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（写真）ファン・グアイド議長ツイッター “マドゥロ政権による１２億ドルのウルグアイ向け送金を非難” 

 

 

２０１９年２月４日（月曜） 

 

政 治                     

「EU 大統領を認めるかどうかは各国の判断 

～グアイド議長 承認国に大使を派遣～」 

「グアイド議長 １２月に米国など支援国を訪問」 

「リマグループ 諸外国に暫定大統領認定を求める」 

経 済                     

「グアイド議長 政府のウルグアイ向け送金非難 

～ウルグアイ政府は送金停止措置～」 

「９１・９２回 DICOM 取引額は１９年最小 

～今週から DICOM は平日毎日実施～」 

「制裁により PDVSA タンカーが海上に停泊」 

２０１９年２月５日（火曜） 

 

政 治                    

「日本政府 自由選挙の実施を求める 

～現地メディア 日本を中立グループと認識～」 

「制憲議会 国会議員選前倒しを承認」 

「米国政府 人道支援のために隣国に軍派遣？」 

「移行政権法案 １年以内に大統領選挙を実施」 

「ローマ法王 与野党が望むなら仲裁する」 

経 済                    

「野党  PDVSA 総裁に大学院教授を任命？」 

「ITAL CAMBIO にドル両替者が殺到」 

「ロスネフチ １８年に２３億ドルの債権回収」 
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２０１９年２月４日（月曜）             

政 治                       

「EU 大統領を認めるかどうかは各国の判断     

   ～グアイド議長 承認国に大使を派遣～」       

 

２月４日 欧州連合（EU）の外交委員長を務めるフェ

デリカ・モゲリーニ氏は、「グアイド議長をベネズエラ

の暫定大統領と認識するかどうかは EU に決定権限は

ない」と発言。 

 

グアイド議長をベネズエラの暫定大統領と認識するか

どうかは EU に加盟する各国が個別に決める方針を示

した。 

 

EUに加盟する２８カ国の多くはグアイド議長率いる国

会の姿勢を支持しているが、暫定大統領と認識するかど

うかについては見解を表明しない国も散見される。 

 

メディアによって数字にバラツキがあり、正確な情報は

確認できていないが、筆者が確認した限り最も数字を多

く記載している報道ではEU２３カ国がグアイド議長を

暫定大統領と認識したと報じている。 

 

逆にグアイド議長を暫定大統領と認識していないと明

確に発言した国はイタリア、ノルウェー、アイルランド、

ギリシャの４カ国。 

 

４カ国ともマドゥロ政権を支持する意図というよりは、

グアイド議長を暫定大統領と認識するのはベネズエラ

の憲法に沿って無理があるとの認識から。 

 

また、マドゥロ政権を否定することで与野党間の対話に

よる解決が困難になり、平和的な選挙での解決を阻害す

ることを懸念している。 

 

 

他方、グアイド議長は自身を暫定大統領と認識した国に

対して感謝を述べるとともに、承認国に対して国会が指

名した大使を派遣するとコメントした。 

 

なお、２月４日時点で、グアイド議長は「EU１９カ国

（スペイン、ポルトガル、ドイツ、英国、デンマーク、

オランダ、フランス、ハンガリー、オーストリア、フィ

ンランド、ベルギー、ルクセンブルク、チェコ、リトア

ニア、レトニア、エストニア、ポーランド、スウェーデ

ン、クロアチア）の大使を認定する」と述べている。 

 

少なくとも、２月５日にはブルガリアがグアイド議長を

暫定大統領と認識するスタンスを明らかにしており、２

０カ国がグアイド議長を暫定大統領とすることが確定

している。 

 

「グアイド議長 １２月に米国など支援国を訪問」         

 

スペイン系メディア「EFE」は、１８年１２月にグアイ

ド議長が米国、ブラジル、コロンビアを周り、国会議長

就任後の方針について急進国と協議していたと報じた。 

 

グアイド議長が国会議長に就任したのは１９年１月な

ので、就任直前のタイミングとなる。 

 

米国ホワイトハウス関係者から入手した情報のようで、

グアイド議長は、トランプ政権高官やマドゥロ政権を強

く非難する米国のマルコ・ルビオ議員らと会談したよう

だ。 

 

他、コロンビア、ブラジルにも訪問しており、そこで今

後の対ベネズエラ方針について協議したとされる。 

 

マドゥロ大統領はこの報道を受けて、「グアイド議長は

米国の操り人形であり、ベネズエラの主権を放棄しよう

としている」と非難している。 
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EFE の取材に答えたホワイトハウス関係者は 

「トランプ大統領は民主主義を擁護する重要性を認識

しており、グアイド議長を大統領と認識している。彼は

ベネズエラに民主主義をもたらす者だ。」 

と答えたという。 

 

「リマグループ 諸外国に暫定大統領認定を求める」                  

 

２月４日 カナダのオタワでリマグループの会合が開

かれた。 

 

参加国は、グアイド議長を暫定大統領と認識するスタン

スを改めて確認。ベネズエラ国会のみがベネズエラに存

在する唯一の公式な公権力であると主張した。 

 

また、ベネズエラ国民、軍部、国際社会に対してグアイ

ド議長を暫定大統領と認識するよう求めた。 

 

ただし、今回は参加国が１１カ国と３カ国減っている。 

 

同会合に参加したのはアルゼンチン、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュ

ラス、パナマ、パラグアイ、ペルー。 

メキシコ、ガイアナ、サンタルシアの３カ国が参加して

いない。 

 

なお、リマグループと対峙するような形でメキシコとウ

ルグアイが中立国グループの結成を発表。２月７日にウ

ルグアイで第一回目の会合が開催される。 

 

参加国には、グアイド議長を暫定大統領と認識したスペ

イン、ドイツ、英国、ポルトガルなど EU 主要国も含ま

れる。また、ラテンアメリカ地域からはエクアドル、ボ

リビアなども参加する見通しとなっている。 

 

 

 

経 済                        

「グアイド議長 政府のウルグアイ向け送金非難    

      ～ウルグアイ政府は送金停止措置～」           

 

ベネズエラ問題に対して中立的なスタンスを示してい

るウルグアイについてはネガティブニュースが散見さ

れる。 

 

１つ目は、バスケス大統領の息子がマドゥロ政権と商売

をしているという噂。 

 

２つ目は、ウルグアイにはベネズエラのタレク・エル・

アイサミ経済担当副大統領の兄弟が暮らしており、ウル

グアイとベネズエラで商売をしているという報道。 

 

数カ月前に、ウルグアイでアイサミ経済担当副大統領の

兄弟に直接インタビューを求めるテレビが放送された

ことがあり、少なくとも兄弟がウルグアイで暮らしてい

ることは事実のようだ。 

 

２月４日 グアイド議長は、ポルトガルの Novo Banco

にあるベネズエラ社会開発銀行（BANDES）口座からウ

ルグアイに向けて１２億ドルを送金しようとしている

と訴えた。 

 

BANDES はベネズエラの国営金融機関で、中国融資の

資金を管理する銀行として知られている。財務相を務め

るシモン・セルパ氏は、長年 BANDES の頭取を務めて

おり、シモン・セルパ財務相の父親（イバン・セルパ氏）

は、在中国ベネズエラ大使を務めている。 

 

この訴えを受けて、ウルグアイの議員がウルグアイ中央

銀行に対して、取引の詳細を説明するよう要請。 
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翌２月５日にベネズエラ国会のカルロス・パパローニ議

員が、「ウルグアイへの送金問題はブロックされた」と

コメントしている。 

 

「９１・９２回 DICOM 取引額は１９年最小     

    ～今週から DICOM は平日毎日実施～」         

 

２月４日、９１回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは、９０回目とほぼ変わらず１ドル BsS.

３，２９７．２２。  

 

１月２９日 中央銀行は為替介入を宣言（「ベネズエラ・

トゥデイ No.246」参照）。同日以降、DICOM レートは

１ドル BsS.３，３００で変動していない。 

 

他方、並行レートは１ドル BsS,２，５００前後を示して

おり、公定レートの方が並行レートよりもボリバル安と

いう逆転現象が起きている。 

 

DICOM の外貨供給額は DICOM が始まって以来、最

も少ない６万８，６４７．１２ドル。 

 

法人４社に対して６万２，１００ドル、個人２８名に対

してドル建てで６，５４７．１２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、スーパーマーケッ

トの「Supermercado Unicasa」で３万ドル。資材・部品

輸入が目的。  

 

また、通信会社の「Digital」が１．５万ドル。債務返済

が目的。 

 

３番目が生活品メーカーの「P＆G」で１万ドル。資材・

部品の輸入が目的。 

 

 

また、２月４日の夜 中央銀行は同行のウェブサイトで

同日以降、DICOM を平日月曜～金曜まで毎日実施する

と発表した。 

 

発表文には、「DICOM を毎日実施することで、個人・

法人は外国通貨とボリバル通貨を容易に両替できるよ

うになる。」と書かれている。 

 

この発表通り、２月５日も９２回目 DICOM が実施さ

れた。 

 

同日の為替レートは１ドル BsS.３，２９７．４。外貨割

当額は合計で１５万１３．２７ドルだった。法人６社、

個人２０名に割り当てられている。 

 

外貨割当が最も多かった法人は製薬会社の「PFIZER 

Venezuela」で６万ドル（原材料の輸入が目的）。 

 

次いで、食品メーカーの「BIMBO Venezuela」で４万ド

ル（原材料の輸入が目的）。 

 

３番目に通信会社「Digital」で２．３万ドルと続いてい

る（債務返済が目的）。 

 

「制裁により PDVSA タンカーが海上に停泊」                  

 

１月２８日 米国政府は PDVSA に対して制裁を科し

た。 

 

これにより、米国内の PDVSA 資産は凍結。今後、

PDVSAは米国に輸出した収入を使用できなくなってい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」１月３０日付の記

事参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年２月４日～２月５日報道               No.２４９   ２０１９年２月６日（水曜） 

5 / 9 

 

２月４日 ロイター通信は、今回の制裁の影響で７００

万バレルを積んだ PDVSA のタンカーがメキシコ湾近

くの海上で停泊していると報じた。 

 

２０１９年２月５日（火曜）             

政 治                       

「日本政府 自由選挙の実施を求める          

 ～現地メディア 日本を中立グループと認識～」        

 

２月５日 日本の外務省は外務大臣談話を公表した。 

 

以下、全文を掲載。 

 

 

1 我が国は，これまで累次にわたり，ベネズエラにお

ける経済・社会情勢の悪化及び人道上の危機に対す

る懸念を表明してきました。 

 

また，2018 年 5 月に実施された大統領選挙に関して

は，その正統性に対する国際社会の疑念に対してベ

ネズエラ政府として説明責任を果たすよう繰り返し

求めてきました。 

 

それにもかかわらず，ベネズエラ政府がこれら要請

に応えることなく，同国の政治・経済・社会情勢が悪

化していることについて，我が国は非難します。 

 

2 グアイド・ベネズエラ国会議長は，大統領選挙を行

うための暫定大統領として宣誓を行いました。 

 

我が国は，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を支持しており，これが

尊重されることを改めて求めます。国際社会と共に，

自由で公正な大統領選挙の早期実施を求めます。 

 

 

3 ベネズエラの経済・社会情勢の悪化により，特に脆

弱な状況にあるベネズエラ国民に深刻な影響が及ん

でいること，及び，避難民の流出により，周辺国を含

め地域規模で影響が及んでいることについて，改め

て懸念を表明します。 

 

我が国は，避難民を含むベネズエラ国民への民生支

援を継続するとともに，影響を受けている周辺国に

対しても支援を継続していきます。 

 

［参考］ 

 

（1）2019 年 1 月 10 日，マドゥーロ大統領（二期目）

の就任式が実施された。 

 

（2）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し，大統領選挙の早期実施

に向けた動きが活発化。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。 

 

（3）上記宣言を受け，米国並びにペルー，コロンビア

等から成るリマ・グループ関係国はグアイド国会議長を

暫定大統領として承認，支持し大統領選挙の速やかな実

施を呼びかけている。2 月 4 日，欧州諸国（英国，フラ

ンス，ドイツ，スペイン等）は，グアイド国会議長を選

挙開催のための暫定大統領として承認する旨発表。 

 

（4）1 月 30 日及び 2 月 2 日，グアイド国会議長の呼び

かけにより反政府デモが実施された。なお，同 2 日には，

与党側のデモも実施された。 

 

（5）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 180 万ドルの支援を決定済み。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年２月４日～２月５日報道               No.２４９   ２０１９年２月６日（水曜） 

6 / 9 

 

また、同日の河野大臣記者会見の発言録、記者からの質

疑応答についても公開されている。 

 

原文は長く、ここに書かれている内容がほぼ全てなので

同レポートには記載しないが、外務省サイト「河野外務

大臣会見記録」で確認できるので、関心のある方は参照

されたい。 

 

今回の外務大臣談話について、これまでの日本のスタン

スと大きく違ってはいないが、ややマドゥロ政権への非

難のトーンを強めたような印象はある。 

 

ただし、日本政府がグアイド議長をベネズエラの暫定大

統領と認識するかどうかはコメントしていない。 

 

「自由で公正な選挙の早期実施を求める」という点では

欧州に近いスタンスを示しているが、グアイド議長を大

統領と認識するかどうかという点を保留している意味

では、欧州よりも穏健な発表であることは間違いない。 

 

この発表はベネズエラでも報じられており、日本政府は

ベネズエラ問題について「中立国」というイメージが付

き始めている。 

 

現地メディア「Venepress」はロイター通信の情報とし

て、各国の対ベネズエラスタンスを地図で示した。 

 

（写真）Venepress 

 

 

赤色は、マドゥロ政権を支持する国。 

青みがかったグレー色は、グアイド議長を暫定大統領と

認識する国。 

黄色は、与野党双方に平和的な解決を求める国。 

 

地図の通り、日本はウルグアイ、メキシコと並列して黄

色グループとして報じられている。 

 

個人的には、日本のスタンスはウルグアイやメキシコよ

りも欧州に近いが、欧州よりも温和である意味では中立

国と理解されても不思議ではないのかもしれない。 

 

ウルグアイのケースのように、あまりベネズエラ問題に

深入りすると、ベネズエラ野党はネガティブキャンペー

ンを開始する。 

 

他方、グアイド議長を暫定大統領と認識すれば、グアイ

ド議長率いる国会は日本に野党側が任命する大使を送

り込むと思われる。 

 

最近は日本でもベネズエラについて頻繁に報じられて

いる。他方、遠い国のため、日本人の関心はそこまで高

くない。しかし、野党が日本に大使を送りこむ場合、日

本もベネズエラの政治混乱の渦中に入ることになるの

だろう。 

 

それが日本にとって良い結果を生むのかは判断が難し

いところだ。 

 

「制憲議会 国会議員選前倒しを承認」            

 

２月５日 制憲議会は、国会議員選を前倒しで実施する

ことを承認した。現在の国会議員の任期は２０２１年１

月４日まで。従って、２０２０年に選挙をすることにな

るが、２０１９年中に実施する方針を示した。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000798.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000798.html
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２月２日 マドゥロ大統領は演説で国会議員選を前倒

しで実施することを提案しており、これを受けて制憲議

会で議論が行われた。 

 

カベジョ制憲議長は、制憲議会内で国会議員選を前倒し

で実施するための委員会を発足すると発表。 

ダリオ・ビバス議員が同委員会の代表を務めることが決

まっている。 

 

「米国政府 人道支援のために隣国に軍派遣？」         

 

スペイン系メディア「ABC ニュース」は、米国ホワイ

トハウスがベネズエラ向けの人道支援を実施するため

に軍の派遣を検討していると報じた。 

 

実際にトランプ大統領、マイク・ポンペオ国務長官、ボ

ルトン大統領補佐官（国家安全保障問題担当）は、ベネ

ズエラ問題について「全ての選択肢が机上にある状態」

と発言しており、軍事介入も否定しない方針を示してい

る。 

 

ABC ニュースは、 

「仮にマドゥロ政権がコロンビアやブラジルから陸路

で行われる人道支援を拒んだ場合、米国政府が軍部を派

遣する可能性がある」 

と報じた。 

 

なお、１月２８日に米国政府が PDVSA への制裁を発表

した際、ボルトン大統領補佐官は 

「コロンビアに軍人５，０００名」 

とメモ書きされたノートを持っていたことが報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」１月２８日付

の記事参照）。 

 

 

 

 

「移行政権法案 １年以内に大統領選挙を実施」         

 

２月５日 野党多数の国会は１２カ月で移行政権を完

了させるとの法案を定めた。 

 

同法案は全７章３９条。 

１章は、一般条項 

２章は、行政権の強奪 

３章は、国会と国会議長の役割 

４章は、民衆権、司法権、選挙権の再設置 

５章は、移行政権の発足 

６章は、選挙 

７章は、移行期間規程 

で構成されている。 

 

この法案について、ほとんどのメディアでは気づきなが

らも記載していない点がある。 

 

「大統領の役職は引き続き奪われている」という前提で

記載されている点だ。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.248」（UNT グアイド議

長を暫定大統領と認識）でも紹介したが、国会自身はま

だグアイド議長を暫定大統領として認める決議をして

いない。 

 

移行政権法案の中には 

「１８年５月２０日の大統領選は信頼に足るものでは

なく、無効」「１９年１月１０日のマドゥロ就任は違憲

行為」などの記述はあるが、１月２３日にグアイド議長

が暫定大統領就任を宣誓したという記述はなく、国会と

してグアイド議長を暫定大統領と認識するという内容

も書かれていない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
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移行政権法案の２５条、２６条では 

「ニコラス・マドゥロによるベネズエラ大統領役職の強

奪が終了した場合、国会は憲法２３３条の適用を検討す

る。国会議長は自由で公正な選挙を実施するため３０日

間、暫定大統領を担う。 

 

技術的に３０日以内に選挙を実施できない場合、国会は

暫定大統領の任期延長を承認することが出来る。 

選挙は可能な限り早期に実施しなければならず、遅くと

も１２カ月中に実施する」 

と書かれている。 

 

「終了した場合」と記載していることは、現在は「大統

領の役職強奪が終了していない」ということだろう。 

 

なお、１月２７日 グアイド議長は移行プロセスの担当

としてスターリン・ゴンサレス国会第２副議長を任命し

ている。ゴンサレス第２副議長は穏健野党の新時代党

（UNT）の議員。先日、UNT の公式ツイッターでグア

イド議長のことを暫定大統領と記載していたが、組織内

ではまだ意見の統一が図り切れていないのかもしれな

い（「ベネズエラ・トゥデイ No.248」参照）。 

 

「ローマ法王 与野党が望むなら仲裁する」         

 

２月４日にマドゥロ大統領が、フランシスコ法王に仲裁

を求めていると発言していた。 

 

２月５日 フランシスコ法王は、アラブ首長国連邦から

ローマへの帰還便で記者団に対して 

「マドゥロ大統領が私に書簡を送ったという話は聞い

た。しかし、内容はまだ読んでいない。出来ることをす

る。仲裁をする意志はあるが、仲裁に当たり、最初の前

提は両者がそれを望んでいることだ。バチカンは常に門

戸を開いている。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「野党  PDVSA 総裁に大学院教授を任命？」            

 

前述の「移行政権法案」７章３４条には、国会がPDVSA・

PDV Holdings（Citgo の持ち株会社）のボードメンバー

を承認すると記載されている。 

 

また、PDV Holdings は Citgo を含めた持ち株会社の役

員を決定すると記載されており、外国の PDVSA 施設を

野党のものにしようとしていると思われる。 

 

２月５日 「S＆P Global Platts」は、グアイド議長がグ

スターボ・バケロ氏を PDVSA 総裁に任命しようとして

いると報じた。 

 

「S＆P Global Platts」によると、バケロ氏は４３歳。 

ハーバード大学卒、ベネズエラのアンドレス・ベジョ・

カトリック大学も卒業している。専攻は石油産業。 

 

アンドレス・ベジョ・カトリック大学で石油経済学を教

えており、ベネズエラの大学院 IESA の炭化水素ビジネ

スマネジメントの教員も務めているという。 

 

「ITAL CAMBIO にドル両替者が殺到」         

 

本稿「９１・９２回 DICOM 取引額は１９年最小」で

紹介した通り、DICOM レートの方が並行レートよりも

ボリバル安という逆転現象が起きている。 

 

この影響は国民の行動にも影響を与えている。 

 

ベネズエラの両替商「ITAL CAMBIO」には自身が保有

するドル現金をボリバルに両替しようとするベネズエ

ラ人が列をなしているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
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ITAL CAMBIO は公定レートで外貨をボリバルに両替

している。 

 

これまでは政府が定める公定レートでドルをボリバル

に換えるよりも、並行レートでドルをボリバルに両替し

た方が得だったが、現在の逆転現象により DICOM レ

ートでドルをボリバルに両替した方が、より多くのボリ

バルを得られる状況になっている。 

 

なお、２月６日時点の並行レート参考サイト「Dolar 

Today」が示す並行レートは１ドル BsS.２，４８６。 

 

現在のDICOMレートが１ドルBsS.３，３００なので、

（手数料を考えない場合）DICOM レートでドルを売却

した方が１ドル当たり BsS.８１４多くボリバルが手に

入ることになる。 

 

「ロスネフチ １８年に２３億ドルの債権回収」              

 

ロシアの石油会社「Rosneft」は、２０１８年中にベネズ

エラから２３億ドル相当の債務返済を受けたと発表し

た。２０１７年末時点の融資残４６億ドルが半分に減っ

たとしている。 

 

Rosneft の Pavel Fedorov 副社長は 

「債務返済はスケジュール通り厳格に行われている。遅

延は起きていない。」とコメント。 

 

別の役員も「２０１９年も PDVSA との共同プロジェク

トは減産を予見していない。現在の政治不安は一時的な

もので、現在のプロジェクトに重大な影響は与えないと

考えている。」 

と引き続き PDVSA との事業を継続する意志を示した。 

 

 

以上 

 

 


