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（写真）フェルナンデス候補ツイッター “アルゼンチンの大統領選でフェルナンデス候補が当選” 

 

 

２０１９年１０月２５日（金曜） 

 

政 治                     

「チリで大規模デモ 

～２８日から夜間外出禁止令を解除～」 

「ボリビア 米州機構の選挙結果確認を受け入れ」 

「マドゥロ大統領 MNOAL 首脳会議に出席」 

経 済                     

「Ferro Atlantica ベネズエラ会社の資産見直し」 

「アルミナ生産公社の稼働が完全に停止」 

「デジタル通貨 ATM が設置」 

社 会                     

「４カ月で約６０万のベネズエラ人が移住」 

19 年 10 月 26～27 日（土・日） 

 

政 治                    

「アルゼンチン、ウルグアイ大統領選 

～双方、左派政権の見通し高まる～」 

「ZODI トップ 麻薬取引協力で逮捕」 

経 済                    

「Colgate 子供用歯磨きセットを再販売」 

「Petrobras ベネズエラ産原油の海岸漂着を確認」 

「国内のガソリン使用量 日量１３万バレル」 

「Conviasa メキシコ便を増便」 

社 会                     

「最貧層の生活は貧困層より豊か？」 
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２０１９年１０月２５日（金曜）             

政 治                       

「チリで大規模デモ                 

    ～２８日から夜間外出禁止令を解除～」       

 

１０月２５日 チリのサンティアゴで現在の経済モデ

ルに不満を持つ国民による大規模なデモが起きた。 

メディアでは１００万人規模の動員があったと報じら

れている。 

 

翌２６日 チリのピニェラ大統領は、国民の不満の声は

届いているとして、閣僚らに対して「Cargo a la orden

（解任の容認）」を求めた。 

 

ベネズエラのメディア「Bancaynegocios」によると、交

代が最も有力視されているのは、内務公共安全相でピニ

ェラ大統領の親戚でもあるアンドレス・チャドウィック

氏だという。 

 

また、不満の中心が経済問題であることを踏まえれば経

済系の大臣の交代もあり得るだろう。 

 

また、２７日にピニェラ大統領は一週間続いていた夜間

外出禁止令を解除する方針を示し、２８日に解除された。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「ボリビア 米州機構の選挙結果確認を受け入れ」         

 

１０月２０日に行われたボリビアの大統領選は、結果を

巡り問題が続いている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.360」で、ボリビアの最高

裁が現職のモラレス大統領と２番候補のカルロス・メサ

候補との得票率の差が１０％を超えているとして決選

投票を実施しないと発表した。 

 

筆者は１人の候補者の得票率が５０％を越えなければ

決選投票に行くと認識していたのだが、もう１つ別の条

件が揃えば決選投票を経ることなく当選するという規

定が存在した。 

 

１位候補の得票率が４０％を超えており、且つ２位候補

との得票率の差が１０ポイント以上ある場合は決選投

票を実施せず大統領が決まるという規定があった。 

 

開票率９５．２３％の時点でモラレス大統領の得票率は

４６．８６％。対するカルロス・メサ候補の得票率は３

６．７３％。つまり、１０ポイント以上の差がある。 

 

ボリビア最高裁の決定は上記の規定に基づいて発表さ

れたもので、違法と言える決定ではなかった。 

 

ただし、反モラレス派の国民およびメサ候補の陣営はこ

の集計結果自体が詐欺であると訴えている。 

 

これに対して、モラレス大統領は、外国からの第三者集

計を受け入れると表明。 

 

米州機構（OAS）から選挙監視員らがボリビアに訪問し

選挙結果の集計を行う見通しとなっている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/934491f50f7c82207700ef812ddcefb5.pdf
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「マドゥロ大統領 MNOAL 首脳会議に出席」                  

 

１０月２５日 マドゥロ大統領は、「非同盟諸国連合

（MNOAL）」の首脳会合に出席するためアゼルバイジ

ャンを訪問した。 

 

マドゥロ大統領は、MNOAL の加盟国に対して、国連人

権委員会のメンバー加盟に賛同してくれたことに感謝

の意志を示した。 

 

これまでベネズエラ政府は、MNOAL の議長国を務め

ていたが、今回の首脳会議でアゼルバイジャンに議長国

の座を引き継いだ。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領公式ツイッター 

 

経 済                        

「Ferro Atlantica ベネズエラ会社の資産見直し」           

 

スペインの製鉄業者「Ferro Atlántica S.A.」は、ベネズ

エラのグループ会社「Ferroven」と「Curzos Industriales 

S.A.」の資産価値をゼロと計上することを決定した。 

 

これまで両者の資産価値を６，３８０万ユーロと計上し

ていたが、政治経済混乱を受けて価値をゼロにする。 

 

 

なお、「Ferroven」と「Curzos Industriales S.A.」は、ベ

ネズエラの現地会社として事業を継続するという。 

 

ただし、人員削減は行うようだ。今後、２０２１年２月

までに５５０名の労働契約を解除するとしている。 

 

「アルミナ生産公社の稼働が完全に停止」         

 

ボリバル州にあるアルミニウムの原料アルミナを生産

する「CVG Bauxilum」には４つの炉があるが、１８年

４月まで全ての炉が故障していた。 

 

しかし、１８年４月に４つの炉のうちの１つだけが再稼

働をし、１年半は細々と稼働を続けていた。 

 

しかし、１０月３日にその１つの炉も故障し、「CVG 

Bauxilum」は完全に稼働を停止した。 

 

同社関係者によると１８年４月１４日～１９年９月ま

でに「Bauxilum」は４万トンのアルミナしか生産しなか

った。同社の生産能力は最大で２００万トンなので、生

産能力の２％にすぎないという。 

 

また、商品の質にも問題があり国際基準はもちろんベネ

ズエラ国内の品質管理基準（Covenin）も満たしていな

かったという。 

 

「デジタル通貨 ATM が設置」                  

 

カラカスのホテル「EuroBuilding de Caracas」にデジタ

ル通貨の ATM が設置された。 

 

これはベネズエラの民間企業が開発した ATM。 

同 ATM ではドルをデジタル通貨「bitcoin」、「Dash（ベ

ネズエラではポピュラーなデジタル通貨）」に換えるこ

とが出来るという。 
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既にカラカスの量販店「Traki」では同じ機械が設置さ

れており、今回の「EuroBuilding de Caracas」の ATM

で２機目だという。 

 

 

（写真）Eurobuilding インスタグラム 

 

社 会                        

「４カ月で約６０万のベネズエラ人が移住」           

 

国連の難民高等弁務官事務所は、１９年６月～９月まで

に５９万５，７０７人のベネズエラ人が国外に脱出した

と発表した。 

 

エクアドル、チリ、ペルーなど南米の近隣国は相次いで

ベネズエラ人の入国にビザを義務化するなど規制を布

いたがベネズエラ人の流出は止まっていないという。 

 

６月にベネズエラを離れた人は１６万３，７１７人。 

７月にベネズエラを離れた人は１４万４，７２０人。 

８月にベネズエラを離れた人は１０万８，３４０人。 

 

 

９月にベネズエラを離れた人は１７万８，９３０人。 

 

１２０日間で５９万５，７０７人のベネズエラ人がベネ

ズエラを離れた。 

 

シモンボリバル大学の移民問題専門家であるクラウデ

ィア・バルガス教授は、これまでに４５０万人のベネズ

エラ人が国を離れたと説明している。 

 

２０１９年１０月２６～２７日（土・日）             

政 治                        

「アルゼンチン、ウルグアイ大統領選           

     ～双方、左派政権の見通し高まる～」        

 

１０月２７日 アルゼンチンで大統領選挙が行われた。 

 

開票率８０％の時点で左派候補アルベルト・フェルナン

デス候補の得票率は４７．４５％。対するマクリ大統領

は４１．１１％。 

 

アルゼンチンについては、１位候補の得票率が４５％を

超えている場合、決選投票を行うことなく、大統領に当

選する（得票率が４０％以上～４５％未満だった場合で

も、２位候補との得票率の差が１０ポイント以上離れて

いる場合は、決選投票なしで大統領が決まる）。 

 

この時点で決選投票を行う必要なくフェルナンデス候

補の当選が確実なものとなった。 

 

フェルナンデス氏は、マクリ大統領の前の大統領クリス

ティーナ・キッチナー前大統領と関係が近い人物。 

マクリ大統領のようにマドゥロ政権と敵対する方針は

取らず、メキシコのオブラドール大統領のようにやや距

離を置くような対応を取ると思われる。 

１９年１２月１０日に大統領に就任する予定。 
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（写真）フェルナンデス氏ツイッターより 

“大統領選後、当選が決まったフェルナンデス氏” 

 

また、１０月２７日 ウルグアイでも大統領選が行われ

た。 

 

得票率１位は元モンテビデオ市長で現政権が支持する

ダニエル・マルティネス氏（左派）。得票率は３７％（暫

定値）。 

 

２位は野党のルイス・ラカジェ氏（中道右派、弁護士）。

得票率は２９％（暫定値）。 

 

同国については当選要件を満たしていないので、１１月

２４日に決選投票が行われる。決選投票で当選した候補

は２０年３月１日から大統領となる予定。 

 

 

（写真）bancaynegocios 

“左がラカジェ候補、右がマルティネス候補” 

 

 

「ZODI トップ 麻薬取引協力で逮捕」           

 

１０月２７日 検察庁は、軍部のアキレス・レオポルド・

ラパドゥラ陸軍旅団長（スリア州の元地域統括長）を麻

薬取引に協力した罪で逮捕した。 

 

野党系ジャーナリスト Maibort Petit 氏によると、ラパ

ドゥラ陸軍旅団長は、９月７日にコカインの原料となる

化学物質３３，４４０リットルを乗せたコンテナのメリ

ダ州からスリア州までの移動を許可したという。 

 

また、自身の管轄する旅団の軍用機を用いてコカインを

輸出しようとしていたとしている。 

 

数日前にサアブ検事総長が軍部、警察の汚職、犯罪行為

を取り締まっていると発表しており、今回の逮捕はその

一環と思われる（「ベネズエラ・トゥデイ No.361」参照）。 

 

 

（写真）Maduradas 

“逮捕されたレオポルド・ラパドゥラ陸軍旅団長” 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
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経 済                       

「Colgate 子供用歯磨きセットを再販売」            

 

そこまで大きなニュースではないが、米国の生活品メー

カー「コルゲート」が「Colgate Kids」という子供用歯

ブラシと歯磨きペースト（イチゴ味、キューイフルーツ

味、ぶどう味）のセット商品の販売を開始した。 

 

同商品は、以前はベネズエラで販売されていたが経済情

勢の悪化を受けて販売を中止していた。 

 

今回、再びベネズエラの市場に戻ってきたことになる。 

 

 

（写真）Colgate Venezuela 

 

「Petrobras ベネズエラ産原油の海岸漂着を確認」              

 

以前、ブラジル政府がベネズエラからの原油が漏れてブ

ラジルの海岸に流れていると訴える記事を紹介した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.355」参照）。 

 

本件について、ブラジルの石油会社「Petrobras」は、海

岸に漂着している原油がベネズエラ産であることを確

認したと発表した。 

 

「我々はブラジルの海岸に漂着している原油について

３０の試験を実施した。その結果、この原油はベネズエ

ラの３つの原油産出場から取れる原油であるとの結論

に至った。」と説明した。 

 

９月からブラジル北東部８県８８市、２３８の海岸に原

油が漂着しており地元住民が苦情を訴えている。 

 

ブラジルのボルソナーロ大統領は、米州機構に同問題を

提起。ベネズエラ政府に対して原油漏れの事実を公表す

るよう求めている。 

 

「国内のガソリン使用量 日量１３万バレル」              

 

エネルギー情報会社「Argus Media」は、ベネズエラの

現在のガソリン消費量は日量１３万バレルと報じた。 

 

２０１８年のガソリン消費量は日量１５万バレル 

２０１７年のガソリン消費量は１７．５万バレル 

と徐々に減少している。 

 

ピークだった２０１２年のガソリン消費量は３０万バ

レルだったとしており、１２年当時と比べると半分以下

になっている。 

 

なお、「Argus Media」によると、現在ベネズエラは日量

６万バレルの原油を購入しているという。 

 

PDVSA は、スペインの Repsol、インドの Reliance、中

国の CNPC などからも物々交換で燃料を購入している

が、Rosneft からの購入が最も多い。 

 

ベネズエラ石油省関係者によると、「ベネズエラで自動

車が走っていられるのは Rosneft のおかげ」だという。 

 

外国からの輸入に頼らなければいけないのは国内の製

油所がほとんど稼働していないため。国内最大の製油所

であるアムアイ製油所は最大で６３．５万バレルの原油

を精製できるようだが、現在は６．５万～７．５万バレ

ル程度に留まっている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b37605fc9fd26c8ec5a510e67886c487.pdf
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また、石油省関係者によると PDVSA はガソリンの半分

をカラカスに割り当て、残りの半分をカラカス以外の地

方に割り当てているという。 

 

カラカスでは、まだガソリン不足が大きな問題になって

いないが、地方ではガソリン不足が深刻な問題になって

いるとの報道はよく目にするが、前述のような割り当て

の偏りが背景にあるのだろう。 

 

「Conviasa メキシコ便を増便」              

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」は１１月１５日

からメキシコ行きの便を２便増便する。 

 

行き先はカンクンとトルカの２地域。 

月曜と金曜に運航する予定。 

 

Conviasa のラモン・ベラスケス社長は、 

「今回の増便により１カ月に最大で１，６００人がメキ

シコーベネズエラ間を往復できる。」 

と説明した。 

 

社 会                       

「最貧層の生活は貧困層よりも豊か？」            

 

現地メディア「El Estimulo」で、現在は最貧層の方が貧

困層よりも生活レベルが高いとの記事があった。 

 

調査会社「Datos」の調査によると、最貧層である E 層

はフリーランスをしておりドル収入を得る機会がある

が、貧困層である D 層は会社の労働者で基本的に収入

がボリバルであることが理由だという。 

 

 

 

 

 

「Datos」のマトゥレン氏は、 

「現在 E 層の人々はボリバル建てで考えない。彼らは

ドルを使用通貨と考えている。なぜなら彼らはドルを受

け取っているからだ。」 

と説明した。 

 

以上 

 


