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（写真）中央銀行 “１０月１８日 インフレ率、GDP 成長率など経済統計を更新” 

 

 

２０１９年１０月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「米国 マドゥロ政権支援でキューバ制裁強化」 

「グアイド議長 政治的な理由による暗殺を訴え」 

「西ボレル外相 コロンビア訪問 

～５０００万ユーロの支援金を約束～」 

経 済                     

「中央銀行 統計を公表 

インフレ率 ４６８０％、GDP 成長率△２６％」 

「グアイド政権 債権者の９０日の猶予期間申請」 

社 会                     

「Datanalisis ベネズエラ・セミナー開催」 

2019 年 10 月 19-20 日（土・日） 

 

政 治                    

「チリ 地下鉄料金値上げを受けて暴動 

～死者多数で外出禁止令を発令～」 

「ボリビア大統領選 決選投票にもつれ込む」 

「リマグループ ベネの人権委員会入りを非難」 

経 済                    

「シェブロン等 ２５日にライセンス失効 

米国政府 ライセンス延長について検討」 

「CENDAS １９年９月物価、２５．７％増」 

社 会                     

「LVBP PDVSA のスポンサー停止」 
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２０１９年１０月１８日（金曜）             

政 治                       

「米国 マドゥロ政権支援でキューバ制裁強化」       

 

１０月１８日 米国政府は、キューバ国民への抑圧とマ

ドゥロ政権を支援しているとの理由からキューバに対

する制裁を強化した。 

 

今回の制裁により、外国の企業はキューバに対して製品

を販売する際に米国製の部品が１０％以上入っていて

はいけないこととなった。 

 

これまでは２５％以上の部品が入っている製品の販売

を禁止していた。 

 

他、通信インフラの販売に関して、情報統制をするよう

な機能のあるインフラを販売してはいけないことにな

った。 

 

他、米国人（法人・個人）はキューバ政府の政治的なプ

ロモーション商品を購入してはいけないこととなった

（ただし、民間セクターが製造した商品であれば購入可

能）。 

 

新しい制裁は１０月２１日に正式に発効するようだ。 

 

「グアイド議長 政治的な理由による暗殺を訴え」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.358」で大衆意志党（VP）

に所属するエドゥアルド・ラダ市議が半焼状態で死亡し

ていたとの記事を紹介した。 

 

レオポルド・ロペス VP 党首は、自身のツイッターでマ

ドゥロ政権がラダ市議を殺害したと投稿したが、グアイ

ド議長はそこまで踏み込んだスタンスを示していなか

った。 

しかし、グアイド議長もラダ市議の死亡事件についてマ

ドゥロ政権が殺害したと訴えた。 

 

「ラダ市議は半焼し、頭部に銃弾を打たれて死亡した。

これは独裁者による暗殺だ。今回の事件に政治的な理由

があるとの明確な証拠がある。 

 

我々の持つ情報から、今回の暗殺は特殊部隊（FAES）

が行ったと推測している。」 

と述べた。 

 

 

（写真）国会 

“ラダ市議の棺を運ぶ親族と大衆意志党関係者” 

 

「西ボレル外相 コロンビア訪問             

    ～５０００万ユーロの支援金を約束～」         

 

１０月１８日 スペインのボレル外相はコロンビアを

訪問。１９日にはベネズエラ国境の町ククタに向かいベ

ネズエラ移民の置かれている状況について視察した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c419f885e6da8fd90ec23feb17072a47.pdf
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ボレル外相は向こう３年間の間にベネズエラ移民への

対策費としてコロンビアに対して５，０００万ユーロを

拠出すると発表した。 

 

 

（写真）コロンビアのトゥルヒージョ外相ツイッター 

“西ボレル外相（中央の男性）がククタを視察” 

 

経 済                        

「中央銀行 統計を公表                 

 インフレ率 ４６８０％、GDP 成長率△２６％」           

 

１０月１８日 中央銀行は経済統計を更新した。 

 

インフレ率については１９年９月まで更新。 

 

直近１９年９月のインフレ率は５２．２％。 

国会は９月のインフレ率を２３．５％と発表しているの

で、国会の統計よりも物価高が激しいと認識しているこ

とになる（「ベネズエラ・トゥデイ No.355」参照）。 

 

中央銀行によると１９年１月～９月までの累計インフ

レ率は４，６７９．５％。 

 

 

 

国会の１９年１月～9 月までの累計インフレ率は３，３

２６％なので、中央銀行の公表値の方が１，０００％以

上高いことになる。 

 

 
（写真）中央銀行公表のインフレ率 

 

また、１９年３月までの経済成長率も発表。前年同期

比△２６．８％とした。 

 

産業別でみると、全ての産業で GDP はマイナスだっ

たが、特に建設業の落ち込みが前年同期比△７４．

１％と激しい。 

 

他、製造業の落ち込みが同△５６．３％、金融業が同

△５５．６％と大きい。 

 

「グアイド政権 債権者の９０日の猶予期間申請」         

 

１０月１８日 ロイター通信は、PDVSA２０社債の債

権団とグアイド政権との交渉内容について報じた。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、グア

イド政権側は債権団に対して法的措置を取るのを９０

日間留まってほしいと申し出たようだ。 

月 先月比

2019 (*)

9月 52.2

8月 34.6

7月 19.4

6月 22.1

5月 39.5

4月 33.8

3月 34.8

2月 114.4

１月 196.6

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b37605fc9fd26c8ec5a510e67886c487.pdf
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デフォルト申請は、債券発行額面の２５％を超える債権

団を組織することで可能となる。 

 

PDVSA２０の主要な債券保有者がデフォルト申請に向

けて動かなければ２５％の債権団を組織することが困

難になり、デフォルト申請手続きを遅らせることが可能

となる。 

 

ロイター通信が同記事を報じた時点では債権団からの

回答は無かったようだが、債権団のメリットがなく応じ

る可能性は低いと思われる。 

 

社 会                       

「Datanalisis  ベネズエラ・セミナー開催」            

 

１０月１８日 世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン代表はセミナーを実施。ベネズエラの現状と今後

について見解を示した。 

 

同社が行った最新の世論調査では７９％の回答者はマ

ドゥロ大統領の政権運営についてネガティブに評価。 

７３％は任期を満了する前に辞任してほしいと回答し

た。 

 

マドゥロ大統領の不人気は明らかではあるものの、交代

するかどうかは分からないとの認識を示した。 

 

また、グアイド議長の支持率については４９％から３

９％と大きく下落。国民のグアイド議長に対する期待感

が落ちていると指摘した。 

 

この状況で個人・企業単位で出来ることは、政府に依存

しないで生活する体制を整えることだと主張。 

 

 

 

 

実際に政府に依存しない体制づくりに成功した企業例

として「Farmatodo（外国に展開しているドラッグスト

ア）」「Chocolate el Rey（チョコレート・メーカー）」

「Cocuy Leal（ベネズエラの伝統酒「コクイ」メーカー）」

「Fondo de Valores inmobiliario（不動産業）」などの名

前を挙げた。 

 

また、同イベントの講師として証券会社「FIVENCA」

の役員ラミロ・モリナ氏が参加。 

 

金融機関の融資能力は著しく低くなっていると指摘。 

ボリバルを調達するための代替案としてボリバル建て

の社債を発行することを提案した。 

 

モリノ役員は、１８年は３８回企業が社債を発行し、１

９年には７０回に増えていると説明した。 

 

２０１９年１０月１９～２０日（土・日）             

政 治                       

「チリ 地下鉄料金値上げを受けて暴動          

      ～死者多数で外出禁止令を発令～」        

 

チリのサンティアゴで地下鉄の料金値上げをきっかけ

に市民（特に学生）の不満が爆発し、抗議行動が勃発し

た。 

 

最初は学生を中心にチケットを支払わず地下鉄に乗車

する運動が拡大。 

金曜日で抗議行動は５日目。特に金曜日の夜の抗議行動

は激しかったようで、ピニェラ大統領は夜間外出禁止令

を発令した。 

 

今回の抗議行動の正確な数字は出ていないが、逮捕者３

０８名、負傷者１６７名、死者８名と報じられている。 

また、地下鉄の車両やバスなど公共交通機関が燃やされ

た。 
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「ボリビア大統領選 決選投票にもつれ込む」           

 

１０月２０日 ボリビアで大統領選が行われた。 

 

現職のエボ・モラレス大統領の得票率は４５．２８％。 

対抗馬のカルロス・メサ氏（元大統領）の得票率は３８．

１６％。 

 

ボリビアでは、１回目の選挙で１名の得票率が５０％を

下回った場合、１位候補と２位候補で決選投票が実施さ

れる。 

 

今回は両氏ともに得票率５０％を越えなかったため決

選投票にもつれ込む。決選投票は１２月１５日に実施さ

れる予定だ。 

 

なお、モラレス大統領は４回目の再選を目指しているが、

これまで３回の選挙では決選投票までもつれ込まなか

ったという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“左がカルロス・メサ氏、右がモラレス大統領” 

 

 

 

 

 

「リマグループ ベネの人権委員会入りを非難」         

 

１０月１７日 国連でマドゥロ政権の人権委員会入り

が承認された（「ベネズエラ・トゥデイ No.358」参照）。 

 

本件について、マドゥロ政権を非難する米州主要国で構

成される「リマグループ」は声明を発表。 

 

改めてマドゥロ政権の人権委員会入りを拒否する姿勢

を示した。 

 

以下はリマグループの声明文。 

 

 

アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、

コスタリカ、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、パ

ナマ、パラグアイ、ペルー、サンタルシア、ベネズエラ

はリマグループ加盟国として、人権を蹂躙するマドゥロ

違法政権が国連の人権委員会（２０～２２年）に選ばれ

たことを拒絶する。 

 

リマグループは、国連がマドゥロ政権の人権侵害を調査

するよう求める。 

 

 

経 済                       

「シェブロン等 ２５日にライセンス失効       

   米国政府 ライセンス延長について検討」            

 

１０月２５日にベネズエラで石油事業を行う米国企業

の制裁免除ライセンスが期限を迎える。 
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１９年１月に米国政府が PDVSA を制裁リストに加え

た際に、「Chvron」「Haliburton」などベネズエラで石油

事業を行う一部の米国企業には制裁適用を免除するラ

イセンスを発行していた。 

 

当初１９年７月が期限だったが、期限直前に１０月２５

日までライセンス期限が延長されていた。 

 

本件について「Bloomberg」は、米国財務省がライセン

スの延長について検討していると報じた。 

 

匿名情報によると、ライセンス延長の決断は最終段階に

あるという。また、別の情報筋によると、現時点ではま

だ決定はしていないという。また、「Chevron」など

PDVSAと合弁会社を持つ企業とそれ以外の企業で対応

が異なる可能性があるという。 

 

「CENDAS １９年９月物価、２５．７％増」         

 

物価調査を行う団体「CENDAS-FVM」は１９年 9 月の

基礎食料費（５人家族が１カ月に必要な食費）を発表。 

 

９月は先月比２５．７％増の BsS.６７５万９，８３１．

９３だったとした。 

 

８月は６５．６％増だったので、先月よりも落ち着いた

ことになるが、引き続き高い水準と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「LVBP PDVSA のスポンサー停止」            

 

１９年８月 米国の大リーグは、同リーグの選手がベネ

ズエラのプロ野球リーグ（LVBP）でプレイすることを

禁止すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.334」

参照）。 

PDVSA が LVBP のスポンサーとなっており、米国の制

裁（ベネズエラ政府関係者との取引の禁止）に抵触する

と判断したことが理由。 

 

その後、LVBP は代表が交代するなど混乱したが、最終

的に PDVSA からスポンサーを受けることを辞めるこ

とを決めたようだ。 

 

米国紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、１０

月１７日  LVBP を構成する８チームが会合し、

PDVSAのスポンサーを停止することで合意したと報じ

た。 

 

以上 

6,759,832

25.7 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

基礎食料費 前月比上昇率

グラフ： 基礎食料費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：BsS） （単位：％）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4624e04756d8a78df87a60d71672d094.pdf

