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（写真）PDVSA “１０月２１日 米国 OFAC 米国エネルギー事業者のライセンスを更新” 

 

 

２０１９年１０月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「最高裁 決選投票なしモラレス大統領当選？ 

～反モラレス派が暴動～」 

「チリ暴動収束か 地下鉄料金値上げを撤回」 

「穏健野党 １２月末までに新役員を決める」 

「グアイド政権 寄付金管理者の任命を検討」 

経 済                     

「米国エネルギー事業者 ライセンスを延長」 

「Nynas PDVSA からの原油購入停止を発表」 

社 会                     

「ドル建て取引だけでなく、物々交換も拡大」 

２０１９年１０月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「パブロ・グアニパ議員の不逮捕特権をはく奪」 

「１０月２４日 スリア州で抗議行動」 

「グアイド議長 穏健野党の方針を否定 

～サンブラーノ第１副議長は対話を主張～」 

経 済                    

「米国政府 CITGO の保護を検討」 

「野党議員 GOLD の売却を訴え」 

「最低賃金改定後 年金２６万ボリバルを支給」 

社 会                     

「大学教員 給料値上げ求めて全国ストライキ」 
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２０１９年１０月２１日（月曜）             

政 治                       

「最高裁 決選投票なしモラレス大統領当選？      

          ～反モラレス派が暴動～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.359」でボリビアの大

統領選について紹介した。 

 

開票率９５．２３％の時点でのモラレス大統領の得票率

は４６．８６％。対抗馬のカルロス・メサ氏の得票率は

３６．７３％となった。 

一般的な理解としては、得票率で５０％を超える者がい

なかったので１２月１５日の決選投票にもつれ込むこ

とになる。 

 

しかし、１０月２０日 ボリビアの最高裁判所は、メサ

氏とモラレス大統領との得票率の差が１０％あるので、

決選投票を行う必要はないとの見解を示した。 

 

反モラレス派の市民は、最高裁の決定に反発。街頭での

抗議行動が勃発した。 

 

 

「チリ暴動収束か 地下鉄料金値上げを撤回」         

 

チリでも地下鉄料金の値上げをきっかけとした抗議行

動が続いている。２２日付の報道では、既に１５人の死

者が出たと報じられている。 

 

１０月２１日 チリ議会はサンティアゴ地下鉄の値上

げを撤回する法律を全会一致で可決した。 

 

この法律により地下鉄料金の値上げを停止あるいは値

上げ率を下げることが可能と報じられている。 

 

エクアドルでは、ガソリン補助金の撤廃をきっかけに抗

議行動が起きた。最終的に補助金の撤廃を辞めることで

抗議行動を行うグループと合意している。 

 

チリの抗議行動は、まだ収束したとは言えないが、エク

アドルと似たような状況になったと言える。 

 

「穏健野党 １２月末までに新役員を決める」                  

 

マドゥロ政権と合意を結んだ穏健野党の代表である

「Cambiemos」のティモテオ・サンブラーノ党首は、民

放「Globovision」のインタビュー番組に出演。 

 

１２月末までに新たな CNE 役員を決定したいとの見解

を示した。 

 

また、もし１２月末までに新たな CNE 役員が決まるの

であれば、来年は国会議員選が実施されるだろうと述べ

た。 

 

他方、選挙専門家のエウヘニオ・マルティネス氏は、 

「穏健野党と与党の選挙検討グループは、３名の CNE

役員を更新しようとしている」 

との見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/639b939a3ac27c9ddd982350a5b748df.pdf
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現在の CNE 役員は 

ティビサイ・ルセナ代表、 

サンドラ・オブリータ副代表、 

ルイス・エミリオ・ロンドン役員 

タミア・デアメリオ役員 

ソコロ・エルナンデス役員 

の５名。 

 

ティビサイ・ルセナ代表、サンドラ・オブリータ副代表、

ルイス・エミリオ・ロンドン役員の３名については、２

０１４年に国会（当時は与党が多数派だった）が更新を

承認。CNE 役員の任期は７年なので、２０２１年まで

は役員を継続する。 

 

しかし、タミア・デアメリオ役員とソコロ・エルナンデ

ス役員については最高裁が更新を承認しただけで国会

の承認を経ていない（任期更新のタイミングで国会は無

効状態にあった）。 

 

従って、憲法に従うと、この２名は任期が切れた状態で

役員を継続していることになる。 

 

マルティネス氏は、穏健野党と政府が交代を検討してい

る CNE 役員はタミア・デアメリオ役員とソコロ・エル

ナンデス役員の２名だけだとの見解を示した。 

 

なお、ルイス・エミリオ・ロンドン役員は属性的には野

党派の役員となる。 

 

「グアイド議長 寄付金管理者の任命を検討」         

 

グアイド議長は、現地メディア「Caraota Digital」のイ

ンタビュー番組に出演。 

 

ベネズエラ暫定政権への寄付金の管理者を任命するプ

ロセスを開始すると発表した。 

 

「現在、寄付金を管理する担当者の任命を検討している。

検討担当者はオマール・バルボサ議員（１７年に国会議

長を務めた人物）が担っている。」 

と述べた。 

 

１９年６月 グアイド政権は、コロンビアにいるグアイ

ド政権関係者が寄付金を私的に流用しているとの訴え

を受けたことがある。 

 

本件については、コロンビア当局が捜査しているようだ

が、４カ月が経過した現在も特に進展は報じられていな

い。 

 

従って、真相は定かではないものの、グアイド政権関係

者が、寄付金を不適切に使用していたとの報道は野党に

とってイメージダウンにつながった。 

 

その後、グアイド政権は野党として寄付金を管理するこ

とを警戒しており、暫定政権として資金に関与しない方

針を示している。 

 

経 済                        

「米国エネルギー事業者 ライセンスを延長」           

 

１０月２１日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、ベ

ネズエラで事業を継続する石油サービス事業者５社

（Chevron、Halliburton、Schlumberger、Baker Hughes、 

Weatherford International）のライセンスを９０日間更

新した。 

 

これにより上記５社は、２０２０年１月２２日までベネ

ズエラで事業を継続できることになる。 

 

１９年１月に米国が PDVSA を制裁リストに加えた際、

上記５社については制裁規定を免除するライセンスを

発行していた。 
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当初、同ライセンスの期限は７月が期限だったが、１０

月２５日まで延長。 

 

今週に期限が迫っていたが、今回改めてライセンスを更

新したことになる。 

 

「Nynas PDVSA からの原油購入停止を発表」         

 

スウェーデンの「Nynas AB」は、PDVSA からの原油購

入を停止し、代替できる輸入先を探すと発表した。 

 

「Nynas AB」は、PDVSA と Neste Oil の合弁会社。 

 

米国政府は PDVSA との取引に制裁を科しているが、

「Nynas」についてはライセンスが発行されており、こ

れまで取引が続いていた。 

 

１０月１７日 米国政府はライセンスを２０２０年４

月１４日まで更新しており、制度的には PDVSA との取

引を継続できたと思われる。 

 

社 会                        

「ドル建て取引だけでなく、物々交換も拡大」           

 

ベネズエラでドル建ての取引が増えている点について

はこれまでも何度か紹介してきた。 

 

しかし、誰でもドルにアクセスできるわけではない。 

 

米国メディア「El Nuevo Herald」は、ドルでの取引以外

の決済手段として物々交換も拡大しているとの記事を

報じた。 

 

例えば、ガソリンを満タンにするためにタバコ１本と交

換する。 

 

 

他にもガスボンベと食料、衣類などを交換することも一

般的になっているようだ。 

 

２０１９年１０月２２日（火曜）             

政 治                       

「パブロ・グアニパ議員の不逮捕特権をはく奪」            

 

１０月２２日 制憲議会は、野党「第一正義党（PJ）」

に所属するファン・パブロ・グアニパ議員（スリア州選

出）の不逮捕特権はく奪を決定した。 

 

グアニパ議員は、１７年１０月に行われた州知事選でス

リア州知事に当選した人物。 

当選したものの、制憲議会への知事就任宣誓を拒否しス

リア州知事になれなかった。 

 

グアニパ議員の不逮捕特権はく奪を決定した理由は、１

０月２４日に抗議行動を起すようスリア州の支持者に

呼びかけたため。制憲議会は、スリア州の社会を混乱さ

せるテロ行為を呼びかけたと主張している。 

 

グアニパ議員、野党はこの決定に反発。改めて１０月２

４日の抗議行動を呼びかけている。 

 

（写真）グアニパ議員ツイッターより抜粋 

“不逮捕特権はく奪を非難するグアニパ議員” 
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「１０月２４日 スリア州で抗議行動」         

 

本稿「パブロ・グアニパ議員の不逮捕特権をはく奪」に

ある通り、グアニパ議員は１０月２４日にスリア州で抗

議行動を呼びかけている。 

 

抗議行動はロス・ドス・カミーノス地区のミレニアム・

ショッピングセンターからエル・マルケス地区にある電

力公社「Corpoelec」まで。 

 

野党は、今回のグアニパ議員の不逮捕特権はく奪を非難

する目的で、カラカスを含むスリア州以外の地域でも抗

議行動を行うよう呼びかけている。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「グアイド議長 穏健野党の方針を否定」           

 

１０月２２日 グアイド議長は、穏健野党の方針ではベ

ネズエラの危機は解決できないとの姿勢を示した。 

 

「マドゥロ政権との対話による問題解決は非常に長い

時間がかかる。ベネズエラの危機の解決には寄与しない。 

 

穏健野党が目指している道は制裁が続く道であり、人道

支援がブロックされる道である。マドゥロ政権が２月に

人道支援物資を燃やしたことを忘れてはいけない。」 

と述べた。 

 

経 済                        

「米国政府 CITGO の保護を検討           

 ～野党の PDVSA 役員 交渉の猶予求める～」          

 

「Bloomberg」は、米国政府が CITGO を保護するため

の検討をしていると報じた。また、１０月２５日に何ら

かの決定がされると報じている。 

 

CITGO の株式５０．１％が担保に設定されている

PDVSA２０の一部償還が１０月２７日に迫っている。 

同日に支払いが出来ない場合は、債券保有者が CITGO

株式を差し押さえる可能性がある。 

 

また、グアイド政権に任命された PDVSA 役員のアレハ

ンドロ・グリサンティ氏は、CITGO を保護するために

交渉時間が必要との認識を示し、米国政府に対して協力

を求めた。 
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「野党議員 GOLD の売却を訴え」         

 

１０月２２日 国会のアンヘル・アルバラード議員は、

中央銀行に保管されている GOLD が違法に売却されて

いると訴えた。 

 

「多くの中央銀行の GOLD が違法に売却されている。

GOLD は、制裁を回避するためユーロ建ての現金で取

引されている。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）Sumarium 

“アンヘル・アルバラード議員（国会財務担当委員会）” 

 

「最低賃金改定後 年金２６万ボリバルを支給」              

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.357」で最低賃金が月額 BsS.

１５万になったとの記事を紹介した。 

 

本決定は１０月１４日に発表されたが、１０月１日まで

遡って適用されるようだ。 

 

１０月２２日 社会保険庁（IVSS）は、１０月２４日に

年金受給者は BsS.２６万を受け取ると発表した。 

 

ベネズエラでは年金は、最低賃金と同額と決まっている。 

 

 

BsS.２６万の内訳は１１月分の年金が BsS.１５万。 

これに加えて、１０月分として BsS.１１万を支給する

としている。 

 

今回の改定前の最低賃金は、月額 BsS.４万だった。 

１０月分の年金（BsS.４万）は９月に支給されていたが、

１０月１日に遡り最低賃金が適用されたことにより差

額の BsS.１１万が支給されることになる。 

 

社 会                        

「大学教員 給料値上げを求めて全国ストライキ」           

 

１０月２２日 大学教員は給料の値上げを求めて全国

でストライキを開始した。 

 

大学教員組合のビクトル・マルケス代表は、 

「火曜と水曜日はストライキを行う。また、１０月２４

日には野党が呼びかけている抗議行動に参加する。 

 

我々が抱えている問題が解決されないのであれば木曜

日以降もストライキを継続する可能性がある。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）Maduradas  “抗議行動を行う大学教員ら” 

 

以上 

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

