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（写真）国営報道局 “３月３１日 ３０日間、電力使用を制限すると発表” 

 

 

２０１９年３月２９日（金曜） 

 

政 治                     

「赤十字 近日中にベネズエラへ人道支援実施 

～カベジョ制憲議長 赤十字の活動を許可～」 

「TIMES 誌 グアイド議長を１９年注目人物に」 

「グアイド議長の滞在ホテル 営業停止処分」 

経 済                     

「ドミニカ共和国 PDVSA の口座は凍結状態」 

「GOLD RESERVE 米国に送金ライセンス申請」 

「ロシア ベネズエラ産原油の輸入拡大を協議」 

「中国 ベネズエラへ医薬品６５トンを輸出」 

「最高裁 経済緊急事態令の延長を決定」 

2019 年 3 月 30～31 日（土・日） 

 

政 治                    

「大停電再発 大統領府近辺で抗議行動 

～武装した与党支持者と衝突、拳銃発砲も～」 

「マドゥロ大統領 ３０日間の電力使用制限発表 

～学校は休校、勤務時間は PM２時まで～」 

「EU ベネズエラ問題の重要性が低下？」 

経 済                    

「グアイド議長 日本の債権問題について言及」 

「野党 債権者に訴訟の１２０日延期を求める」 

「ウガンダ 押収した GOLD を金会社に返還」 

「タチラ州 停電で牛乳１０万 L を廃棄」 
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２０１９年３月２９日（金曜）             

政 治                       

「赤十字 近日中にベネズエラへ人道支援実施      

  ～カベジョ制憲議長 赤十字の活動を許可～」       

 

３月２９日 国際赤十字団の Francesco Rocca 代表は、

１５日以内にベネズエラに人道支援を実施すると発表

した。 

 

「我々は人道支援を行う。しかし、我々のルールに基づ

いて実施し、軍部に介入はさせない。 

これによりマドゥロ政権支持でもグアイド政権支持で

もない６万５，０００人のベネズエラ人に支援の手を差

し伸べることが出来ると考えている。 

 

ククタからの物資、あるいはブラジルからの物資支援を

政治化させない。我々のルールに従うならば隣国の支援

を受け入れる。 

 

赤十字団は独力で行動を行う。我々はマドゥロ政権を支

持しているわけでもなければ、グアイド政権を支持して

いるわけではない。」 

 

 

３月１０日から国連のミッション団がベネズエラを訪

問していた。 

 

訪問後、ミッション団が作成した報告書では国民の４分

の１が緊急的な支援を必要とする状況と書かれていた

ようだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.271」参照）。 

 

同報告書はマドゥロ政権にも送られており、国連との調

整で実現したものと思われる。 

 

本件は与党も合意済みであることが伺える。 

 

赤十字の発表翌日の３０日、ディオスダード・カベジョ

制憲議長は政治ベントで赤十字の発表について言及。 

「赤十字団の受け入れは我々が決定した。我々が赤十字

団と会合し決定したことだ。野党ではない。」 

と明言している。 

 

なお、野党は赤十字団の人道支援実施について「ベネズ

エラ国民の勝利だ」と主張。野党の成果とのスタンスを

示しているが、社会情勢が緩和されれば政権交代圧力が

減ってしまうため、赤十字による人道支援は、マドゥロ

政権側に有利になるとされる。 

 

国連は、米国や近隣諸国よりも客観的にベネズエラ情勢

を見ており、野党の求めにより米国主導で行う人道支援

について、人道支援を政治化していると警鐘を鳴らして

いた。 

 

また、マドゥロ政権は国連主導による食料・医薬品の物

資支援であれば受け入れると表明しており、国連に必要

物資のリストを提出していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.256」参照）。 

 

このような背景から考えると、マドゥロ政権主導で赤十

字団の支援実施が実現したと考えるのが妥当だろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
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「TIMES 誌 グアイド議長を１９年注目人物に」         

 

米国誌「TIMES」が発表した「世界で影響力のある１０

０人」にグアイド議長がノミネートされた。 

これは TIMES が毎年実施している調査で、２０１９年

に注目される政治家、科学者、スポーツ選手などがノミ

ネートされる。 

 

４月１６日まで、TIMES のウェブサイトで一般投票を

受け付けており、筆者も参加した。 

投票後には現時点の結果が表示されるが、ノミネートさ

れた候補の中でグアイド議長は現時点でトップ。１９年、

世界で最も注目される人物に選ばれる可能性がある。 

 

 

 

ちなみに、マドゥロ大統領もノミネートされている。 

結果は YES９％、NO９１％。 

 

トランプ大統領は YES２９％、NO７１％。 

安倍首相は YES２２％、NO７８％。 

日本人では「人生がときめく片づけの魔法」の著者、近

藤麻理恵氏が最も高く YES２８％、NO７２％だった。 

 

なお、「YES」は１０～２０％くらいが多く、２０％超は

高い方だ。 

 

世界的にグアイド議長が注目されていることが伺われ

る。 

 

「グアイド議長の滞在ホテル 営業停止処分」                  

 

世界的に注目されるグアイド議長だが、ベネズエラ国内

では引き続き厳しい状況にある。 

 

徴税庁（SENIAT）は、メルセデス地区のホテル「HOTEL 

PASEO LAS MERCEDES」に２７日間の営業停止処分

を下した。 

 

同措置により４月２５日まで同ホテルは営業を停止す

ることになる。 

 

宿泊客は３月３０日 AM７時にはホテルを退去させら

れ、別の宿泊施設に移ったと報じられている。 

 

営業停止処分を受けた理由は、３月７日の停電以降、グ

アイド議長を含む複数の議員を宿泊させたことにある

ようだ。 

 

３月２８日 アモロソ会計監査総長はグアイド議長の

資産報告書に虚偽があるとして、同氏の資金について調

査を進めている。 
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今回の１件もグアイド議長の資金の源泉を探る意図が

あるとされている。 

 

経 済                        

「ドミニカ共和国 PDVSA の口座は凍結状態」           

 

ドミニカ共和国には、PDVSA とドミニカ共和国政府に

よる合弁会社「Refidomsa」という会社がある（「ウィー

クリーレポート No.20」参照）。 

 

Refidomsa のフェリックス・ヒメネス代表は、ドミニカ

共和国にある PDVSA の口座は凍結状態にあると発表。

凍結した金額は１，８００万ドルとした。 

 

この口座は PDVSA の利益で、PDVSA 本社に送金され

る予定だったが、米国の金融制裁によりドミニカ共和国

内の金融機関が送金を拒否しているという。 

 

フェリックス・ヒメネス代表は、ベネズエラ国内の法的

な問題が解決するまでは、同口座の資金は動かないと説

明した。 

 

Refidomsa は、ベネズエラの政権がマドゥロ大統領にあ

るのか、グアイド議長にあるのかについての認識を表明

することは避けた。 

 

「GOLD RESERVE 米国に送金ライセンス申請」         

 

カナダの金開発会社「GOLD RESERVE 社」は、米国で

制裁を管轄する外国資産管理局（OFAC）に対して、

BANDES の送金ライセンスを申請していると発表した。 

 

３月２２日  米国政府はベネズエラの国営銀行

「BANDES」に制裁を発動。米国司法権限が呼ぶ範囲で

同行の金融取引を禁止した。 

 

 

制裁の二次被害を避けるため、金融機関は制裁の対象外

の取引でも BANDES が関係した取引を敬遠するため、

BANDES は事実上、資金が動かせない状況になってい

る。 

 

今回、OFAC にライセンスを申請した GOLD RESEVE

は１９９２年からベネズエラで金開発に携わっていた

が、０８年のチャベス政権時代に金鉱山を接収され、国

際紛争解決センター（ICSID）に訴訟を起こしていた。 

 

その結果、ベネズエラ政府に対して１０．３億ドルの賠

償金支払いが命じられたが、２０１６年にベネズエラ政

府と合意を結び、再びベネズエラ政府と合弁会社

「Siembra Minera」を設立。ベネズエラでの金採掘を再

開した。 

 

また、賠償金は分割で支払うことが決まっており、当初

のスケジュールより支払いが遅れながらもBANDES経

由で支払いが行われていた。 

 

今回のBANDESへの制裁で賠償金の送金が出来なくな

るため制裁を免除するライセンスを要請したようだ。 

 

GOLD RESERVE 社は、ベネズエラ国内の BANDES 口

座に２，１５０万ドルが滞留しており、制裁で自国に送

金できていないと説明した。 

 

「ロシア ベネズエラ産原油の輸入拡大を協議」                  

 

３月２９日 ロシアの Alexzander Novak エネルギー相

は、「モスクワでベネズエラの原油輸入を増やす方法に

ついて検討する」と発言した。 

 

米国の制裁発動を受けて、Rosneft や Lukoil などロシア

系のエネルギー事業者がベネズエラとの取引を縮小す

る傾向にあるが、その対応について議論すると思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
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「中国 ベネズエラへ医薬品６５トンを輸出」                  

 

３月２９日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

は、中国から６５トンの医薬品が到着したと発表した。 

 

「本日開始した医薬品受け入れは今後も続く。中国はベ

ネズエラの国営病院に医薬品、医療資材、手術器具を供

給する。 

我々は悪魔のようなトランプ政権により取引の妨害を

受けているが、それを乗り越えている。」と主張した。 

 

本件に関連してか、米国でベネズエラ問題を担当するエ

リオット・エイブラム担当官は、在米中国大使と在中国

米国大使と面談を実施したと発表。 

 

会合では、中国に対してマドゥロ政権への支援を停止す

るよう求めたと説明した。 

「我々は、中国とベネズエラの経済・融資に関する意見

交換を行った。我々の主要なメッセージはシンプルだ。

ベネズエラに対する投資、商業、貸付を取り戻したけれ

ば、マドゥロ政権への支援を続けるべきではない。マド

ゥロ政権はベネズエラの経済を崩壊させている。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）アイサミ経済担当副大統領ツイッター 

“在ベネズエラ中国大使に謝意を述べるアイサミ経済担

当副大統領” 

 

また、エイブラム担当官は、今後もマドゥロ政権による

ベネズエラ資産の強奪を防ぐため対応すると主張。 

 

「未だにいくつか制裁の違反が確認されている。しかし、

違反がなくなる日は近い。我々は彼らに対して自分がし

ていることを認識するよう求め、その取引には関わらな

いことを求める。 

もちろん石油業界についてもマドゥロ政権との取引を

継続しないよう求める。」 

と発言した。 

 

「最高裁 経済緊急事態令の延長を決定」                  

 

最高裁判所は、経済緊急事態令の延長を承認。 

 

１９年３月１２日付の官報６，４３３号で公布された。 

 

２０１６年１月１４日に経済緊急事態令が発動され、そ

の後、３カ月おきに延長を繰り返し３年以上が経過した。 

 

「緊急事態令」とは、憲法３３７、３３８、３３９条に

規定された政令。 

 

特別な事情により憲法の枠組みでは対応が困難な事象

に直面した場合、政府が迅速な対応を取るため、緊急事

態令に規定された特定の分野について、憲法に定められ

たルールを飛び越えて政策を実施することを許可する

政令である。 

 

本来であれば、緊急事態令の承認には国会の合意が必要

だが、「国会は無効状態」との理由から最高裁が緊急事

態令を承認する形で３年間も延長が繰り返されている。 
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２０１９年３月３０日～３１日（土・日）             

政 治                       

「大停電再発 大統領府近辺で抗議行動        

 ～武装した与党支持者と衝突、拳銃発砲も～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.271」の通り、停電問

題は３月２８日に復旧する兆しが見られたが、２９日夜

に再び全国的な大停電が勃発。 

 

復旧と停電を繰り返しもはやベネズエラの社会、経済活

動は崩壊状態にある。 

 

特に国民が我慢の限界に達しているのは水問題だ。 

 

３月３１日、首都カラカスの大統領府近くで市民が抗議

行動を実施。抗議行動の場にコレクティーボと呼ばれる

与党を支持する武装集団が登場し、抗議行動に参加する

市民と衝突。銃の発砲により負傷者がでる事態にまで発

展した。 

 

抗議行動は他の地域でも起きており、治安部隊が催涙弾

を発砲するなどして鎮圧している。 

グアイド議長は同日の衝突で少なくとも２名の負傷者

が出たと発表している。 

 

（写真）Venepress “銃を持ち歩くコレクティーボ” 

 

「マドゥロ大統領 ３０日間の電力使用制限を発表     

   ～学校は休校、勤務時間は PM２時まで～」           

 

３月３１日 マドゥロ大統領がテレビで演説を実施。 

改めて、電力産業が米国や野党工作員のボイコットを受

けていると主張した。 

 

３０日間は全国で電力の使用制限を実施すると発表し

た。目的は水の供給を保証するためだという。 

 

供給できる電力以上に電力の消費が行われるため停電

が再発すると認識しているようだ。電力消費を抑えるこ

とにより停電の再発を防ぐことが出来るとした。 

 

２０１６年にもこの時期に電力の使用制限が行われた。 

 

当時は発電所の問題もさることながら、水力発電に必要

なダムの水位が減っており、電力が十分に発電できない

ことが主な理由だった。 

 

当時は公務員の勤務日が週２日しかない週が続き、ショ

ッピングセンターは営業時間を制限されるなどの制限

が設けられたが同様のことが行われる可能性がある。 

 

早速、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、学校を一時閉

鎖すると発表（いつまでかは決められていない）。また、

政府、民間問わず、勤務時間を午後２時までとする措置

を発表した。 

 

「EU ベネズエラ問題の重要性が低下？」         

 

現地メディア「El Confidencial」は、欧州連合が英国の

EU 離脱など域内の問題を多く抱えており、ベネズエラ

問題については重要度を下げたと報じた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
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また、米国が進める制裁強化の姿勢が政治的な緊張を高

めていることにネガティブな認識を持っていると報じ

た。 

 

EUの主要国は引き続きマドゥロ政権をベネズエラの政

権とは認識せず、グアイド議長を支持するスタンスを維

持するが、与野党双方の対話と選挙の実施による問題の

解決を支持するスタンスを取ることになりそうだ。 

 

このスタンスは、マドゥロ政権との対話を否定する野党

および米国や近隣主要国のスタンスと相違があり、足並

みがそろわない形になる。 

 

経 済                       

「グアイド議長 日本の債権問題について言及」            

 

３月３０日 グアイド議長は日本の外交団と会談を行

ったことを明らかにした。 

 

日本政府は会談で、未回収の債権問題について説明した

ようだ。 

 

グアイド議長は 

「電力問題の解決には融資が必要だ。しかし、返済をし

ないのに融資を得ることはできない。 

 

少し前に我々は日本大使と電力問題について話し合っ

た。 

 

日立、三菱など多くの会社は支援の意志がある。しかし、

マドゥロ政権は彼らに数百万ドルの債務を負っている

が支払いをしていない。 

 

経済ブロックがあるわけではなく、支払いをすることな

く資金を強奪しているから支援がないだけだ。」 

と述べた。 

 

また、３月２９日にアイサミ経済担当副大統領は発表し

た中国の医薬品について、スペインから来たものだと言

及。 

 

中国から医薬品が来たように見せることで中国政府が

マドゥロ政権を支持しているように見せかけただけだ

と主張した。 

 

「野党 債権者に訴訟の１２０日延期を求める」         

 

新興国の金融情報を提供する「Redd Latam」は、グアイ

ド議長率いる暫定政権が、ベネズエラ政府や PDVSA を

相手取り訴訟を起こした「Red Tree Investments」や

「Casa Express」らに対して、１２０日法的措置の延期

を求めていると報じた。 

 

「Red Tree Investments」は、GE Caputal の手形の購入

を巡り、１９年２月に PDVSA に訴訟を起こした（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.258」参照）。 

 

「Casa Express」は、１８年１２月に国債未払を理由に

ベネズエラ政府を相手取り訴訟を起こした（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.231」参照）。 

 

「Casa Express」の訴訟に対してマドゥロ政権側は対応

をしておらず、「Casa Express」の関係者はメディアに対

して、近日中に判決が下るだろうとコメントしていたよ

うだ。 

 

グアイド議長率いる野党グループに問題対応を委託さ

れているのは「Hogan Lovells 社」という会社だという。 

 

「Hogan Lovells 社」は裁判所に対して、マドゥロ政権

がベネズエラを実効支配している間は問題の解決が出

来ないと主張しており、政権を交代するまで１２０日間

の法的措置の延長を求めているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4e294568bc63dc0507f5cf5a67116f7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4e294568bc63dc0507f5cf5a67116f7.pdf
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なお、１２０日間で政権が交代できない場合は、更に１

２０日間の延期を求めるつもりだと報じられている。 

 

「ウガンダ 押収した GOLD を金会社に返還」         

 

ベネズエラから違法に GOLD が輸入されたとしてウガ

ンダ政府は輸入先の「African Gold Refinary（AGR）」を

査察。発見した GOLD の一部を押収していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.266」参照）。 

 

ロイター通信は、ウガンダ検察庁が押収した GOLD に

ついて違法性無しとして、AGR に返却したと報じた。 

 

そもそも押収した GOLD がベネズエラから輸入したも

のかも判明していなかったが、ウガンダ検察庁の作成し

た報告書によると、押収した GOLD はベネズエラから

輸入したものだったという。 

 

「タチラ州 停電で牛乳１０万 L を廃棄」              

 

タチラ州の畜産団体のレオナルド・フィゲロア代表は、

長引く停電により１０万リットル以上の牛乳がダメに

なってしまったと発表した。 

 

フィゲロア代表は現状について 

「極めて深刻だ。ベネズエラでは１杯の牛乳も飲めずに

空腹で苦しんでいる家族や子供がいる。しかし、停電で

１０万リットルの牛乳が腐ってしまった。畜産業者にと

っても数百万の損害になる。」 

と語った。 

 

また、２０日前から続いているガソリン不足により畜産

業者は自動車を使用できず、商品の輸送に問題が発生し

ていると説明。また、ガスオイルがないため発電もでき

ないと述べた。 

 

 

「商品を配送するための燃料がない。 

発電するためのガスオイルもない。４つの冷蔵施設を稼

働させるためには３０００リットルのガスオイルが必

要だ。しかし、ガスオイルもない。停電は４０時間以上

続いている。我々にはどうすることも出来ない。」 

と現状を嘆いた。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf

