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（写真）Centileza Bolivia TV “１１１月１０日 ボリビアのモラレス大統領 辞任を発表” 

 

 

２０１９年１１月８日（金曜） 

 

政 治                     

「リマグループ会合 

野党国会を加えた選挙の実施を要請」 

「伯ルラ元大統領 解放される」 

経 済                     

「PDVSA２０債権者 米国法の適用を主張」 

「グアイド政権 BANDES 並行役員を任命」 

「市税未払いで Backer Huges が一時業務停止」 

「パナマ政府 All Bank の解体を決定」 

社 会                     

「５５０件超の汚職・誘拐は警察官が関与？」 

2019 年 11 月 9～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「ボリビア モラレス大統領辞任を発表 

～OAS 票操作が行われたと報告～」 

「ボリビア 副大統領ら辞任、選挙委員長は逮捕」 

「マドゥロ大統領 クーデターを非難」 

「スペイン POSE が１２０議席で再び第一党 

～前回より議席数減らし問題の解決ならず～」 

経 済                    

「養豚業 生産可能量の１８％」 

社 会                     

「パルケ・デル・エステ コンサートで事故」 
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２０１９年１１月８日（金曜）             

政 治                       

「リマグループ会合                    

     野党国会を加えた選挙の実施を要請」       

 

１１月８日 ブラジルの首都ブラジリアでリマグルー

プ加盟国がベネズエラ問題について議論した。 

 

主な合意点は以下の８点。 

 

１．グアイド議長の呼びかける１１月１６日の抗議行動

を支持する 

 

２．大統領職の強奪が終了し、国際社会の同伴の元、自

由で透明な選挙が行われるまでグアイド議長がベ

ネズエラの暫定政権を組織することを支持する。 

 

３．違法なマドゥロ政権が国会を解体することを目的に

実施する選挙を拒絶する。 

 

４．国会が含まれなければ信頼できる交渉ではない。 

 

５．マドゥロ政権とテログループとの関係を非難する。

また、同組織が地域の安定と平和を乱していること

を非難する。 

 

６．大衆意志党（VP）のラダ市議を暴力的に暗殺したこ

とを非難する。また、全ての政治犯を解放するよう

要請する。 

 

７．米州機構（OAS）、米州相互援助条約（TIAR）を通

じて、違法政権の組織・関係者を調査するために政

治分野・法律分野で協力をする。 

 

８．暴力に訴えることなく、平和的で民主的な解決を求

める。 

基本的にはこれまでのスタンスと大きく変わっていな

いが、「国会が含まれなければ信頼できる交渉ではない」

という点が重要な合意だったと思われる。 

 

現在、国会は与党議員団とともに選挙管理委員会（CNE）

役員の任命について議論している。 

 

同議論を通じて CNE 役員が決まったとすれば、２０２

０年に実施されるであろう国会議員選挙は有効なもの

と認識されるのかもしれない。 

 

「伯ルラ元大統領 解放される」            

 

１１月８日 汚職を理由に２０１８年４月から逮捕さ

れていたブラジルのルラ元大統領が釈放された。 

 

１１月７日 最高裁が「控訴審で有罪判決を受けた場合

に刑の確定を待たずに収監されるとする判例は憲法違

反」との判断を下したことが理由。 

 

つまり、ルラ元大統領は無罪になったわけではなく、有

罪が確定するまで一時的に自由の身になっているだけ

となる。 

 

解放後、ルラ元大統領はボルソナロ現大統領に対して、

「政治的な謀略で労働党を貶め、政権を略奪した」 

と訴えた。 

 

ルラ元大統領の解放は、刑が確定するまでの一時的なも

のと思われるが、ルラ元大統領は国民から支持を得てお

り、世論調査では１８年１０月の大統領選に出馬してい

た場合、ボルソナロ大統領に勝つと見られていた。 

 

今後、野党をまとめてルラ元大統領が勢力を拡大する可

能性もある。 
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経 済                        

「PDVSA２０債権者 米国法の適用を主張」           

 

１０月２８日 グアイド政権は、PDVSA２０の無効を

求めてニューヨーク裁判所に裁判を起こした（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.363」参照）。 

 

「Ashmore」「Black Rock」など PDVSA２０の主要債権

者は、訴えを受けて裁判で争う姿勢を見せている。 

 

「Argus Media」によると、PDVSA の債権団は、 

「PDVSA２０が合法かどうかはベネズエラの法律では

なく、準拠法であるニューヨーク法で決められる」 

と主張。 

 

加えて 

「これまでマドゥロ政権は国会の承認を経ることなく

債券を発行してきており、世界的に社債の合法性は認め

られてきた」 

と主張しているようだ。 

 

PDVSA２０のトラスティを務める「MUFG Union Bank」

は裁判所に対して債権者を保護するために一定の期間

を求めているという。 

 

「グアイド政権 BANDES 並行役員を任命」         

 

グアイド議長率いる野党国会は、ベネズエラの国家開発

銀行（BANDES）の並行役員を任命した。 

 

グアイド政権が任命した BANDES 役員は 

マリア・カロリーナ・ゴンサレス氏 

ブラス・アントニオ・サンタンデール氏 

ソライダ・ゲバラ氏 

マリア・バヂオーラ氏 

パブロ・マルティネス氏の５名。 

 

BANDES はウルグアイとボリビアに支店を持っている。 

 

両国はマドゥロ政権に比較的協力的な国だが、ボリビア

はモラレス大統領が辞任し、国としての方針が大きく変

わる可能性がある。 

 

そうなると、ボリビアの BANDES 支店はグアイド政権

側の資産になりそうだ。 

 

「市税未払いで Backer Huges が一時業務停止」                  

 

１１月８日 スリア州「La Cañada」のオーランド・ウ

ルダネタ市長は、市税の滞納を理由に米国のエネルギー

事業者「Baker Hughes」に事業停止を命じた。 

 

同日、早朝に市長が「Baker Hughes」の現場を訪問し、

累積した未払税の即時支払いを求めた。 

 

ウルダネタ市長は「Baker Hughes」の未納額については

明らかにしていないものの、「Haliburton」など他のエネ

ルギー事業者は支払いをしたと説明した。 

 

本件について、「Baker Hughes」はコメントをしていな

い。 

 

なお、１１月７日 米国政府はマドゥロ政権への税金支

払いを許可した（「ベネズエラ・トゥデイ No.367」参照）。 

 

米国政府の決定は、今回の一件と関連しているのかもし

れない。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/029d9ae499ec147306ac600519fc73d4.pdf
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「パナマ政府 All Bank の解体を決定」                  

 

１１月８日 パナマの銀行監督局は、ベネズエラの金融

機関「BOD 銀行」のグループ会社「All Bank」に対して

強制解散を決定した。理由は同社の財務状況と組織運営

の問題。 

 

パナマの銀行監督局は 

「All Bank については、短期的に金融状況を改善する見

通しが立たない。事業継続が出来ないと判断した。」 

と説明した。 

 

１９年９月、BOD 銀行のグループ会社「Banco del 

Orinoco」が虚偽の決算報告をしていたことが発覚。 

クラサオの司法当局は「Banco del Orinoco」に業務停止

を命じた。 

 

クラサオでの混乱を受けて、パナマの銀行監督局も９月

に「BOD 銀行」のグループ会社「All Bank」への介入を

決定。 

 

介入の結果 

「All Bank は貸付に極めて深刻な脆弱性があり、持続的

なオペレーションが困難な状況にある」 

との見解を示していた。 

 

「BOD 銀行」の一連の混乱は「ウィークリーレポート

No.120」を参照されたい。 

 

社 会                       

「５５０件超の誘拐・汚職事件は警察が関与？」            

 

犯罪調査組織「InSight Crime」は、検察庁の犯罪報告に

関する記事を公表。 

 

 

 

検察庁の報告によると、直近２年間で誘拐、汚職容疑で

５，２００件の調査を行ったが、そのうちの５５９件は

警察官が関与していた疑いがあるという。また、警察官

の有罪判決が出たのは５５９件中３３９件。 

 

「InSight Crime」は、２０年前と比べて誘拐事件は１，

３００％増（約１４倍）になったと報じた。 

 

２０１９年１１月９～１０日（土曜・日曜）             

政 治                        

「ボリビア モラレス大統領辞任を発表           

     ～OAS 票操作が行われたと報告～」        

 

週末のニュースはボリビアのニュース一色だった。 

 

１１月１０日 ボリビアのモラレス大統領が辞任を発

表した。辞任理由は「ボリビア人の間での争いをおさめ、

安定をもたらすため」と説明した。 

 

事件の発端は１０月２０日の大統領選。 

 

モラレス大統領は対抗馬のカルロス・メサ候補に１０％

以上の差をつけて勝利。 

 

ボリビアの大統領選は、トップの得票率が４０％を超え、

２位と１０％以上得票率に差が付いている場合、決選投

票をすることなく大統領が決定することになっている。 

 

しかし、投票の最終結果が発表されるまでに時間がかか

り、票操作が疑われていた。 

 

票操作疑惑を受けてモラレス大統領は、米州機構（OAS）

の調査を受け入れると発表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
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しかし、野党支持者の勢いは収まらず反政府デモを継続。 

この反政府デモで、これまで３名の死者が出た。 

そして１１月９日 反政府デモにコチャバンバ、スクレ、

サンタクルス３都市の警察特殊部隊が加わり、モラレス

政権の内部崩壊が始まった。 

 

また、軍部高官は「国民に対して攻撃をしない」と宣言

し、反政府デモを抑えることを拒否した。 

 

翌１１月１０日 米州機構はボリビアの大統領選で不

正行為があったとの報告書を公表。 

 

この報告を受けて、モラレス大統領は、選挙委員会の役

員を交代した上で、大統領選のやり直しを行うと発表し

たが、状況を納めることが出来なかった。 

 

軍部高官はモラレス大統領に辞任を迫り、１１月１０日

にモラレス大統領はついに辞任を発表した。 

 

現地メディアによると、モラレス大統領は飛行機で国外

に亡命したという。メキシコ政府はモラレス大統領およ

び２０名の政府高官の亡命を受け入れると表明してお

り、メキシコに亡命するかもしれない。 

 

「ボリビア 副大統領ら辞任、選挙委員長は逮捕」           

 

モラレス大統領の辞任を受けてボリビア政府は完全に

崩壊状態にある。 

 

ボリビアの副大統領は辞任を表明。 

鉱物相も辞任を表明した。鉱物相についてはポトシにあ

る自宅が放火されたようだ。 

 

他、企画相、炭化水素相、国会議長も辞任を発表。 

選挙委員長も辞任を表明したが、辞任後に逮捕された。 

 

 

大統領の不在時に暫定的に大統領職を代行する人物が

いなくなったことを受けて、国会第２副議長が大統領職

を代行すると宣言した。 

 

モラレス大統領の辞任を受けて、興奮した野党支持者の

行動が過激化している印象がある。 

モラレス大統領の自宅には野党支持者が侵入。モラレス

大統領の自宅がひどく荒らされている映像が公開され

た。 

 

 

 

「マドゥロ大統領 クーデターを非難」         

 

ボリビアの一件はマドゥロ大統領にとっては対岸の火

事とは言えない。大統領選の票操作疑惑からの政権交代

はマドゥロ政権の置かれている状況とシンクロする。 

 

マドゥロ大統領は、今回の一件について、ボリビアでク

ーデターが行われたと非難。ベネズエラ国内の支持者に

対してボリビアで起きたクーデターを非難する政治集

会を実施するよう呼びかけた。 
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また、投票に不正があったとする米州機構（OAS）の報

告書について、信頼に足らないと主張。OAS はモラレ

ス政権を崩壊させるため、クーデターに加担したと非難

した。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“OAS がクーデターに加担したと非難するツイート” 

 

「スペイン POSE が１２０議席で再び第一党      

 ～前回より議席数減らし問題の解決ならず～」         

 

１１月１０日 スペインで総選挙（下院定数３５０議席）

が実施された。 

 

前回は１９年４月に選挙が実施されたが、第１党の社会

労働党が獲得した議席は１２３議席だった。 

 

過半数を取らなければ政権運営は安定せず、１７５議席

に達するためには他の政党と連立政権を組む必要があ

った。 

 

 

 

 

しかし、急進左派「ポデモス」との連立交渉はまとまら

ず、法律で定められた期間中に下院で首相承認が得られ

なかったため再選挙を宣言した。 

 

１１月１０日の選挙では再び社会労働党が第一党とな

った。しかし、獲得議席は前回の１２３議席から１２０

議席と３議席を失った。 

 

次に中道右派の「国民党」が８８議席。前回の６６議席

から議席数を伸ばした。また、極右政党「VOX」は２４

議席から５２議席と大きく議席数を伸ばした。 

 

今回の選挙の結果、前回以上に連立政権を組むのが困難

になった。スペインの政治混乱はまだまだ続きそうだ。 

 

経 済                       

「養豚業 生産可能量の１８％」            

 

１１月８日 ベネズエラ養豚業協会（Feporcino）は現

在の同業界の生産は生産可能量の１８％と予想した。 

 

また、生産低迷の理由について「マドゥロ政権の誤った

政策が原因」との見解を示した。 

 

また、食肉の消費量について経済不況前は１人当たり年

間６０キロだったが、現在は８キロまで減少。 

特に、豚肉については１人当たり年間１２キロだったの

が２キロまで減少したと説明した。 

 

また、マドゥロ政権が奪った農業用の土地は１，４００

万ヘクタールにのぼり、彼らが奪った土地のほぼ全てが

生産をしなくなったと訴えた。 
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社 会                       

「パルケ・デル・エステ コンサートで事故」            

 

１１月９日 チャカオ市の大型公園「パルケ・デル・エ

ステ」でベネズエラのラップミュージシャン Liomar 

Acosta 氏がボーカルを務める「Neutro Shorty」のコン

サートが開催された。 

 

同コンサートには数百人規模の観客が集まったが、熱狂

した観客が雪崩的に倒れ、１４歳の男性が死亡。他多く

の負傷者が出た。 

 

同公園を管理する「パルケ・デル・エステ管理局」は、

今回のコンサートを実施する事前の許可を出していな

かったとしてコンサートの主催者を非難。事故を防ぐた

めの予防措置が出来ていなかったと訴えた。 

 

現在、検察庁が事件の経緯などを調査している。 

 

 

以上 

 

 


