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（写真）国連 “１月２６日 国連安全保障理事会でベネズエラ問題について議論” 

 

 

２０１９年１月２５日（金曜） 

 

政 治                     

「日本政府 ベネズエラ問題について声明発表 

～野党支持を見せながら与党への非難避ける～」 

「グアイド議長 大統領選挙は６～９カ月必要」 

「軍部高官集合 マドゥロ政権への忠誠誓う 

～在米大使館武官 マドゥロ政権に反旗～」 

「反政府デモ 死者２９名、逮捕者７９１名」 

経 済                     

「英国銀行 １２億ドル相当の GOLD 送金拒否」 

「ベネズエラ産原油 １バレル５５．７３ドル」 

「８７回目 DICOM １ドル BsS.２，０８４．３９」 

2019 年 1 月 26～27 日（土・日） 

 

政 治                    

「国連安全保障理事会でベネズエラ問題協議 

～米国 vs 中ロの構造で議論進まず～」 

「EU ８日以内に大統領選の実施宣言を要請」 

「野党 １月３０日、２月２日に抗議行動」 

「米国大使館の職員追放 ３０日間延期で合意」 

「米国政府 パナマ侵攻立案者をベネ担当に指名」 

「米国政府 ベッキオ氏をベネ外交官と認識」 

経 済                    

「並行レートの合法化か 

～１月２８日から Interbanex で取引開始～」 
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２０１９年１月２５日（金曜）             

政 治                       

「日本政府 ベネズエラ問題について声明発表      

 ～野党支持を見せながら与党への非難避ける～」       

 

１月２５日 日本政府はベネズエラ情勢について見解

を発表した。 

 

以下、外務報道官談話の全文を記載する。 

 

 

1 ベネズエラにおいて，これまでの経済社会情勢の悪

化が国民生活に深刻な影響を及ぼし，多くのベネズエラ

人が出国を余儀なくされている状況は非難されるべき

ものです。 

 

我が国としては，かかる状況が改善されるよう，責任あ

る施策が速やかに講じられるべきと考えます。 

 

また，我が国は，引き続き，ベネズエラの周辺国とも連

携して必要な支援を行っていきます。 

 

2 2019 年 1 月 10 日にベネズエラで実施された大統領

就任式以降の同国の状況に関し，我が国としては，憲法

秩序に基づき民主主義の回復を希求するベネズエラ国

民の意思が尊重されることを求めます。 

 

また，国民の広範な参加を得て，ベネズエラにおいて民

主主義が平和裡に回復されることを期待します。 

 

［参考］ 

（1）2018 年 5 月 20 日（以下，現地時間），ベネズエラ

において実施された大統領選挙で，現職のマドゥロ大統

領が再選。 

 

主要野党は，同選挙は公平な条件を欠くとして，選挙に

不参加。G7 並びにペルー，コロンビア等から成るリマ

グループは選挙の正統性に疑義を呈し非難声明を発出。

米国は従来からの制裁を強化（カナダ，EU 等もこれま

で個人制裁を実施）。 

 

（2）2019 年 1 月 10 日，大統領選挙プロセスの正統性

に対する内外からの疑義に対して十分な説明責任を果

たさないまま，マドゥロ大統領の就任式が実施された。 

 

（3）1 月 23 日，グアイド国会議長は，首都カラカスで

行われた反政府集会において，ベネズエラ憲法に基づき，

暫定大統領に就任した旨宣言。 

また，報道によれば，市民側に複数の死者を含む死傷者

が出ている模様。 

 

（4）我が国はベネズエラ国民が直接裨益する民生支援

を継続して実施しており，平成 29 年度及び 30 年度に

ついては，総額約 170 万ドルの支援を決定済み。 

 

 

マドゥロ政権を非難する立場を前提に文章が書かれて

いるが、決定的な非難は避けている印象。 

 

米国は、明確にグアイド議長を大統領と認識すると宣言。 

ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど米州諸国も相

次いでグアイド議長をベネズエラの大統領と認識する

旨の発言をしている。 

 

欧州主要国は、マドゥロ大統領に対して８日以内に、大

統領選の実施を宣言するよう求めており、期限内に宣言

がない場合は、グアイド議長を大統領と認識することを

検討するとプレッシャーをかけている。 

 

欧米諸国のスタンスと比較すれば、日本政府の声明は温

和な内容に留まっている印象を受ける。 
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「グアイド議長 大統領選挙は６～９カ月必要」         

 

１月２５日 グアイド議長はスペインテレビ局「アンテ

ナ３」の電話インタビューに応じた。 

 

インタビューの中で、大統領選の実施について質問され

ると、 

「選挙までのプロセスは６～９カ月かかるだろう。より

短い期間で実現できるのが望ましい。出来る限り早く実

現に向けて動かなければいけない。 

 

現在の選挙管理委員会（CNE）は極めてマドゥロ政権側

に偏っている。CNE を健全な体制にしなければいけな

い。」 

と回答した。 

 

憲法２３３条では、「大統領が絶対的な不在」になった

時点で、大統領の任期が４年を経過していなければ、不

在の期間は国会議長が大統領を代行すると明記されて

いる。 

 

憲法２３３条には続きがある。 

「国会議長は３０日以内に新たな大統領を決めるため

の選挙を実施しなければいけない」 

と書かれている。 

 

憲法に従えば、３０日以内に大統領を決めるための選挙

を実施することが定められているが、現在のベネズエラ

は憲法の枠を大きく超えた状態にあり、それなりの期間

がかかるとの認識を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

「軍部高官集合 マドゥロ政権への忠誠誓う      

  ～在米大使館武官 マドゥロ政権に反旗～」                  

 

以下、１月２５日付のニュースではないが重要なので、

紹介したい。 

 

１月２３日 ファン・グアイド議長の暫定大統領就任宣

言から一夜明けた２４日。パドリーノ・ロペス国防相お

よび軍部高官が揃ってマドゥロ大統領への忠誠を誓う

映像が公開された。 

 

２３日時点でロペス国防相および海軍・空軍・陸軍・自

衛隊の高官らは、ツイッターでマドゥロ大統領をベネズ

エラの正当な大統領だと投稿していたが、パドリーノ・

ロペス国防相が彼らのアカウントを勝手に使用したの

ではないかと報じられていた。 

 

「上の命令には服従する」という上意下達が浸透してい

る軍部において、最高権力者がマドゥロ大統領への忠誠

を誓うことは統率に大きな影響を与える。 

 

主だったメンバーが全員集まってマドゥロ大統領に忠

誠を誓ったことの意味は決して小さくない。 

 

 

（写真）VTV２４ 

“マドゥロ大統領に対する忠誠を誓う国軍幹部” 
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他方、１月２６日 在米国ベネズエラ大使館で武官を

務めていたホセ・ルイス・シルバ大佐は、マドゥロ大

統領に反旗を翻し、グアイド議長をベネズエラの大統

領と認識するとの声明をネットに投稿。 

 

ベネズエラ軍部に対して、憲法と民主主義原則に従

い、マドゥロ大統領に反旗を翻すよう求めた。 

 

これまで外国の元軍人グループがマドゥロ政権に反旗

を翻す映像は複数確認されているが、現役のベネズエ

ラ武官が国外から反旗を翻すのは初めてのこと。 

なお、「大佐」は佐官の中で最も位が高い。将官（大

将・中将・少将・准将）の次で軍部では比較的階級の

高い役職とされている。 

 

他方、外国にいることもあり、彼がどれほどベネズエ

ラ国内に影響力を持っているのかは不明。 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

 

「反政府デモ 死者２９名、逮捕者７９１名」         

 

ベネズエラ社会紛争観測団体（Ovcs）は、１月２２日～

２５日までに反政府デモに関連して２９名（うち１名は

未成年）が死亡したと発表した。 

 

全て銃殺で、性別では男性２７名、女性２名が死亡した

としている。 

 

また、最も死者が多いのはカラカス首都区で９名。次い

で、ボリバル州が５名、タチラ州、バリナス州、ポルト

ゥゲサ州が３名と続く。 

 

 

（写真）Ovcs“ 

反政府デモで２９名が殺害されたと発表” 

 

また、人権団体「Foro Penal」は、１月２１日～２６日

までに全国で７９１名が反政府デモに関連して逮捕さ

れたと公表している。 

 

逮捕者が最も多いのはカラカス首都区で１７１名。次い

で、アラグア州が１１２名、スリア州が９７名、モナガ

ス州が５９名、ヤラクイ州が５０名、ボリバル州が４８

名と続く。 

 

１月２３日以降、野党側が反政府デモの呼びかけを控え

ていることもあり、カラカスでは治安部隊との目立った

衝突は確認されていない。とは言え、全国的には引き続

き死者、逮捕者が増えているようだ。 

 

なお、「国会 １月３０日、２月２日に抗議行動」の通

り、来週は２度、反政府デモが予定されている。 

再びカラカスでも反政府グループと治安部隊との衝突

が予見される。 
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経 済                        

「英国銀行 １２億ドル相当の GOLD 送金拒否」           

 

１月２５日 米国金融情報サービス会社「Bloomberg」

は、英国銀行が、ベネズエラ政府が外貨準備として同銀

行に保管している１２億ドル相当の GOLD の引き出し

を拒否したと報じた。 

 

ベネズエラの外貨準備は８４億ドル程度。１２億ドルは

同国の外貨準備の約１４％を占める。今後、英国がグア

イド議長を大統領と認識すれば１２億ドルの GOLD も

野党側のコントロール下に置かれる可能性がある。 

 

英国銀行の決定は、米国マイク・ポンペオ国務長官やジ

ョン・ボルトン大統領補佐官らによるマドゥロ政権に資

金を与えないよう求めるロビー活動が影響していると

いう。 

英国政府は欧州諸国の中でも、特に野党を支持し、米国

と足並みを揃える傾向が強い。 

 

 

「ベネズエラ産原油 １バレル５５．７３ドル」                  

 

１８年１月２１日～２５日のベネズエラ産原油の平均

価格は米ドル建てで５５．７３ドル／バレル。 

 

先週の５４．１８ドル／バレルから上昇した。 

 

１９年１月時点の原油平均価格は１バレル５２．６３ド

ルとなっている。 

 

 

 

「８７回目 DICOM １ドル BsS.２，０８４．３９」                  

 

１月２５日、８７回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.２，０８４．３９。  

１月２３日の１ドル BsS. １，５７２．５５から３２．

５％と大幅にボリバル安に傾いた。  

 

なお、並行レートの参考サイト「Dolar Today」が示す

並行レートは１ドル BsS.２，５６０．８と両者の差は再

び収束する傾向にある。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年１月）

（出所）ベネズエラ石油省
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DICOM の外貨供給額はドル建てで１４８万９，１１８．

２８ドル。 

 

外貨割り当ては、法人４７社に対してドル建てで１１７

万９，７０５．５７ドル、個人７１５名に対してドル建

てで３０万９，４１２．７１ドルが割り当てられた。  

 

割り当て金額が最も多かった法人は、食品メーカーの

「Alimento Heinz（ハインツ）」で１７万ユーロ。原材

料輸入が目的。  

 

２番目が「Importadora DFCA」（業種不明）で１４万２，

５００ユーロ。完成品輸入が目的だった。 

 

３番目が通信業の「Telefonica Venezolana」で１０万ド

ル。完成品輸入が目的。  

 

２０１９年１月２６日～２７日（土・日）              

政 治                        

「国連安全保障理事会でベネズエラ問題協議       

     ～米国 vs 中ロの構造で議論進まず～」        

 

１月２３日 グアイド議長のベネズエラ暫定大統領就

任宣言を受けて、米国のポンペオ国務長官は国連安全保

障理事会でベネズエラ問題について議論するよう提案。 

１月２６日に安全保障理事会でベネズエラ問題につい

て議論された。 

 

同日の議論を公式なものと認めるかどうかについて、９

カ国（米国、英国、フランス、ベルギー、ドミニカ共和

国、ペルー、ドイツ、クウェート、ポーランド）が賛成。 

 

４カ国（中国、ロシア、南アフリカ、赤道ギニア）は反

対。 

２カ国（コートジボワール、インドネシア）が棄権した。 

 

 

なお、国連の決まりでは９カ国の承認があれば安全保障

理事会内での決議は承認することが出来る。ただし、常

任理事国である５カ国（米国、中国、ロシア、フランス、

英国）のいずれかが拒否権を行使すれば、決議は通らな

い。 

 

ベネズエラ問題については、中国、ロシアは引き続きマ

ドゥロ政権を擁護するスタンスを示しており、マドゥロ

政権と対立する方向での議論の進展を予見することは

できない。 

 

米国のポンペオ国務長官は、マドゥロ政権は正当な選挙

で選ばれた大統領ではないとして、グアイド議長を大統

領と認識するよう各国に呼びかけた。 

同時に、マドゥロ政権に対して資金が流れないよう各国

が対策をとるよう求めた。 

 

これに対して、ロシアのネベンジャ国連大使は、ベネズ

エラ問題を悪化させているのは、米国のクーデター行為

が原因であると主張。米国の内政干渉を非難。 

会議に出席したベネズエラのアレアサ外相も同様の主

張を展開した（アレアサ外相の演説の際、ポンペオ国務

長官は退席）。 

 

同日の議論は平行線のまま終了している。 

 

「EU ８日以内に大統領選の実施宣言を要請」           

 

グアイド議長の暫定大統領就任宣言の直後に、米国・米

州主要国は相次いでグアイド議長をベネズエラの大統

領と認識すると発表した 

 

他方、与野党対話を通じた選挙による解決を望む欧州連

合はグアイド議長をベネズエラの大統領と認識するこ

とに二の足を踏んでいる。 
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１月２５日 スペインのボレル外相は 

「もしベネズエラ政権に選挙を実施する意志が無けれ

ば、我々はグアイド議長を大統領と認識することを検討

する。」と発言。 

 

欧州各国は、この発言に足並みをそろえる形でマドゥロ

政権に対して、 

「近日中に大統領選挙の実施を宣言しなければ、グアイ

ド議長を大統領として認識することを検討する」 

との声明を発表した。 

 

「近日中」という表現が曖昧だったが、１月２６日にス

ペイン、英国、ドイツ、フランス政府は「８日以内」と

具体的な期日を明言しており、２月２日（土曜）を節目

とする方針を明らかにした。 

 

他方、マドゥロ政権との完全対決を望む野党支持者は、

選挙での解決を望む欧州のスタンスに不満を漏らして

いる。 

 

急進野党のリーダーであるベネズエラ主導党（VV）の

マリア・コリナ・マチャド党首は、欧州の発表に対して、

「マドゥロはベネズエラの大統領ではないので、大統領

選挙を実施する権限など無い」 

とツイッターで投稿。 

 

改めて、マドゥロ政権との対話を否定し、完全対決を望

む姿勢を示した。 

 

「野党 １月３０日、２月２日に抗議行動」         

 

１月２７日 グアイド議長はインターネットで１月３

０日、２月２日に反政府デモを行うと発表した。 

 

 

 

 

１月２３日以降、反政府デモの呼びかけを停止していた

が、引き続き街頭での抗議行動を通じてマドゥロ政権に

プレッシャーをかける必要性を訴えた。 

 

１月３０日の反政府デモは１２時～１４時にかけて実

施される。この時間帯に仕事中の人、自宅にいる人、交

通機関で待っている人、全てのベネズエラ人が街頭に出

て、軍部に対して憲法と民主主義に従うよう求め、人道

支援の受け入れを要求するという内容。 

 

集合場所やデモのルートは言及されておらず、１２時～

１４時の時間帯に各人がいる場所で、それぞれが抗議行

動を行うということだろう。 

 

２月２日の抗議行動は、１月３０日とは異なり場所やル

ートを示すとみられる。１月３０日よりも２月２日の反

政府デモの方が大きなものになりそうだ。 

集合場所、時間などは明らかにされていないが、近日中

に発表すると発言している。 

 

２月２日の抗議行動は「EU の民主主義を求める姿勢に

感謝するため」としている。 

 

「EU ８日以内に大統領選の実施宣言を要請」の通り、

欧州主要国が定める期限は２月２日。 

 

同日までにマドゥロ大統領が大統領選の実施を表明し

なければ、欧州連合はグアイド議長を大統領と認識する

可能性がある。 
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「米国大使館の職員追放 ３０日間延期で合意」         

 

１月２３日 トランプ大統領はグアイド議長をベネズ

エラの大統領と認識すると明言した。 

 

これを受けて、マドゥロ大統領は７２時間以内に在ベネ

ズエラ米国大使館職員をベネズエラから追放すると宣

言。 

 

しかし、米国政府は「ニコラス・マドゥロ氏はベネズエ

ラの大統領ではないため、米国外交官の追放を宣言する

権限はない」とのスタンスを示し、７２時間以降も数名

の外交官をベネズエラに残す方針を示していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.244」１月２４日付の記事参照）。 

 

１月２６日は７２時間の期限にあたる。 

 

１月２６日 アレアサ外相は「米国政府と合意を達成す

ることを目的に、米国外交官の滞在許可を３０日間延長

することで合意した」と発表し、米国との外交関係の断

絶を避ける姿勢を示した。 

 

米国のジョン・ボルトン大統領補佐官（国家安全保障問

題担当）は、マドゥロ政権に対して、 

「仮に米国外交官やグアイド議長を拘束するようなこ

とがあれば、深刻な結果が待っている。」 

と警告していた。 

 

マドゥロ政権が米国外交官を拘束すれば、自国民を守る

ためという名目で軍事行使も否定できない。 

また、かねてよりベネズエラ産原油の輸入制限（あるい

は禁止）など石油産業への制裁が噂されており、経済的

な圧力を強めていた。 

 

これらの観点から、米国との関係悪化は得策ではないと

考えたと思われる。 

 

「米国政府 パナマ侵攻立案者をベネ担当に指名」         

 

米国政府はエリオット・エイブラハム氏をベネズエラに

民主主義を取り戻すための特使に任命した。 

 

エイブラハム氏（７１歳）は超タカ派の政治家として知

られている。ロナルド・レーガン政権、ジョージ・ブッ

シュ政権下で国務省の米州地域安全保障補佐官（１９８

５年～８９年）を務めた。 

 

１９８９年に起きた米国によるパナマ侵攻（米国政府が

マニュエル・ノリエガ軍事政権を武力で引きずり下ろし

た事件）の立案者の一人。キューバ政府はかねてよりエ

イブラハム氏を「獣」と非難している。 

 

また、２００２年４月に故チャベス元大統領が一時的に

拘束され、カルモナ暫定政権が発足した際に、カルモナ

政権を支持したことでも知られている。 

 

トランプ政権が軍事介入も視野に入れ、マドゥロ政権に

圧力をかけていることが伺える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
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「米国政府 ベッキオ氏をベネ外交官と認識」         

 

１月２７日 グアイド議長は、カルロス・ベッキオ氏を

米国の外交担当に任命すると発表した。 

 

同日、グアイド議長の発表を受けて、米国国務省はベッ

キオ氏をベネズエラの商務担当官と認識すると発表し

た。 

 

ベッキオ氏は大衆意志党（VP）の中心人物の一人だっ

たが、マドゥロ政権からの圧力を受けて米国に亡命した。 

 

米国に亡命した後もベネズエラ問題を訴えており、急進

派に属する政治家として認識されている。 

 

 

（写真）大衆意志党 “カルロス・ベッキオ氏” 

 

１月２３日に暫定大統領就任を宣言して以降、グアイド

議長は急進野党に傾いており、行動民主党（AD）や新

時代党（UNT）の基本方針と乖離が見える。 

 

しかし、１月２７日にグアイド議長は AD のエドガー・

サンブラーノ第１副議長を「恩赦法担当」に任命。 

UNT のスターリン・ゴンサレス第２副議長を「移行政

権担当」に任命。両党にもそれなりに配慮しているよう

なスタンスを見せた。 

 

 

 

経 済                       

「並行レートの合法化か                

  ～１月２８日から Interbanex で取引開始～」            

 

１月２７日  ベネズエラ中央銀行はツイッターで

「Interbanex」をベネズエラ為替システムとして認める

と発表。財務省も同為替システムを許可していると投稿

した。 

 

ただし、現時点では「Interbanex」による両替について、

為替協定が公表されているわけでなく、運用方法はほと

んど不明。メディアの情報から確認できているのは以下

の通り。 

 

「Interbanex」は「Interban Exchange, C.A.」が提供す

る電子プラットフォームによる為替取引サービス。 

 

「Interbanex」の為替取引は、１月２８日から始まる。 

 

「Interbanex」は需要と供給でレートが決定する。 

 

「Interbanex」での為替取引が出来るのは現時点では民

間金融機関の「B.O.D（Banco Occidental de Credito）」

のみ。今後、利用できる金融機関を増やす見通し。 

 

「Interbanex」は、平日５日、AM６時～PM６時までア

クセス可能。 

 

「Interbanex」の取引手数料は、０．１２５％。 

 

「Interbanex」は「DICOM」にとって代わる外貨供給制

度ではなく、「DICOM」は引き続き存在する。 

 

「Interbanex」は民間セクターのみ使用可能。公的セク

ターは「Interbanex」による両替には参加しない。 
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「Interbanex」のツイッターを確認する限り、１月２８

日の取引初日の為替レートは１ドル BsS.３，２００か

ら始まるという。 

 

現在「Dolar Today」の並行レートは１ドル BsS.２，５

００程度。前述の発表が事実であれば、ドルの売り手に

とっては、「Interbanex」を利用した方が得になる。 

 

なお、同社ウェブサイトにアクセスしたが、トップペー

ジは多くのことは書かれておらず、詳細を知るためには

登録する必要がある。なお、実際に「Interbanex」を利

用すると以下のような画面になるようだ。 

 

 

（写真）Interbanex ツイッター 

“初日の為替レートは１ドル BsS.３，２００と発表” 

 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行ツイッター 

“Interbanex による為替取引の合法化を認める中銀” 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


