
 VENEZUELA TODAY 
２０１９年９月３０日～１０月１日報道            No.３５１   ２０１９年１０月２日（水曜） 

1 / 6 

（写真）大統領府 “９月３０日 マドゥロ大統領 外国債権者との債務再編交渉を再開すると発表” 

 

 

２０１９年９月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 ノーベル平和賞候補？」 

「ペルー 大統領が国会解散を宣言」 

経 済                     

「NY 裁判所 

Crystallex の CITGO 資産売却手続き再開を承認」 

「マドゥロ大統領 対外債務再編の再開求める」 

「米国民主党 大統領選候補者 

トランプ政権によるベネズエラ経済制裁を非難」 

社 会                     

「CLAP 一部の地域で数週間来ていない」 

２０１９年１０月１日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 選挙を通じた政権交代の方針を承認 

～急進野党は反対票を投じる～」 

「CARICOM TIAR の発動に反対を表明」 

経 済                    

「ケロッグ ベネズエラ政府を正式に提訴 

～接収とブランドの無断使用を訴え～」 

「９月の原油輸出は日量５０万バレル？」 

「米国 プエルトリコに５千万ドルの凍結要請」 

「民間企業の給料相場は BsS.２５万～８０万」 

「ロシア ベネズエラの債務返済について言及」 
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２０１９年９月３０日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 ノーベル平和賞候補？」       

 

コロンビアのメディア「NTN２４」と米国メディア

「Telemundo」は、グアイド議長が２０１９年のノーベ

ル平和賞にノミネートされる可能性があると報じた。 

 

一方、他の候補者の噂もある。 

 

一人はグレタ・トゥーンベリという１６歳の環境活動家

の米国人女性。 

 

もう一人は米国の中央情報局（CIA）元局員のエドワー

ド・スノーデン氏など。 

 

正式な候補者の発表は１０月１１日（金曜）のようだ。 

 

「ペルー 大統領が国会解散を宣言」         

 

９月３０日 ペルーのマルティン・ビスカラ大統領は、

野党多数の国会解散を宣言した。 

 

この宣言に対して、国会は反発。 

ビスカラ大統領の職務停止について賛成８６票（議員総

数１３０名）で決定し、副大統領のメルセデス・アラオ

ス氏を暫定大統領に任命した。 

 

ビスカラ大統領は、汚職撲滅を訴え政治改革を行ってお

り、そのために必要な憲法裁判事の任命権を求めていた。

しかし、最大野党の「フエルサ・ポプラル」らがこれを

拒否し、政治対立が深化していた。 

 

ペルーでは国会の解散はアルベルト・フジモリ大統領

（当時）が行った１９９２年４月以来だという。 

 

野党多数の国会はビスカラ大統領の解任を決定したが、

軍や警察はビスカラ大統領が大統領であると支持を表

明している。 

 

また、ビスカラ大統領は、２０２０年１月２６日に国会

議員選を行うと決めているようだ（現在の国会議員任期

は２０２１年７月まで）。 

 

経 済                        

「NY 裁判所                     

 Crystallex の CITGO 資産売却手続き再開を承認」           

 

９月３０日 ロイター通信は、米国裁判所が Crystallex

に対して CITGO の資産差し押さえ手続きを進めるこ

とを許可したと報じた。 

 

Crystallex は、チャベス政権下での接収を理由に１４億

ドルの賠償金を勝ち取っていた。 

 

米国の裁判所は、この賠償金を回収するために Citgo の

株式売却手続きを許可した。 

 

 

現地メディア「Banca y Negocios」が野党関係者から入

手した情報によると、グアイド政権側で国連総会に参加

した代表団の最も重要なテーマは、トランプ政権と

CITGOの資産保護について協議をすることだったと報

じている。 

 

しかし、トランプ政権側は行政・司法の独立原則があり、

行政の影響力を行使するのは難しいと回答したようだ。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.350」でも紹介したが

国債３４の債権団がニューヨーク裁判所に提訴した。 
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２０１９年にグアイド議長が暫定大統領就任を宣言し、

政権交代の可能性が高まったことで、債権団も様子見の

雰囲気が強まっていたが、膠着状態に陥り支払い圧力が

強まり始めている。 

 

また、１０月２７日が期日となっている PDVSA２０の

一部元本支払いが出来ない場合、債権者は債務不履行を

理由に CITGO の株式５０．１％を差し押さえる権利を

持っている。 

 

現在の CITGO はグアイド政権側の資産となっており、

マドゥロ政権側の PDVSA が元本支払いを履行する理

由は存在しない。そもそも PDVSA の債券支払いを米国

の金融機関が仲介することはできないだろう。 

 

グアイド政権が CITGO をベネズエラ資産として守り

切れるかどうか重要な時期に入っている。 

 

「マドゥロ大統領 対外債務再編の再開求める」         

 

CITGO 資産の差し押さえが現実的な状況にある中、マ

ドゥロ政権は「債務再編を行う用意がある」と投資家に

訴えた。 

 

「ベネズエラは国際社会に対して全ての対外債務の再

編を宣言した。全ての債券保有者と交渉する用意がある、 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領およびアイサミ経済担当

副大統領を債務再編の交渉者に任命する。 

 

我々が対外債務を履行するにあたり最も大きな障害は

米国の経済制裁と金融ブロックだ。 

 

しかし、中国とロシアについては金融システムが正常に

機能している。我々には支払う原資があり、支払う手段

もある。」と述べた。 

 

この宣言について、ベネズエラ経済評論家で投資銀行

「Torino Capital」元リサーチャーのフランシスコ・ロ

ドリゲス氏は 

「ベネズエラの債権はニューヨーク法が準拠法となっ

ている。あらゆる債務再編は米国政府がベネズエラ政府

と認定しているグアイド政権と行わなければいけない。 

マドゥロ政権との交渉は債券の債務再編では有効にな

らない。」 

とコメントした。 

 

「米国民主党 大統領選候補者            

 トランプ政権によるベネズエラ経済制裁を非難」                  

 

米国民主党の大統領選出馬候補者であるジュリアン・カ

ストロ氏は、トランプ政権の対ベネズエラ方針を非難し

た。 

 

「最初に訴えたいこととして、トランプ政権はベネズエ

ラ難民に対して必要な保護を行っていない。 

 

ベネズエラの国内問題に関して言えば、経済制裁は科す

べきではない。実際のところ制裁はベネズエラ国民の生

活に悪影響を与えている。 

 

私はベネズエラ国民に利益のある支援方法を模索し、マ

ドゥロ政権に圧力をかけたい。」 

とコメントした。 

 

ウクライナ問題でトランプ大統領の弾劾裁判の可能性

もある中、同氏が米国の大統領に就任した場合は米国の

ベネズエラ方針は大きく変わりそうだ。 
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（写真）Maduradas 

 

社 会                        

「CLAP 一部の地域で数週間来ていない」            

 

家計調査を行っている民間団体「CENDAS」は、生活費

を図るためにカラカスの CLAP の配給状況や値段など

も確認している。 

 

CENDAS は、カラカスの複数の地域で８月に CLAP の

食料品が配給されなかったと発表した。 

 

CENDAS は配給が届かなかった理由は、食料配給担当

が汚職のために食料品を適切に配っていないからだと

訴えた。 

 

２０１９年１０月１日（水曜）              

政 治                        

「国会 選挙を通じた政権交代の方針を承認       

       ～急進野党は反対票を投じる～」        

 

１０月１日 野党多数の国会は政治的な危機を自由選

挙で解決するとの方針について改めて承認した。 

 

急進野党は今回の議題に反対を示した。 

 

 

 

同日の議論は与党議員が参加しており、与党議員もこの

議題について賛成を示した。 

 

急進野党は、「独裁政権の倒壊、移行政権の発足、自由

選挙の実施」を掲げている。 

 

その急進野党にとって与党議員も含めた「自由選挙を通

じた政治問題の解決」という方針は納得できないだろう。 

 

急進野党のリーダーであるマチャド VV 党首は、移行政

権手続きを進めることを求めた。 
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「CARICOM TIAR の発動に反対を表明」           

 

トリニダード・トバゴの Leith Rowley 首相（カリブ共

同会（CARICOM）の安全保障部会代表）は、CARICOM

として米州機構（OAS）の対ベネズエラ方針に反対する

と表明した。 

 

また、米州相互援助条約（TIAR）の発動に反対する姿

勢を示した。 

 

「TIARの発動についての懸念は国連のグティエレス事

務局長にも伝えた。問題は TIAR がベネズエラに介入し

た後のことだ。 

 

外国政府が他国の国内問題に過介入すると、その後の当

該国の社会分裂はいつまでも続く。 

 

ベネズエラの問題は国内の政治関係者の対話により解

決するべきだ。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「ケロッグ ベネズエラ政府を正式に提訴        

    ～接収とブランドの無断使用を訴え～」            

 

１０月１日 米国の大手食料品メーカー「ケロッグ」は

「マドゥロ政権に対して正式な法的手続きを開始する」

と発表した。 

 

訴訟の理由は、ベネズエラの屋内の資産没収と、ケロッ

グ側の承諾なく同社ブランド名の商品を販売したこと。 

 

２０１８年５月 ケロッグはベネズエラ事業の閉鎖を

発表。 

 

 

 

マドゥロ政権は「ケロッグ」の労働者が解雇にかかる必

要な補償金を受け取っていないとして、労働者にケロッ

グ工場の接収を指示した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.137」参照）。 

 

それ以来、「ケロッグ」は形上、労働者が運営している

会社となっているが役員はマドゥロ政権関係者だとい

う。 

 

「９月の原油輸出は日量５０万バレル？」         

 

「Bloomberg」は、９月のベネズエラの産油量が日量６

８万バレル、輸出量は日量４９．５万バレルになったと

報じた。 

 

これは OPEC が発表した８月の産油量（日量７１．２

万バレル）から３．２万バレル減少したことを意味する。 

 

仮に事実であれば、第二次世界大戦後の１９５０年代の

水準まで下がっていることになる。 

 

米国の二次制裁を恐れ、中国の CNPC は PDVSA から

直接的に原油を購入することを停止した。 

 

設備のメンテナンス不足、外国事業者の活動停止を理由

とした産油量減少に加えて、輸出先がなくなり、在庫を

保管する場所がなくなったため、PDVSA が産油活動を

抑えているとも報じられている。 

 

また、９月にアムアイ製油所で火災が発生。 

部分的に再開しているようだが、完全復旧は困難と言わ

れている。 

 

産油活動、輸出活動、精製活動に至るまでベネズエラの

石油産業は極めて深刻な状況と言える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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「米国 プエルトリコに５千万ドルの凍結要請」              

 

米国の連邦捜査局（FBI）は、汚職容疑でプエルトリコ

にある PDVSA 口座５，３００万ドルを差し押さえるよ

う要請した。 

 

ま た 、 同 国 に あ る 金 融 機 関 「 Banco San Juan 

International」の活動に制限を科したという。 

 

「Noticel」によると、「Banco San Juan International」

が PDVSA に行った融資５．２億ドルは不正取引だった

可能性があるという。 

 

この訴えについて 

「Banco San Juan International」の Vazquez Muniz 氏

は、「我々は米国政府が科した制裁規定に従い、適切な

活動を行っている。制裁規定に抵触するような取引は行

っていないと認識している。」 

と訴えを否定した。 

 

「民間企業の給料相場は BsS.２５万～８０万」         

 

現在、ベネズエラの最低賃金は月額 BsS.４万となって

いる。 

 

しかし、BsS.４万ボリバルでは１日の生活費にもならな

いのが実態だ。 

 

数年前は最低賃金を受け取る従業員は多かったが、今の

民間企業は最低賃金を賃金の基準とすることを辞めて

いるという。 

 

現地メディア「Efecto Cocuyo」の Margaret Lopez 氏の

実地調査によると現在の民間企業の給料は月額 BsS.２

５万～BsS.８０万が相場だという。 

 

 

現在の並行レートは１ドル約 BsS.２万。 

 

従って BsS.２５万～BsS.８０万は月額１２．５ドル～４

０ドルということになる。 

 

家計調査を行う民間団体「CENDAS-FVM」は、８月の

基礎食料費（５人家族が食事を取るのに必要なコスト）

を月額 BsS.５８３万（２９１．５ドル）と発表している。 

 

いずれにせよ、給料だけでは不十分だろう。 

多くの人が、本業に加えて、副業や外国にいる家族から

の仕送りなどで生活費を賄っているという。 

 

「ロシア ベネズエラの債務返済について言及」              

 

９月２５日 マドゥロ大統領はロシアを訪問し、プーチ

ン大統領らと会談した（「ベネズエラ・トゥデイ No.349」

参照）。 

 

１０月１日 ロシアの財務省報道官は、記者会見でベネ

ズエラ政府の債務について言及した。 

 

報道官によると、マドゥロ大統領とプーチン大統領は少

しだけ両国の債務について意見を交わしたという。 

 

その際、報道官は詳細について明らかにしなかったが、

その後ロシアのアントン・シルアノフ財務相はロシアメ

ディア「RIA Novosti」に、 

「ベネズエラはロシアに対して約束通り債務を返済し

ており、最近も支払いが着金した。」と述べた。 

 

以前、シルアノフ財相は、「ベネズエラ政府は秋に２億

ドルの債務を返済する予定」と述べており、この支払い

を履行した可能性が高い。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c49e10fc2de56f68b485b8ae01d8c3a.pdf

