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（写真）グアイド議長ツイッター “１１月５日 国会で与党議員を含めた CNE 役員検討委員会の発足を承認” 

 

 

２０１９年１１月４日（月曜） 

 

政 治                     

「AP 党員 CNE 役員検討グループの発足を検討 

パドリーノ・ロペス国防相もメンバーに入るべき」 

「西総選挙 野党はサンチェス政権の 

マドゥロ政権への協力的な方針を非難」 

経 済                     

「債権者 米国政府のライセンス解除を申請」 

「ガルシア Prociudadanos 党首 

PDVSA２０の支払いグアイド政権の調査求める」 

社 会                     

「CICPC ドル売買詐欺のハッカー集団を逮捕」 

２０１９年１１月５日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 与党議員と共同で CNE 役員検討を開始 

～与党議員団は制憲議会を入れるよう提案～」 

「急進野党議員団 CNE 役員検討に反対」 

「米国政府 マドゥロ政府高官５名に制裁」 

「近隣住民 ラダ市議の殺害は痴情のもつれ」 

「モレノ最高裁 退院を確認、仕事復帰」 

経 済                    

「シェブロン 合弁会社オペレーション再開」 

社 会                     

「ベネズエラ 電子タバコの販売を禁止」 
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２０１９年１１月４日（月曜）             

政 治                       

「AP 党員 CNE 役員検討グループの発足を提案     

 パドリーノ・ロペス国防相もメンバー入るべき」     

 

１８年５月の大統領選に出馬したヘンリー・ファルコン

氏が党首を務める「発展進歩党（AP）」に所属するエド

ゥアルド・セミテイ氏は、民放「Globovision」のインタ

ビュー番組に出演。 

 

選挙管理委員会（CNE）役員の任命の必要性について協

調。主要野党も共同で任命プロセスに参加するよう求め

た。 

 

また、インタビュー番組の中で新たな CNE 役員のリス

トとして、 

「Datanalisis のルイス・ビセンテ・レオン社長」や 

「ジャーナリストのレオポルド・プーチ氏（野党系メデ

ィア「Efecto Cocuyo」などで記事を執筆する人物）」、

「パドリーノ・ロペス国防相」 

などの名前を挙げた。 

 

また、セミテイ氏はパドリーノ・ロペス国防相について 

「もし彼が軍人としてのキャリアを辞めるならば、彼ら

は平和をもたらす人物になることが出来る。 

 

彼らはマドゥロが悪さをする手伝いはしない。 

あるいはマリア・コリナやレオポルド・ロペスなど過激

派の手助けもしない。彼らは中立の中の中立な立場にあ

る。」 

とロペス国防相らの CNE 役員入りを希望する姿勢を示

した。 

 

 

 

 

新たな CNE 役員として「パドリーノ・ロペス国防相」

の名前が出ていることについて、多くのメディアはセミ

テイ氏と発展進歩党（AP）について批判的に報じてい

る。 

 

翌１１月５日 AP のファルコン党首がセミテイ氏の発

言について 

「発展進歩党（AP）としては、CNE 役員を検討するた

めの構成員のリストは作成していない。セミテイ氏の挙

げた人物は、彼個人の見解だ。 

 

CNE 役員は、国の様々なセクターが合意して決められ

なければいけない。ベネズエラの選挙に対する信頼を取

り戻せる人物であることが重要だ。」 

と説明した。 

 

「西総選挙 野党はサンチェス政権の        

    マドゥロ政権への協力的な方針を非難」         

 

１９年４月 スペインでは国会総選挙が開催された。 

 

議会ではサンチェス首相率いる社会労働党（中道左派）

が定員３５０議席のうち１２３議席を獲得したが、過半

数を上回ることは出来なかった。 

 

サンチェス首相の続投は国会過半数の賛成が必要だが、

９月に国会議員の過半数の賛同が得られなかった。 

 

社会労働党は、急進左派政党「ポデモス」との連立の可

能性も検討したが、最終的に拒否。再選挙を実施するこ

ととなった。 

 

同選挙は１９年１１月１０日に実施される。 
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総選挙を前に行われた代表討論では、国民党（PP）のパ

ブロ・カサード氏がサンチェス政権のマドゥロ政権に対

する協力的な姿勢を非難した。 

 

「我が党は、スペインがマドゥロ政権に協力的であるこ

とを理由に米国政府から制裁を受ける可能性があるこ

とを恥ずかしく感じている。」 

と指摘。 

 

また、シウダダーノスは、 

「現在のベネズエラには独裁政権がある。スペインは独

裁者に対して腕組み（静観）をすることなく、強い姿勢

で臨まなければいけない。」 

とサンチェス政権の対ベネズエラ方針を非難した。 

 

世論調査では、１１月の総選挙でも社会労働党が第１党

になると見られている。ただし、議席数は１２３議席よ

りも減る可能性があるようだ。 

 

とは言え、PP、シウダダーノスなども過半数を取ること

は出来ず、状況は９月時点とそこまで変わらないと思わ

れる。 

 

経 済                        

「債権者 米国政府のライセンス解除を申請」           

 

１１月４日 ロイター通信は、PDVSA２０の債権者が

米国政府に対して１０月に発行したライセンスを取り

消すよう申請したと報じた。 

 

１０月２４日 米国政府は PDVSA２０の債券にかかる

ライセンス「ライセンス５号」を修正。 

 

PDVSA２０債に関する取引を２０２０年１月２２日ま

で（９０日間）禁止することを決定した。 

 

 

債権者はグアイド政権と交渉する意志があったようだ

が、グアイド政権側はニューヨーク裁判所に PDVSA２

０の無効化を申請。法廷で争う姿勢を示した。 

 

債権団は声明で 

「債権者が自身の権利を行使し、その権利を擁護するこ

とは正当なことである。」 

と主張。 

 

またグアイド政権の訴えについて 

「不必要なものだった。もし、グアイド政権が善意と信

頼をベースに、債権者と秩序だった債務再編を話し合い

たいのであれば、彼らは現在の方針を１８０度変えなけ

ればいけない。」 

との見解を示した。 

 

PDVSA２０の主要な債券保有者は「Ashmore」「Black 

Rock」「T Rowe Price」など。 

 

彼らは PDVSA２０債だけではなく、他のベネズエラ公

社債の主要な保有者でもある。彼らと争うことが将来的

な債務再編の障害になる可能性は十分にあるだろう。 

 

「ガルシア Prociudadanos 党首                     

 PDVSA２０の支払いグアイド政権の調査求める」         

 

与党にも野党にも属さない政治政党「Prociudadanos」

のレオセニス・ガルシア党首は、PDVSA２０債の支払

いについて、対マドゥロ政権だけでなく、対グアイド政

権についても調査するよう求めた。 

 

「マドゥロ政権の債券発行に詐欺が確認されたが、グア

イド政権が１９年４月に利息を支払ったときにも国会

による詐欺行為があった。与野党政治家の詐欺行為によ

り PDVSA２０を巡り１３億ドルの国の資産が失われた。 
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エルナンデス会計監査総長（グアイド政権に任命された

人物）は、PDVSA２０を保有している人物のリストを

公開しなければいけない。 

また、１９年４月の利息支払いが行われる前の９０日の

間に PDVSA２０を購入した人物を公開しろ。 

 

PDVSA２０は不正な債券だ。支払われるべきではない。

PDVSA１７も同様の理由で支払われるべきではなかっ

た。」 

と述べた。 

 

社 会                        

「CICPC ドル売買詐欺のハッカー集団を逮捕」           

 

犯罪科学捜査班（CICPC）のドグラス・リコ部長は、４，

０００名のアカウントにアクセスしドルを奪ったハッ

カー集団を逮捕したと発表した。 

 

リコ部長によると、ハッカー集団はホットメールなどの

アカウントにハッキングを仕掛け、その後ソーシャルメ

ディアなどのアカウントを乗っ取っていた。 

 

彼らはソーシャルメディアを通じて、アカウント保有者

の知人にメッセージを送り、ドルの両替を提案していた

という。 

 

なお、アカウント保有者本人と連絡をしないよう、メッ

セージを送った相手には電話番号を変えたと伝えてい

たという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年１１月５日（火曜）              

政 治                        

「国会 与党議員と共同で CNE 役員検討を開始      

 ～与党議員団は制憲議会を入れるよう提案～」        

 

１１月５日 国会は与党議員も交えた CNE 役員の検討

委員会組織を決定した。同委員会のメンバーはまだ正式

には決定していない。 

 

現時点で検討グループの候補になっているのは以下の

９名。 

 

１．アンヘル・メディナ議員（第一正義党（PJ）） 

２．ルイス・モレノ議員（行動民主党（AD）） 

３．スターリン・ゴンサレス議員（新時代党（UNT）） 

４．ピエロ・アモウン議員（AD） 

５．オリビア・ロサノ議員（大衆意志党（VP）） 

６．フランクリン・ドゥアルテ議員（Copei） 

７．ウィリアム・ヒル議員（PSUV） 

８．ノスリウ・ロドリゲス議員（PSUV） 

９．ヘスス・モンティージャ議員（PSUV） 

 

ただし、与党議員団は制憲議会も CNE 役員の検討グル

ープに加えるよう要請。 

 

AD のラモス・アジュップ議員が与党議員団の同提案を

拒絶した。 

 

「急進野党議員団 CNE 役員検討に反対」           

 

当然ながら与党議員と CNE 役員メンバーを議論するこ

とに異論を呈する意見は多い。 
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急進野党の議員で構成される「７月１６日グループ」の

オマール・ゴンサレス議員は、 

「違法に国会の権利を制限した政権を支持する政党（与

党）と共に CNE 役員を決めることはできない。 

 

今回の方針はチャビスタが主導で行っている。また、過

去行われたマドゥロ政権との対話は国民の意志に背い

ていた。 

 

これらを踏まえて、我々は今回の議論には参加しない。」 

と宣言した。 

 

「米国政府 マドゥロ政府高官５名に制裁」         

 

１１月５日 米国政府は、マドゥロ政府高官５名に制裁

を科した。 

 

今回新たに制裁対象となったのは以下の人物。 

 

Remigio Ceballos Ichaso 

海軍総督、兼国軍戦略オペレーション司令官。 

パドリーノ・ロペス国防相に次いで、軍部で実質ナンバ

ー２のポジションにある人物。 

 

Nestor Neptali Blanco Hurtado 

陸軍総司令官。 

 

José Adelino Ornelas Ferreira 

国軍防衛隊秘書長。 

 

Pedro Miguel Carreño Escobar 

制憲議会議員。 

 

Carlos Alberto Calderón Chirinos 

SEBIN 局長 

 

 

これらの人物の米国内の資産は凍結され、米国民は当該

者との取引が禁止される。 

 

「近隣住民 ラダ市議の殺害は痴情のもつれ」         

 

１０月１７日 大衆意志党（VP）でスクレ市の市議を

務めるラダ市議が何者かによって殺害される事件が起

きた（「ベネズエラ・トゥデイ No.358」参照）。 

 

本件について、野党側はマドゥロ政権による暗殺だと訴

えたが、１１月１日にネストール・リベロール内務司法

平和相がラダ市議の死亡について発表。 

 

元恋人との痴情のもつれが原因だとした（「ベネズエラ・

トゥデイ No.365」参照）。 

 

野党側は、リベロール内務司法平和相の発表を否定。事

実を隠蔽していると訴えていた。 

 

しかし、痴情のもつれ説が有力になっている。 

 

理由は元恋人の自宅の近隣住民が、事件当日にラダ市議

が元恋人の自宅付近を歩いているのを目撃しており、ま

た銃声を聞いたとの証言も出ているため。 

 

マドゥロ政権がお金を払って偽の証言が流れるよう情

報操作している可能性は否定できないが、疑い始めると

きりがないだろう。 

 

「モレノ最高裁 退院を確認、仕事復帰」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.365」で、マイケル・

モレノ最高裁判長が、病院に緊急搬送されたとのニュー

スを紹介した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c419f885e6da8fd90ec23feb17072a47.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4c10095af9afb62171f6617c140d92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4c10095af9afb62171f6617c140d92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4c10095af9afb62171f6617c140d92.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１１月４日～１１月５日報道            No.３６６   ２０１９年１１月６日（水曜） 

6 / 6 

 

しかし、命に別状はなかった様子。 

 

１１月５日 モレノ最高裁は、カラカスの「シモン・ボ

リバル霊廟」で行われたイベントに出席した。 

 

ロハス記者によると、モレノ最高裁は３日間、病院で休

養を取っていたという。 

 

 

（写真）@Eligio Rojas 記者 

 

経 済                       

「シェブロン 合弁会社オペレーション再開」            

 

ロイター通信は、 PDVSA と Chevron の合弁会社

「Petropiar」のアップグレード施設が稼働を再開した

と報じた。 

 

関係者の情報によると、来年から「Petopiar」では輸出

用の Hamaca 原油の生産を行うようだ。 

 

 

米国政府の石油サービス事業者へのライセンスは２０

２０年１月に期限を迎える。２０２０年の計画が進んで

いるということは、今後もライセンス更新が継続される

見通しが立っているのかもしれない。 

 

社 会                       

「ベネズエラ 電子タバコの販売を禁止」            

 

１１月５日 ベネズエラ衛生管理局（SACS）は、ベネ

ズエラでの電子タバコの販売を禁止する政令を発行し

た。 

 

「電子タバコは販売を許可されていない。ベネズエラの

衛生管理当局は電子タバコの有毒性について調査を行

っていない。」 

と発表。 

 

小売店、消費者、医療専門家らに対して電子タバコの販

売を停止するよう求めた。 

 

なお、販売を禁止しているだけで使用自体は禁止されて

いないとは思うが、一部の記事では電子タバコの使用自

体ベネズエラで禁止されたとの報道もある。 

 

日本では電子タバコはポピュラーだが、ベネズエラに出

張する際は普通の紙タバコを使用した方が無難かもし

れない。 

 

以上 

 


