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（写真）大衆意志党ツイッター “３月４日 グアイド議長の帰国に合わせて反政府デモを呼びかけ” 

 

 

２０１９年３月１日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 南米首脳らと会談 

～パラグアイ 期限切れパスポート有効で合意～」 

「米国政府 軍高官６名、他４９名に個人制裁」 

「野党指名の大使 二重国籍で大使就任不可」 

経 済                     

「民間金融機関バネスコの介入解除」 

「PDVSA 欧州本社をモスクワに移転」 

「JP Morgan ３月 EMBI 指数ベネズエラ債維持」 

「Coca Cola FEMSA ベネズエラを連結から除外」 

「FORD Venezuela CSR 研修制度をアピール」 

2019 年 3 月 2～3 日（土・日） 

 

政 治                    

「３月４日、５日に反政府デモ呼びかけ 

～グアイド議長 ３月４日ベネズエラ帰国～」 

「与党 与野党対話に向けた５つの提案 

～制裁解除、自国主権、平和的な解決～」 

「米国政府 巨大なマドゥロ包囲網形成を検討」 

経 済                    

「PDVSA２０債利息 支払い履行に暗雲 

～Citgo 株式の差し押さえ懸念高まる～」 

「国会指名スペイン大使 欧州の資産凍結要請」 

「並行レート ２月は先月比３７％増」 
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２０１９年３月１日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長 南米首脳らと会談           

 ～パラグアイ 期限切れパスポート有効で合意～」       

 

２月２２日にコロンビアに入国したグアイド議長は、ブ

ラジルを皮切りにパラグアイ、アルゼンチン、エクアド

ルなど反マドゥロ政権の国を訪問した。 

 

２月２８日にブラジルでボルソナーロ大統領と面談。 

３月１日にパラグアイでベニテス大統領と面談。同日、

アルゼンチンへ向かいマクリ大統領と面談。 

３月２日にエクアドルでモレノ大統領と面談している。 

 

３月３日 グアイド議長はエクアドルからベネズエラ

に帰国すると発表した。同日午後には帰国便に搭乗した

ようで、３月４日にベネズエラに到着するとされている。 

 

各国首脳との会合では、マドゥロ政権を非難するスタン

スを改めて共有。ベネズエラに民主主義を取り戻すため

に協力する旨を確認するなど、特に目新しい発表はされ

ていない。 

 

ただし、パラグアイについては、期限切れのパスポート

でパラグアイに滞在しているベネズエラ人が多いこと

を加味し、期限切れのパスポートでパラグアイに滞在す

ることを認めることで合意した。 

 

ベネズエラではパスポートの発給、更新の遅延が目立っ

ており問題となっている。 

 

特に外国に住んでいるベネズエラ人はパスポートの更

新が出来ないことで不法滞在者になるケースが増えて

いる。この状況を受けて、コロンビア、チリ、ペルーな

ど期限切れのパスポートでも滞在が出来る国が増えて

いる。 

「米国政府 軍高官６名、他４９名に個人制裁」         

 

３月１日 米国国務省はベネズエラ軍幹部６名に個人

制裁を科した。理由は人道支援受け入れを妨害し、人道

支援を求めるベネズエラ国民を抑圧したため。 

 

２月２５日 米国政府は、同様の理由でスリア州知事、

バルガス州知事、カラボボ州知事、アプレ州知事に対し

て制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.258」参照）。 

 

新たに制裁が科された６名は以下の通り。 

１．Richard Jesús López Vargas López 

（ベネズエラ国家防衛軍 総司令官） 

２．Jesús Maria Mantilla Oliveros 

（ガイアナ地区防衛司令官） 

３．Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey 

（ボリバル地区防衛司令官） 

４．José Leonardo Norono Torres 

（タチラ地区防衛司令官） 

５．José Miguel Domínguez Ramírez 

（タチラ州特別行動部隊長） 

６．Cristhiam Abelardo Morales Zambrano 

（国家警察長） 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
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制裁対象となった６名の米国資産は凍結され、米国ビザ

は剥奪される。また、制裁対象者が株式の５０％超を保

有する会社との取引は禁止される。 

 

また、３月１日 ベネズエラ問題を担当しているエリオ

ット・アブラハム顧問は、マドゥロ政権の同盟者４９名

とその家族のビザを剥奪すると発表した。４９名の具体

的な名前は言及しなかった。 

 

アブラハム顧問はマドゥロ政権に与する４９名とその

家族は人権を侵害しながら、米国で恵まれた生活を享受

していると指摘した。 

 

「野党指名の大使 二重国籍で大使就任不可」                  

 

野党が多数派の国会はグアイド議長をベネズエラの暫

定大統領と認識する国に対して、代表大使を指名してい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

コスタリカ政府もグアイド議長を暫定大統領と認識す

るスタンスを示しており、国会はマリア・ファリア氏を

代表大使に任命していた。 

 

しかし、コスタリカ政府はマリア・ファリア氏の大使権

限を剥奪した。 

 

現地メディア「Diario Extra」によると、マリア・ファリ

ア氏は１０年以上、コスタリカに住んでおりコスタリカ

国籍を所持。既にコスタリカに帰化しているようだ。 

二重国籍を所持する人物が大使になることはウィーン

条約に抵触することが理由のようだ。 

 

ファリア氏は２月２０日にも問題を起こした。 

ファリア氏は在コスタリカ・ベネズエラ大使館へ強引に

入場、大使として活動を開始した。 

 

 

しかし、コスタリカ政府はマドゥロ政権が指名した大使

と大使交代まで３０日間の猶予を設定する合意を結ん

でおり、２月２０日時点ではマドゥロ政権側の大使が在

コスタリカ・ベネズエラ大使だった。 

 

ファリア氏の行動は、コスタリカ政府の主権を脅かす行

動と認識され、コスタリカ政府はファリア氏に謝罪を求

める事態になっていた。 

 

 

（写真）Diario EXTRA 

“コスタリカ大使に指名されたマリア・ファリア氏” 

 

経 済                        

「民間金融機関バネスコの介入解除」           

 

３月１日 ベネズエラ政府財務省は、「BANESCO」へ

の介入措置解除を発表した。 

 

「BANESCO」はベネズエラで最も大きい民間金融機関。 

 

１８年５月 ベネズエラ政府は、組織的に並行レート取

引を仲介していた疑いから「BANESCO」への介入措置

を発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」５月３日付の

記事参照）。一時期は同行役員が逮捕される事態にも発

展していた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年３月１日～３月３日報道               No.２６０   ２０１９年３月４日（月曜） 

4 / 8 

 

当時は９０日間の限定措置だったが、延長され現在に至

っていた。 

 

現地経済誌「DINERO」は、政府によるバネスコ介入は、

同行が持つ最新鋭の金融システムを模倣することが目

的だったと報じている。 

 

「PDVSA 欧州本社をモスクワに移転」         

 

３月１日 デルシー・ロドリゲス副大統領はロシアを訪

問しラブロフ外相と会談した。 

 

その後、両氏は共同会見を実施し、PDVSA の欧州本社

をポルトガルのリスボンからロシアのモスクワに移転

すると発表した。 

 

移転の理由について、ロスネフチ、ガスプロムなど

PDVSA の重要取引先との関係を強化すること、ベネズ

エラの対外資産を保護するためにはロシアの方がふさ

わしいと認識したと説明している。 

 

また、英国銀行に、ベネズエラ政府の合法な資産（GOLD）

の移動を阻止された点について触れ、彼らは不当にベネ

ズエラの資産を収奪しており、我々は法律の順守を求め

る協力国と合法的な訴えを継続すると主張した。 

 

また、ロドリゲス副大統領とシモン・セルパ財相（ロド

リゲス副大統領に同行しロシアを訪問）は、ロシアの国

会議長、ロシアの医薬品メーカーと会合を実施。ベネズ

エラ向けの医薬品供給スキームについて協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 

“ラブロフ外相と会談” 

 

「JP Morgan ３月 EMBI 指数ベネズエラ債維持」                  

 

１月２８日 米国政府は、ベネズエラの石油産業を主な

対象とする制裁を発動した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.246」）。同制裁は、石油産業以外に債券取引にも制裁

を科している。 

 

具体的には、米国の法人・個人はベネズエラ債券（国債・

PDVSA 社債）の流通市場での購入を禁止された。なお、

米国域外の法人・個人への売却は可能。そのまま保有を

続けることも可能としている。 

 

この制裁の影響でベネズエラ債券の流動性は著しく低

下。この状況を受けて、JP Morgan は同行が発表してい

る新興国債のベンチマークである EMBI＋からベネズ

エラ債券を外すことを検討していると報じられている。 

 

EMBI＋からベネズエラ債券が外されると、同指標をベ

ースに運用している投資銀行などがベネズエラ債券を

売り、大幅な値崩れが起きることが懸念されている。 

 

この点について、JP Morgan は３月の月例更新では

EMBI+からベネズエラ債券を外さないことを決めた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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現在、PDVSA 社債は EMBI+の０．５３％の比重があ

る。また、ベネズエラ国債は同０．６６％の比重がある。 

つまり、ベネズエラ債券は EMBI+の１％超の比重を占

めていることになる。 

 

「Coca Cola FEMSA ベネズエラを連結から除外」                  

 

ベネズエラで最も大きな飲料メーカー「Coca Cola 

FEMSA」は２０１８年の連結決算からベネズエラ事業

を外した。 

 

連結から外したことで、今後 Coca Cola FEMSA の決算

がベネズエラ事業で変動しないことになる。連結から外

した理由は長引く経済低迷とインフレ。 

 

Cola Cola FEMSA は、１８年のベネズエラの年間イン

フレ率を４６０．６万％だったと記載している。 

 

「FORD Venezuela CSR 研修制度をアピール」                  

 

「FORD Motor de Venezuela」は、「企業の社会的責任

（CRS）」活動の一環として、カラボボ大学と協働して

若者の技術取得を支援するプログラムを宣伝している。 

 

この制度自体は「Conduciendo tu Futuro（あなたの未来

を運転する）」の名前で１５年３月から行っている。 

 

若者（１８歳～２５歳）に同社組み立て工場で研修トレ

ーニングを受けさせる制度。 

 

４カ月計２４０時間の研修プログラムで、３０名１グル

ープで構成される。 

 

トレーニング終了後は３年間の見習い期間を経て、正式

に入社することも可能だという。 

 

 

 

（写真）FORD MOTOR de VENEZUELA 

“Conduciendo tu Futuro の宣言ビデオ” 

 

２０１９年３月２日～３日（土・日）             

政 治                       

「３月４日、５日に反政府デモ呼びかけ         

 ～グアイド議長 ３月４日ベネズエラ帰国～」        

 

３月３日 グアイド議長はエクアドルからベネズエラ

に帰国すると発表した。同日午後には帰国便に搭乗した

ようで、３月４日にベネズエラに到着するとされている。 

 

また、３月４日・５日のカーニバル休暇で全国的な反政

府デモの実施を呼びかけた。抗議行動の趣旨は「グアイ

ド暫定大統領への支持を示す」ため。 

 

首都カラカスでは AM１１時、ラス・メルセデスのアル

フレッド・サデル広場に集まる予定。 

 

２月２２日 グアイド議長は最高裁が下した出国禁止

命令に背きコロンビアに入国した。 

 

帰国後、グアイド議長は拘束される懸念があるが、欧米

や南米近隣国はマドゥロ大統領にグアイド議長を逮捕

しないよう圧力をかけている。 
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「与党 与野党対話に向けた５つの提案         

   ～制裁解除、自国主権、平和的な解決～」           

 

3 月２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、ロシア系

メディア「Sputonik」の取材を受け、野党に向けて対話

のための５つの提案を示した。 

 

「我々は野党との対話を行うにあたり５点を求める。 

１つ目は、ベネズエラの自国主権。 

２つ目は、ベネズエラ国民が平和的に生活する権利。 

３つ目は、制裁解除。 

４つ目は、双方の課題を解決するため平和的なメカニズ

ムを設定すること。 

５つ目は、外国の介入を容認しない姿勢を示すこと。」 

と主張した。 

 

他方、選挙実施の可能性について聞かれると 

「大統領選は１８年５月２０日に実施済み。我々の選挙

は国際的な基準をクリアしている。そもそも我々は国際

基準より優れた選挙制度を持っている。 

 

米国の大統領選は選挙人の投票で行われる間接選挙で、

国民の民意を反映した選挙とは言えない。 

事前の世論調査を見ればトランプ大統領支持が少数派

だったことは明らかだ。 

 

他方、我々は直接選挙で有権者の１票１票をカウントし

ており、米国よりも優れた選挙制度を持っている。 

 

米国の選挙制度は民意を反映した選挙かどうかは大い

に疑問だが、マドゥロ政権は国際法の原則に則り、米国

政府に選挙のやり直しを求めたりはしない。」 

と主張した。 

 

 

 

 

「米国政府 巨大なマドゥロ包囲網形成を検討」         

 

３月３日 米国のボルトン大統領補佐官（国家安全保障

問題担当）は、CNN の取材に答え 

「私はマドゥロ大統領を退陣に追い込むためにより大

きなグループを形成したいと考えている。我々はこの目

的を実現するために動いている。」 

と言及した。 

 

これまでの米国政府の方針を見る限り、外国にあるマド

ゥロ政権の金融口座を凍結させることを目指している

のだろう。資金的にマドゥロ政権を行き詰まらせること

で政権崩壊に持っていくことを前提にしていると思わ

れる。 

 

また、ボルトン大統領補佐官は FOX News の取材でマ

ドゥロ政権をサポートするキューバ政府についても非

難。 

 

「ベネズエラには２万～２．５万人のキューバ公務員が

駐屯しており、マドゥロ政権に対して情報を提供してい

る。我々は彼らの行動を容認することはできない。」 

と述べた。 

 

メディアではマドゥロ政権サポートを理由に、キューバ

政府に対しても制裁が強化されるのではないかと報じ

られている。 

 

経 済                        

「PDVSA２０債利息 支払い履行に暗雲        

   ～Citgo 株式の差し押さえ懸念高まる～」            

 

１月２３日 グアイド議長はベネズエラの暫定大統領

就任を宣誓。米国政府は同日、グアイド議長をベネズエ

ラの暫定大統領と認識すると発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.244」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
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その後、野党が多数派を占める国会は PDVSA の米国子

会社 Citgo のボードメンバーを任命。新ボードメンバー

は既に Citgo の役員として活動を始めている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.257」２月２３日～２４日付の記事

参照）。 

 

この状況を巡り、金融関係者の中で拡大している懸念は

PDVSA２０の利息支払いが実行されるかどうかだ。 

 

PDVSA２０は Citgo の株式５０．１％が担保に設定さ

れており、支払いが履行されない場合、債権者は Citgo

の株式を売却することで投資資金を回収することが出

来る。 

 

PDVSA２０の次の利払いは４月２７日。金額は約７，

１６０万ドル。PDVSA２０には、グレースピリオド（支

払い猶予期間）が設定されているため、期限後３０日は

遅れても問題ないが、３０日を越えると Citgo 株式が差

し押さえられるリスクがある。 

 

Citgo は既に野党側のボードメンバーが運営しており、

マドゥロ政権側としては現在の Citgo を守る理由はな

い。PDVSA２０の利払いが実行されるかに注目が集ま

っている。 

 

「国会指名スペイン大使 欧州の資産凍結要請」         

 

グアイド議長率いる国会が任命した在ベネズエラ・スペ

イン代表のアントニオ・エカリ氏は、スペイン系メディ

ア「EFE」の取材に対応。 

欧州にあるマドゥロ政権の資産を凍結し、同資産を人道

支援のために使用するよう呼びかけた。 

 

「我々はマドゥロ政権に奪われた資産を国民に取り戻

すため、ベネズエラの人道問題に共感している法律事務

所と法的な課題を検討している。 

 

数週間のうちにマドゥロ独裁者の金融資産を凍結する

ための申請が承認されることを期待している。」 

と述べた。 

 

現在、エカリ氏が進めている金融凍結の計画は米国主導

の計画だ。スペイン政府はグアイド議長を支持する一方

で、米国政府の方針を快く思っていない。 

 

ボレル外相は「米国政府はマドゥロ政権が数日内で倒壊

すると世界中に幻想を抱かせているが、問題はそこまで

簡単ではない。」と明言している。 

 

また、南米主要国は国会が指名した人物を「ベネズエラ

大使」と認識しているのに対して、スペイン政府は、ア

ントニオ・エカリ氏を「ベネズエラ代表者」と認識して

おり、「大使」と認識していない。 

 

移民が多く、経済的な繋がりもあるスペインは欧州とし

ての対ベネズエラ方針を決める最も重要な国。 

同国のスタンスはベネズエラの将来に大きな影響を与

えるだろう。 

 

「並行レート ２月は先月比３７％増」              

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」では、１月３

１日の並行レートは１ドル BsS.２，７１５だったが、２

月２８日には１ドル BsS.３，７２３と１カ月間で３７．

２％増加した。 

 

ベネズエラ中央銀行は並行レートの暴騰を抑えるため、

預金準備率を引上げ、現金が市中に流れるのを抑制した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。それでも１

ドルあたり BsS.１，０００ほどボリバル価値が減価し

たことになる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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なお、DICOM レートは１ドル BsS.３，３００を維持し

ており、並行レートとの乖離が出てきた。 

 

他方、一部では DICOM レート１ドル BsS.３，３００

は現実を反映していないとの指摘もある。DICOM の実

態を広報しているツイッターによると、３月１日の

DICOM レートは公式には１ドル BsS.３，３０１．０７

だが、実際は１ドル BsS.２，８００～BsS.３，０００と

投稿されている。 

 

 

 

以上 

 


