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（写真）大衆意志党 “３月２５日 再び大停電が勃発” 

 

 

２０１９年３月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「米国・野党 ロシア軍のベネズエラ派遣を非難」 

「プランチャート氏はグアイド議長の従兄弟」 

経 済                     

「ロドリゲス情報通信相 

野党は１０億ドルのベネズエラ資産強奪を計画」 

「SUDEBAN 金融機関に制裁後の決済対策要請」 

「PDVSA 停電により再び稼働停止」 

社 会                     

「全国規模の大停電再び勃発 

～事故を引き起こしたとされる６名を逮捕～」 

２０１９年３月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「スイス大使館が米国大使館の業務を代行？」 

「グアイド議長の自動車 爆発物投げられる」 

経 済                    

「国際司法裁判所 Petropar が負う PDVSA 債務    

マドゥロ政権との交渉停止を許可」 

「米国 WTO での制裁に関する議題を拒否」 

「SENIAT 所得税支払い期限の延長を検討」 

「中銀 預金準備額の計算受付期限を延長」 

社 会                     

「スペイン 期限切れのパスポートも受け入れ」 
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２０１９年３月２５日（月曜）             

政 治                       

「米国・野党 ロシア軍のベネズエラ派遣を非難」       

 

３月２３日 ロシアの軍用機２機がベネズエラに到着

した。また、１００名近いロシア軍人がベネズエラで軍

の技術協力を実施していると報じられている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.269」参照）。 

 

この報道を受けて、米国はロシアへの警戒と非難を強め

ている。 

 

ポンペオ国務長官は、ロシアによる軍事介入はベネズエ

ラの政治的な対立を悪化させると訴えた。 

「ロシアはベネズエラの政治的な緊張を高めている。米

国と地域諸国は、腕組みをしながら黙ってみていること

はない。」と非難した。 

 

３月２４日、米国下院議会は、ベネズエラにおけるロシ

ア軍の影響力を抑えるための手段を講じるよう米国政

府に要請した。 

 

また、催涙弾やゴム弾などの原料をベネズエラに販売す

ることを禁止する内容の法律を賛成多数で可決した。 

 

加えて、２０２０年～２１年にかけてベネズエラの人道

問題を支援する名目で１．５億ドルの予算を承認した。 

 

マドゥロ政権に批判的な米州１３カ国で構成されるリ

マグループもロシア軍用機のベネズエラ派遣に懸念を

表明した。 

 

 

 

 

 

これらの非難についてロシア政府側は 

「ベネズエラとロシアは２００１年から軍の協力契約

を締結しており、今回の軍用機派遣は当時の合意に従っ

たもので異例なことではない。」と主張。 

ロシア軍の派遣について、ベネズエラ国会の承認は必要

ないと理解していると回答した。 

 

なお、ベネズエラの軍専門家のロシオ・サン・ミゲル氏

はテレビ番組に電話出演し、 

「今回のロシア軍の軍人派遣は普通の政治情勢であれ

ば、特別なことではない。軍事物資を供給すれば、使用

方法について説明するために軍人が同時に派遣される

ことは一般的だ。 

 

しかし、ベネズエラは通常の政治情勢ではない。 

ロシアがベネズエラに基地を作ることを恐れていると

いうよりも、ロシア政府がマドゥロ政権に引き続き軍事

的な協力をしていること自体を恐れている。」 

とコメントした。 

 

「プランチャート氏はグアイド議長の従兄弟」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.269」で紹介した通り、３

月２４日に SEBIN が野党の資金提供者とされるファ

ン・プランチャート氏を拘束した。 

 

同氏はロシアの石油会社ロスネフチの法務アドバイザ

ーを務めていたとされている。 

 

同氏について米国に住む野党系キャスターのカルラ・ア

ンゴラ氏は、プランチャート氏はグアイド議長の従兄弟

（母方の親族）であるとツイッターで投稿した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
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経 済                        

「ロドリゲス情報通信相               

 野党は１０億ドルのベネズエラ資産強奪を計画」           

 

３月２５日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、プラン

チャート氏について新たな証拠を確認したとして続報

を発表。 

 

WhatsApp（ベネズエラで広く使用される LINE のよう

なアプリケーション）でのレオポルド・ロペス大衆意志

党（VP）党首と、プランチャート氏のやり取りを公開。 

また、プランチャート氏の証言映像も公開。 

 

プランチャート氏はレオポルド・ロペス党首の指示で、

ベネズエラ政府の資産１０億ドルを強奪しようとして

いたと主張した。 

 

グアイド議長率いる野党国会は、ベネズエラの資産をマ

ドゥロ政権が汚職で使用しないよう各国政府に対して

ベネズエラ政府の資産保護を求めている。 

 

つまり、政権が交代するまでベネズエラ政府が当該資産

を使用できなくなることを意味しており、マドゥロ政権

側から見れば、強奪ということになるのだろう。 

 

その意味で１０億ドルの資産をマドゥロ政権から奪お

うとしていたことは事実かもしれないが、その行為を犯

罪と認識するかどうかは政治的立場の違いで変わるの

だろう。 

 

「SUDEBAN 金融機関に制裁後の決済対策要請」                  

 

銀行監督局（SUDEBAN）のアントニオ・モラレス長官

は、国内金融機関に対して、１０日以内に米国の制裁に

左右されない決済システムを構築するよう求めた。 

 

 

モラレス長官の要請の背景には、３月２２日に科された

BANDES、Banco Bicentenario、Banco de Venezuela な

ど国営金融機関への制裁がある。 

 

また、将来的には Visa、Master card などの使用も制限

されると噂されており、ベネズエラ国内の金融取引も困

難になる懸念が高まっている。 

 

「PDVSA 停電により再び稼働停止」         

 

後述する「全国規模の大停電再び勃発」の通り、３月２

５日に全国的な大停電が起きた。 

 

ロイター通信は、停電を受けて原油輸出の重要拠点ホ

セ・ターミナルの稼働が停止したと報じた。 

 

ホセ・ターミナルで勤務する従業員の多くは１４時には

帰宅したようだ。ロイター通信が同ターミナルの労働組

合員にインタビューしたところ 

「電気がないので、ターミナルが麻痺している。再稼働

できるか試したが意味がなかった。今は緊急対応のため

の事務職系の職員だけが働いている。」 

とコメントした。 

 

社 会                       

「全国規模の大停電再び勃発             

 ～事故を引き起こしたとされる６名を逮捕～」            

 

３月２５日 １３時２０分頃、全国的な停電が起きた。 

報道によると全国２３州中１８州は停電の影響を受け

たようだ。 

 

３月７日～１２日にかけて５日間の長期にわたる停電

がベネズエラで起きた（実際には、１２日以降も電力が

復旧しない地域は多かった）。それから２週間ほどで同

様の事態になっている。 
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停電により地下鉄の運航停止、空港のスケジュール遅延、

水道の停止、店舗の閉鎖などが起きている。一部では停

電を理由に病院で患者が死亡したとの訴えもある。 

 

翌３月２６日にミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事

（与党所属）が停電の状況についてツイッターで報告。 

スクレ市は８０％電力復旧、チャカオ市は７０％電力復

旧と投稿している。 

 

他の報道も見る限り首都カラカスについては一定の電

力復旧が見られるようだ。 

 

他方、スリア州、タチラ州など地方の州は引き続き深刻

な電力問題が続いており、多くの地域では停電が続いて

いるようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

今回の停電について、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、

野党の支援による米国のサイバー攻撃だと主張。停電の

責任は野党と米国側にあると訴えた。 

 

また、サアブ検事総長は停電を起した６名の実行犯を逮

捕したと発表。検察庁に停電の原因を調査するためのチ

ームを組織したと発表。事故の原因を撤退的に調べると

宣言した。 

 

停電の直接的な原因はグリ発電施設（765kva）で起きた

火災。３月２５日の早朝時点では火災は鎮静化している。

下の写真は実際の火災現場。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、今回の停電を受けて

３月２５日～２７日まで休日にすると発表した。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相ツイッター 

“ボリバル州グリ発電施設の火災現場” 
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２０１９年３月２６日（火曜）             

政 治                       

「スイス大使館が米国大使館の業務を代行？」          

 

３月１１日 米国政府は在ベネズエラ米国大使館の外

交官を全員撤収させると発表した。１５日にはポンペオ

国務長官が全員撤収を完了させたと発表している。これ

によりベネズエラの米国大使館は機能が停止している。 

 

他方、ベネズエラには引き続き米国籍の人が居住してお

り、ベネズエラの刑務所に収容されている米国民もいる。

これらの領事対応はコロンビアからリモートで行うと

しているが、実質的には限界がある。 

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当しているエリオッ

ト・エイブラム担当官は「保護権者を決定するところだ。」

と説明した。 

 

「保護権者」とは米国が国交を断絶した国の領事行為を

代行する別の国のこと。 

 

１９６０年代にキューバ危機が起きた際、米国政府は在

キューバ米国大使館から外交官を全員引上げさせ、中立

国のスイスを「保護権者」に指定した。 

 

米国政府は、イランと国交を断絶しており、イランでの

保護権者もスイスが指定されている。 

 

過去の流れからベネズエラについてもスイスが保護権

者になるだろうと報じられている。 

 

「グアイド議長の自動車 爆発物投げられる」           

 

３月２６日 グアイド議長と議員団が国会から帰宅す

る際に与党支持者がグアイド議長の自動車に爆発物を

投げる事件が起きた。 

 

実際に与党支持者が車に爆発物を投げる映像がネット

で公開されている。 

 

与党支持者がグアイド議長の乗る車に駆け寄りドアを

開けようとした。ドアは開かなかったが、待ち構えてい

た数人の与党支持者が一斉に爆発物を車に投げつけた。 

 

（写真）Maduradas動画より抜粋 

“グアイド議長が乗る車を開けようとする与党支持者” 

 

 

（写真）Carla Angola記者ツイッター抜粋 

“爆発物を投げられた自動車のドア部分“ 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年３月２５日～３月２６日報道            No.２７０   ２０１９年３月２７日（水曜） 

6 / 7 

 

経 済                       

「国際司法裁判所 Petroparが負う PDVSA債務    

      マドゥロ政権との交渉停止を許可」            

 

パラグアイの石油会社「Petropar」は、ベネズエラとパ

ラグアイの政治的な対立を理由に PDVSA に対して２

億６，５００万ドルの支払いを停止している。 

 

この債務不払いを受けて PDVSA は１６年６月に国際

司法裁判所に Petropar を提訴。それ以来、債務支払い

を巡る裁判が続いており、１９年６月１０日～１４日に

かけて公聴会が予定されていた。 

 

しかし、国際司法裁判所は PDVSAによる訴えを一時的

に凍結する決定を出したようだ。 

 

３月２６日 Petroparは、国際司法裁判所が裁判進行を

一時的に停止することを許可したと発表した。 

 

Petropar はマドゥロ政権が続く限り債務支払い問題は

進展しないだろうとの見解を示した。 

 

「米国 WTOでの制裁に関する議題を拒否」         

 

米国政府は世界貿易機関（WTO）で議論が提案された

「米国政府によるベネズエラへの制裁解除要請」の議題

について、議論を拒否する姿勢を示した。 

 

議題承認の段階で拒否を示すことは WTO のこれまで

の慣習としては異例だという。 

 

米国国務省は本件について声明を発表。 

「マドゥロ政権は正当なベネズエラの政府ではなく、

WTO に議題を提案する代表者ではない。従って、この

議論は合法なものだと認識できない。」 

とのスタンスを示した。 

 

今回の一件を受けて、WTO はベネズエラ政府の権限が

マドゥロ大統領にあるのか、グアイド議長にあるのか、

何らかのスタンスを示す必要に迫られることになりそ

うだ。 

 

「SENIAT 所得税支払い期限の延長を検討」         

 

ベネズエラでは前年の所得税を翌年３月末までに申請

の上、徴税庁（SENIAT）に支払う必要がある。 

 

しかし、３月７日から続いている停電問題を受けてベネ

ズエラ国内の決済システムに障害が起きている。 

また、法人税の支払いは事前に SENIAT のポータルサ

イトで申請する必要があるが、停電の影響のため

SENIAT のサイト自体にアクセスできない状態が続い

ているという。 

 

この状況を受けて、３月末までに所得税の支払いが出来

ない法人・個人が増えると考えられている。 

 

３月２６日 ホセ・デビッド・カベジョ SENIAT 長官

は、同日時点で７４万件（うち法人からの申請は２８．

５万件）の所得税支払い申請を受けていると説明。 

 

民間セクターから所得税支払い期限の延長を申し出ら

れていることを明らかにし、期限延長の可能性について

検討しているとコメントした。 

 

なお、所得税計算における計算単位となる租税単位（UT）

は１UT=BsS.１８から 1UT=BsS.５０に改定されてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.267」参照）。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf
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「中銀 預金準備額の計算受付期限を延長」         

 

３月２６日 中央銀行は３月１８～２２日の週の預金

準備額の計算期限を３月２７日１６時まで延長した。 

 

本来であれば２５日までに前週の預金準備率を計算し、

必要な額を中央銀行の口座に入金する必要があるが、停

電により「外部組織統合システム（Sinex）」と呼ばれる

システムがダウンし、計算手続きが適切に処理できなか

ったという。 

 

社 会                       

「スペイン 期限切れのパスポートも受け入れ」        

 

スペイン政府は、ベネズエラ国民への特例措置として期

限切れのパスポートでも通常のパスポートと同様のも

のと扱い行政手続きを処理することを決定した。 

 

グアイド議長率いる国会が指名したスペイン代表（スペ

インは大使と認識せず、代表者と認識している）のアン

トニオ・エカリ氏はスペイン政府の決定について、喜び

を示した。 

 

「今回の特例措置はスペイン政府がベネズエラの困難

な状況に配慮してくれていることを示している。今回の

決定にあたり国連の難民高等弁務官事務所も協力して

くれた。今後はベネズエラ人がスペインへ入国しやすく

なるだろう。」 

とコメントしている。 

 

なお、この措置はイレギュラーな状況が改善されれば解

除されるとしている。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


