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（写真）グアイド議長ツイッター “１０月２９日 国会で与党議員団との議論を提案” 

 

 

２０１９年１０月２８日（月曜） 

 

政 治                     

「アルゼンチン・フェルナンデス次期大統領 

～グアイド議長の祝辞に反応せず～」 

経 済                     

「グアイド政権 PDVSA２０の無効化求め裁判」 

「アドビ・システムズ OFAC からライセンス受領」 

「公定レート、並行レートが上昇 

～為替レート安定化のため銀行へユーロ供給～」 

「１９年 Q１ 公的部門の食料品輸入が増加」 

社 会                     

「LVBP 国営携帯電話会社のスポンサーも停止」 

２０１９年１０月２９日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 与党議員団と CNE 役員を検討？ 

～与党 国会が無効状態なら最高裁が承認～」 

「グアイド議長 汚職・資金洗浄撲滅担当を任命」 

「ベネ移民対策費 これまで１億ユーロ超拠出」 

「チリ 夜間外出禁止令 解除も抗議収まらず」 

経 済                    

「ポラール工場 生産を停止」 

「SIDOR １８年９月から稼働停止」 

「ベネズエラ人開発者 

ネット無しで Bitcoin 取引可能なシステム開発」 
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２０１９年１０月２８日（月曜）             

政 治                       

「アルゼンチン・フェルナンデス次期大統領       

     ～グアイド議長の祝辞に反応せず～」       

 

１０月２７日 アルゼンチンで行われた大統領選挙で

アルベルト・フェルナンデス候補が現職のマクリ大統領

を破り当選した。 

 

フェルナンデス次期大統領の当選に各国大統領、首相が

祝辞を送る中でフェルナンデス次期大統領の反応から

今後の政治的なスタンスを想像することができる。 

 

フェルナンデス次期大統領はツイッターでマドゥロ大

統領の祝辞を引用し、感謝の返答を投稿した。 

 

 

（写真）アルベルト・フェルナンデス候補ツイッター 

“マドゥロ大統領の祝辞に返信するフェルナンデス候補” 

 

フェルナンデス候補の当選については、ベネズエラで暫

定大統領となっているフアン・グアイド議長も祝辞を送

っているが、グアイド議長のツイートには反応していな

い。 

 

フェルナンデス候補としてはベネズエラの国家元首を

マドゥロ大統領と認識しているという暗黙のメッセー

ジと思われる。 

 

なお、他の国について興味深いのはブラジルだ。 

 

ブラジルについては、左派であるジルマ・ルセフ元大統

領の祝辞に対して反応しているが、ボルソナーロ大統領

については特に反応していない。 

 

というより、ボルソナーロ大統領がフェルナンデス候補

の当選についてツイッターで何も触れていない。 

 

１０月２７日～２８日の間にボルソナーロ大統領のツ

イッターアカウントには何回もツイートが投稿されて

いるが、フェルナンデス候補の当選については何も書か

れていない。 

 

ブラジルにとって最も重要な隣国の大統領の選挙につ

いて何もツイートしないというのは違和感がある。 

 

 

（写真）アルベルト・フェルナンデス候補ツイッター 

“ルセフ元大統領の祝辞に反応するフェルナンデス候補” 
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経 済                        

「グアイド政権 PDVSA２０の無効化求め裁判」           

 

グアイド政権が任命した PDVSA 役員およびグアイド

政権は、PDVSA２０が違憲な手段で発行された債券で

あるとして、米国ニューヨーク裁判所に対して無効を求

めた。 

 

PDVSA２０は１０月２７日に９．１億ドルを支払わな

ければならず、その支払いが実行されなかった場合は債

券発行時の約束に従いPDVSAの米国子会社CITGOの

株式５０．１％をもって回収できることになっていた。 

 

しかし、期日直前の１０月２４日 米国の外国資産管理

局（OFAC）は、２０年１月２２日まで PDVSA２０に

関するあらゆる取引を禁止すると決定。 

 

これにより債権者は CITGO 株式の売却をもって投資

資金を回収することが出来なくなった。 

 

この９０日間で債権者との交渉が進められると思った

が、時間を置かずに裁判を始めたということは、交渉で

の合意は難しいと考えているのかもしれない。 

 

あるいは同時並行で交渉を行おうとしているのかもし

れないが、裁判を起こしながらの交渉ではまとまるもの

もまとまらないのではないか。 

 

また、「Argus Media」によると、債権者側は９０日の延

長期間で交渉が行われると考えていたようで、裁判を起

こされたのは驚きをもって受け止められたと報じてい

る。 

 

 

 

 

 

 

（写真）グアイド政権側 PDVSA プレスリリース 

 

「アドビ・システムズ OFAC からライセンス受領」         

 

１０月７日 PDF、Illustrator などパソコン・アプリケ

ーションサービスを提供する「アドビ・システムズ」は、

米国の制裁を理由にベネズエラ全土でのサービス提供

を停止すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.354」

参照）。当時の発表では１０月２８日からベネズエラで

は同社のサービスが使用できなくなる。 

 

しかし、１０月２８日 「アドビ・システムズ」は米国

政府から制裁ライセンスを受けたと発表。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/624bf3d6c3c5b9feef84d07050c0439c.pdf
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これにより「アドビ・システムズ」はこれまで通りベネ

ズエラでサービス提供を続けることとなった。 

 

「公定レート、並行レートが上昇           

 ～為替レート安定化のため銀行へユーロ供給～」                  

 

今週に入り並行レートが高騰した。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の１０月２５

日（金曜）の並行レートは１ドル BsS.２１，９０７だっ

た。 

 

しかし、今週１０月２８日（月曜）の並行レートは１ド

ル BsS.２５，３６９と１５．８％増加した。 

 

並行レートの高騰を受けて「両替テーブル」の為替レー

トも上昇傾向にある。 

 

１０月２５日の平均レートが１ドル BsS.２０，４５４

だったのに対して、２８日には１ドル BsS.２１，６６０。 

翌２９日には１ドル BsS.２３，６０６になった。 

 

 

 

 

 
 

今回の並行レート高騰は、最低賃金の上昇とベネズエラ

国内事業者への政府のボリバル支払いが理由だという。 

 

市中にボリバルが増えることでボリバル価値が下がり、

並行レートがボリバル安に動いたとされている。 

 

為替レートの高騰を受けて、中央銀行が動いたようだ。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」が金融機関関係

者から入手した情報によると、中央銀行は外貨供給量を

増やすことで為替レートを安定させるため、金融機関に

対して合計約２，０００万ユーロの現金外貨を割り当て

たという。 

 

「１９年 Q１ 公的部門の食料品輸入が増加」                  

 

ベネズエラ中央銀行が更新した貿易実績によると、２０

１９年第１四半期（１月～３月）の公的セクター非石油

部門による輸入額は９億５，５００万ドルと前期比１６．

５％増だった。 
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通関実績などをデータ化する「Import Genius」による

と、これらの輸入の大半は食料品で、輸入元は米国、中

国、メキシコなどのようだ。 

 

ただし、公的部門の輸入額が増加したとしても経済が良

くなったことにはならない。 

 

中央銀行によると１９年第１四半期のGDP成長率は前

年同期比２６．８％減となっている。 

 

社 会                         

「LVBP 国営携帯電話会社のスポンサーも停止」           

 

８月２２日 米国のプロ野球リーグ「MBL」は、米国の

制裁を受け、MBL に所属する選手が、ベネズエラのプ

ロ野球協会「LVBP」でプレイすることを禁止した。 

 

理由は「LVBP」の主要スポンサーがベネズエラの国営

石油会社 PDVSA であることだった。 

 

この決定を受けて、LVBP は１０月２０日に PDVSA と

のスポンサー契約停止を発表した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.359」参照）。 

 

しかし、PDVSA 以外にも LVBP のスポンサーとなって

いる国営企業があった。国営携帯電話会社「Movilnet」

だ。 

 

メディアでは、「Movilnet」とのスポンサー契約の停止

発表は確認できていないが、どうやら LVBP は

「Movilnet」のスポンサー契約も解除したようだ。 

 

ララ州の野球場で「Movilnet」の広告が消されていると

の記事が報じられている。 

 

 

 

このように LVBP はマドゥロ政権との関係を絶つ方針

を示しているが、現時点では MBL から方針転換の決定

は受けていないようだ。 

 

LVBP のドミンゴ・アルバレス代表は、記者団に対して、

現時点でまだMBL側から今後の方針について最終的な

回答をもらっていないことを明らかにした。 

 

 

 

（写真）Maduradas  

“ララ州野球場 Movilnet の広告を消す” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/639b939a3ac27c9ddd982350a5b748df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/639b939a3ac27c9ddd982350a5b748df.pdf
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２０１９年１０月２９日（火曜）             

政 治                       

「国会 与党議員団と CNE 役員を検討？         

 ～与党 国会が無効状態なら最高裁が承認～」        

 

１０月２９日 グアイド議長は、与党議員団「祖国グル

ープ」と野党の「民主主義統一グループ」が選挙管理委

員会（CNE）役員を決めるための議論を実施することを

提案。同提案は、賛成多数で承認された。 

 

今回の承認を受けて１０月３０日（水曜）１０時に議論

が予定されている。 

 

正直言って、この提案は意外である。 

 

９月にグアイド議長は与野党交渉からの離脱を宣言

（「ベネズエラ・トゥデイ No.344」参照）。 

 

その後、グアイド政権に代わり、穏健野党がマドゥロ政

権と合意を締結（「ベネズエラ・トゥデイ No.345」参照）。 

 

穏健野党は新たな CNE 役員を決めるため、マドゥロ政

権と検討グループを組織し、主要野党にも参加を求めて

いたが、グアイド議長はこの方針を拒否していた。 

 

今回のグアイド議長の提案は、穏健野党を否定する方針

と矛盾しているように見える。 

 

現段階では、どのような背景で今回の提案がなされたの

かは不明だが、エドガー・サンブラーノ第１副議長が解

放されたものの、野党に打開策が見つからなり方針展開

を求める声が高まっていることは事実だろう。 

 

グアイド議長の発言の通りであれば、主要野党は穏健野

党側の方針に傾いたことになる。 

 

 

「グアイド議長 汚職・資金洗浄撲滅担当を任命」           

 

１０月２９日 グアイド議長は、外国に亡命した第一正

義党（PJ）のカルロス・パパローニ議員を「汚職・マネ

ーロンダリング地域協力室」の代表に任命した。 

 

パパローニ議員は、国会の元財務委員長で、これまでマ

ドゥロ政権の資金の流れを調査していた人物。 

 

１９年２月に、パパローニ議員は、外国にある７２のマ

ドゥロ政権の隠し口座（ベネズエラの対外資産の８０％）

を特定したと説明したこともあり、「汚職・マネーロン

ダリング地域協力室」の代表抜擢は適任だろう（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.255」参照）。 

 

 

（写真）カルロス・パパローニ議員ツイッターより抜粋 

 

「ベネ移民対策費 これまで１億ユーロ超拠出」         

 

１０月２９日 ベルギーのブリュッセルで「ベネズエラ

難民移民連帯会議」が開催された。 

 

同会合には、EUのフェデリカ・モゲリーニ外交委員長。

コロンビアのトゥルヒージョ外相らが出席した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43b947d77cf571ea11586a35724d0ac8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7b178538edb25fd25b7d6c614a51b0e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
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モゲリーニ外交委員長は同会合で、これまでベネズエラ

問題の対策費として１．２億ユーロの支援金が充てられ

たと発言した。 

 

また、米国から更に１，０００万ドル、EU として３，

０００万ユーロが更に割り当てられる可能性があると

説明した。 

 

もちろんこれらの支援金はベネズエラ国内に割り当て

られるわけではなくコロンビアなど移民受け入れ国に

割り当てられる。 

 

「チリ 夜間外出禁止令 解除も抗議収まらず」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.362」で、チリのピニ

ェラ大統領が夜間外出禁止令を解除したとの記事を紹

介した。 

 

また、ピニェラ大統領は閣僚の交代について明言するな

ど対応する意志を見せていた。 

 

これを受けてチリの抗議行動は落ち着くかと思われた

が、事態は簡単には収束しないようだ。 

 

１０月２９日時点でも抗議は続いており、抗議行動を原

因とする死者数は２０名、逮捕者は９，０００名と報じ

られている。 

 

１０月２８日には、抗議行動をきっかけにサンティアゴ

のショッピングセンターで大規模な火災が発生したよ

うだ。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）CNN Espanol 

 

経 済                       

「ポラール工場 生産を停止」            

 

スリア州にあるポラールの食品工場が操業を停止して

いたことが分かった。 

 

現地メディア「La Verdad」がポラールの広報担当から

確認した情報によると、工場が生産を停止した理由は売

上悪化が原因だという。売り上げ見通しが立つまで一時

的に生産を停止するとしている。 

 

今の経済が悪化する状況で「一時的」がいつまで続くの

かは不明だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8549d12ea556e25f9ff04bf62fc16510.pdf
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「SIDOR １８年９月から稼働停止」           

 

国営製鉄業者「SIDOR」のホセ・アルコセル氏は現地メ

ディア「El Impluso」のインタビューに応じ、SIDOR の

現状について語った。 

 

アルコセル氏によると、SIDOR は１８年９月以降、稼

働していないという。また、現在 SIDOR は１．６万人

の労働者を抱えているが、その多くは積立金や補助など

を受け取っていないとした。 

 

現在、鉄鋼セクターで生産を続けているのはスリア州に

ある「Sizuca」という会社だけで、同社が生産する製品

以外の鉄は輸入品だとコメントした。 

 

「ベネズエラ人開発者                

 ネット無しで Bitcoin 取引可能なシステム開発」              

 

デジタル通貨に関するニュースサイト「Criptonoticias」

で、ベネズエラの「Locha Mesh」というシステム開発者

集団が、インターネットが接続されていない環境でも

Bitcionでの取引ができるシステム「Turpial」と「Harpia」

を開発したと報じた。 

 

同システムは１０月１９日、２０日にドイツのベルリン

で行われた「Conferencia Lightning」で、「Locha Mesh」

が発表したという。 

 

ベネズエラでは停電やネット環境の悪さなどでデジタ

ル通貨取引に障害が起きることが度々ある。 

 

一方で、インフレなどで現地通貨が好まれない環境であ

ることもあり、デジタル通貨を利用する者は多く、ベネ

ズエラにとっては画期的な開発と言えそうだ。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


