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（写真）グアイド議長ツイッター “国会 １１月５日に与党議員団を交えて CNE 役員交代について議論” 

 

 

２０１９年１０月３０日（水曜） 

 

政 治                     

「国会 １１月５日に CNE 役員任命について議論 

～５０日以内に CNE 役員を任命する～」 

「グアイド議長 キューバを訪問？」 

経 済                     

「Repsol ベネズエラ内の資産減少」 

「CEPAL ベネズエラの輸出は前年比５０％減」 

「グアイド議長 対外債務を尊重する姿勢示す 

～専門家は PDVSA２０の無効化申請に警鐘～」 

社 会                     

「国民の９割は断水、停電は生活の障害と回答」 

２０１９年１０月３１日（木曜） 

 

政 治                    

「元観光相 GOLD と麻薬の密輸に関与？」 

経 済                    

「為替レート高騰が再び鎮静化 

～中銀 引き続きユーロを銀行に割り当て～」 

「米国政府 ベネズエラ政府支援を理由に 

スペインにも制裁を検討」 

「ボリバル不足対策で短期債の発行を承認」 

「OPEC １０月のベネズエラ産油量微増」 

社 会                     

「ロン・サンタ・テレサ 香港で優秀賞を受賞」 
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２０１９年１０月３０日（水曜）             

政 治                       

「国会 １１月５日に CNE 役員任命について議論     

    ～５０日以内に CNE 役員を任命する～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.363」で紹介した通り、

グアイド議長率いる国会は与党議員団と共に選挙管理

委員会（CNE）の役員を検討する方針を示した。 

 

この議論は１０月３０日に実施されたが、本格的な議論

は１１月５日に持ち越された。 

 

理由は与党議員団全員が同日の議会に参加しなかった

ため（以下の写真は１０月３０日議会の与党議員席）。 

 

与党議員団の団長を務めるフランシスコ・トーレアルバ

議員は、１１月５日に改めて本件について議論するよう

求めていた。 

 

 

（写真）Sumarium（alejo 記者撮影） 

 

この動きについて、マドゥロ大統領はグアイド議長率い

る国会の野党議員も選挙の参加を希望しており、与党議

員団を通じて意見交換を続けているとコメントした。 

 

 

 

また、主要野党の中でも穏健野党の方針に近いスターリ

ン・ゴンサレス国会第２副議長は、「５０日以内に CNE

役員を任命する」と述べている。 

 

５０日以内ということは１２月末までに CNE 役員を決

定するということになる。 

 

マドゥロ政権と合意した穏健野党のリーダーであるテ

ィモテオ・サンブラーノ議員も１９年１２月末までに

CNE の役員を任命すると述べていた。 

 

主要野党は引き続き穏健野党を敵視する方針を示して

いるものの、実態を見ると歩調を合わせているように見

える。 

 

急進野党は、主要野党の動きを強く非難。 

 

グアイド議長が１９年１月に国民の前で誓った「独裁政

権を倒壊させ」「移行政権を組織し」「自由選挙を実施す

る」の原則に回帰するよう求めた。 

 

なお、グアイド議長自身は、急進野党が指摘するような

マドゥロ政権との協力は無いと説明しており、支持者に

対して１１月１６日の抗議行動について参加を呼び掛

けている。 

 

「グアイド議長 キューバを訪問？」         

 

真偽のほどは定かではないが、グアイド議長がキューバ

を訪問したとの噂が流れている。 

 

急進野党に属するエンリケ・アリストギエタ氏は、この

噂についてツイッターで投稿。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
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「もし本当にグアイドがキューバを訪問したとすれば、

我々は訪問の理由について説明を求める。多数派の支持

は無条件なものではないことを忘れてはいけない。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

 

 

本件について、現在のところグアイド議長は否定も肯定

もしていない。 

 

急進野党あるいはマドゥロ政権によるグアイド政権へ

のネガティブキャンペーンかもしれない。 

もしくは、昨今の野党の方針転換の風潮から本当にキュ

ーバを訪問したのかもしれない。 

 

経 済                        

「Repsol ベネズエラ内の資産減少」           

 

スペインのエネルギー事業者「Repsol」は２０１９年第

３四半期の決算を公表した。 

 

同資料によると「Repsol」がベネズエラに持っている資

産は３億５，１００万ユーロ。６月時点の実績から１０．

７％減少した。また、１８年１２月時点では４億５，６

００万ユーロだったので、当時から２３％減少した。 

 

なお、Repsol は１９年第３四半期時点は全体で１４憶

６，６００万ユーロの利益が出ており、この資産減価は

企業に大きな影響を与えないとしている。 

 

また、米国の制裁を受けて制裁規定に抵触しないよう内

部での監査を厳重に行っていると補足した。 

 

 

 

「CEPAL ベネズエラの輸出は前年比５０％減」         

 

国連のラテンアメリカ・カリブ経済委員会（CEPAL、英

名 ECLAC）は、２０１９年の同地域の経済見通しを示

した。 

 

同レポートで、２０１９年のラテンアメリカ・カリブ海

地域の輸出額は前年比２％減と予想した。 

 

国別ではパラグアイの輸出額は前年比８．８％減、ブラ

ジルは同５．６％減、ペルーは同７．２％減、チリは６．

６％減、コロンビアは４．３％減。 

 

南米地域で輸出額が増えると予想したのは、アルゼンチ

ンの５．９％増とウルグアイの４％増の２カ国だけだっ

た。 

 

ベネズエラについては他国を大幅に下回り、前年比４９．

９％減と予想された。 

 

「グアイド議長 対外債務を尊重する姿勢示す         

 ～専門家は PDVSA２０の無効化申請に警鐘～」                  

 

１０月３０日 グアイド議長は、記者からの質問を受け

て、移行政権はマドゥロ政権が過去に発行した債務の支

払いを尊重すると述べた。 

 

「ベネズエラが負っている全ての正当な債務は尊重さ

れる。我々は債権者に対して直接、債務返済の方針につ

いて伝えている。我々の国の将来のため信頼を築いてい

る。」 

とコメントした。 

 

しかし、１０月２８日にグアイド政権は PDVSA２０に

ついてニューヨーク裁判所に無効化を求めた。 
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この野党の方針について懸念を示す専門家は多い。 

 

「Arugus Media」は、「Ahomore」「Black Rock」「T Rowe」

「Fidelity」など PDVSA２０の債権者は、９０日間の猶

予期間を設定した米国政府に対してロビー活動を開始

したと報じた。 

 

また、今回の一件はグアイド政権に対する投資家の信頼

を損なう行為であり、政権が交代した後の将来的な債券

発行にも少なくない影響を与えると報じている。 

 

他、債券の発行が違法だったかどうかを判断するのは

「最高裁判所」の権限だと指摘する専門家も存在する。 

 

従って、違法行為だと断定するとすれば米国にあるグア

イド政権側が任命した最高裁判所が決定を下さなけれ

ばいけないとしている。 

 

なお、グアイド政権が任命した最高裁判所は、急進野党

側の影響力が強く、グアイド政権の思い通りに動くとは

限らないのが実態だ。 

 

社 会                        

「国民の９割は断水、停電は生活の障害と回答」           

 

世論調査会社「Consultor２１」は、最新の世論調査結果

を公表。 

 

「生活で何が困るか？」（複数回答可）という質問につ

いて、断水、停電と答えたベネズエラ人は回答者の約９

割と発表した。 

 

次に多かったのは「交通・移動」で回答者の７割だった。 

 

他、グアイド議長とマドゥロ大統領の支持についても調

査を行った。 

 

マドゥロ大統領の支持者は１８～２５％。 

野党を支持する者は４５～５２％。 

 

野党を支持すると答えた人の８割はグアイド議長を支

持すると回答。残りの２割はマリア・コリナ・マチャド

VV 党首とファルコン AP 党首を支持するグループだっ

た。 

 

２０１９年１０月３１日（木曜）             

政 治                       

「元観光相 GOLD と麻薬の密輸に関与？」        

 

メディアにはあまり露出しないがマドゥロ政権には多

くの与党重鎮が存在する。ステラ・ルーゴ氏もその一人

だろう。 

 

ルーゴ氏は２０１７年までファルコン州の知事を務め、

その後は観光相を務め、現在はロスロケス諸島地域担当

官を務めている。 

 

このルーゴ氏が、麻薬や GOLD の密売を行う場所とし

てロスロケスで場所を提供していると報じられた。 

 

取引にはルーゴ氏の親族Carlos Betancort氏、Noel Lugo

氏らが関わっており、イタリア籍の人物が経営するロス

ロケスのポサーダで密売が行われているという。 
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経 済                        

「為替レート高騰が再び鎮静化             

 ～中銀 引き続きユーロを銀行に割り当て～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.363」で、並行レート

が高騰しているとの記事を紹介した。 

 

また、この動きを受けて中央銀行が金融機関に対して現

金ユーロを割り当て、為替レートの鎮静化を試みたとい

う点についても紹介した。 

 

この試みが功を奏したのか、並行レートは一時的に元の

水準に戻った。 

 

以下は様々な並行レート参考サイトの情報を公開して

いる「enparalelovxla」というツイッター。 

 

１０月２９日時点で１ドル BsS.２．５万～BsS.３万程度

の数値を出している。 

 

 

 

そして、以下が１０月３１日の並行レートの情報。 

１ドル BsS.１．８万～BsS.２．５万程度とさがっている

ことがわかる。 

 

 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」は、中央銀行が

引き続き両替用の現金ユーロを銀行に割り当て、並行レ

ートの高騰を抑制しようとしていると報じた。 

 

１０月３１日時点に８００万ユーロが追加で金融機関

に流れ、今週に入り３．６００万ユーロが割り当てられ

たとしている。 

 

「米国政府 ベネズエラ政府支援を理由に           

          スペインにも制裁を検討」         

 

中央銀行がどのような手段でユーロを調達しているか

は不明なところも多いが、欧州地域での決済取引にスペ

インが関わっている可能性は以前から指摘されている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.342」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eb1d97bc0487821b3571885cdb8af4e.pdf
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「Bloomberg」は、内部関係者からの情報として米国政

府がスペインの中央銀行「Banco de España」および関

係組織への制裁を検討していると報じた。 

理由はマドゥロ政権への支援だという。 

 

関係者から得た情報によると、１１月１０日にスペイン

で予定されている上院下院の総選挙が終わるまでは制

裁を科さないという。 

 

既にこの情報は、スペイン政府側は認識していたようだ。 

 

サンチェス大統領は、記者から本件について質問を受け

ると、 

「米国政府側から公式にそのような通知は受けていな

い。仮に事実だとすれば、米国政府の対応は正当化され

ないだろう」 

と回答した。 

 

仮に米国政府がスペインの中央銀行に制裁を科すよう

であれば、大きな外交問題に発展する。また、その影響

はスペインだけではなく欧州全域に及ぶだろう。 

 

「ボリバル不足対策で短期債の発行を承認」              

 

ベネズエラ証券監督局（SUNAVAL）は、企業の現地通

貨不足を解消する手段として、「pagaré bursátil（以下、

証券手形）」の発行を許可した。 

 

証券手柄は、短期債で最大３６０日までに返済する手形。

当座の現金（ボリバル通貨）不足を緩和するために発行

されるもの。 

現時点では、どのような仕組みなのか詳細は確認できて

いない。現在、中央銀行が金融機関に科す預金準備率を

大幅に引き上げたことで銀行の融資能力が著しく低下

している。 

 

 

これを受けてベネズエラ国内の企業にも事業継続に必

要なボリバル現金が不足する事態が多発しており、これ

に対応したものとみられる。 

 

「OPEC １０月のベネズエラ産油量微増」              

 

ロイター通信は、１０月の OPEC 加盟国の産油量につ

いて報道。 

 

加盟国の総産油量は、日量２，９５９万バレルで、２０

１１年以来最低を記録した先月よりも６９万バレル増

加したと報じた。 

 

また、ベネズエラについては、先月よりもやや増加した

と報じた。 

 

最も産油量減少が大きかったのはエクアドル。１０月に

エクアドルで起きた抗議行動の影響で１０月９日から

原油産出地の活動が停止したことが理由だという。 

 

なお、１０月２０日には生産を再開しており、エクアド

ルの減産は一時的なものとみられる。 

 

社 会                        

「ロン・サンタ・テレサ 香港で金賞を受賞」           

 

「ウィークリーレポート No.118」でベネズエラ産ラム

酒について紹介した。 

 

香港で開催されている「香港インターナショナル・ワイ

ン＆スピリッツ・コンペティション」でベネズエラのラ

ム酒老舗メーカー、「ロン・サンタ・テレサ」のプレミ

アム酒「ロン・サンタ・テレサ１７９６」が優秀賞を受

賞した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf

