineti 氏

はマイアミ在住のコンプライアンス関連のアドバイザ

ーなど同組織を構成するメンバーの職業は様々なよう

だ。 

 

 

 

「CNE １２月選挙の投票機を披露」         

 

１０月９日 「国家選挙管理委員会（CNE）」のインド

ラ・アルフォンソ代表は、１２月６日の国会議員選に使

用される投票機、指紋認証機を披露した。 

 

２０年３月 大量の投票機が保管されていた Mariche

地区にある倉庫で火災が発生し、投票機５万台、指紋認

証機５万台など大量の選挙機材が焼失していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.417」「No.418」参照）。 

 

今回 CNE が発表した投票機は、３月に焼失した投票機

の代わりの機材ということになるだろう。 

 

 

 

（写真）CNE “新たな指紋認証機（上）と投票機（下）” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8ce0d147bef6f5da313d3827507430a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月９日～１０月１１日報道          No.５０９   ２０２０年１０月１２日（月曜） 

3 / 8 

 

「Gran Aldea トゥルディ元陸運相の告発記事      

   ～弁護団から名誉棄損の訴えを受ける～」                  

 

１０月９日 現地メディア「La Gran Aldea」は、同メ

ディアが９月２１日に投稿した記事の内容について訴

訟を受けたと発表した。 

 

「La Gran Aldea」は、最近できたメディアだが、多く

の野党政治家のインタビュー記事や与党政治家の汚職

記事を掲載しており、注目度が高いメディアの１つと言

える。 

 

訴えを受けた記事の内容は、「La nueva cara bonita de 

Haiman El Troudi」というハイマン・エル・トゥルディ

元陸運相の汚職告発記事。 

 

 

（写真）La Gran Aldea 

 

 

 

 

 

記事の主な内容は 

１．トゥルディ元陸運相は Odebrecht の汚職で多額の

資金を受け取った。 

２．スイス政府はトゥルディ元陸運相の親族の口座を凍

結し、凍結した金額は４，８００万ドルになる。 

３．フランスに４つの不動産を持っており、評価額は１，

６００万ユーロに上る（約２０億円）。 

４．トゥルディ元陸運相は１本２５０ドルのキューバ産

高級タバコを吸っている。 

など。 

 

記事掲載後、トゥルディ元陸運相の弁護団から名誉棄損

の訴えのメールがあり、訴訟の準備が始まっているとい

う。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 国際生産投資センターを組織        

      ～経済妨害対策法の意義を主張～」           

 

１０月８日 制憲議会は、マドゥロ政権が提案した経済

妨害対策法を承認した（「ベネズエラ・トゥデイ No.508」

参照）。 

 

マドゥロ大統領は、経済妨害対策法の成立を歓迎。 

 

同法律を通して経済を活性化させるための新たな投資

をベネズエラに呼び込むことが出来ると述べた。 

 

また、「祖国システム」で行った経済妨害対策法に関す

るアンケートの結果を発表。９３％の回答者が経済妨害

対策法を支持すると回答したとした。 

 

また、投資を呼び込むための組織として「国際生産投資

センター」を発足すると発表。同組織が国内外からの投

資を呼び込む役割を果たすことになるとした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/103c08685e098751f93c77f39636cbb2.pdf
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「国際生産投資センター」の代表は、「ベネズエラ輸出

商業銀行（BANCOEX）」の Héctor José Silva Hernández

代表が担うとした。 

 

BANCOEX は国営銀行で外国貿易を促進するためのイ

ベント実施、貿易を志す企業への融資などを担う組織。 

 

キューバやスペインで開催される国際商業見本市のベ

ネズエラブースを運営し、同ブースに参加するベネズエ

ラの企業を集めるなどの仕事をしている。 

 

「中央銀行 金融機関の外貨取引に制限          

 ～国内の外貨口座からの直接支払いを禁止～」         

 

１０月９日 ベネズエラ中央銀行は、ベネズエラ国内の

金融機関に対して、同行顧客が保有している外貨口座か

らの財・サービスの送金決済を行ってはいけないと発表

した。 

 

理由については、複雑で正確なことは筆者には理解でき

なかったが、簡単に言えば現在、ベネズエラ国内での外

貨口座の規則を定めている為替協定１号で許可されて

いる外貨の使用方法ではないからだという。 

 

この決定について経済系メディア「Bancaynegocios」で

は、逆に何が可能なのかを Q＆A 形式で紹介している。 

 

Ｑ．今回の決定により、国内銀行が外貨口座を開設する

ことは禁止されたのか？ 

Ａ．禁止されていない。為替協定１号は何も改定されて

おらず、同協定に定められた範囲での取引は問題な

く可能。 

 

Ｑ．国内銀行に預けた外貨を現金として引き出すことは

可能か？ 

Ａ．為替協定１号の内容では可能。 

 

Ｑ．外国のクレジットカード、デビッドカードをベネズ

エラ国内で使用することは可能か？ 

Ａ．可能。これまで同様、決済時の為替レートに従い、

ドル建てで決済される。 

 

Ｑ．決済アプリ Zella、Venmo などでの支払いは可能か？ 

Ａ．可能。今回の中央銀行の決定は国内銀行の外貨口座

の送金決済を禁止しただけである。 

 

Ｑ．自身が保有している外貨口座から同じ銀行の別名義

の外貨口座に資金を移動させることは可能か？ 

Ａ．可能。そのオペレーションは為替協定１号で認めら

れている。 

 

「イランタンカー ベネズエラを出港」                  

 

ロイター通信は、イランのタンカー「Horse」がベネズ

エラ産原油１９０万バレルを積み、ホセターミナルから

イランに向かい出港したと報じた。 

 

２０年９月 「Horse」は、希釈剤として使用する２１

０万バレルのコンデンセートをベネズエラに降ろし、ベ

ネズエラから Merey 原油を運ぶと報じられていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.502」参照）。 

 

なお、２０年９月当時の報道によると、この原油はイラ

ンの石油公社「NIOC」が購入したという。 

 

同タンカーは、海上運航中の全行程で衛星の追跡機能を

切っていたと報じられている。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0d59abfc8b51b5c84faf111015a5b54.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0d59abfc8b51b5c84faf111015a5b54.pdf
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２０２０年１０月１０～１１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 手段は経済制裁だけではない」        

 

グアイド議長は、コロンビア系メディア「El Espectador」

の取材に応じ、マドゥロ政権から脱却する手段として経

済制裁だけが唯一の手段ではないとの見解を示した。 

 

「（政権交代には）たくさんのメカニズムがある。経済

制裁に焦点を当てるのは限定的過ぎる。米州相互援助条

約（TIAR）や保護する責任（R2P）などのメカニズムも

存在する。」 

と述べた。 

 

グアイド議長の発言の意図はよく分からない。 

 

マドゥロ政権は、米国の経済制裁を非難し、経済妨害対

策法を成立させた。米国の制裁がベネズエラに悪影響を

与えていることは否定しようがなく、制裁に対して好意

的な見方をしているベネズエラ現地の大衆は全体で見

れば決して多くない。 

 

この状況を踏まえて、グアイド政権が経済制裁強化に前

のめりではないと国民に印象を与えたいのかもしれな

い。 

 

あるいは、１１月には米国で大統領選が行われる予定で、

仮にバイデン候補が当選した場合、トランプ政権のよう

に経済制裁強化でマドゥロ政権に圧力をかけるという

既存の方針は維持できなくなる。 

 

バイデン候補が当選した時に備えて既存の方針を転換

できる下地を作ろうとしているのかもしれない。 

 

 

 

 

また、記者から米国の大統領選がベネズエラにどのよう

な影響を与えるかとの質問を受け、グアイド議長は 

「米国のベネズエラ方針は民主党・共和党ともに同じだ。

どちらが当選してもベネズエラに対する方針は変わら

ない。」 

と回答した。 

 

グアイド議長は上記の通り回答しているが、実際はどち

らが当選するかで米国の対ベネズエラ方針は大きく変

わることは間違いない。 

 

「米大統領選 バイデン候補優勢？」           

 

米国の大統領選（１１月３日）まで約３週間となった。 

 

「ABC News」「The Washington Post」は最新の世論調

査（１０月６日～９日にかけて投票権のある１，０１４

名を対象にヒアリング）の結果を報道。 

 

報道によると、バイデン候補に投票すると回答した人は

全体の５３％。対して、トランプ大統領に投票すると回

答した人は全体の４１％とバイデン候補がトランプ大

統領を１２ポイントリードしている。 

 

他、「誰に投票するかを決める最も重要なテーマ」につ

いて、最も多かった回答は「経済政策」で２９％。次い

で「Covid-１９対策」が１５％。「国防・犯罪取り締ま

り」が８％と続いた。 

 

最も重視する人が多い「経済政策」について、トランプ

大統領の政策を支持すると回答した人は４８％。対して、

バイデン候補の政策を支持すると回答した人は４７％

とトランプ大統領の評価がバイデン候補を上回った。 
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一方、「Covdi-１９への対応」について、トランプ大統

領の政策を支持すると回答した人は３８％。対して、バ

イデン候補の政策を支持すると回答した人は５５％と

バイデン候補の支持がトランプ大統領を上回った。 

 

アンケート結果を見る限りバイデン候補が優勢のよう

だが、米国の選挙はベネズエラのように投票数が多い候

補が大統領に選ばれるわけではない。 

 

実際に１６年の大統領選ではヒラリー・クリントン候補

の方が、トランプ大統領よりも全体の得票数は多かった

が、米国特有の選挙制度によりトランプ大統領が当選し

ている。 

 

その意味で、今回の結果をもってバイデン候補が当選す

ると認識するのは時期尚早だろう。 

 

米国の大統領選の仕組みについては「ウィークリーレポ

ート No.157」を参照されたい。 

 

経 済                       

「近日中にドミ共、墨、トルコの国際線を再開」            

 

１０月１１日 マドゥロ大統領は、１２月の国会議員選

に向けてドミニカ共和国、メキシコ、トルコの国際線を

再開すると発表した。 

 

「ベネズエラは選挙が控えている。新たな国会はベネズ

エラに平和と回復をもたらすことになる。 

 

この選挙が適切に行われていることを確認するための

国際監視団を受け入れるためメキシコ、ドミニカ共和国

の国際線を再開し、その後はカラカス－イスタンブール

間も再開することになるだろう」 

と述べた。 

 

 

具体的にいつ再開するのかは不明だが、１２月６日の国

会議員選の前と言う事であれば、１１月には再開すると

考えてよさそうだ。 

 

「S＆P ９月の産油量は日量３９万バレル」         

 

「S＆P Global Platts」は、２０年 9 月のベネズエラの産

油量が日量３９万バレルだったと報じた。 

 

同社の発表では８月の産油量は日量３４万バレルだっ

たので、先月よりも５万バレル（１４．７％）増加した

ことになる。 

 

米国政府は PDVSA の主要顧客に対して、PDVSA と取

引をしないよう圧力をかけており、１０月以降、PDVSA

の取引量は大きく減少すると言われている。 

 

９月は取引縮小前の駆け込み需要で輸出が増加し、原油

在庫を貯蔵する能力に多少の余裕が出たことで、産油量

が増えたと思われる。 

 

 

（写真）S＆P Global Platts 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d816c1e60f65b51dde8e2658f8a1ea1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d816c1e60f65b51dde8e2658f8a1ea1.pdf
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「タンカー３隻 艦内で Covid-１９感染」         

 

「ベネズエラ石油労働組合（Futpv）」の Eudis Girot 代

表は、PDVSA が保有するタンカーの艦内で Covid-１９

感染が確認されており、ガソリンの輸送に影響が出てい

ると発表した。 

 

Covid- １ ９ 感 染 者 が 確 認 さ れ た タ ン カ ー は

「Paramaconi」「Tamanaco」「Lisa Caceres de Arismendi」

の３隻。 

 

「Lisa Caceres de Arismendi」はエルパリート製油所か

らヌエバエスパルタ州およびプエルトラクルスに向け

てガソリンを輸送している途中で、同タンカーには２万

バレルのガソリンが積まれているという。 

 

世界保健機構（WHO）のプロトコールに従い同タンカ

ーは積み荷を降ろすことが出来ないようだ。 

 

Eudis Girot 代表は、「PDV Marina」の Cesar Romero 社

長が適切な衛生対策を行わなかったと同社の対応を非

難している。 

 

「SUDEBAN BOD 介入措置を１２０日延長」         

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、「Banco Occidental de 

Descuento （BOD 銀行）」の介入措置を１２０日間延

長すると発表した。 

 

BOD 銀行はベネズエラの主要金融機関の１つ。 

 

外国にも多く子会社を持っているが、クラサオの子会社

で不正が発覚し、クラサオ政府から行政処分を受け、そ

の後、パナマなど外国にある他の関係会社にも問題が波

及（「ウィークリーレポ―ト No.120」参照）。 

 

 

１９年１０月から「BOD 銀行」は SUDEBAN の監視対

象となっている。 

 

この監視対象となっている期間、BOD 銀行は不動産資

産の購入、移譲、物々交換などが禁止される。 

 

「エルパリート稼働停止、カルドン稼働再開」         

 

９月末～１０月初めにかけてイランからガソリンが到

着したことで、１０月５日からベネズエラではガソリン

供給が細々と再開している。 

 

ベネズエラにはガソリンを精製する製油所がいくつか

点在しているが、それらの製油所はメンテナンス不足、

人材不足などを理由に稼働停止と再開を繰り返してい

る。 

 

現地メディア「Caraota Digital」は、プエルトカベジョ

にあるエルパリート製油所が稼動を停止したと報じた。

同製油所では日量３．５万バレルのガソリンを精製して

いたようで、ガソリン供給が更に減少することが懸念さ

れる。 

 

稼動を停止した理由はガソリン精製の重要プロセスで

ある「触媒分解（FCC）」を行う施設の故障だという。 

 

内部関係者によると、今回の故障により１５日間は稼働

を再開出来ないという。 

 

エルパリート製油所が稼動を停止した一方、稼働を停止

していたカルドン製油所の稼働が再開したという。 

 

「Argus Media」は、カルドン製油所の施設の稼働が再

開したと報道。来週には日量５．４万バレルのナフサが

精製できる予定と報じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
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社 会                        

「Covid-１９下のラグアイラ州ビーチ」            

 

ベネズエラは Covid-１９感染防止のため、１週間ごと

に隔離強化と隔離緩和を繰り返している。 

 

１０月１２日の週は隔離強化の週に当たり、食料店や医

薬品店などを除きほとんどの店舗は原則、営業を停止し

なければならない。 

 

厳しい感染防止措置が続いているが、隔離措置が始まっ

て６カ月が経過し、国民は隔離措置下でも徐々に普段の

生活に戻り始めている印象だ。 

 

首都カラカスから近いラグアイラ州（旧バルガス州）の

ビーチでは人が集まり始めており、パラソルの設置サー

ビスや食料品・水などを販売する露天商もいるという。 

なお、マドゥロ政権はビーチの活動再開は認めておらず、

ビーチでの露天商による販売も許可していない。 

 

（写真）El Diario 

以上 

 


