
 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月１６日～１月１７日報道            No.２４１   ２０１９年１月１８日（金曜） 

1 / 8 

（写真）大衆意志党（VP） “グアイド議長の演説に集まった野党支持者” 

 

 

２０１９年１月１６日（水曜） 

 

政 治                     

「急進野党 大統領職強奪の国会決議認めず」 

経 済                     

「１８年・１９年国債保有者 NY で訴訟」 

「８３回目 DICOM １ドル BsS.１，０００突破 

～並行レートは既に１ドル BsS.３，０００越え～」 

「１８年平均産油量は日量１３３．９万バレル」 

「祖国カードの月額支給額が改定」 

「経済緊急事態令を６０日延長」 

社 会                     

「在米ベネズエラ人 １４．５万人は不法滞在？」 

２０１９年１月１７日（木曜） 

 

政 治                    

「ブラジルで急進野党とリマグループが会合」 

「在外退役軍人 グアイド議長大統領就任支持」 

「グアイド議長の街頭演説 支持者集まる」 

「最高裁 国会役員に制裁を検討」 

経 済                    

「S＆P Platts 原油輸入制限の制裁検討を報じる」 

「Torino 米国からの石油輸入９５．７％増 

～１９年の原油輸出は２９％減と予想～」 

「NY 不動産投資 ベネズエラ国籍が TOP５」 

「新最低賃金は１月１５日から有効」 
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２０１９年１月１６日（水曜）             

政 治                       

「急進野党 大統領職強奪の国会決議認めず」       

 

１月１５日 野党多数の国会は「マドゥロ大統領が大統

領権限を奪った」との決議を承認した。 

 

本件について、行動民主党（AD）のアジュップ幹事長

は、自身のツイッターで「急進野党系グループ以外、全

ての政党が、この決議に賛成した」と投稿した。 

 

一部には急進野党グループの統一を乱す態度に非難を

示す野党支持者も出ている。 

 

他方、急進野党系の議員で構成される「７月１６日グル

ープ」は、同決議に賛成しなかった理由をツイッターで

説明。 

 

「１月１５日決議について、我々は憲法２３３条を支持

している。我々はファン・グアイドをベネズエラ大統領

と認めている。しかし、国会で承認された決議は不十分

な認識だったと考えている。加えて、国会に大統領権限

を委譲させることは憲法違反だと認識している。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）７月１６日グループ・ツイッター 

 

 

７月１６日グループが投稿した最後の部分 

「国会に大統領権限を委譲させることは憲法違反だと

認識している。」 

という部分は、どのように解釈すればよいかわからない。 

 

憶測の域を出ないが、国会はあいまいな態度を取らず、

政権を担うと宣誓するよう要請しているということか

もしれない。 

 

あるいは、国会議長が大統領代行に就任した後には、憲

法２３３条に定められている通り、３０日以内に移行政

権を組織するための大統領選を実施し、国会議長が新政

権に権限を引き渡すよう求めているようにも理解でき

る。 

 

急進野党グループは、仮に移行政権のための大統領選を

実施すれば、同グループのリーダーであるマリア・コリ

ナ・マチャド VV 党首が当選すると考えており、確かに

マチャド党首が当選する可能性は高い。 

 

この事実は、主要野党がコントロールする国会が、移行

政権発足に向けた選挙に前向きになれない理由にもな

っているのだろう。 

 

経 済                        

「１８年・１９年国債保有者 NY で訴訟」           

 

新興国市場の情報サービス会社「ReddLatam」は、２０

１８年国債（年利１３．６２５％）、１９年国債（年利

７．７５％）の債権保有者が、債権回収を求めてニュー

ヨーク地裁に訴えを提出したと報じた。 

 

１８・１９年債の元利支払いを求めたのは「Pharo Gaia 

Fund」と「Pharo Marco Fund」。元利含めて支払い額は

２，６００万ドルにのぼる。 
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２社はケイマン諸島に籍を置く「Pharo Management」

の子会社。「Pharo Management」自身はデラウエア州の

会社。 

 

同訴訟を担当している法務弁護士事務所は、「Matthew 

McGil de Ribson Dunn」。同事務所は「Crystallex」の案

件でも代表弁護を務め、ベネズエラ政府・PDVSA を追

い詰めた実績がある。 

 

「８３回目 DICOM １ドル BsS.１，０００突破    

～並行レートは既に１ドル BsS.３，０００越え～」         

 

１月１６日、８３回目の DICOM が行われ、ついに１ド

ル BsS.１，０００を超えた。 

 

なお、１８年８月末の DICOM レートは１ドル BsS.６

０だった。４カ月半で１７倍近くなっている。このまま

通貨価値の下落速度が加速すれば、１９年内には再び通

貨切り下げが必要になりそうだ。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.１，００１．７４。  

１月１４日の１ドルBsS.９４９．４７からBsS.５２（５．

２％）ボリバル安に傾いた。  

 

DICOM の外貨供給額はドル建てで１３７万１２１．１

５ドル。  

 

今回の外貨割り当てはほとんどが法人向けで、法人４６

社に対してドル建てで１３４万２，９２３．１８ドル、

個人１３３名に対してドル建てで２万７，１９７．９７

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、食品メーカーの

「Alimentos Heinz（ハインツ）」で２０万８，０７９．

８ドル。原材料輸入が目的。  

 

 

また、「Fito Shop（業種不明）」が１３万５００ユーロ（約

１４万７１７１．８ドル）。完成品輸入が目的。  

 

３番目が「Inportadora DFCA」（業種不明）で１２万２，

５００ユーロ（約１３万９，６０１ドル）。完成品輸入

が目的だった。 

 

DICOM レートも切り下げスピードが加速しているが、

並行レートは、比較にならないほどの勢いでボリバル安

になっており、１月１６日時点で１ドル BsS.３，１５５

（Dolar Today 参照）になっている。 

 

「１８年平均産油量は日量１３３．９万バレル」                  

 

OPEC は月次レポート（「OPEC Monthly Oil Market 

Report」）を公表した。 

 

同レポートによると１８年１２月のベネズエラの産油

量（第３者調べ）は日量１１４．８万バレル（暫定値）

で先月の１１８．１万バレルから３．３万バレル減少し

た。 

 

 

 

ベネズエラが直接報告する産油量は１８年１２月時点

で日量１５１．１万バレルと先月の１４６．４万バレル

よりも４．７万バレル増えている。 
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また、第３者調べの２０１８年のベネズエラ原油産油量

は、平均で日量１３３．９万バレル（暫定値）だった。 

 

他方、２０１７年の産油量は日量１９１．１万バレルと

しており、平均産油量は５７．２万バレルも減ったこと

になる。 

 

なお、以下は２０１６年１１月～１８年１２月までのベ

ネズエラ産油量の推移をグラフにしたもの。 

 

黄色の線が、OPEC と合意しているベネズエラの産油

枠。青色の線が、ベネズエラ自身が報告している産油量。

赤色が、第三者調べの産油量。 

 

 

（写真）経済情報サイト「Bancaynegocios」 

 

 

 

「祖国カードの月額支給額が改定」            

 

１月１４日 マドゥロ大統領はペトロの為替レートと

最低賃金の改定を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.240」１月１４日付の記事参照）。 

 

同改定に伴い、祖国カード保有者の世帯人数に応じて政

府が支給している補助金「Hogares de la Patria」の支給

額も増額される。 

 

例えば、２人家族への補助金支給額は、１８年１２月時

点では月額 BsS.１，２００だったが、１９年１月は BsS.

３，０００に増額。２月には BsS.４，８００を予定して

いる。 

 

他にも妊婦への補助金「Parto Humanizado」など様々な

種類の補助金プログラムがあり、全てが増額される（補

助金プログラムの詳細は次回の「ウィークリーレポート」

で紹介したい）。 

 

「経済緊急事態令を６０日延長」                  

 

１９年１月１１日付の特別官報６，４２４号で経済緊急

事態令が６０日間、延長された。 

 

官報が公布されてから６０日間有効なので、同政令は３

月１０日まで有効になると思われる。 

 

経済緊急事態令は、緊急事態に対応するため国会の承認

などを経ることなく、大統領が特定のテーマについて決

定できる権限。 

 

本来は国会が大統領にその権限を委譲することになる

が、国会が無効状態のため、最高裁が同権限を承認して

いる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月１６日～１月１７日報道            No.２４１   ２０１９年１月１８日（金曜） 

5 / 8 

 

社 会                        

「在米ベネズエラ人 １４．５万人は不法滞在？」           

 

１月１６日 米国「移民調査センター（CMC）」は、米

国不法滞在者の６２％は観光目的など正規ルートで入

国し、その後違法滞在者になっていると報告した。 

 

CMC の報告では、ベネズエラ人不法移民が増加してお

り２０１３年には６万人しかいなかったのが、２０１７

年時点で１４．５万人に増えたとしている。 

 

CMC は、特にベネズエラ人とインド人の増加が著しい

としており、２０１９年現在は１４．５万人を超えてい

ることは確実。 

 

なお他の国では、ドミニカ共和国籍の不法滞在者が最も

多く１９万人、次いでフィリピン人が１７．５万人、韓

国が１６．５万人、コロンビアが１５．５万人、ベネズ

エラ人とブラジル人が１４．５万人、エクアドル人とハ

イチ人が１２．５万人、ジャマイカ人が１０万人と続く

ようだ。 

 

２０１９年１月１７日（木曜）             

政 治                       

「ブラジルで急進野党とリマグループが会合」        

 

米国、ブラジルなど米州諸国は、引き続き急進野党を強

く支持している。 

 

１月１７日 外国に住んでいる急進野党のリーダー的

な役割を果たすアントニオ・レデスマ元カラカス大首都

区長と、フリオ・ボルヘス元国会議長がブラジルでリマ

グループの政府関係者らと会談した。 

 

 

 

なお、ボルヘス議長は主要野党に属する第一正義党（PJ）

の幹事長だが、現在の PJ の方針とは乖離がある。 

 

会合後、レデスマ元カラカス大首都区長は、会合の内容

について、 

「会合で結論が出たことの１つは、ファン・グアイドを

ベネズエラの大統領代行と認識することだ。また、国会

と亡命最高裁を正当なベネズエラの組織と認めること

だ。 

 

我々はマドゥロが仕掛ける対話の罠に参加しないよう

呼びかけている。対話はベネズエラ人の良心に対する侮

辱だと考えている。彼らと合意する選挙の実施も認めな

い。この独裁政権と虚偽の選挙管理委員会（CNE）を抜

きにした選挙以外はあり得ない。」 

と説明した。 

 

他、急進野党政治家の一人、アリステギエタ・ゲッコー

氏はグアイド議長に対しての意見文を公開。 

「大統領代行に就任するかどうかは、党内の合意が必要

かどうかに関わらず、憲法で定められた義務だ」 

と大統領代行の就任を宣誓するよう求めた。 

 

なお、ボルソナロ大統領の息子で議員のエドゥアルド・

ボルソナロ氏は急進野党の姿勢に賛同する外国人政治

家の一人。 

 

同氏はツイッターで、マドゥロ政権下で行う選挙は「エ

ネルギーの浪費だ」と与野党合意による選挙での解決を

否定する姿勢を示している。なお、ボルソナロ大統領は

この投稿をリツイートしており、息子の意見を支持して

いるということだろう。 
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「在外退役軍人 グアイド議長大統領就任支持」           

 

１月１７日 ペルー在住の元軍人や政治家が、 

「憲法と法に従いマドゥロ大統領の大統領就任を認識

しない。大統領の職責が奪われていると認識している。

憲法２３３条に従い、ファン・グアイド国会議長を、大

統領で軍部を率いる総司令官であると認識する。 

 

ベネズエラ国民は１月２３日の平和的な抗議行動に参

加するよう求める。軍部は国民の意志を尊重し、憲法に

従うよう求める。」 

と宣言した。 

 

同声明を読んだ軍人の役職は中尉のようで、会社で言え

ば課長代理くらいのようだ。 

 

上層部の軍人への待遇は厚いが、それ以外の軍人の待遇

は悪く、不満を抱えている軍人が多い層とされている。 

 

 

（写真）UCI Noticias “在ペルー元軍人らの声明発表” 

 

なお、他に元空軍少佐のライネル・マルティネスという

人物もインターネットで、マドゥロを大統領と認めない

と宣言。また、グアイド議長を大統領と認識し、彼らの

命令を受けるとの意志を示し、軍部に対してマドゥロ政

権からの離反を呼びかけた。 

 

 

 

（写真）NTN２４ “ライネル・マルティネス元少佐” 

 

なお、１７年７月にも彼女はネットで軍人に対して離反

を呼びかけており、彼女の離反は今に始まったことでは

ない。 

ただし、軍人が離反しているというマドゥロ政権崩壊の

イメージを国際社会および国民に与えるには十分だろ

う。 

 

「グアイド議長の街頭演説 支持者集まる」         

 

大統領就任圧力が強まるグアイド議長だが、現時点では

大統領就任を明確に宣言していない。 

 

議長就任後、カラカス、バルガス州、タチラ州などで遊

説をしているが、参加者の集まりはよく、政治に失望し

ていた国民の期待が盛り上がっている印象がある。 
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前ページの写真はカラカス市内でのグアイド議長演説

の様子。上の写真はタチラ州の演説の様子。 

 

国民の盛り上がりを見る限り、１月２３日の抗議行動は

大きなものになる可能性が高い。 

 

「最高裁 国会役員に制裁を検討」            

 

前述の通り、政権交代のため国会役員に大統領代行の就

任を求めるメディアが圧倒的な状況になっており、ベネ

ズエラ政府にとって脅威になる可能性が高まっている。 

 

ベネズエラ人記者 Ayala Altuve 氏は自身のツイッター

で「最高裁の内部で２０１９年の国会役員に対して何ら

かの決定を行う議論が進んでおり、検察庁の見解を確認

している。」と報じた。 

 

１月８日 制憲議会では国会の解散総選挙が議論され、

翌日にはマドゥロ大統領が制憲議会の検討を支持して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.238」１月９日付の記

事参照）。 

 

国会に対する大統領代行圧力は激しく、政府が事前措置

として解散総選挙を宣言する可能性も否定できない。 

 

経 済                       

「S＆P Platts 原油輸入制限の制裁検討を報じる」            

 

「S＆P Global Platts」は、ホワイトハウスの国家安全保

障分野高官が、米国の精製会社に対してベネズエラ産原

油の輸入に制裁を科すと伝え、精油会社は具体的な影響

を検討していると報じた。 

 

１月１５日には「Wall Street Journal」も米国政府高官か

らの情報として似たような内容を報じていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.240」１月１５日付の記事参照）。 

 

「Hedgeye Risk Management」の McMonigle 氏は、 

「今後、ベネズエラから米国に輸出している日量約５０

万バレルの原油に焦点が当たるだろう」とコメントして

いる。 

 

なお、ベネズエラ産原油の主要購入先である Citgo、

Chevron、PBF Energy、Valero に対して同社が情報の真

偽について確認、コメントを求めたが回答は無かったと

いう。 

 

「Torino  米国からの石油輸入９５．７％増      

   ～１９年の原油輸出は２９％減と予想～」         

 

米国投資銀行「Torino Capital」のフランシスコ・ロド

リゲス氏は、２０１８年１０月からベネズエラの原油輸

入が増加していると報じた。 

 

１０月の原油・石油製品輸入額は８．４億ドルで前年同

期比３０．７％増だという。 

 

特に米国からの石油製品輸入が増加しており、１０月は

米国だけで３億４，３００万ドル（１７年平均の２．１

倍）を輸入したと報じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc78226b218f394fa0202857e6757688.pdf
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２０１８年１月～１０月にかけてベネズエラが輸入し

た原油・石油製品の６６．５％が米国産で、同期間の米

国からの輸入額は前年同期と比較して９５．７％増えた

としている。 

 

要因は、２０１７年と１８年の原油価格の違いと、クラ

サオ製油所が稼働せず、代替として米国から原油を輸入

せざるをえなかった点と思われる。 

 

また、「Torino Capital」は、２０１９年はベネズエラの

原油輸出額が大幅に減少すると予想している。 

 

同社はベネズエラ産原油を購入している主要な３１社

の通関情報を収集・分析した。 

 

その結果、２０１８年の原油輸出額は３３３億ドルと予

想。２０１７年の輸出額とほとんど変わらなかったと報

じた。 

 

しかし、２０１８年は原油価格が上がっていたことが輸

出額を底上げした要因だったと分析。 

２０１９年は１８年よりも原油価格が下がり、輸出量も

減るため２３８億ドル（１８年比２８．５％減）程度に

なると予想した。 

 

「NY 不動産投資 ベネズエラ国籍が TOP５」              

 

米国でコンドミニアムやホテル投資を手掛ける

「Prodigy Netword」という会社がある。 

 

同社はニューヨークでの不動産投資を行っており、２桁

の利回りを得られるとして個人から出資を募っている。

出資は１万ドルから可能。 

 

同社によると、出資者を国別にするとベネズエラは出資

者が多い国トップ５に入るという。 

 

他に出資者が多いのはメキシコ、コロンビア、アルゼン

チン、ペルー。同社は４２カ国から６５億ドルの出資金

を集めており、ベネズエラを含めた５カ国が出資者上位

だという。 

 

政府系の人が国の資金を奪っていると報じられている

が、この状況では政府系の人物は制裁を恐れて米国に出

資するとは考えにくい。国外に亡命したベネズエラ人の

資金が主と思われる。 

 

経済困窮が叫ばれるベネズエラとは対照的な報道だが、

これがベネズエラの現実だろう。 

 

「新最低賃金は１月１５日から有効」              

 

１月１４日 マドゥロ大統領が最低賃金の改定を発表

したが、この発表では最低賃金の改定はいつから有効に

なるのかは明言されていなかった（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.240」１月１４日付の記事参照）。 

 

１月１７日 エドゥアルド・ピニェテ労働相は、新しい

最低賃金は１月１５日から適用されると発表。 

 

１月３０日から新しい最低賃金をベースとした支払い

を開始すると説明した。 

 

ベネズエラの労働法では、特に労使間の合意がない場合、

給料の支払いは１カ月に２回行われることになってい

る。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf

