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（写真）Vladimir Villegas TV “２１年の暫定大統領交代・ローテーション議論を暴露” 

 

 

２０２０年１０月１６日（金曜） 

 

政 治                     

「２１年の暫定大統領交代説が浮上 

～新暫定大統領はアジュップ AD 幹事長？～」 

「仏亜大統領会談 経済制裁に否定的な見解」 

経 済                     

「米国裁判所 グアイド政権の訴え棄却 

～PDVSA２０の有効性を認める～」 

社 会                     

「ロシア製 Covid-１９薬 ボランティア申請開始」 

「マドゥロ政権 教員へボーナス支給」 

「FAO ベネズエラの食料事情を警戒」 

20 年 10 月 17～18 日（土・日） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染防止措置 緩和週間 

マドゥロ大統領 営業可能な新業種を発表」 

「ボリビア大統領選実施 左派候補が当選」 

「ドラルズエラ 米国ベネズエラ人集積地区 

フロリダ州の大統領選結果に影響か」 

経 済                    

「Nabarima 沈没危機 米国ライセンス発行か」 

「カルドン製油所から有毒ガス」 

社 会                     

「PDVSA 年金受給者 年金不払いで抗議行動」 
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２０２０年１０月１６日（金曜）             

政 治                       

「２１年の暫定大統領交代説が浮上           

 ～新暫定大統領はアジュップ AD 幹事長？～」       

 

１０月１６日 「Globovision」でニュースキャスターを

務めていたウラディミール・ビジェガス氏が、主要野党

の内部関係者からの情報として、２１年に暫定大統領が

交代する可能性があると述べた。 

 

ビジェガス氏の話によると、暫定大統領の交代は「第一

正義党（PJ）」が提案したようで、２１年は「行動民主

党（AD）」のヘンリー・ラモス・アジュップ幹事長、２

２年は「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス幹事長

とローテーションをする案のようだ。 

 

なお、グアイド議長（現在の暫定大統領）は、マドゥロ

政権が倒壊するまで、自身が暫定大統領を続けると述べ

ており、米国政府もグアイド議長の方針を支持している。 

 

また、アジュップ幹事長は暫定大統領が交代する可能性

について否定。そのような議論はしていないと回答して

いる。 

 

本来であれば、現在の国会議員は２１年１月４日で任期

を満了する。 

 

１月５日以降も現在の国会が継続するということだけ

でも重大な憲法上の矛盾と言えるが、大統領を国会内で

ローテーション制にするということであれば、憲法規定

は完全に形骸化していることになる。 

 

これまでマドゥロ政権の憲法違反を訴えてきた野党だ

が、自身が率先して憲法違反を犯していることになる。 

 

 

メディアを統制することで、外国の一般人にはこの矛盾

を認識されずに済むかもしれないが、ベネズエラ国内に

住む国民の主要野党への信頼は更に失墜するだろう。 

 

なお、１０月１６日 「キリスト教団体（CEV）」副代

表のマリオ・モロンタ司教は、「Union Radio」に出演。 

現在の国会が２１年以降も継続するとの野党の方針に

賛同しないとの見解を示した。 

 

「彼らには今後の指針がない。現在の国会が継続するこ

とは支持できない。野党にはまだ今後の方針を明確にす

るための時間が残されている。仮に今後の指針が明確で

あれば支持できるかもしれない。」と述べている。 

 

個人的には、１１月３日の大統領選でトランプ大統領が

当選するのであれば、グアイド議長が暫定大統領を継続

するのが順当だと考えている。 

 

他方、バイデン候補が当選した場合、米国の対ベネズエ

ラ方針は大きく転換する。 

グアイド議長はトランプ政権の方針に倣ってきたため、

これまで示してきたスタンスに多くの矛盾が生じるこ

とになり、混乱が生じる。 

 

そうであれば、バイデン候補が当選後には別の暫定大統

領を置いた方が良いという考えは理解できなくもない。 

 

なお、アジュップ AD 幹事長はベネズエラ国内にいるた

め暫定大統領就任に実務的な問題はないだろうが、フリ

オ・ボルヘス PJ 幹事長は外国に亡命している。外国に

暮らしている人がベネズエラの大統領と言うのは流石

に無理だろう。 

 

ボルヘス幹事長は１７年に国会議長を務め、米国に制裁

を求めた張本人であり、マドゥロ政権にとって最大の敵

と言える。マドゥロ政権下で彼がベネズエラに戻れると

は考えにくい。 
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「仏亜大統領会談 経済制裁に否定的な見解」         

 

１０月１６日 フランスのエマニュエル・マクロン大統

領とアルゼンチンのアルベルト・フェルナンデス大統領

が電話会談を実施。 

 

ベネズエラについて意見交換し、経済制裁に反対すると

の意見で一致した。 

 

電話会談は１時間近く続いたという。 

電話会談後、マクロン大統領は 

「ベネズエラにとって望ましい形で民主主義に移行さ

せるために我々は連帯しなければならない。フランスと

欧州は経済制裁に対して肯定的な意見を持っていない。」 

と述べた。 

 

また、フェルナンデス大統領は 

「我々はバチェレ人権高等弁務官の活動を支持し、賛同

する。彼女のラテンアメリカへの尽力は尊重されるべき

だ。 

 

ベネズエラ問題について、米国政府が主導しているリマ

グループの行動には明確に否定的な意見を持っている。

アルゼンチンは、欧州が主導するコンタクトグループを

支持する。 

 

コンタクトグループは、米国の近視眼的な方針と異なり、

ベネズエラ問題についてより包括的な視点で取り組ん

でいる。同グループは軍事介入を停止、経済妨害を拒絶

し、マドゥロ政権に対して民主的な政権移行を求めてい

る。」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

 

経 済                        

「米国裁判所 グアイド政権の訴え棄却         

      ～PDVSA２０の有効性を認める～」           

 

１０月１６日 米国ニューヨーク裁判所の Katherine 

Polk Failla 判事は、「PDVSA２０債は有効で、当該債券

保有者は求める権利がある」との判決を下した。 

 

１９年１０月２９日、グアイド政権は PDVSA２０債の

無効を求め、PDVSA２０債券保有者を相手取り訴訟を

起こしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.363」参照）。 

 

グアイド政権は 

「PDVSA２０債の発行は本来、国会の承認を得る必要

があったが、承認を得ることなく発行されたためベネズ

エラの国内で有効とみなすことが出来ない」 

というもの。 

 

これまで PDVSA は、社債発行時に国会の承認を得たこ

とは無い。しかし、グアイド政権は「CITGO 株式を担

保にしているという特殊な社債なので、“国益にとって

重要な案件”のため国会の承認が必要」 

と主張している。 

 

PDVSA２０債がデフォルトに陥ったのは１９年１０月

２７日。 

 

マドゥロ政権は１７年１１月からほぼ全ての外貨建て

債券の支払いを停止していたが、PDVSA２０だけは

CITGO の株式５０．１％が担保に設定されていたため

１７年１１月以降も元本利息の支払いが続いていた。 

 

しかし、１９年１月にグアイド議長が暫定大統領就任を

宣言し、米国が同宣言を認め、CITGO のコントロール

権をグアイド政権に移したためマドゥロ政権はPDVSA

２０の支払いを停止した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
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グアイド政権は、１９年４月の PDVSA２０債の利息は

米国にある PDVSA 凍結口座から返済したものの、１９

年１０月の元本・利息合計９．１億ドルを返済するほど

の資金は同口座にはなく唯一デフォルトを免れていた

PDVSA２０もデフォルトに陥った。 

 

本来であれば PDVSA２０の債権保有者は、発行時の条

件に従い CITGO の株式を売却することで投資資金を

回収できたはずだが、デフォルト直前の１９年１０月２

４日、米国政府は、PDVSA２０の投資家が CITGO に

触れないようライセンスを発行（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.361」参照）。 

 

そのライセンスは更新を繰り返し、現在に至っている。 

 

社 会                        

「ロシア製 Covid-１９薬 ボランティア申請開始」           

 

１０月２日 マドゥロ政権は、ロシアの Covid-１９ワ

クチン「Sputnik V」を輸入（「ベネズエラ・トゥデイ

No.506」参照）。 

 

同ワクチンの第３フェーズ（商業生産のための最後の段

階として、多数の被験者に対して臨床試験を行う段階）

をベネズエラで行うとしている。 

 

ワクチンは２，０００キットあるようで、ワクチンを接

種するのはボランティア制となっている。 

 

１０月１６日 マドゥロ政権は「祖国システム」を通じ

て「Sputnik V」を摂取するボランティアの募集を開始

した。 

 

申請ボタンを押すと、「直近１４日以内に Covid-１９感

染者と接触をしたか？」「PCR 検査で感染と診断された

か？」などの質問が表示されるという。 

 

なお、デルシー・ロドリゲス副大統領は、「Sputnik V」

は同年１２月には商用販売されることになるだろうと

述べている。 

 

 

（写真）祖国システム 

“「Sputnik V」の接種を希望するかどうかの質問” 

 

「マドゥロ政権 教員へボーナス支給」         

 

１０月１６日 マドゥロ政権は、教育セクターの労働者

を対象にクリスマス前のボーナス給付を実施した。 

 

ボーナス支給を受けた人によると、支給額は BsS.２８

４万７，８６１。ドル建てにして約６ドルだったという。 

 

ツイッターでは「教育省は教員を侮辱している。このク

リスマス賞与ではチーズ１キロを購入することもでき

ない。とうもろこし粉を２つ買うこともできない。」な

ど否定的な見解を投稿する受給者が多いようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52ec22ba709c19fd194850cce7c62ac4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52ec22ba709c19fd194850cce7c62ac4.pdf
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「FAO ベネズエラの食料事情を警戒」                  

 

「国連食糧農業機関（FAO）」のベネズエラ支局の代表

を務める Rolf Hackbart 氏は、「Union Radio」に出演。

ベネズエラの食料事情について、極めて厳しい状況にあ

るとの見解を示した。 

 

「どのような国であったとしても、金融妨害やその他妨

害など、国民の食料アクセスを阻害するシステムは受け

入れられない。」 

と主張。 

 

また、国内の農産品生産の減少も食糧危機の原因の１つ

であると指摘。政府は、民間セクターが農産品の生産を

増やすインセンティブとなるような政策をとる必要が

あると訴えた。 

 

２０２０年１０月１７～１８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Covid-１９感染防止措置 緩和週間           

 マドゥロ大統領 営業可能な新業種を発表」        

 

マドゥロ政権は、１週間ごとに Covid-１９感染防止の

ための隔離週間と隔離緩和週間を繰り返している。 

 

１０月１９日の週は緩和週間に当たり、一部の業種だけ

は店舗を開けることが許可されている。 

 

１０月１８日 マドゥロ大統領は、この緩和業種の拡大

を発表した。 

 

新たに店舗を開けることを許可された業種は以下の通

り。 

 

 

 

１．家具屋 

２．ピニャタ屋（お菓子が詰まった人形、ラテンアメリ

カ圏では、クリスマスなどのイベントで子供がピニ

ャタを壊す習慣がある） 

３．金物屋 

４．菓子屋 

５．宝石屋 

６．質屋 

７．花屋 

８．アルコール飲料販売店 

 

また、観光業の再開も進めるとし、 

ポサーダ、ホテル、温浴施設、海岸、児童用施設、レス

トラン、カフェ、デザート屋、屋外映画館、屋外イベン

トなども許可。 

 

ただし、収容可能容量の４０％までしか入場させてはい

けないなど一定の感染防止措置が必要だという。 

 

「ボリビア大統領選実施 左派候補が当選」           

 

１０月１８日 ボリビアで大統領選が実施された。 

 

ボリビアの大統領選は１９年に行われたが、選挙の投票

数を不正に操作したとの疑惑が上がり、反モラレス派が

抗議行動を実施。１９年１１月にモラレス大統領は辞任

を表明。 

 

後任として当時、国会第２副議長を務めていたヘアニ

ネ・アニェス氏が暫定大統領就任を宣言。アニェス暫定

政権が発足していた。 

 

本来、２０年５月に大統領選挙が行われる予定だったが、

Covid-１９感染拡大防止を理由に９月に延期、更に１０

月に延期されていた。 
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大統領候補者は複数いるが、モラレス前大統領が所属す

る「MAS-IPSP」の擁立候補ルイス・アルセ氏（１９年

１１月までモラレス政権の財務相を務めた人物）が優勢

と言われていた。 

 

１０月１９日 アルゼンチンのメディア「La Nacion」

は、ルイス・アルセ氏が５２．４％、カルロス・メサ氏

が３５．５％、ルイス・フェルナンド・カマチョ氏が１

４．１％の得票率で、ルイス・アルセ氏が当選したと報

じた。 

 

また、アルセ候補は既に勝利宣言を行っている。 

ただし、投票結果に関する情報は少なく、確定情報とは

言えないかもしれない。 

 

アニェス暫定政権は、モラレス前大統領と対極の方針を

示しており、就任後にはグアイド政権をベネズエラの正

当な政府と認識し、グアイド政権が任命した大使をベネ

ズエラ代表大使として扱っていた。 

他、リマグループに加盟し、「米州機構（OAS）」では、

グアイド政権の強い味方となっていた。 

 

しかし、モラレス前大統領は故チャベス大統領の盟友で、

マドゥロ政権とも良好な関係を維持していた。 

大統領交代によりボリビアの対ベネズエラ方針が変化

する可能性は高いだろう。 

 

「ドラルズエラ 米国ベネズエラ人集積地区      

     フロリダ州の大統領選結果に影響」         

 

「ドラルズエラ」。 

フロリダ州マイアミのドラル地区はベネズエラ移住者

が多く集まる地域のため、「ドラルズエラ」と呼ばれて

いる。 

 

 

 

BBC は、米国大統領選を目前に控えたドラルズエラの

様子について報じた。 

 

ベネズエラ人女優 Lilibeth Morillo 氏は、トランプ大統

領の強い支持者。彼女にトランプ大統領を支持する理由

について尋ねると、「彼は共産主義の壁となり世界と戦

っている」と評価した。 

 

ドラルに住むベネズエラ人の多くは、トランプ大統領の

再選を支持しており、「米国の大統領選は共産主義との

闘い」と認識する人が多いようだ。 

 

トランプ大統領は、バイデン候補について共産主義者と

指摘。バイデン候補が当選した場合、米国は共産主義国

になると訴えており、その意見を信じる人は多い。 

 

他方、バイデン候補を支持するベネズエラ人もいる。 

彼らがバイデン候補を支持する理由の多くは、「トラン

プ大統領の強権的な政治方針は故チャベス大統領、マド

ゥロ大統領に似ているため」だ。 

 

BBC によると、米国には米国大統領選の投票権を持つ

ベネズエラ人が１６．９万人いるという。 

 

スイングステート（激戦州）と呼ばれるフロリダの投票

結果は、米国の大統領選に大きく影響する（米国の大統

領選の仕組みは「ウィークリーレポート No.157」参照）。 

 

２０００年の大統領選では、フロリダ州の選挙は５３７

票の差でブッシュ大統領が勝利（George W. Bush 氏、

２９１万２，７９０票、Joe Lieberman 氏、２９１万２，

２５３票）。 

 

仮に Joe Lieberman 氏がフロリダ州で勝利していた場

合、２０００年の米国大統領選の当選者は Joe 

Lieberman 氏だった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d816c1e60f65b51dde8e2658f8a1ea1.pdf
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マイアミのヒスパニック系票の調査を行う専門家

Fernand Amandi 氏によると、フロリダには約５万人の

ベネズエラ系移民が住んでおり、彼らの票はフロリダ州

の選挙結果を変え、米国の大統領を決める可能性がある

と指摘している。 

 

経 済                       

「Nabarima 沈没危機 米国ライセンス発行か」            

 

以前、海上でベネズエラの原油を貯蔵している

「Nabarima」が沈没の危機にあるとの記事を紹介した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.492」「No.494」参照）。 

 

それから１カ月以上が経過したが、状況は改善しておら

ず、沈没の危機にあるという。 

 

以下は「Nabarima」の直近の写真。 

船舶が傾いており、今にも沈没しそうな状況にある。 

この船舶には１３０万バレルの原油が積まれており、沈

没後は深刻な海上汚染を引き起こす。 

 

そもそも、この船に原油が積まれ続けているのは、米国

の制裁により原油の売却が出来なくなっているため。 

 

また、同船舶に積まれている原油を取り出すための作業

をする業者も米国の制裁を理由に PDVSA へのサービ

ス提供を拒んでいると報じられていた。しかし、内部関

係者によると、米国政府は同船舶から原油を取り出す作

業についてゴーサインを出したという。 

 

１０月１８日、野党国会の環境委員会の Maria Gabriela 

Hernandez 議員は 

「米国の制裁はマドゥロ政権への直接的な制裁であり、

「Nabarima」からの原油引き下ろし作業を妨げていな

い。 

 

 

制裁は、生態系に悪影響を与えるような妨害行為は行っ

ていない」との見解を発表した。 

 

 

（写真）Maduradas “沈没しかかっている Nabarima” 

 

「カルドン製油所から有毒ガス」            

 

先週、カルドン製油所は稼働を再開したが、再開から間

もなくして製油所で火災が発生した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.509」「No.510」参照）。 

 

その後も、カルドン製油所は稼働を続けているようだが、

黄色い煙（硫黄が含まれているとされる）が発生してお

り、近隣住民の不安のタネになっているという。 

 

ルイス・ステファネッリ議員は、国連の人権高等弁務官

事務所に対して、カルドン製油所が必要な環境対応を行

っておらず、地元住民の健康と環境を損なっていると訴

えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9dd93048ac4fec94b845abf0346e74a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
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社 会                       

「PDVSA 年金受給者 年金不払いで抗議行動」            

 

ボリバル州の地元メディア「Correo del Caroni」は、ボ

リバル州シウダ・グアヤナで PDVSA の元労働者が抗議

行動を起こしていると報じた。抗議の理由は年金の不払

いだという。 

 

PDVSA 基金に加入している年金受給者は本来、毎月６

６０ドルの支払いを受け取ることになっているようだ。

しかし、現在は他の年金受給者と同様、最低賃金となる

月 BsS４０万（１ドル以下）しか受け取ることが出来て

いないという。 

 

PDVSA 年金受給団体の Gerovanny Velasquez 氏は 

「我々の年金基金は毎月、一定の年金を受給することが

約束されていた。しかし、我々は全く年金が支給されて

いない。現在、年金受給者が食料不足あるいは医薬品不

足を理由に１日当たり 1 人か２人亡くなっている。」 

と訴えた。 

 

PDVSA 年金基金は１９９３年に設立された。 

退職後に必要な生活資金を受け取るため、労働者は給料

から一定額を同基金に預けていたという。 

 

筆者がカラカスに駐在していた頃に聞いた話では、

PDVSA年金基金は同基金の資金を用いてベネズエラ国

債、PDVSA 社債などの売買で多くの利益を出していた

という。 

 

しかし、１７年にベネズエラの債券がデフォルトに陥り、

債券価格が急落。そもそも金融制裁により債券の売却が

極めて困難になった。報道によると、PDVSA 年金基金

が年金受給者に抱える未払金は１３億ドルにのぼると

いう。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


