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（写真）Portal de Noticia “マドゥロ大統領 フランシスコ・ファハルド高速道路の名称を変更” 

 

 

２０２０年１０月１２日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 経済妨害対策法は違法」 

経 済                     

「マドゥロ政権 債券の時効提案を３０日間延長」 

「IMF ２０年のベネズエラ経済指標更新 

GDP 成長率２５％減、インフレ率６５００％」 

「Conatel SimpleTV の新サービス料金を却下」 

社 会                     

「フランシスコファハルド高速道路 名前変更」 

「警察・軍人 ビーチ利用のために賄賂を要求」 

「CANTV ウェブメディアの閲覧を制限」 

２０２０年１０月１３日（火曜） 

 

政 治                    

「リマグループ マドゥロ政権の人権侵害非難 

～野党 CPI に Gedeon オペレーション訴え～」 

「中・露・キューバ 国連の人権委員会入り」 

「ドミ共 国連の仲裁による罷免投票を提案」 

「マドゥロ政権 Covid 独自治療薬を開発中」 

「グアイド政権 国民投票実施委員会を発足」 

経 済                    

「カルドン製油所から黒煙」 

社 会                     

「Movistar、Digitel に遠隔教育の支援要請」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月１２日～１０月１３日報道         No.５１０   ２０２０年１０月１４日（水曜） 

2 / 8 

 

２０２０年１０月１２日（月曜）             

政 治                       

「グアイド政権 経済妨害対策法は違法」       

 

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。 

 

経済妨害対策法の主な狙いは、政府系企業の経営権を民

間セクターに移譲し、米国の制裁を回避すること。 

 

マドゥロ政権は、「国際生産投資センター」を発足し、

国内外の企業の投資を呼び込むと宣言している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.509」参照）。 

 

グアイド議長率いる野党国会は、経済妨害対策法につい

て無効を宣言。 

 

野党国会は制憲議会自体を認めておらず、制憲議会が承

認した法令は、グアイド政権にとって全て法律として認

識されない。 

 

野党国会は、「違法な経済妨害対策法をベースに行われ

た交渉および合意はベネズエラ国内・外国で一切の効力

がない」との見解を示した。 

 

つまり、経済妨害対策法を根拠にマドゥロ政権から経営

権を移譲されたとしても、その民間企業は、グアイド政

権を支援する欧米（特に米国・リマグループ加盟国）と

取引をすることは出来ないということだろう。 

 

従って、経済妨害対策法を根拠にマドゥロ政権から国営

企業の経営権を譲り受けるとすれば、中国・ロシア・イ

ランなどマドゥロ政権を正当な政府と認識している国

の企業が主になりそうだ。 

 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 債券の時効提案を３０日間延長」           

 

９月１５日 デルシー・ロドリゲス財務相（副大統領兼

務）は、ベネズエラ国債・PDVSA 債・カラカス電力債

の保有者に対して協議再開を求め、債券発行時の目論見

書に書かれていた時効条項の中断を提案した。 

 

「時効条項」とは、当該債券の利息支払いが滞って３年

が経過しても当該債券保有者が正式な支払い要請を行

わない場合は、時効が成立するという条項。 

 

マドゥロ政権が債券支払いを停止したのは１７年１０

月（正式にデフォルトし始めたのは１１月から）なので、

２０年１０月あるいは１１月には３年が経過すること

になる。 

 

なお、ベネズエラ国債・カラカス電力債（利息）の時効

条項は３年だが、PDVSA 債（利息）の時効は６年。 

従って、今回のマドゥロ政権側の提案は特にベネズエラ

国債・カラカス電力債の債券保有者が主なターゲットと

なっている。 

 

ロドリゲス財務相の提案は、この時効条項の適用を中断

するというもの。マドゥロ政権は、同提案に応じる債券

保有者に対して、その意思を伝える書面を提出するよう

求めている。 

 

９月１５日に提案した際、同提案の有効期限は１０月１

３日と宣言していた。しかし、この提案に応じた債権者

がいなかったのか、今回、同提案を３０日間延長したと

いうことだろう。 

 

今回の延長により、提案の有効期限は１１月１３日とな

った。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
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なお、グアイド政権は債券の時効条項について、「日数

をカウントするための条件が揃っていない」として、３

年の時効条項は発動しないとの見解を示している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.504」参照）。 

 

「IMF ２０年のベネズエラ経済指標更新       

  GDP 成長率２５％減、インフレ率６５００％」         

 

「国際通貨基金（IMF）」は、２０２０年のベネズエラの

経済指標（予測値）を更新した。 

 

IMF によると、２０年のベネズエラの GDP 成長率は前

年比２５％減とした。 

 

なお、ラテンアメリカ地域全体の GDP 成長率はマイナ

ス８．１％。前回の GDP 成長率予測値がマイナス６．

８％だったので、１．３％下方修正したことになる。 

 

経済減速の主な理由は、Covid-１９による国際的な経済

停滞と Covid-１９の長期化が原因としている。 

 

ラテンアメリカ地域で最も経済減速が小さかったのは、

パラグアイでマイナス４％、次いでウルグアイがマイナ

ス４．５％。 

 

主要国では、ブラジルがマイナス５．８％、メキシコが

マイナス９％、アルゼンチンがマイナス１１．８％とし

ている。 

 

また、インフレ率について、ベネズエラは６，５００％

増と予想。２１年の予測値も６，５００％としているが、

同国の来年の不インフレ率を予想することは極めて難

しく、もはや感の域を出ないだろう。 

 

 

 

「Conatel SimpleTV の新サービス料金を却下」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.508」で、DirecTV が名前

を SimpleTV に変更したとの記事を紹介した。 

 

８月のサービス再開後、DirecTV は９０日間の無料期間

を実施しており、この無料期間は１１月１４日に終了す

る予定。 

 

放送サービスが有料に切り替わるにあたり、SimpleTV

は、CONTEL に対して新たな料金プランの承認を求め

ている段階のようだ。 

 

１０月１２日 通信関係の専門記者 Arnaldo Espinoza

記者は、Conatel が SimpleTV の提案した新料金プラン

を却下したと報じた。 

 

同社が提案した料金はドル建てで、プランに応じて６ド

ル～３０ドルのバリエーションがあるとしている。 

 

なお、今後は以下の４プランが提供されることは明らか

になっている。 

 

＜Chamoプラン：５５チャンネル＞ 

 

(1) バラエティ 

(1) テレビショッピング 

(2) 国際放送 

(15) 国内放送 

(36) 音楽・ラジオ 

 

＜Panaプラン：９９チャンネル＞ 

 

(7) 映画 

(4) 子供向け 

(21) バラエティ 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/103c08685e098751f93c77f39636cbb2.pdf
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(1) テレビショッピング 

(15) 国際放送 

(15) 国内放送 

(36) 音楽・ラジオ 

 

＜Jefeプラン：１５２チャンネル＞ 

 

(14) 映画 

(10) 子供向け 

(34) バラエティ 

(1) テレビショッピング 

(27) 国際放送 

(15) 国内放送 

(15) スポーツ放送 

(36) 音楽・ラジオ 

 

＜Maestro プラン：２１１チャンネル＞ 

 

(24) 映画 

(17) 子供向け 

(57) バラエティ 

(1) テレビショッピング 

(37) 国際放送 

(24) 国内放送 

(15) スポーツ放送 

(36) 音楽・ラジオ 

 

社 会                        

「フランシスコファハルド高速道路 名前変更」           

 

１０月１２日 マドゥロ大統領は、カラカスの首都高速

道路「フランシスコファハルド高速道路」の名前を「グ

ラン・カシケ・グアイカイプーロ」に変更すると発表し

た。 

 

 

 

フランシスコファハルド高速道路はカラカスの主要道

路。少し遠出をするのであれば、基本的にこの道路を利

用することになるだろう。 

 

１０月１２日は「先住民民族抵抗記念日」でベネズエラ

の国民の祝日だ。 

 

１０月１２日は、イタリアの探検家クリストファー・コ

ロンブスが１４９２年に米大陸に到着した日で、もとも

とは、米大陸におけるスペイン人の影響拡大を記念する

日だったが、現在では先住民族が自らの文化を祝い、欧

州植民地主義に抵抗を示す日となっている。 

 

そして、グアイカイプーロは、スペイン軍の侵略に抵抗

したベネズエラの先住民のリーダーである。 

 

そして、フランシスコファハルドはスペイン人で植民地

時代にベネズエラを統治した人物。 

 

マドゥロ大統領は、フランシスコファハルドは、ベネズ

エラの先住民族を迫害した欧米人であり、この人物がカ

ラカスの高速道路の名前となっているのはふさわしく

ないと主張。 

 

ベネズエラ人先住民族であるグアイカイプーロの名前

に変更すると宣言した。 

 

とは言え、フランシスコファハルド高速道路はカラカス

市民にとって非常になじみ深い名前であり、簡単には国

民の意識を変えることはできないだろう。 

 

バルガス州の名前をラグアイラ州に変えた時のように、

政治思想によって引き続きフランシスコファハルド高

速道路と呼ぶ人や、フランシスコファハルド高速道路と

記述するメディアは残るだろう。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月１２日～１０月１３日報道         No.５１０   ２０２０年１０月１４日（水曜） 

5 / 8 

 

「警察・軍人 ビーチ利用のために賄賂を要求」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.509」で、Covid-１９

下でのラグアイラ州のビーチの様子について紹介した。 

 

本来、１０月１２日～１８日は隔離強化の週に当たり、

不要不急の外出は基本的に禁止。そもそもラグアイラ州

政府は Covid-１９感染防止のためビーチの利用を禁止

している。 

 

どうやらビーチを利用している人は、警察に対して賄賂

を支払い見逃してもらっているという。現地メディアに

よると、警察がビーチ利用を見逃すために求める金額は

５ドルだという。 

 

また、ファルコン州の有名なビーチ「モロコイ」もビー

チを利用するために軍人に賄賂を支払っているという。 

 

報道によると、その金額は２０ドルだという。 

それなりの金額ではあるが、ドル生活者にとってはそこ

まで高い金額でもない。モロコイのビーチに向かう道路

には列が出来ているという。 

 

 

 

「CANTV ウェブメディアの閲覧を制限」                  

 

１ ０ 月 １ ２ 日  現 地 メ デ ィ ア は 「 国 営 通 信 公 社

（CANTV）」が複数の反政府系メディアの閲覧をブロ

ックしていると報じた。 

 

報道によると、少なくとも３０のメディアがアクセスで

きない状態になったという。 

 

閲覧をブロックされたサイトは、Vivo Play、Efecto 

Cocuyo、El Venezolano、Caraota Digital、Armando Info，

El Nacional，Diario 2001，Globovision，La Patilla など。 

 

ただし、閲覧が停止したメディアのリストを見ると

Aporrea、Globovision、El Universal など決して反政府

系ではないメディアも含まれている。また、ポルノサイ

トも閲覧制限サイトになっているようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
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２０２０年１０月１３日（火曜）              

政 治                        

「リマグループ マドゥロ政権の人権侵害非難      

 ～野党 CPI に Gedeon オペレーション訴え～」        

 

１０月１３日 リマグループは、９月に国連の独立調査

委員会が公表したベネズエラの人権侵害レポートにつ

いて議論。 

 

マドゥロ政権の人権侵害を非難し、国際刑事裁判所はマ

ドゥロ政権の人権侵害について早急に結論を出すべき

だとの声明文を発表した。 

 

なお、同会合にはアルゼンチン政府も参加。アルゼンチ

ンだけは、同日の声明文に署名をしなかった。 

 

また、人権問題について、野党政治家のウィリアム・ア

ズアヘ氏は、２０年５月に起きた「Gedeon オペレーシ

ョン」の際のマドゥロ政権軍部による工作員の殺害を

「法外の殺人執行」として、国際刑事裁判所に提訴した。 

 

アズアヘ氏は１６４枚の写真を添え、５月の「Gedeon

オペレーション」の際、軍部らは拘束できる状況にあり

ながら意図的に工作員を殺害したと主張。 

 

例えば、銃殺された工作員の写真では、打たれた人物の

衣類の一部が焼けこげており、これは頭部に近い場所で

発砲した場合にみられる銃跡だと主張している。 

 

他、死亡した人物の写真には拷問の後が確認されており、

拷問により死亡したと主張している。 

 

 

 

 

 

 

「中・露・キューバ 国連の人権委員会入り」         

 

１０月１３日 国連は、人権委員会加盟国の一部を変更

した。人権委員会のメンバーの任期は３年で、毎年一部

の加盟国が交代する仕組みになっている。 

 

新たに加盟した国は以下の１５カ国。 

 

ボリビア、中国、マーシャル諸島、キューバ、フランス、

ガボン、マラウイ、メキシコ、ネパール、パキスタン、

ロシア、セネガル、ウクライナ、ウズペキスタン、英国。 

 

人権団体「Human Rights Watch」や米国政府は、特に

中国、ロシア、キューバのメンバー入りを非難している。 

 

現在、人権委員会にはベネズエラも含まれており、人権

侵害を行っている国がメンバーになっているのはおか

しいとの意見が出ている。 

 

「ドミ共 国連の仲裁による罷免投票を提案」           

 

１０月１３日 ドミニカ共和国の Robert Alvarez 外相

は、リマグループの会合で、国連が主体となりベネズエ

ラの罷免投票（マドゥロ大統領が退陣するべきかどうか

を国民に問う投票）を行うことを提案した。 

 

ベネズエラ問題について、国連は政治的に中立な立場を

維持しており、マドゥロ政権も国連には一定の信頼を置

いている。 

 

国際社会からも信頼がある国連が中心となり、ベネズエ

ラの選挙を行うのであれば、不正なくベネズエラで選挙

が出来るという提案だ。 
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個人的には、同提案は将来的には一案になると思うが、

現時点でマドゥロ政権が受け入れる可能性は皆無だろ

う。 

 

マドゥロ政権からすれば、経済制裁で意図的に社会・経

済を混乱させられた状態で行う選挙は不公平な選挙と

いうことになる。 

 

制裁を解除し、その後２，３年が経過した後の罷免投票

であればマドゥロ政権が受け入れる可能性もあるだろ

う。 

 

「マドゥロ政権 Covid 独自治療薬を開発中」         

 

１０月１３日 マドゥロ大統領は、国営大学医学部の卒

業式に出席。ベネズエラ国内の医学研究者が Covid-１

９の治療薬を開発したと述べた。 

 

マドゥロ大統領は治療薬を「ホセ・グレゴリオ・エルナ

ンデスの奇跡の一滴（難病治療に生涯を費やしたベネズ

エラ人医師）」と評価。 

 

現時点で治療薬は公開しないが、１００％の成果を上げ

ていると主張した。 

 

なお、他にカラボボ州のラファエル・ラカバ知事が紹介

した治療薬の実験も続けており、効果が確認されている

と述べた。 

 

現時点で６００件超の調査を実施済みで、９５％の人は

一命をとりとめたとしている。ただし、Covid-１９自体

の殺傷力は決して高い方ではないので、感染者の９５％

が生存したことが薬の効果を示すことになるのかは疑

問が残るところだ。 

 

 

 

「グアイド政権 国民投票実施委員会を発足」         

 

グアイド政権は、国民の民意を改めて問うための国民投

票の実施を宣言。国民に対して投票に参加するよう呼び

かけている。 

 

なお、現地メディア「Monotoreamos」によると、国民

投票の質問内容は以下の２つだという。 

 

＜質問１＞ 

あなたは、自由な大統領選および国会議員選を実現し、

簒奪者ニコラス・マドゥロ政権に終止符を打ち、ベネズ

エラ国民を強制移住や人権侵害から救出するため、あら

ゆる国内外の圧力メカニズムを行使することを支持し

ますか？ 

 

＜質問２＞ 

あなたは独裁者ニコラス・マドゥロが呼びかけた１２月

６日（実施日が変わったとしても）のイベントについて、

自由選挙と呼べる状況にならない限り、参加することを

拒絶しますか？また、国際社会に同選挙を正当なものと

認識しないよう求めますか？ 

 

１０月１３日 グアイド政権は、国民投票を実施するた

めの選挙委員会のメンバーを任命した。メンバーは以下

の通り。 

 

・Blanca Rosa Mármol de León 氏 

（チャベス政権前の元最高裁判事） 

・Enrique Colmenares Finol 氏 

（チャベス政権前の元環境相） 

・Horacio Medina 

（グアイド政権が任命した PDVSA 役員） 

・Carolina Jaimes Branger 氏 

（ベネズエラ学術団体のメンバー） 
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・Isabel Pereira Pizani 氏（社会開発学専門家） 

・Estefania Cervó 氏（ベネズエラ中央大学学生） 

・Rafael Punceles 氏（アンドレス・ベジョ・カトリック

大学学生） 

 

現在のところ、国民投票の実施日は決まっていない。 

しかし、グアイド議長は、１２月６日の国会議員選前に

は実施すると述べている。 

 

経 済                       

「カルドン製油所から黒煙」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.509」でカルドン製油

所の稼働が再開したとの記事を紹介した。 

 

再開報道の直後だが、カルドン製油所から黒煙があがっ

ており、火事が起きたようだ。 

 

火災発生から数時間が経過し、PDVSA の消防隊が鎮火

に成功したと報じられている。 

 

 

（写真）Irene Revilla 氏ツイッター 

 

 

 

 

 

社 会                       

「Movistar、Digitel に遠隔教育の支援要請」            

 

現在、ベネズエラは Covid-１９感染防止対策として、通

学形式の学校活動を禁止しており、電話・インターネッ

トなどでの遠隔学習を行っている。 

 

マドゥロ大統領は、Covid-１９感染防止措置はまだしば

らく継続するとの見解を示し、遠隔学習をより効果的な

ものとするため、民間の通信事業者「Movistar」「Digitel」

に協力を仰ぐ必要があると述べた。 

 

マドゥロ大統領は、フレディ・ヌニェス情報通信相に対

して、インターネット事業者に教育分野での協力を求め

るよう支持。事業者の協力を得るために必要なものがあ

れば提供すると述べた。 

 

なお、ベネズエラのインターネット環境はかなり悪い。

「通信監督局（Conatel）」の資料によると１９年末時点

で、自宅でインターネットを利用できる人は１００人中

２８名だという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf

