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（写真）El Nuevo Herald “米国 OFAC 民放「Globovision」オーナー、関係会社に制裁を科す” 

 

 

２０１９年１月７日（月曜） 

 

政 治                     

「セルパ最高裁判事の記者会見 

～カベジョ制憲議長に大統領譲る予定だった～」 

「大統領 政府を認めない国に同等措置を宣告」 

「国際司法裁判所 調査担当判事を調査」 

経 済                     

「PDVSA フランス企業と投資協定を締結」 

「ロイター 米国向け原油輸出量は観測史上最低」 

「１９年は９３．４億ドルの債券支払い義務」 

「一部の税は外貨・デジタル通貨建てで徴収」 

「７９回目 DICOM １ドル BsS.７０４．５７」 

２０１９年１月８日（火曜） 

 

政 治                    

「国会“大統領不在ではない”の方針で一致 

～急進野党は国会の方針を非難～」 

「大統領就任式に参加する外国要人」 

「制憲議会 国会解散・総選挙を提案」 

「ゴンサレス・ロペス氏 大統領府警備顧問」 

「スサナ・バレイロス護民官が辞任」 

経 済                    

「米国政府 Globovision オーナーらに制裁」 

「世界銀行 １９年のベネズエラ GDP△８％」 

「１世帯の生活費は月額６００ドル」 
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２０１９年１月７日（月曜）             

政 治                       

「セルパ最高裁判事の記者会見             

 ～カベジョ制憲議長に大統領譲る予定だった～」       

 

１月５日 最高裁判事（選挙法廷）を務めるクリスティ

アン・セルパ氏が米国に脱出し、亡命を申請した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.236」１月５日～６日付の記事

参照）。 

 

セルパ判事は１月７日に記者会見を開いた。また、メデ

ィアを通じて、ベネズエラの現状に対する見解を示した。 

 

その中で、いくつか重要点が語られたのでいくつか紹介

したい。 

 

１．マドゥロ大統領は                

  カベジョ制憲議長に大統領を譲るつもりだった？                    

 

セルパ判事は、１８年１０月末にマドゥロ大統領はカベ

ジョ制憲議長に大統領を譲ることを決めていたと語っ

た。 

 

１０月にマドゥロ大統領が護送車で移動中に SEBIN に

止められたとの記事が流れたことがある。その後、すぐ

に実はマドゥロ大統領は乗っていなかったとの記事が

流れるなど情報が錯綜していた。 

 

この事件について、セルパ判事は 

「SEBIN がマドゥロ大統領の護送車を止めた裏にはカ

ベジョ制憲議長がいたとされている。そして、マドゥロ

はカベジョと政権移行について話し合ったようだ。 

カベジョはクーデターを起こそうと考えていた。しかし、

護送車に乗っていたのはマドゥロの影武者だった。」 

と語った。 

 

２．ファルコン AP 党首はマドゥロの仲間？         

 

セルパ氏は、１８年５月２０日の大統領選に出馬した発

展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首は、マドゥ

ロ大統領の当選を正当化させることを手伝おうとして

いたと発言した。 

 

「元与党党員のファルコン党首は与党 PSUV に知人が

多い。マドゥロもその一人だ。チャベス政権下でファル

コンは与党と距離を置いたが、マドゥロが大統領に就任

してから与党と関係が再開した。ファルコンはマドゥロ

の選挙を正当化することを支援した。 

 

大統領選のキャンペーンを資金的に支援したのはラウ

ル・ゴリンだと考えている。ファルコン氏は大統領選に

出馬し、選挙結果を認めないと宣言し、不正の証拠をた

くさん提出した。しかし、その後沈黙した。 

 

選挙法廷のインドラ判事長が、ファルコンは金銭を受け

取ったと言っていた。」 

と語った。 

 

３．野党に政府からお金を受け取っている人物がいる？   

 

「ラウル・ゴリン氏から資金を受け取った人物は他にも

いる。彼は野党内でも力を持ち、政府を支援していた。 

第一正義党（PJ）のホセ・グリゴリオ・コレア氏はその

一人だ。 

 

他にも、野党政治家の名前は出てこないが、政府の公共

事業に関連して複数の野党政治家が裏で利益を得てい

た。行動民主党（AD）のエドガー・サンブラーノ氏（１

９年の第１副議長）、新時代党から離脱し、「Cambiemos」

を発足したティモテオ・サンブラーノ氏もその一人だ。」 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
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これらの情報がどこまで正確なのかは不明だが、信じる

国民は多いことだろう。 

 

なお、「ゴンサレス・ロペス元 SEBIN 長官は政府に殺害

されたかもしれない」とコメントしたが、翌日にはゴン

サレス・ロペス氏が大統領府の護衛官に任命され、同氏

の姿が確認された（本稿「ゴンサレス・ロペス氏 大統

領府警備顧問に」参照）。 

 

他、「マドゥロの母親はコロンビア人で、マドゥロはコ

ロンビア人なので、ベネズエラの大統領に就任すること

はできない」と述べている。 

 

どこまでが真実なのかは判断が難しいところだろう。 

 

「大統領 政府を認めない国に同等措置を宣告」         

 

１月７日 マドゥロ大統領は、１月１０日のマドゥロ大

統領再任を認めない国には「同等の対抗措置を取る」と

圧力に屈しない姿勢を示した。 

 

「ベネズエラ組織の合法性を認めない国は、迅速に同等

の措置を講じる。ベネズエラは尊重されなければいけな

い。我々は相手がだれであろうと断固として戦う。 

 

国軍は我々とともに精力的に憲法を順守する。１月１０

日はベネズエラ国民と世界の仲間にとって素晴らしい

日になると信じている。」 

と語った。 

 

日本政府は、最近、マドゥロ大統領の再任についてはこ

れと言った見解を示していないが、基本的なスタンスは

米国、リマグループと同じだ。 

その意味では、日本政府も何らかのリアクションを取る

必要に迫られ、マドゥロ政権の標的にある可能性はあり

そうだ。 

 

「国際司法裁判所 調査担当判事を調査」                  

 

１月７日 国際司法裁判所（CPI）は、ベネズエラで起

きている人権問題の調査を行う Fotuo Bensouda 氏の調

査を行うことを発表した。 

 

この調査は在インド・ベネズエラ大使館で大使を務めた

経験のあるマルケス・ロンドン氏がCPIに訴えたもの。 

 

マルケス・ロンドン元大使は、現地メディア「El Nacional」

の取材に対して、 

「国際司法裁判所が Fotuo Bensouda 判事を調査するこ

とを決めた。Fotuo 判事は、マドゥロ政権に対する訴え

の調査を意図的に遅らせている疑いがある。 

 

Fotuo 氏は、タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

の姉妹である Haifa El Aissami 氏と個人的な関係がある。 

 

Haifa El Aissami 氏は、元国際司法裁判所のベネズエラ

代表大使を務めていた。 

 

Fotuo 氏と Aisami 氏はプレゼントを交換するほど親し

く、個人的な関係が捜査の妨げになっている。」 

と語った。 

 

経 済                        

「PDVSA フランス企業と投資協定を締結」           

 

１月７日 PDVSA は、フランスの「Maurel ＆ Prom」

と投資協定を締結した。 

 

「Maurel ＆ Prom」は、「Shell」から同地域の権益を購

入することになる。この交渉については１８年１０月か

らメディアで報じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.202」１０月１２日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
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ケベド総裁は 

「我々はマラカイボ湖の産油量を増やすために４億ド

ルの投資を行うフランス資本を歓迎する。 

 

この協定は２０１９年から即時発効し、同地域の産油量

を最大で７万バレル増やすことだろう。」 

と発言した。 

 

OPEC によると、１８年１１月のベネズエラ産油量は、

日量１１３．７万バレルで減少傾向が続いている。 

 

「ロイター 米国向け原油輸出量は観測史上最低」         

 

ロイター通信は、１８年のベネズエラによる米国向け原

油・石油製品輸出は日量５０万バレルで前年比１５％減

だったと報じた。 

 

同社は１９８９年から米国向けの原油輸出量を観測し

ているが、これまでで最も低い数字だという。 

 

ロイターの調べによると、米国で最も多くベネズエラ産

原油を輸入しているのは、 

「Citgo Petroleum」で日量１７．６万バレル。 

次いで「Valero Energy」が日量１６．６万バレル。 

「Chevron Corp」が日量８．３万バレル 

 

各月の原油・石油製品輸出量は以下の通り。 

 

１月： 日量４７６，５４８．２９バレル 

２月： 日量３７８，６４３．２１バレル 

３月： 日量４５４，７７５．２７バレル 

４月： 日量５１２，１８２．３１バレル 

５月： 日量５３８，０４２．３２バレル 

６月： 日量５６３，９６２．３３バレル 

７月： 日量４９４，４０６．３０バレル 

 

 

８月： 日量４６８，３００．３０バレル 

９月： 日量６０１，５０５．３８バレル 

１０月： 日量４８９，２８２．３０バレル 

１１月： 日量４８２，５１７．３０バレル 

１２月： 日量５３３，３５８．３３バレル 

 

「１９年は９３．４億ドルの債券支払い義務」                  

 

米国投資会社「Torino Capital」のフランシス・ロドリ

ゲス氏は、２０１９年にベネズエラ政府と PDVSA が返

済しなければいけない外貨建債券の総額は９３億３，６

００万ドルと説明した。 

 

フランシスコ氏は 

「現在ベネズエラは、政府だけでなく、外貨の収入源で

ある PDVSA もデフォルト状態にある。 

また、１８年１１月の産油量は前年から日量５１万バレ

ル、前年比３１％も減った。 

 

Citgo の債券が担保に設定されている PDVSA２０を除

き、ほぼ全ての債券が支払われなかった。 

 

１８年、ベネズエラ政府は使用できる外貨に制限があり、

対外債務の返済を放棄した。２０１９年は、１８年より

厳しい年になると思われ、政府が支払いを再開すること

は考えにくい。 

 

直近では１月１４日に国債３４の利息７，０００万ドル

の返済が予定されている（グレースピリオドが３０日あ

るので、本当の意味での期限は２月１４日）。 

 

２０１８年、ベネズエラ政府、PDVSA は７８億６，９

３０万ドルの返済を遅延させた（１７年の分を含めれば

９０億ドル超）。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月７日～１月８日報道               No.２３７   ２０１９年１月９日（水曜） 

5 / 9 

 

１９年１月１０日のマドゥロ政権２期目の節目に米国

政府は制裁を強化するだろう。ベネズエラの金融取引は

更に制限され、債務の履行は更に困難になる。」 

とコメントした。 

 

「一部の税は外貨・デジタル通貨建てで徴収」                  

 

前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.236」でマラカイボ

市の商業税がペトロ建てで固定された記事を紹介した。 

 

１月７日 特別官報６，４２０号で 

「外貨建て（デジタル通貨含む）で得た収入の負債（税

金のことを意味していると思われる）は、外貨あるいは

デジタル通貨で支払わなければいけない。」 

という政令を発効した。 

 

ベネズエラでは航空券チケットの支払いや外国人の旅

行時の支払い受取など一部はドル、あるいはデジタル通

貨で受け取ることが認められている。 

 

なお、 

・有価証券の取引 

・公的セクターによる財・サービスの輸出 

は同政令の適用を除外すると書かれている。 

 

今後、銀行監督局（SUDEBAN）が本制度にかかる規則

などを定めることになるようだ。 

 

この制度が何処まで大きな影響を及ぼすことになるの

か不明な点が多く、現地メディアでは本件に対する扱い

は小さい。 

 

 

 

 

 

 

「７９回目 DICOM １ドル BsS.７０４．５７」                  

 

１月７日、２０１９年最初の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.７０４．５７。  

１２月２８日の１ドル BsS.６３８．１８から１０．４％

ボリバル安に傾いた。  

 

ここ最近、DICOM レートは毎回１０％超ボリバル安に

振れており、平行レートとの乖離はかなり縮小している。 

 

外貨供給額はドル建てで２０２万８，９４６．３６ドル。  

 

今回の外貨割り当てはほとんどが個人向けで、法人４社

に対して１万９２８ドル、個人１，４８４名に対してド

ル建てで２０１万８，０１８．３６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、「 Cramal 

Construcciones y Disenos」で７，５００ドル。外貨建て

の貯蓄が目的。  

 

次いで、「Cargell de Venezuela」(食品業)が２，０００

ドル。原材料輸入が目的。  

 

３番目が通信会社の「Digitel」で８００ドル。原材料輸

入が目的だった。 

 

４番目が生活品メーカーの「Johnson ＆ Johonson」で

６２８ドルだった。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
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２０１９年１月８日（火曜）             

政 治                       

「国会“大統領不在ではない”の方針で一致         

      ～急進野党は国会の方針を非難～」        

 

１月８日 ２０１９年最初の通常国会が始まった。 

 

同日の議題は汚職で流出した資金を政権移行後のベネ

ズエラ発展のために使用するという「汚職基金」の設立

について。本議題について、異論無く承認された。 

 

２つ目の議題は、「１月１０日以降にどのように政権を

移行するのか」について。 

 

あくまで憲法の枠組みで民主的な選挙による政権交代

を模索するという方針で合意したが、具体的にどのよう

に選挙にこぎつけるのかと言う肝心のプロセスは示さ

れなかった。 

 

１点、重要な点は今回の議題で、行動民主党（AD）、第

一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、新時代党（UNT）

など主要野党が 

「１９年１月１０日以降、大統領は空白になるのではな

く、マドゥロに大統領職を奪われた状態になっている」

との認識で一致したことだろう。 

 

デルサ・ソロルサノ議員など UNT を離党した議員らも

同様の方針を示している。 

 

「ウィークリーレポート No.75」で危惧したように、仮

に「１月１０日以降は大統領が不在」と国会が認識して

しまうと、憲法に従い国会議長が大統領職を担うことに

なってしまう。これにより政府との強烈な衝突が予見さ

れる。 

 

 

 

他方、国会は「大統領は不在ではない」とのスタンスを

示しており、政治的な対立深化は避けたことになる。 

 

しかし、急進野党で構成される議員団「７月１６日グル

ープ」は、主要野党の方針を非難。 

「１月１０日に大統領の不在を宣言し、国会議長は一時

的に大統領の役割を担うべきだ」 

と訴えている。 

 

なお、急進野党寄りの亡命最高裁は、 

「国会の正当性を認識し、国会を支持する」 

と発言しているが、 

「１月１０日に大統領が不在になるので、国会議長は大

統領の職責を担うべきだ」 

との見解を示している。 

 

他、外国にいる急進野党の中心メンバーの一人、タマラ・

スジュ氏は UNT のスターリン・ゴンサレス氏が第２副

議長に就任したことについて、 

「スターリンが第２副議長とは本気か？大統領が不在

の状態でも政治を変える意志がないのか？UNT はマド

ゥロ麻薬政府に酸素を与えようとしている。誰か気づく

人はいないのか？」 

とツイッターに投稿した。 

 

主要野党は団結を求めるも２０１９年に入っても引き

続き野党を取り巻く状況は変わらないようだ。 

 

「大統領就任式に参加する外国要人」           

 

１月１０日の大統領就任式は多くの外国政府が出席し

ない方針を示している。出席する国を挙げる方が簡単だ

ろう。 

 

現時点で出席を確認できている外国政府はキューバ、ボ

リビア、メキシコ、トルコ、ウルグアイの５カ国。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8c5b689583539d503f9dd1b874de5e9.pdf
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キューバはカネル・ディアス国家評議会議長が出席する

見通し。ボリビアもエボ・モラレス大統領が出席する。 

 

メキシコについて、ロペス・オブラドール大統領は出席

しないが代理の外交官が出席する。トルコも同様にエル

ドアン大統領は出席しないが、マドゥロ大統領と電話会

談で代表団を派遣すると伝えたようだ。 

ウルグアイも在ベネズエラ大使館の商務官が出席する。 

 

他、OPEC の Mohammed Barkindo 議長も出席すると

みられる。 

 

また、１月８日に中国の Han Changfu 農業省大臣とマ

ドゥロ大統領がベネズエラで会談した。 

 

この状況で大臣クラスがベネズエラを訪問するという

ことは１月１０日以降も中国は対ベネズエラ方針を大

きく変えないという意志の表れと言えそうだ。 

 

「制憲議会 国会解散・総選挙を提案」         

 

１月８日 制憲議会は国会の解散を提案した。 

 

同議案を提出したのはヘラルド・マルケス制憲議員。 

マルケス氏は２０１９年に国会議員を決める新たな選

挙を行わなければいけないと訴えた。 

昨年からカベジョ制憲議長は何度か国会の解散総選挙

について言及していたが、具体的な進展はみせていない。 

 

また、カベジョ制憲議長は、１月４日のリマグループ宣

言について言及した。 

 

リマグループは、１月１０日のマドゥロ大統領就任を非

難すると同時に、１２月に起きたガイアナとの国境問題

でもベネズエラを非難した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.236」参照）。 

 

カベジョ制憲議長は、 

「無効状態にある国会と結託しているリマグループは、

ガイアナとの国境問題でベネズエラの主権を脅かそう

としており、国会はリマグループを支持している。 

国会はベネズエラの主権を他国に売り渡そうとする売

国奴だ。」 

との理論を展開。 

 

「もし国会が現在のような手法を続けるのであれば、

我々はしなければいけない決断をすることになる。 

５つある公権力のうちの１つの組織が祖国を脅かすな

どあってはならないことだ。 

 

もし国会がベネズエラの主権を守ろうとしないのであ

れば、制憲議会は権力の源泉組織として、国会の誤った

運営を修正する。」 

と述べた。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV 

“制憲議員が国会の解散総選挙を提案したと報じる” 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
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「ゴンサレス・ロペス氏 大統領府警備顧問に」         

 

１０月に SEBIN 総司令官を解任され、死亡したのでは

ないかとまで噂されていたグスターボ・ゴンサレス・ロ

ペス氏が２カ月間の沈黙の末、テレビに登場した（解任

時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.209」１０月２

９日付の記事参照）。 

 

ゴンサレス・ロペス氏はディオスダード・カベジョ制憲

議長の派閥に属する人物。 

 

当時、マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長との間の関係

が悪化するのではないかとも報じられていた。 

 

なお、１月７日にクリスティアン・セルパ最高裁判事が

語ったように、１０月に行われた SEBIN のクーデター

計画にカベジョ制憲議長、ロペス元総司令官が関与して

いたとすれば、解任はつじつまが合う気もする。 

 

他方、それだけの大事件がありながらカベジョ制憲議長

が今の地位を維持できることは違和感もある。 

 

また、興味深いのはゴンサレス・ロペス氏に与えられた

新たな役割だ。１月８日 ゴンサレス・ロペス氏（写真

右）は大統領府警備顧問に任命された。実際に宣誓する

映像がテレビで公開されている。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV 

 

「スサナ・バレイロス護民官が辞任」         

 

１月８日 護民官を務めるスサナ・バレイロス氏が辞職

した。バレイロス氏の辞職はカベジョ制憲議長が発表。 

辞職理由について「個人的な事情」と述べた。 

 

バレイロス護民官は２０１５年から同職を務めており、

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首に有罪判決

を下した人物として知られている。 

 

 

（写真）El Universal “スサナ・バレイロス護民官” 

 

カベジョ制憲議長は、カルメン・マリセラ氏が後任にな

ると発表。同日、宣誓式を行っている。 

 

 

（写真）制憲議会 

“護民官就任を宣誓するカルメン・マリセラ氏（写真左）” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
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経 済                       

「米国政府 Globovision オーナーらに制裁」            

 

１月８日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、民放

「Globovision」のオーナーであるラウル・ゴリン氏とそ

の関係者６名およびゴリン氏が直接・間接的に関与する

２３社に対して制裁を科した。 

 

米国人、米国法人、米国資本の企業は、同リストに含ま

れる個人・法人との取引は禁止される。 

 

ただし、「Globovision Tele C.A.」と「Globovision Tele 

CA, Corp」については２０２０年１月８日までの期限付

きで、メンテナンスなど特定の業務を請け負うことは可

能となっている。 

 

ラウル氏が所有していた会社として保険会社

「SEGUROS LA VITALICIA CA」も含まれている。 

 

昨年１１月、ゴリン氏はベネズエラ政府の汚職に関与し

ていると報じられ、米国のマイアミ検察庁に起訴されて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.218」１１月２０日付

の記事参照）。 

 

なお、ゴリン氏はマドゥロ大統領の妻、シリア・フロー

レス夫人とその親族の資産隠しに協力しているとされ

ている。 

 

「世界銀行 １９年のベネズエラ GDP△８％」         

 

１月８日 世界銀行は２０１９年のベネズエラの経済

成長率は１８年比△８．０％と予想した。 

 

１８年６月の際は、１９年の経済成長率を１８年比△７．

０％と予想していたので下方修正したことになる。 

 

 

「１世帯の生活費は月額６００ドル」              

 

物価の定点調査を行っている CENDAS-FVM のオスカ

ル・メサ氏は、外貨建てで見た物価の高騰につい言及。 

 

現在、５人家族が１カ月の食費を賄うには３００ドルが

必要と述べた。 

また、医療費、交通費、住居費など食費以外の生活費を

含めると月額６００ドルは必要になっていると述べた。 

 

他方、現在の最低賃金は月額 BsS.４，５００。食料チケ

ットの BsS.４５０を加えても BsS.４，９５０。 

並行レート（１ドル BsS.９００）で換算すれば５．５ド

ルくらいにしかならない。 

 

また、外貨建てでみた生活費は今後、ますます高くなり、

６カ月後には食費だけで５００ドル程度は必要になる

のではないかとの見解を示した。 

 

以上 

 


