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（写真）ベネズエラ大使館ツイッター “２月２０日 駐日イシカワ大使 マドゥロ政権のスタンスを説明” 

 

 

２０１９年２月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「駐日イシカワ大使記者会見 

～日本政府はグアイド議長を承認していない～」 

「港湾での荷揚げを停止」 

「国連代表部武官 マドゥロ大統領から離反」 

経 済                     

「政府 中露など友好国での口座開設求める」 

「金融機関 ドル現金の両替を開始」 

「Moody’s PDVSA の格付けを停止」 

「経済危機でスペインからの投資減少」 

「マラカイボの不動産取引が停止」 

２０１９年２月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「２月２３日 反政府デモの出発地点を発表 

～グアイド議長はタチラ州国境に移動～」 

「マドゥロ大統領 国連管理の欧州支援受け入れ 

～必要な食料・医薬品リストを国連に提出～」 

「元与党幹部 マドゥロ政権から離反」 

経 済                    

「国会任命の Citgo 役員 Citgo で活動開始」 

「ロシアから高値でガソリンを購入」 

「CitiGroup GOLD の対処で財務省と協議」 

「中銀 ボリバル・ソベラーノをボリバルに変更」 
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２０１９年２月２０日（水曜）             

政 治                       

「駐日イシカワ大使記者会見                  

 ～日本政府はグアイド議長を承認していない～」       

 

２月２０日 在日本ベネズエラ大使館のセイコウ・イシ

カワ大使がベネズエラ大使館で記者会見を開いた。 

 

２月１９日 河野外相は「日本としてグアイド暫定大統

領を明確に支持することを表明する」と発言した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.255」参照）。 

 

日本がベネズエラの大統領を誰と認識するかは外交の

交渉主体が誰かを定める極めて重要な問題で、対ベネズ

エラ政策で大きな決断をしたと言える。 

 

イシカワ大使は日本政府の見解に対して「深く遺憾」と

述べた。 

 

また、 

「ベネズエラ国民は平和的解決を目指しており、グアイ

ド氏への支持表明は対話に向けた努力に水を差す動き

だ。グアイド氏の自己宣言は憲法の裏付けがなく、昨日

の日本の立場表明は、日本が伝統的に保ってきたバラン

スの取れた姿勢や国際的規範を尊重する姿勢から遠ざ

かるものだ。」 

と日本の姿勢に苦言を呈した。 

 

「米国による軍事侵攻の差し迫った脅威がある中、人道

支援という名の破壊行為は許されない」と米国政府を非

難。「日本には対話を支持してほしい。」と訴えた。 

 

また、河野外相が立場を表明した日の会見中に、日本の

外務省関係者と会合を持ったことを明らかにした。 

 

 

その中で 

「日本外務省側の出席者から（グアイド氏の）「支持」 

は「承認」と同じではなく、日本としてはマドゥロ政権

と引き続き外交関係を保っていくとの説明があった。」

ことを明らかにした。 

 

加えて、人道支援について 

「ベネズエラ政府は人道援助を拒んでいるわけではな

く、国連や赤十字など人道支援の受け渡しを行う国際機

関の決まった手続きがあるところ、今回はそれに従わず

政府の同意もない。ロシア、中国、その他の国からは既

に支援を受け入れている。支援は政府との同意の上でな

されるべきであり、別の意図を隠すために行われてはい

けない。」 

と説明した。 

 

この会見はベネズエラでも報じられている。 

 

現地メディアでは、 

「混乱！日本政府はグアイド暫定大統領を支持してい

るが、ベネズエラの大統領と認識しているわけではない」 

などと報じられており、逆に野党支持者の感情を逆なで

するような状況になっている。 

 

「港湾での荷揚げを停止」                 

 

２月２０日 AFP 通信は、マドゥロ政権が全ての港湾

の荷揚げ作業を２月２４日 AM８時まで停止すると報

じた。 

 

AFP が軍部からの通達を入手し判明した。 

荷揚げを停止する理由は、人道支援の受け入れを拒絶す

るため。 

 

マドゥロ政権は米国が主導する人道支援には政治的な

意図があるとして、受け入れを拒む姿勢を示している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
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（写真）AFP 

“港湾の荷揚げ作業停止の通達” 

 

「国連代表部武官 マドゥロ大統領から離反」                  

 

２月２０日 ベネズエラ国連代表部の武官ペドロ・ホ

セ・コロネル大佐は、マドゥロ大統領は違法に大統領の

役職に付いていると発表。グアイド議長を暫定大統領と

認識すると宣言した。 

 

これに対し、軍部専門家のセバスティアナ・バラエス氏

は AFP 記者に対して「実際のところ特にインパクトは

ない。」との見解を示した。 

 

 

 

 

確かに１月２３日のグアイド議長の暫定大統領就任以

降、多くの軍人が離反を宣言しているが、軍部の完全な

崩壊には至っていない。 

 

情報筋が軍高官から入手した情報によると、軍部はマド

ゥロ大統領が政権を追い出されるのは時間の問題だと

認識しているようだ。 

 

しかし、野党側の提示している恩赦法の内容が不明確で

自身の身の安全が保障されないことが軍高官の離反を

とどめているという。 

 

また、米国政府がベネズエラ国軍の尊厳を執拗に攻撃し

ており、このままマドゥロ政権を離反すると米国政府に

服従したように見えることが離反の障害になっている

ようだ。 

 

軍高官はチャベス政権下で重用された人物で、米国軍に

対する敵対意識が培われている。その米国に屈するのは

それなりに抵抗感が強い。 

 

経 済                        

「政府 中露など友好国での口座開設求める」           

 

アイサミ経済担当副大統領はベネズエラの民間企業５

０社を招き会合を実施した。同会合にはウィリアム・コ

ントレラス商業相も同席した。 

 

会合に出席した関係者の証言によると、アイサミ経済担

当副大統領は、参加企業に対してベネズエラ政府と取引

を続けるのであれば、ロシア、トルコ、中国、インドに

新たに口座を開設するよう求めたという。 

 

ベネズエラ政府は米国の金融システムを使用できない。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年２月２０日～２月２１日報道            No.２５６   ２０１９年２月２２日（金曜） 

4 / 8 

 

欧州も事実上、金融取引を停止するような動きが起きて

おり、今後更に金融取引が制限されることは容易に想像

できる。 

 

トルコ、ロシアなど政治的な友好国に口座を開設するよ

う要求するのは突飛なことではないだろう。 

 

「金融機関 ドル現金の両替を開始」         

 

２月１４日 中央銀行は金融機関経由での外貨両替を

可能とする法令を公布した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.253」参照）。 

 

この法令に従い、２月２０日から「Zoom Casa de 

Cambio」で現金両替が可能になり、ドル札を受け取る

ことが出来るようになった。「Italcambio」でも両替可能

と報じられている。 

 

なお、「Zoom Casa de Cambio」はドルのみ。 

「Italcambio」はドルとユーロの両替が可能だという。 

 

「 Italcambio」は全国に４７店舗、「Zoom Casa de 

Cambio」は全国８７店舗。全国１００以上の両替所が

存在する。ただし、現在のところ「Italcambio」はアル

タミラ・オフィスでのみ両替を行っているようだ。 

 

経済情報サイト「Bancaynegocios」によると、両替時の

支払いは現金紙幣でもデビッドカードでも可能のよう

だ。 

 

１月末に中央銀行は為替レートを１ドル BsS.３，３０

０で固定すると発表。同発表以来、DICOMは１ドルBsS.

３，３００でほとんど動いていない。 

 

 

 

 

「Moody’s PDVSA の格付けを停止」                  

 

国際大手格付会社「Moody’s」は PDVSA の格付け停止

を停止すると発表した。PDVSA の格付けは「C」で最

も低い格付けとなっていた。 

 

格付けを停止する理由について「商業的な動機」と記載。

詳細は説明しなかった。 

 

恐らく米国政府が PDVSA に制裁を科したことが理由

の一つだろう。格付けは融資や商取引を行う際の判断材

料となる。 

 

制裁対象企業との取引の判断材料を与えていることが

同社としてリスクにつながるとの判断から格付けを停

止したのではないか。 

 

「経済危機でスペインからの投資減少」                  

 

「IE Business School」がスペイン企業１０６社を対象

に実施した投資意欲を図るアンケート調査によると、メ

キシコ、ドミニカ共和国、コスタリカ、パナマ、コロン

ビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、ブラジル、パラ

グアイ、チリ、ウルグアイの１２カ国で投資を拡大させ

るとの回答が昨年よりも増えた。 

 

投資意欲が最も高かった南米の国はコロンビア（５点満

点中３．８９点）。次いでチリ（５点満点中３．８８点）。

パナマ（５点満点中３．６８点）と続いた。 

 

逆に最も投資意欲が低かったのはベネズエラで５点満

点中１．５点。アルゼンチンが５点満点中２．０５点。

ニカラグアが５点満点中２．１５点だった。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
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「マラカイボの不動産取引が停止」                  

 

スリア州の地方紙「El Panorama」は、マラカイボの不

動産取引が停止していると報じた。理由は政権交代の期

待だ。 

 

長引く経済不況でベネズエラの不動産価格は下落が続

いている。マラカイボで９０平米のマンションの部屋は

２万ドル（約２２０万円）で売買されているという。 

 

なお、ベネズエラの不動産は減価償却的な概念がなく、

時間が経っても不動産の販売価格はあまり落ちない。 

 

現在、政権交代の期待から販売を停止する人が増えてき

ているという。自身が戻るためという理由や、政権交代

後に売却した方が高く売れるだろうという答えなど理

由は様々。 

 

マラカイボの不動産関係者はこれまで売却申請をして

いた不動産の３０～４０％は売却オファーを停止した

とコメントした。 

 

２０１９年２月２１日（木曜）             

政 治                       

「２月２３日 反政府デモの出発地点を発表      

   ～グアイド議長はタチラ州国境に移動～」        

 

２月２１日 マニュエラ・ボリバル議員は２月２３日に

カラカスで行う反政府デモの出発地点を発表した。 

 

出発点は「サンタフェ」「プラサ・ラス・アメリカス」

「アルタミラ」「ミレニアム・ショッピングセンター」

「ベジョモンテ」「サンタモニカ」。 

 

 

 

グアイド議長は同日、人道支援物資がベネズエラに搬入

されるとしており、大規模な政治イベントになると思わ

れる。 

 

グアイド議長は人道支援物資受け入れの拠点となるタ

チラ州に移動。既にタチラ州に着いていると報じられて

いる。また、野党支持者のキャラバンがタチラ州に向か

っているが軍部が移動を妨害しており、内陸のコヘーデ

ス州サン・カルロス市で支持者と軍部の衝突が報じられ

た。 

 

なお、両国国境では２月２２日～２３日にかけて与党は

ベネズエラ側、野党（正確には野党に共鳴する支持者）

はコロンビア側でコンサートを予定している。 

 

ベネズエラ側には４５名のアーティストが参加を予定。

コロンビア側にも少なくとも３５名のアーティストが

参加するようだ。なお、グアイド議長のテーマソングな

どもできている。タイトルはグアイド議長のキャッチフ

レーズ「Vamos Bien（うまくいっている）」（youtube 動

画）。 

両イベント共に参加費は無料。政治闘争なのか、音楽祭

なのかよく分からないイベントになりそうだ。 

 

 

（写真）コロンビア側のライブ会場 

“道路の遠方に見える青色と赤色の物体はマドゥロ政権

が物資搬入を阻止するために置いたコンテナ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXB1bFns7Y0
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「マドゥロ大統領 国連管理の欧州支援受け入れ     

  ～必要な食料・医薬品リストを国連に提出～」           

 

２月２１日 マドゥロ大統領は、国連を通じて欧州連合

の技術支援を受け入れると発言した。また、医薬品を大

量に購入するため２０億ドルの融資を求めたと発表し

た。 

 

この発表はデルシー・ロドリゲス副大統領と欧州連合の

コンタクトグループ代表との会合で決まったと言う。 

 

この発表に先立ち、デルシー・ロドリゲス副大統領はツ

イッターで、国連を通じた人道技術支援を欧州連合に求

めるため、必要な物資のリストを引き渡したと投稿して

いた。 

 

メディアではマドゥロ大統領が人道支援を拒んでいる

と報じられているが、本稿「イシカワ大使記者会見」で

ある通り、米国による政治攻撃を意図した人道支援を受

け入れないとの演説の中で発言しており、発言の切り抜

き的な報じられ方をされていることも事実だ。 

 

マドゥロ政権の求めに応じて人道支援物資を送ればマ

ドゥロ政権が安定する可能性がある。他方、拒絶すれば

政治対立が深化し、ベネズエラ国民の生活が更に苦しく

なる可能性もある。 

 

もちろん援助物資の支援を拒めばマドゥロ政権の立場

は更に危うくなり、政権崩壊すれば国民の生活が大きく

改善することもあるだろう。 

 

２月２１日 米国のポンペオ国務長官と国連のグティ

エレス事務局長が会談した。会合の内容は不明だが、グ

ティエレス事務局長によると話し合いのテーマにはベ

ネズエラ問題も含まれていたという。 

 

 

「元与党幹部 マドゥロ政権から離反」         

 

２月２１日 ウーゴ・カルバハル国会議員（与党 PSUV

所属）がビデオメッセージを投稿。グアイド議長を暫定

大統領と認識すると発表し、マドゥロ大統領に辞任を求

めた。 

 

カルバハル議員は軍部出身で１３年４月～１４年１月

まで軍部の警察組織 DGCIM のトップを務めたことも

ある人物。 

 

２０１４年６月、米国政府は麻薬取引に関与した容疑で

カルバハル議員の逮捕を試み、アルーバで拘束したこと

がある。その後、カルバハル議員は解放され、これまで

通り与党幹部として活動していた。 

 

２月２１日 カルバハル議員は「New York Times」の

取材を受け、麻薬取引や汚職にはアイサミ経済担当副大

統領やネストル・リベロール内務司法平和相が関与して

いると言及。証拠を出すこともできると証言した。 
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経 済                       

「国会任命の Citgo 役員 Citgo で活動開始」            

 

２月１３日 国会は、PDVSA の米国子会社 Citgo や

PDV Holdings の役員を任命した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.253」参照）。 

 

その後、アスドゥルバル・チャベス Citgo 社長と関係が

近い３名の Citgo 役員が米国を離れたと報じられてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.255」参照）。 

 

なお、アスドゥルバル・チャベス Citgo 社長自身は米国

からビザを剥奪されており、Citgo アルーバを拠点とし

ている。 

 

２月２１日 ロイター通信は、Citgo 関係者からの情報

として、野党国が任命した役員が Citgo で活動を始めた

と報じた。 

 

１月２８日に米国政府が科した制裁を受け、Citgo が倒

産を申請するとの噂も報じられたが、役員の交代は比較

的スムーズに行われているように見える。 

 

Citgo は当面の間、PDVSA 抜きで活動を継続すること

になるだろう。 

 

「ロシアから高値でガソリンを購入」         

 

ロイター通信は、PDVSA がロシアと欧州からガソリン

を購入していると報じた。 

 

１月２８日に米国政府が科した制裁はガソリンを含め

希釈剤の輸出を禁止している。PDVSA は米国以外から

ガソリンを調達する必要に迫られているが、リスクを取

る企業はわずかのようで調達先を探すのは容易ではな

いようだ。 

 

PDVSAと取引する企業はリスクプレミアムも含めて法

外な値段でガソリンを輸出しているようだ。 

 

ロイター通信が PDVSA 役員に事実関係をインタビュ

ーしたところ「彼らが受け取っている金額は法外だ」と

コメントしたという。 

 

「CitiGroup GOLD の対処で財務省と協議」              

 

２月１５日 国会財務委員会のアンヘル・アルバラード

議員が CitiBank に対して、融資の担保としてマドゥロ

政権から預かっている GOLD をマドゥロ政権に返還し

ないよう要請していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.254」

参照）。 

 

本件について、CitiGroup は米国財務省と担保にしてい

る GOLD の扱いについて協議していると報じられた。 

 

報道によると、GOLD を担保としたスワップ取引は１

１億ドル。来月の３月１１日に返済期限が切れるという。 

 

マドゥロ政権を強く非難する米国のマルコ・ルビオ議員

は、記者の質問に対して 

「１つ言えることは、制裁の二次被害を受けるリスクを

負う金融機関は存在しないことだ。GOLD 取引はマド

ゥロ政権が資金を調達する手段となっている。 

 

Citibank が財務省官僚と本件について複数回協議して

いることは認識している。財務省はマドゥロ政権に資金

が渡らない方法を指示するだろう。」 

と答えた。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63442ec1cfd21e99ef9c7debe535383e.pdf
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「中銀 ボリバル・ソベラーノをボリバルに変更」              

 

２月２１日 中央銀行は現在流通している現地通貨「ボ

リバル・ソベラーノ」の名称から「ソベラーノ」を削除

すると発表した。 

 

ベネズエラ政府は１８年８月に５ケタの通貨切り下げ

を実施。１０万ボリバル・フエルテを１ボリバル・ソベ

ラーノに変更した（「ベネズエラ・トゥデイ No.179」参

照）。 

 

その後、いくつかの経済政策を講じたがインフレは抑制

できず、今年中には再び通貨切り下げが必要な状況にま

で来ている。 

 

旧通貨ボリバル・フエルテも施行後、数カ月が経過して

から「フエルテ」を削除する政令を発行したため、これ

自体は初めてではない。 

 

過去の事例を踏まえれば、この変更で大きな影響は起き

ないだろう。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf

