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（写真）大衆意志党 “グアイド議長 SEBIN から解放された後、バルガス州で演説” 

 

 

２０１９年１月１１日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 １月２３日に抗議行動呼びかけ 

～国会は大統領の職務を担う用意がある？～」 

「亡命最高裁 グアイド議長に大統領就任要請 

～アルマグロ事務局長 亡命最高裁を支持～」 

経 済                     

「Torino Capital 国会は米国資産をコントール可」 

「原油価格 １バレル５２．６２ドル」 

「８１回目 DICOM １ドル BsS.８６２．３２」 

社 会                     

「軍部 離反因子に武器を奪われる」 

2019 年 1 月 12～13 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 SEBIN に拘束されるが即解放 

～政府は野党の自作自演を主張～」 

「アレアサ外相 領土問題で１０カ国が方針転換 

～カナダとパラグアイに４８時間猶予通知～」 

「マチャド党首 グアイド議長の支持を表明」 

経 済                    

「主要債権団 マドゥロ政権との交渉を拒否」 

「通貨供給量 BsS.１兆を突破」 

社 会                     

「国立病院 停電が原因で７名が死亡」 
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２０１９年１月１１日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長 １月２３日に抗議行動を呼びかけ   

  ～国会は大統領の職務を担う用意がある？～」      

 

１月１１日 ファン・グアイド議長は、カラカスの国連

事務所前で演説を実施。当日は多くの支持者が集まった。 

 

グアイド議長はこれまで通り、「大統領の職責はマドゥ

ロに奪われた状態にある。」として、即座に憲法２３３

条（大統領が絶対的な不在にある場合は、国会議長が大

統領の職務を一時的に担い、３０日以内に大統領選を実

施する）を発動せず、引き続き自由で民主的な選挙によ

る政権移行を目指す方針を示した。 

 

他方、国会は憲法に従い大統領の職務を担う用意はある

が、それには国民、軍部、国際社会の支援が必要だと訴

えた。 

 

また、１月２３日に大規模な抗議行動を呼びかけた。 

 

結論として、グアイド議長は政府との協議を通じて大統

領選を実施する方針を示したまま、一方で大統領の職責

を担い移行政権発足のための選挙を実施する可能性も

留保している。 

 

ＣＮＮニュースは、野党議員関係者から得た情報として、 

「現時点では、グアイド議長は大統領の絶対的不在を宣

言し、大統領職を担うと発言していない。 

仮にグアイド議長が大統領の絶対的不在を宣言すれば、

マドゥロ政権はグアイド議長を拘束するだろう。 

 

野党政治家への圧力が強まり、社会の混乱を招くことに

なる。国民がそれに耐えるだけの強い意志を示す必要が

ある。」とコメントしたという。 

 

他、非公式情報だが、リマグループを中心に南米近隣国

の大使館は、仮にグアイド議長が大統領の不在を宣言し、

マドゥロ政権に拘束されそうになった場合は、自国の大

使館でグアイド議長を保護する意志を示しているとい

う。 

 

実際に、１７年８月には反政府デモを主導したフレデ

ィ・ゲバラ第２国会副議長（当時）は、ベネズエラ政府

から逮捕命令が出たが、チリ大使館が保護した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.56」１１月６日付の記事参照）。 

１年以上経過した現在もゲバラ議員はチリ大使館に保

護されている。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“グアイド議長の演説に集まる野党支持者” 

 

「亡命最高裁 グアイド議長に大統領就任要請     

 ～アルマグロ事務局長 亡命最高裁を支持～」         

 

１月１１日 亡命最高裁はグアイド議長の国会議長就

任を支持するとの声明を発表。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
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ミゲル・アンヘル・マルティン亡命最高裁判長は、ベネ

ズエラに民主主義を取り戻すため、国会議長が大統領に

就任するよう要請した。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は、亡命最高裁

とブラジル外相の発言（ベネズエラ国会が行政権を担う

ことを支持するとの発言）に賛同の意を表明した。 

 

亡命最高裁の運営は OAS に依存しており、アルマグロ

事務局長の意向を強く反映した組織となっている。 

そして、OAS の運営は、米国政府の意向を強く反映し

ている。 

 

本稿「グアイド議長 抗議行動を呼びかけ」の通り、グ

アイド議長は行政権を担うと宣言していないが、外国

（OAS、ブラジル）がグアイド議長に大統領に就任する

よう圧力をかけているような状況になっている。 

 

自国主権の観点から亡命最高裁をベネズエラの正当な

司法組織と認識するのは大きな問題があるだろう。 

 

 

（写真）亡命最高裁ツイッター 

“ファン・グアイド議長に大統領（代行）就任を要請” 

 

 

経 済                        

「Torino Capital 国会は米国資産をコントール可」           

 

１月１１日 米国投資銀行「Torino Capital」のベネズ

エラ債券専門家であるフランシスコ・ロドリゲス氏は自

身のツイッターで 

 

「国会が新しい政府の発足を宣言するべきだ。正当な政

府は外国にあるベネズエラの資産をコントロールする

ことが出来るだろう。 

 

仮に米国政府が国会主導で発足する新政権を正当なも

のだと認識すれば、米国司法圏内では新政権を正当な組

織だと認識することが出来る。 

 

つまり、国会主導で発足する新政権は、CITGO（米国

にある PDVSA 子会社）や、米国での石油収入をコント

ロールすることが出来る。他、他国も同様の対応を取る

ことができるだろう。 

 

国会が直面している問題は非常に解決が難しい。そして

多くの不確定要素がある。しかし、国会主導で発足する

新政府に正当性がないという主張は嘘である。」 

と投稿した。 

 

なお、本稿「主要債権団 マドゥロ政権との交渉を拒否」

で紹介している通り、ベネズエラ債券の債権団の１つは、

米国による制裁で交渉が禁止されていることと、マドゥ

ロ政権に正当性が無いことを理由にマドゥロ政権と債

務再編交渉を行わないと発表している。 

 

仮に米国が国会主導の政府をベネズエラの正当な行政

組織と認識すれば、債務再編交渉は新政府と行われる可

能性も否定できない。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月１１日～１月１３日報道            No.２３９   ２０１９年１月１４日（月曜） 

4 / 8 

 

「原油価格 １バレル５２．６２ドル」         

 

１８年１月７日～１１日のベネズエラ産原油の平均価

格は米ドル建てで５２．６２ドル／バレル。 

 

先週の４７．９９ドル／バレルから大幅に上昇した。 

 

 

 

「８１回目 DICOM １ドル BsS.８６２．３２」                  

 

１月１１日、８1 回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.８６２．３２。  

１月９日の１ドル BsS.７９５．４６から８．４％ボリバ

ル安に傾いた。  

 

DICOM レートが急速にボリバル安になったため一時

的に DICOM レートと並行レートの差は縮小したが、

１月に入り並行レートが急騰。両者の差は再び広がった。 

 

 

 

 

なお、並行レートの参考サイト「Dolar Today」による

と、１月１４日時点のレートは１ドル BsS.２，１８９．

４７。 

 

DICOM の外貨供給額はドル建てで２９９万２，９８６．

５３ドル。  

 

今回の外貨割り当てはほとんどが法人向けで、法人７３

社に対してドル建てで２４６万１，４９２．３４ドル、

個人１，００６名に対してドル建てで５３万１，４９４．

１９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、ベルモントなどタ

バコの製造販売をしている「Cigarrera Bigott」で３３万

ドル。原材料輸入が目的。  

 

また、食品メーカーの「Nestle Venezuela」が同額の３

３万ドル。原材料輸入が目的。  

 

３番目が「Industria Unidas」（業種不明）が１８万ドル。

原材料輸入が目的だった。 

 

他に、スーパーの「Automercado Plaza（１１万ドル）」

同じくスーパーの「Central Madeirense（１０万ドル）」

食品メーカーの「Coca Cola FEMSA（１０万ドル）」な

ども外貨割り当てを受けている。 

 

社 会                        

「軍部 離反因子に武器を奪われる」           

 

現地メディア「Caraota Digital」は、ミランダ州グアイ

カイプーロ部隊に所属する２３名の軍人が武器庫を襲

い９２丁（AK-103）を奪ったと報じた。 
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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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事件が起きたのは１月９日早朝。 

「Caraota Digital」が、軍内部の関係者から入手した情

報によると、ウィリアム・ルーゴ軍曹を中心に１８名の

一般兵と５名の軍兵が起こしたという。 

この事件で交戦が起き、５名が負傷している。 

 

離反軍人らは３台のトヨタのハイラックスで逃走した

ようだ。 

 

２０１９年１月１２日～１３日（土・日）             

政 治                       

「グアイド議長 SEBIN に拘束されるが即解放     

       ～政府は野党の自作自演を主張～」        

 

１月１３日 バルガス州で演説をするため高速道路を

移動していたファン・グアイド議長が SEBIN に拘束さ

れ、その後すぐに解放される事件が起きた。 

 

実際の拘束時の映像がネットで流れており、映像を見る

限りでは拘束というよりも、電撃誘拐のように拘束され

ている。 

 

 
（出所）アントニオ・レデスマ氏ツイッター 

 

この情報はすぐに拡散し、EU、米国、リマグループ、国

会、外国にいるベネズエラ人政治家などあらゆる野党を

支持するグループがマドゥロ政権に非難の声明を発表

した。 

 

 

グアイド議長はすぐに解放され、予定通りバルガス州で

演説を行った。 

 

どうして今回の一件が起きたのかは様々な憶測が飛び

交っている。 

 

１つ目は、グアイド議長を追跡していた SEBIN グルー

プが無線機での上司からの指示を聞き間違えて、拘束し

てしまったというもの。 

 

２つ目は、ネストル・リベロ―ル内務司法相らが主導し

てマドゥロ大統領の意志とは無関係にグアイド議長を

拘束したというもの。 

 

グアイド議長の逮捕を命じたのが誰かは分からないが、

即解放されたところからマドゥロ大統領自身の判断で

はない可能性が高いと見られている。 

野党は政府が内部分裂をしており、マドゥロ大統領が統

制を取れていないと訴えている。 

 

３つ目は、政府側の主張で、誘拐した SEBIN の職員は

野党と結託しており、政府のイメージを悪化させ、国際

社会から非難させるためにわざとグアイド議長を一時

的に拘束したというもの。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、グアイド議長を拘束

した SEBIN 職員の情報を顔写真とともに公開。即時解

雇し、事情聴取を行っていると発表した。 

 

どの説もあり得そうだが、現時点でははっきりしたこと

は分からない。 

 

今回の１件は間違いなくマドゥロ大統領にとって不利

になる一件だった。マドゥロ大統領を引きずり降ろそう

としている政府グループが仕掛けた事件の可能性もあ

りそうだ。 
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「マチャド党首 グアイド議長の支持を表明」           

 

１月１２日 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、自身の

ツイッターにグアイド議長と面談した写真を投稿。 

グアイド議長に以下のメッセージを送った。 

 

「我々はベネズエラを自由にするために必要なことを

しなくてはいけない。グアイド議長、我々とともに自由

のための道を力強く進もう。ベネズエラ国民、軍人、民

主主義国は絶好の機会を享受しよう。」 

 

 

（写真）マリア・コリナ・マチャド党首ツイッター抜粋 

 

マドゥロ政権との完全対決を主張する急進野党グルー

プは、対話の可能性を否定しない主要野党とスタンスが

異なる。 

 

スタンスの違いから両者の対立が続いていたが、１２月

下旬から状況が変わりつつある。 

 

 

 

 

１２月２１日 マチャド党首は国会への支持を国民に

求める声明を発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.232」１

２月２１日付の記事参照）。 

 

急進野党で構成される議員団も、グアイド議長の就任に

ついては支持するとの声明を発表している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.236」１月５日付の記事）。 

 

ただし、１２月２１日の声明でマチャド党首は、 

「１月１０日以降、ベネズエラに大統領がいなくなるの

で、国会議長が大統領の役職を代行し、選挙を行わなけ

ればいけない。」 

と主張しているが、グアイド議長はこの点については決

断を保留している。 

 

また、急進野党系の議員団は、行動民主党（AD）のサ

ンブラーノ第１副議長、新時代党（UNT）のゴンサレス

第２副議長については支持しない方針を示すなど、引き

続き主要野党との見解の相違は存在する。 

 

また、マチャド党首のツイッターの投稿文を読む限り、 

「マチャド党首がグアイド議長についていく」 

というよりも 

「マチャド党首が示す道にグアイド議長がついてくる」 

よう求めているようにも見える。 

 

グアイド議長とマチャド党首の面談は野党支持者にと

ってポジティブなニュースだが、両者が再び対立を始め

る可能性もありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
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「アレアサ外相 領土問題で１０カ国が方針転換    

 ～カナダとパラグアイに４８時間猶予通知～」         

 

１月１２日 アレアサ外相はリマグループの１０カ国

がガイアナとベネズエラの間で起きている領土問題に

ついてスタンスを変えたと発表した。 

 

事件の発端は１２月２２日。 

ガイアナ政府は同国の排他的経済水域で活動していた

Exxon Mobilの原油探索船がベネズエラの軍艦に妨害さ

れたとの声明を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.232」１２月２２日～２３日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ政府は、Exxon Mobil の船の移動を停止させ

たのは、ベネズエラ海域だと主張しており、双方の主張

は真っ向から衝突している。 

 

なお、ベネズエラ政府、ガイアナ政府ともに国連に本件

を訴えており、今後の争いは国連が仲裁することになる

見通し。 

 

この問題について、１月４日にメキシコを除くリマグル

ープ１３カ国が、ベネズエラ政府側の主張を否定する声

明を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.236」１月４

日付の記事参照）。 

 

本来、同日のリマグループによる声明はマドゥロ大統領

が１月１０日に大統領就任をしないよう求めるための

声明だった。 

 

しかし、おまけのように 

「地域の安定を脅かすいかなる武力の行使も非難する。

１８年１２月２２日にガイアナの排他的経済水域で起

きた原油探索船の妨害行為に懸念を表明する」 

との文言が入っていた。 

 

 

この点についてベネズエラ政府が、リマグループは野党

と結託しベネズエラの領土を脅かそうとしていると主

張。 

 

国会は Exxon Mobil の船を停止させた軍部の行動を支

持する方針を示し、リマグループとの足並みがそろわな

くなっていた。 

 

ガイアナとの領土問題についてスタンスを変更した国

は、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、チリ、コス

タリカ、グアテマラ、ホンジュラス、パナマ、ペルー、

サンタルシアの１０カ国。 

 

当然、ガイアナは本件に関してベネズエラを非難するス

タンスを変えないので、残るはパラグアイとカナダの２

カ国になる。 

 

アレアサ外相はパラグアイとカナダに対して、方針を変

えるよう求め、両国に４８時間の猶予を与えると宣言し

た。１月１４日までに両国がスタンスを変えない場合、

何らかの措置を講じる可能性がある。 

 

経 済                       

「主要債権団 マドゥロ政権との交渉を拒否」            

 

ベネズエラ債券には複数の債権団が存在する。 

 

その中の１グループが、マドゥロ政権と債務再編交渉を

行わないと発表した。 

 

マドゥロ政権と交渉を行わない理由について、 

１．米国の制裁によりマドゥロ政権の関係者と交渉を行

うことが禁止されている点、 

２．国際社会から信頼を失うことになる点 

を挙げた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
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なお、他の債権団の１つは１２月に国債３４の財務代理

人に対してデフォルト通知を行っており、各債権団が独

自の方針を取ることになるとみられる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.230」１２月１７日付の記事参照）。 

 

「通貨供給量 BsS.１兆を超える」         

 

現地経済メディア「Bancaynegocios」は、１９年１月の

第１週目の通貨供給量は.９，６２９．７億ボリバル・ソ

ベラーノ（BsS.）だったと発表。 

 

現在の通貨供給量の増え方から推測すれば１月１１日

時点では間違いなく BsS.１兆を超えていると報じた。 

１８年１２月末の通貨供給量は BsS.８，６９１億だっ

たので、先週比１０．８％増加したことになる。 

 

発行当時はそれなりに価値があった BsS.５００も今で

は価値を失い現金紙幣での 

商品の購入は困難になっている。 

 

社 会                       

「国立病院 停電が原因で７名が死亡」            

 

現地メディア「Maduradas」は、１月１２日にカラカス

国立大学病院で長時間の停電が起き、緊急治療を受けて

いた７名の患者が死亡したと報じた。少なくとも７名と

報じており、実際は更に多くの患者が死亡している可能

性もある。 

 

ラモン・カマチョ記者によると、 

「通常、病院には停電に備えて緊急用発電機が設置され

ているが、同病院の発電機は故障しており、完全に電気

が使用できない状態になった」と報じている。 

 

また、病院関係者らが別の病院に患者を移送していると

いう。 

 

 

（写真）ヘスス・トーレアルバ元 MUD 幹事長 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/47428f8b7fce5ff66dd0169e91c5b9e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/47428f8b7fce5ff66dd0169e91c5b9e3.pdf

