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（写真）グアイド政権大統領府公式サイト “米国政府 ２０年１月２２日まで期限付きで CITGO を保護” 

 

 

２０１９年１０月２３日（水曜） 

 

政 治                     

「マチャド VV 党首 グアイド議長に急進化求める」 

「検事総長 汚職などで軍人ら５５９名を調査」 

経 済                     

「商業融資は外貨建てで計算 

返済時は同日の為替レートをベースに返済」 

「中国企業 不払いで PDVSA との契約打ち切り」 

「PDVSA 年末ボーナスなしとの懸念広がる」 

「ボリビア州の国営食料メーカー火災」 

社 会                     

「ミスコン参加のベネズエラ代表 日本に移動」 

２０１９年１０月２４日（木曜） 

 

政 治                    

「１０月２７日 アルゼンチンで大統領選 

～引き続き左派候補が優勢～」 

「野党 抗議行動を実施」 

経 済                    

「米国政府 債権者から CITGO を保護 

～２０２０年 1 月２２日までが期限～」 

「食品業者 食料不足でも外国に輸出 

～Nestel、Polar など大手企業も食品輸出～」 

社 会                     

「家電量販店 商品を外貨建てで販売」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１０月２３日～１０月２４日報道         No.３６１   ２０１９年１０月２５日（金曜） 

2 / 7 

 

２０１９年１０月２３日（水曜）             

政 治                       

「マチャド VV 党首 グアイド議長に急進化求める」       

 

グアイド議長は、野党支持者に対して１０月２４日に抗

議行動に参加するよう呼びかけていた。 

 

この呼びかけについて急進野党のマリア・コリナ・マチ

ャド党首はグアイド議長に対して助言を送った。 

 

「グアイド議長が、もし国民に抗議行動に参加してほし

いと願っているのであれば、あるいは国際社会がマドゥ

ロ政権を強く非難してほしいのであれば、１９年１月に

グアイド議長が示した道に戻らなければいけない。 

 

それは、独裁者を引きずりおろし、移行政権を組織し、

大統領選挙を実施することである。 

 

グアイド議長はこの方針を改めて示し、国民に対して２

度と引き返さないと誓わなければいけない。２度と偽物

の対話に応じることはないと約束しないといけない。」 

と訴えた。 

 

（写真）Nitu Perez Osuma 記者ツイッターより抜粋 

ただ実際のところ、この助言は間違えた解釈だろう。 

 

ベネズエラ市民は、マドゥロ政権との対話を始めたから

抗議行動に参加しなくなったのではない。 

国民が抗議行動に参加しなくなったので、グアイド政権

は対話を始めざるを得なかったのが実態だった。 

 

１９年１月から始まった抗議行動は４月まで続いた。 

抗議行動に参加する人は、催涙弾を浴びて治安維持部隊

と対峙しなければいけない。 

 

次第に参加者は疲弊し、あるいは抗議行動に参加し続け

ることが経済的に困難になり、抗議行動の参加者が減っ

ていった。 

 

これは１９年の抗議行動に限らず、１７年の抗議行動、

１４年の抗議行動でも同じだった。急進野党は、その当

時も対話が抗議行動を鎮静化させたと訴えており、その

ような認識をする人は多いが実際は逆だ。 

 

仮にグアイド議長が、マドゥロ政権との対立色を一層強

めたとして、一時的に野党支持者が盛り上がったとして

もその盛り上がりが続くのは１、２カ月程度だろう。 

 

また、１９年１月当時は抗議行動に参加した無党派層は

今後の抗議行動には参加しないと思われる。無党派層を

巻き込むことが出来なければ、大きな変革には至らない。 

 

抗議行動が続く間、社会は混乱し経済は更に悪化し、国

民の生活は一層厳しくなる。 

 

野党は、最終的には矛を収めなければならなくなるが、

その時に批判されるのはマチャド党首ではなく、グアイ

ド議長だろう。 

むしろマチャド党首は、矛を収めたグアイド議長を再び

非難することになるだろう。 
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「検事総長 汚職などで軍人ら５５９名を調査」         

 

１０月２３日 サアブ検事総長は、記者会見を実施。 

 

これまでに汚職、誘拐などに関与した疑いのある５５９

名の軍人、警察官の取り調べを行ったと説明。そのうち

の３７２名を逮捕したと発表した。 

 

また検察庁は、公務員だからと言って有利な裁定をする

ことはないと主張。軍人、警察官らの汚職や犯罪行為を

確認したら、恐れることなく検察庁まで情報を提供して

ほしいと訴えた。 

 

ベネズエラでは情報提供をした人が、復讐にあう事も多

いとされている。事件に巻き込まれるのを避けるため、

政府組織に問題を通報する人は少ない。 

 

経 済                        

「商業融資は外貨建てで計算              

   返済時は同日の為替レートをベースに返済」           

 

１０月２３日 中央銀行は商業融資とその利息につい

て事実上外貨建てで計算することを決定した。 

 

同規則によると、ボリバル建ての銀行融資は「商業融資

価値単位（la Unidad de Valore de Credito Comercial、

略称 UVCC）」で表記されることになる。 

 

ベネズエラでは、米国政府が制裁を科してから「ドル」

という表記を極力避けており、このような単位を使用し

たと思われる。 

 

この UVCC には、「両替テーブル」の為替レートが用い

られる。この規則は１０月２８日から有効になる。 

 

 

 

返済額は、同日の為替レートが適用されるようだ。 

 

また、UVCCが使用されることにより利子率が変わり、

年利は最低４％、最大６％になる。 

 

なお、規則では個人向け融資、クレジット支払い、小規

模企業向け融資は UVCC を使用しない。 

 

また、同決定以前の融資についてはこれまでの規則が適

用される。 

 

「中国企業 不払いで PDVSA との契約打ち切り」         

 

「Bloomberg」は、中国天然気集団（CNPC）の関係会

社「China Huanqiu Contracting and Engineering Corp 

(HQC)」が PDVSA の支払い遅延を理由に契約を打ち

切ったと報じた。 

 

契約停止を通知したのは９月。 

 

HQC は人民元建てでの支払いを求め、中国に口座を開

設するよう求めたという。他方、PDVSA 側は難色をし

めしたと報じている。 

 

現在、多くの中国企業が債権回収のため在ベネズエラ中

国大使館に支援を求めているという。「Bloomberg」が関

係者から入手した情報によると、中国のベネズエラに対

する債権額は３００億ドルにのぼるという。 

 

「PDVSA 年末ボーナスなしとの懸念広がる」                  

 

真相は定かではないが、不審な噂が出回っている。 

 

ツイッターでPDVSA関連の情報を発信する@La Sapita 

de PDVSA は、PDVSA が１２月に通常支払われる年末

ボーナスを減らそうとしていると報じた。 
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このボーナスカットは Rosneft からの助言で、目的は財

務状況が厳しい中、支出を抑えることに加えて、労働者

の自発的な退職を増やすためと報じている。 

 

La Sapita de PDVSA はツイッターで、本来 BsS.６９０

万の年末ボーナスを受け取るはずだったが、上役に呼ば

れ BsS.２６０万に減らされたとの労働者の訴えを投稿

している。 

 

 

（写真）La sapita de Pdvsa 

 

「ボリバル州の国営食料メーカー火災」                  

 

１０月２３日 ボリバル州のプエルト・オルダスにある

国営食品メーカー「Friosa」の工場で火災が発生した。 

 

火災は消防団により消火された。死者も食品も被害はな

かったという（火災が起きた倉庫には食品が無かった）。 

 

今回、火災が発生した場所は樽が置かれている倉庫で５

年近く使用されていなかったという。 

 

 

 

 

（写真）カロ―ニ市消防署 

 

社 会                         

「ミスコン参加のベネズエラ代表 日本に移動」            

 

１１月１２日に日本でミスインターナショナルが開催

される。 

 

ベネズエラ代表として、スリア州出身のメリッサ・ヒメ

ネス氏が参加する。 

 

１０月２３日 ヒメネス氏は日本に向けて出発したと

報じられた。 
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（写真）MissVenezuela 公式ツイッター 

“日本に向けて出発するヒメネス氏” 

 

２０１９年１０月２４日（木曜）             

政 治                        

「１０月２７日 アルゼンチンで大統領選       

         ～引き続き左派候補が優勢～」        

 

１０月２７日 ウルグアイで大統領選があることは「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.358」で紹介した通りだが、も

う１つ重要な選挙イベントがあった。 

 

アルゼンチンも１０月２７日に大統領選が行われる。 

 

予備選では左派候補のアルベルト・フェルナンデス氏が

マクリ氏を上回っていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.329」）。この状況は現在も変わっていないようだ。 

 

世論調査会社「Opina」によると、フェルナンデス候補

の支持率は５２％。マクリ大統領の支持率は３２％。 

 

また他の世論調査会社「Ricardo Rouver」も５２．３％

はフェルナンド候補支持。マクリ候補支持は３４．３％。 

 

 

 

 

「Fererico Gonzales ＆ Asociados」もフェルナンデス

候補５４％、マクリ候補３１．５％となっている。 

 

アルゼンチンについては、左派政権に代わるのが既定路

線と言える。 

 

「野党 抗議行動を実施」                 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.360」で紹介した通り

１０月２４日に野党が抗議行動を実施した。 

 

今回の抗議行動はスリア州が中心だが、スリア州への連

帯を示すため全国的に抗議行動が呼びかけられていた。 

 

以下はカラカスの抗議行動。 

 

治安維持部隊が抗議行動の目的地である電力公社

「Corpoelec」への道をせき止めているのが分かる。 

 

見る限り参加者の数はそこまで多くない。また、そこま

で激しい衝突は無かったようで、今回の抗議行動が大き

く報じられることはなかった。 

 

 

（写真）一般人ツイッター投稿 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df596c31433e5eafe08ed3d87fb2e132.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df596c31433e5eafe08ed3d87fb2e132.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/934491f50f7c82207700ef812ddcefb5.pdf
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経 済                       

「米国政府 債権者から CITGO を保護          

     ～２０２０年 1 月２２日までが期限～」            

 

１０月２４日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、

PDVSA の子会社 CITGO に関する制裁ライセンス５を

改定。 

 

２０２０年１月２２日まで、PDVSA２０社債に関連し

た売却、譲渡など全ての取引を禁止すると決定した。 

 

１０月２７日に PDVSA２０の元本一部償還（約９．１

億ドル）が迫っていた。 

 

同社債には PDVSA の米国子会社 CITGO の株式５０．

１％が担保に設定されており、もし１０月２７日に償還

がされない場合、債権者は CITGO 株式５０．１％を売

却することで投資資金を回収できる決まりだった。 

 

しかし、今回の決定が出たことで PDVSA２０の不履行

を理由とした CITGO 株式５０．１％の売却は出来なく

なる。 

 

OFAC の Q＆A サイトでも、そのような説明が書かれ

ている。 

 

ロイター通信は、グアイド政権側は PDVSA２０の債権

者に対して９０日間の猶予期間を求めていた。 

 

債権者側からの回答は無かったが米国政府が制度とし

て９０日の猶予期間をグアイド政権側に与えたことに

なる。 

 

 

 

 

 

「食品業者 食料不足でも外国に輸出           

  ～Nestle、Polar など大手企業も食品輸出～」         

 

食料不足が叫ばれるベネズエラだが、非石油産業で輸出

を増やしているのは食料セクターと報じられた。 

 

調査会社「ImporGunius」によると、２０１７年に初め

て輸出を行った企業は１４０社あるが、そのうちの半数

の企業は食品を輸出していたという。 

 

大手食品メーカー「Polar」や「Genica」も、これまでベ

ネズエラで販売していた食品を外国に売るようになっ

たという。「Nestle」もシリアル１８トンをベネズエラか

ら米国に向けて輸出した。 

 

スリア州マラカイボではエビの輸出が拡大している。同

地域で採れるエビの９０％はアジアやヨーロッパに出

荷されているという。 

 

先般「ウィークリーレポート No.116」で１９年１月～

７月までの日本とベネズエラの貿易統計を紹介した。 

 

同レポートでも「魚・甲殻類、その他水棲無脊椎動物」

の輸出額が増加していたことを確認している。 

 

社 会                         

「家電量販店 商品を外貨建てで販売」            

 

１０月２４日 カラボボ州に家電量販店「Multimax」が

オープンした。また、同じく家電量販店「DAKA」も１

００時間の特別割引を実施。 

 

安い家電製品を購入するため「Multimax」「DAKA」に

は長蛇の列ができた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed5cc45350ff93a419aae180cb1c9687.pdf
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ただし、「Multimax」も「DAKA」も商品がドル建てで

販売されていたという。 

 

先日、カラカスの「Traki」がドル建てで商品を販売して

いたとの記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.357」参照）。 

 

マドゥロ政権は外貨建ての取引を半ば容認しており、隠

すことなくドルでの商取引が行われるようになってい

る。 

 

なお、キューバには、ドルに交換できる現地通貨（CUC）

とドルに交換できない現地通貨（CUP）が存在する。 

 

最初にキューバで CUC が導入された際、既に商取引の

一部がドル化されていたためCUCの導入がスムーズだ

ったという話を聞いたことがある。 

 

マドゥロ政権がキューバ政府から政権存続の助言を受

けているのは有名な話だ。 

 

マドゥロ政権は、徐々にドル化を進め、最終的にはキュ

ーバと同じように２重通貨制にしようとしているのか

もしれない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

以上 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6cde6bbcd7e1d96595577839de410325.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6cde6bbcd7e1d96595577839de410325.pdf

