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（写真）大統領府 “１月１０日 マドゥロ大統領 最高裁判所で大統領再任を宣誓” 

 

 

２０１９年１月９日（水曜） 

 

政 治                     

「Washington Post ロペス国防相、反乱か 

１２月にマドゥロ大統領に辞任を求めていた？」 

「ベネズエラ政府 WTO に米国の制裁を提訴」 

「マドゥロ大統領 国会解散の提案を支持」 

「Datanalisis 代表 ２０１９年を予想」 

経 済                     

「クラサオ製油所 ８カ月の沈黙の末、再稼働」 

「国会 １２月のインフレ率１４１．７５％ 

～１８年通年で１７０万％～」 

「８０回目 DICOM １ドル BsS.７９５．４６」 

２０１９年１月１０日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 １９～２５年大統領宣誓 

～カラカス市内で治安の悪化は見られず～」 

「OAS マドゥロ大統領の就任非難決議を採択」 

「反マドゥロ政権国の反応（日本含む） 

～金融取引禁止、大使館閉鎖など制裁措置～」 

「大統領就任式に出席した国リスト」 

経 済                    

「並行レート ボリバルの価値が２日で半分に」 

「預金準備率を６０％に引き上げ」 

「国会 CAF による９億ドルの融資を非難」 
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２０１９年１月９日（水曜）             

政 治                       

「Washington Post ロペス国防相、反乱か       

 １２月にマドゥロ大統領に辞任を求めていた？」       

 

１月９日 米国紙「ワシントン・ポスト」は、１２月に

パドリーノ・ロペス国防相がマドゥロ大統領に対して退

陣を迫っていたと報じた。 

 

報道によると、マドゥロ大統領が退陣しない場合は、ロ

ペス国防相自身が辞任するとマドゥロ大統領に辞職を

迫っていたという。 

 

ロイター通信曰く、この情報は、匿名の米国の諜報機関

職員（CIA？）からの情報だという。 

 

この情報は軍部を不安定にさせる効果があり、米国にと

って利益になる。 

匿名の情報というのも怪しい。 

情報操作のため、米国政府が意図的にメディアにリーク

した可能性は否定できない。 

 

本当かどうかは判断が付かないが、この情報により軍部

が動揺することは確かだろう。 

 

なお、１月１０日にマドゥロ大統領就任式が行われた

（本稿「マドゥロ大統領 １９～２５大統領就任」参照）。 

 

その後マドゥロ大統領は、軍の前で大統領就任を宣言。

そこでパドリーノ・ロペス国防相は 

「マドゥロ大統領の大統領就任は議論の余地がない。

我々はベネズエラの総司令官を認識する。」と述べた。 

 

ワシントン・ポストの記事と同様に、ロペス国防相の発

言も、本心かどうかは疑わしい。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV ツイッター 

“マドゥロ大統領の再任を認識するパドリーノ国防相” 

 

なお、１月９日に野党系ジャーナリストのロシオ・サン・

ミゲル氏が、軍人から得た極秘情報として、 

「パドリーノ・ロペス国防相が国防相の職を解かれ、在

キューバ・ベネズエラ大使に就任する」 

と投稿した。 

 

在キューバ・ベネズエラ大使は、１１月に亡くなったロ

ドリゲス・アラケ元 PDVSA 総裁が務めていた。 

同氏の死去による空白をパドリーノ・ロペス国防相が埋

めることは考えられる。 

 

「ベネズエラ政府 WTO に米国の制裁を提訴」         

 

ベネズエラ政府は、ジュネーブに本部を置く国際組織

「世界貿易機関（WTO）」に、米国による経済制裁行為

を提訴した。 

 

この訴えは１２月２８日に提出され、１月８日に WTO

が所定の手続きに従い公開した。 
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具体的な訴えは、 

「米国政府が自国法で、ベネズエラ原産の財・サービス、

公的債務の支払い、デジタル通貨の取引を停止している

点。また、制裁リストを作成することも GATT１９９４

の一般条項に違反している。」という内容。 

 

WTO は規定に従い、６０日以内に示談が成立しない場

合、法廷で本件について議論するようだ。 

 

「ウィークリーレポート No.68」でも紹介したように、

米国の経済制裁がベネズエラの経済に悪影響を与えて

いることは事実だろう。同訴えの行方は注目に値する。 

 

また、多くの国がベネズエラ政府を政府として認めない

状況で、WTO がマドゥロ政権を「ベネズエラ政府」と

認識して訴訟手続きを続けるかどうかも議論になるの

ではないか。 

 

仮に WTO が、マドゥロ政権を「ベネズエラ政府」とし

て訴訟手続きを続ける場合、WTO はマドゥロ政権をベ

ネズエラ政府と認識しているように見える。 

裁判の結果と同時に、訴訟自体が進展するかも注目のポ

イントになりそうだ。 

 

 

「マドゥロ大統領 国会解散の提案を支持」                  

 

１月８日 制憲議会で国会の解散総選挙が提案された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.237」１月８日付の記事参

照）。 

 

１月９日 マドゥロ大統領は、この提案を支持した。 

 

「制憲議会は、クーデター志向の議員が多数を占める議

会の解散を検討している。私はこの議論を支持する。 

 

制憲議会が、クーデター主義者に圧力をかけることを否

定しない。私は制憲議会の提案の内容を精査したいと考

えている。 

 

ベネズエラの公権力は、制憲議会の決定を受け入れるこ

とになっている。もし、制憲議会が国会議員選の実施を

早めるというのであれば、それは私の何とかできること

ではない。アーメン。」 

とコメントした。 

 

「Datanalisis 代表 ２０１９年を予想」                  

 

民間世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代

表は、１月１０日のマドゥロ大統領再任後のベネズエラ

についてシナリオを示した。 

 

１．国際社会の外交的圧力 

 

１月１０日の就任以降、確実に起きるのは国際社会のマ

ドゥロ政権非難。政権を変えるために個人制裁、経済制

裁が強化される。しかし、外国の圧力を通じた政権交代

には限界がある。また、外国の制裁は政府を強固にする

側面もある。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e555d8f3aef8b068dce9ed6c0468fed2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
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２．国会を認めない。 

 

マドゥロ政権は１月１０日に国会では宣誓せず、政府に

恭順を示している組織で宣誓を行う。マドゥロ政権は、

大多数の民意に従うことなく、引き続き国会を否定する。 

 

３．野党は政権交代のために圧力をかける 

 

野党は政治的、社会的にマドゥロ政権にこれまで以上に

圧力をかけるだろう。そして、政府は野党の圧力に武力

で対峙することになる。 

 

４．経済が悪化 

 

ベネズエラ政府は経済を均衡させる措置を講じない。 

石油産業はより危機的な状況になり、未払債務が積み上

がり、国際企業の訴訟と制裁は収拾がつかなくなる。 

 

つまり、１８年と同じような状況が続くということだろ

う。悲観的な見通しだが、そうなる可能性は十分にあり

そうだ。 

 

経 済                        

「クラサオ製油所 ８カ月の沈黙の末、再稼働」           

 

１月９日 ロイター通信は、クラサオ製油所が操業を再

開したと報じた。 

 

４月に ConocoPhillips は PDVSA から２０．４億ドル

の賠償金を勝ち取り、５月にカリブ海にある PDVSA 資

産の差し押さえを申請した。 

 

クラサオ製油所は PDVSA が貸与を受けている施設で、

PDVSA の所有物ではないが、同施設内の資産を差し押

さえる目的で ConocoPhillips に押さえられた。 

 

 

それ以降、PDVSA はクラサオ製油所での活動を事実上

停止していたが、１８年８月に支払いスケジュールに合

意。１２月には１回目の支払い約束の通り５億ドルが返

済された。 

 

８月の合意当時、ConocoPhillips 側は 

「１回目の支払いが約束通り履行すればクラサオ製油

所の差し押さえを解除する」 

と述べていた。 

 

５億ドルの支払いを受けて、Conoco Phillips はクラサ

オ製油所の差し押さえを解除し、８カ月の沈黙の末によ

うやく再開したようだ。 

 

「国会 １２月のインフレ率１４１．７５％      

        ～１８年通年で１７０万％～」         

 

１月９日 国会は１８年１２月のインフレ率が先月比

１４１．７５％だったと発表した。一日あたりのインフ

レ率が約３％だったことを意味する。 

 

国会の財務・経済開発委員会のラファエル・グスマン代

表は、特に値上がりが激しかったのはホテル・レストラ

ンで先月比１９７％増（３倍）。生活品が同１７８％増。

交通費が同１６７％増だったと発表した。 

 

これにより２０１８年の国会インフレ率が確定した。 

国会によると、１８年のインフレ率は１６９万８，４８

８．２％だったことになる。 

 

１８年１０月に IMF は２０１８年のインフレ率を１３

７万％だと予想していたが、この数字を上回った。 
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以下のグラフは１７年１月～１８年１２月までの月間

インフレ率推移。 

 

１８年の８月、９月のインフレ率は先月比２００％を超

えており特に激しい。その後、１０月～１２月までは１

００～１５０％の間を推移している。 

 

 

（写真）Bancaynegocios  

“１７年１月～１８年１２月までの国会インフレ率” 

 

「８０回目 DICOM １ドル BsS.７９５．４６」                  

 

１月９日、８０回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.７９５．４６。  

１月７日の１ドル BsS.７０４．５７から１２．９％ボリ

バル安に傾いた。  

 

「ウィークリーレポート No.79」で紹介した通り、１２

月に入り DICOM レートと並行レートの乖離が縮小す

る傾向にあった。 

 

しかし、本稿「並行レート急騰 ボリバルの価値が２日

で半分に」でも紹介するが１月１０日に並行レートが急

騰。並行レート参考サイト「Dolar Today」では１ドル

BsS.１，８９０．１２を付け、両者の差は再び大きく開

いた。 

 

外貨供給額はドル建てで２２０万２，１９４．０８ドル。  

 

今回の外貨割り当てはほとんどが法人向けで、法人６７

社に対してドル建てで１７６万２，９３２．８１ドル、

個人１，４８４名に対してドル建てで４３万９，２６１．

２８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、スーパーマーケッ

トの「Exelsior Gema」で３４万ドル。資材・部品輸入が

目的。  

 

次いで、同じくスーパーマーケットの「Automercado 

Plaza」が３０万ドル。完成品の輸入が目的。  

 

３番目が食品メーカーの「Heinz（ハインツ）」で１５万

ドル。原材料輸入が目的だった。 

 

他に、カーギル、ビンボ、コルゲート、ルベブラスなど

も外貨割り当てを受けている。 

 

２０１９年１月１０日（木曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 １９～２５年大統領宣誓      

   ～カラカス市内で治安の悪化は見られず～」        

 

１月１０日 マドゥロ大統領は最高裁判所で２期目（２

０１９年１月～２０２５年１月）の大統領就任を宣誓し

た。 

 

大統領就任は本来、１月１０日に国会で行われることに

なっている。しかし、避けられない事情で国会での宣誓

が不可能になった場合、最高裁で宣誓すると憲法で定め

られている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeee1ca1c3d5d3fdd90790643a46dd28.pdf
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実際、１３年１月のチャベス大統領（当時）の大統領宣

誓は、最高裁判事が治療中のチャベス大統領のもとに行

き、キューバの病室で宣誓を行った（故チャベス元大統

領は１３年３月に亡くなった）。 

 

マドゥロ大統領は最高裁で就任宣誓を行った後、国軍の

大統領承認式に出席。パドリーノ・ロペス国防相は、マ

ドゥロ大統領を大統領および国軍総司令官と認識する

と宣言した。 

 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領 ２期目の大統領就任宣誓式” 

 

 

（写真）大統領府 

“最高裁での宣誓後、国軍の大統領承認式に参加” 

 

 

 

同日、急進野党に近いボリバル州の中堅野党「La 

Causa R」は、全国的な抗議行動を呼びかけた。 

 

また、１月９日に野党系の市民団体「Frente Amplio」

がアルタミラ広場やブリオン広場などで抗議行動を呼

びかけたと報じられたが、同日「Frente Amplio」が抗

議行動の呼びかけは偽の情報であると発表した。 

 

当日はバイクに乗った与党支持者らがカラカス市内を

行進していたが、野党支持者との目立った衝突は確認

できなかった。他方、メリダ州やララ州など地方では

小規模な衝突があったようだ。 

 

 

（写真）Frente Amplio“抗議行動が誤報であると発表” 
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一方で、１月１０日に、国会のグアイド議長が１月１

１日の AM１１時に国連支部の前で抗議行動を行うと

呼びかけた。 

 

これはグアイド議長自身が発言しており、虚偽の情報

ではなさそうだ。 

 

「OAS マドゥロ大統領の就任非難決議を採択」           

 

１月１０日 米州機構（OAS）は臨時総会を開催。 

 

マドゥロ大統領の就任を認めないとの決議を賛成１９

カ国、反対６カ国、棄権８カ国、欠席１カ国で承認した。 

 

賛成に票を投じた１９カ国は、 

アルゼンチン、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタ

リカ、チリ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、バハマ、

パナマ、パラグアイ、ペルー、サンタルシア、米国、エ

クアドル、ドミニカ共和国、ジャマイカ、グラナダ（下

線が引かれているのはリマグループ以外の国）。 

 

反対票と投じた６カ国は、 

ニカラグア、セントビンセント・グレナディーン諸島、

ベリース、ドミニカ国、スリナム、ベネズエラ。 

 

棄権票を投じた８カ国は、 

メキシコ、セントルイス、ウルグアイ、アンティグア・

バーブーダ、バルバドス、エルサルバドル、サンクリス

トファー・ネービス、エルサルバドル。 

 

欠席した１カ国は、トリニダード・トバゴだろう。 

 

なお、キューバはOAS加盟国ではあるが、０９年のOAS

決議により投票権を剥奪されている。 

 

 

 

「反マドゥロ政権国の反応（日本含む）               

  ～金融取引禁止、大使館閉鎖など制裁措置～」         

 

マドゥロ大統領の就任に多くの国が反対の意志を示し

ている。 

 

まずは日本政府の声明から紹介したい。 

 

１月１１日 外務省は以下の声明を発表（オリジナル）。 

なお、１月１０日の大統領就任式には日本からの出席者

は報じられていない。 

 

 

1 2018 年 5 月 20 日にベネズエラで実施された大統領

選挙は，広範なベネズエラ国民の参加を欠く等，選挙プ

ロセスの正統性につきG7を含む国際社会から広く疑義

が呈されてきました。 

 

これに対し，ベネズエラ政府が十分な説明責任を果たさ

ないまま，今般，大統領就任式が実施されたことは遺憾

です。 

 

我が国としては，ベネズエラ国民の自由に表明された意

思に基づき，その広範な参加を得て，諸問題が解決され，

一刻も早く民主主義が回復されることを強く求めます。  

 

2 また，我が国は，現下のベネズエラの経済・社会状

況の悪化により，特に脆弱な状況にあるベネズエラ国民

に深刻な影響が及んでいること，及び，避難民の流出等

により，周辺国を含め地域規模で影響が及んでいること

を懸念しています。 

 

我が国は，人間の安全保障の理念に基づき，避難民を含

むベネズエラ国民への民生支援に加え，影響を受けてい

る周辺国に対しても支援を継続していきます。  

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page1_000741.html
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（参考）ベネズエラ情勢 

（1）2018 年 5 月 20 日，ベネズエラにおいて実施され

た大統領選挙で，現職のマドゥロ大統領が再選。 

主要野党は，同選挙は公平な条件を欠くとして，選挙に

不参加。G7 並びにペルー，コロンビア等から成るリマ

グループは選挙の正統性に疑義を呈し非難声明を発出。 

 

米国は従来からの制裁を強化（カナダ，EU 等もこれま

で個人制裁を実施）。 

 

（2）ハイパーインフレーション，原油生産の減少等経

済は逼迫，食料品・医薬品等の基礎物資も不足し，避難

民は貧困層にも拡大し，感染症拡大リスク等も上昇。周

辺国への避難民は約 220 万人に達し（2018 年 12 月国

連作成資料），地域の問題に発展。 

 

（3）我が国はベネズエラ国民が直接裨益する民生支援

を継続して実施しており，平成 29 年度及び 30 年度に

ついては，総額約 170 万ドルの支援を決定済み。 

 

 

「ベネズエラ国民の自由に表明された意思に基づき，そ

の広範な参加を得て，諸問題が解決され，一刻も早く民

主主義が回復されることを強く求めます。」 

の部分は、ベネズエラは現在、民主主義的ではないとの

日本政府のスタンスを表現しているのだろう。 

 

他方、文章を読む限り、ベネズエラ政府を強烈に非難し

ている印象は無くリマグループや米国政府と比べれば

温和な印象をうける。 

 

１月１０日時点で、最も過激な対応を取ったのはペルー

政府だろう。 

 

ペルー政府はベネズエラ政府高官１００名の制裁リス

トを公表。 

 

 

マドゥロ大統領、シリア・フローレス大統領夫人ら主だ

った与党政治家が含まれている（リストは Talqual の記

事参照）。 

 

同リストに入っている人物は、ペルーへの入国が禁止さ

れる。 

 

また、金融当局と調整し、制裁リストに入っている人物

および政府関係組織がペルーの金融システムを使用で

きないよう調整すると発表した。 

 

同時に、ペルーの金融機関に対して、ベネズエラの金融

機関とのコレスポンデント関係を維持しないよう指示

を出した。 

 

アルゼンチン外務省は 

「ベネズエラ政府と締結していた外交ビザ協定を破棄。

また、ベネズエラ政府高官は、アルゼンチンに入国でき

ないようにする。」 

と発表した。 

 

他、パラグアイ政府は、「あらゆる種類の外交関係を絶

つ」と宣言。在ベネズエラ・パラグアイ大使館の閉鎖を

発表した。 

 

ブラジル政府は、 

「１月１０日をもって、ベネズエラの公権力は国会しか

存在しないことになった。国会が行政の役割を担うこと

を支持する」 

と国会議長が大統領を代行するという急進野党の主張

を支持する姿勢を示した。 

 

ドミニカ共和国のミゲル・バルガス外相は、１月１０日

のマドゥロ大統領就任を非難する一方で、「ベネズエラ

の問題を解決する方法は対話にある」と引き続き、対話

による解決を支持する姿勢を示した。 

 

http://talcualdigital.com/index.php/2019/01/10/peru-publica-lista-de-100-funcionarios-venezolanos-que-no-podran-ingresar-a-su-pais/
http://talcualdigital.com/index.php/2019/01/10/peru-publica-lista-de-100-funcionarios-venezolanos-que-no-podran-ingresar-a-su-pais/
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米国政府は、これといった反応を示していないが、１月

１０日にマイアミの野党系メディア「Voz de America」

は、米国トランプ政権高官（誰かは書かれていない）の

コメントとして、 

 

「これまで米国は、ベネズエラ政府高官への個人制裁な

ど部分的な制裁をしてきた。この時期は終わったと考え

ている。 

 

現在、我々が検討している新たな措置は、重大で決定的

なものになる。新しい措置は数週間のうちに発表される。

この措置により、ベネズエラ政府はベネズエラ国民を抑

圧する資金がなくなり、難民問題は解決する。 

 

この措置は外交・政治・経済に影響を与える。石油分野

も含まれる。 

 

現時点では軍事行動は視野に入れていない。しかし、ベ

ネズエラ政府はテロリストを支援しており、軍事行動も

除外していない。」 

とコメントしたという。 

 

「大統領就任式に出席した国リスト」         

 

多くの国が就任式への参列を拒否する中、同イベントに

参加した国は以下の通り。 

 

国家元首級で出席したのは、 

キューバのディアス・カネル国家評議会議長 

ボリビアのエボ・モラレス大統領 

エルサルバドルのサンチェス・セレン首相 

サンクリストファー・ネービスの Timothy Hariis 首相、 

南オセチア共和国の Anatoil Bibilov 大統領 

（南オセチア共和国は、東欧の国でジョージアから事実

上独立しているが、同国を独立国家として承認している

国は世界的にみて少ない） 

 

ニカラグアのオルテガ大統領も就任式には遅れたが、同

イベントに参加した。 

 

他、トルコから副大統領。ベラルーシの副首相。ロシア

から連邦議会副議長。中国から農業大臣、アルジェリア

からエネルギー相、ベリースの商業投資相らが参列した。 

 

また、OPEC から Mohammed Sanussi 議長、アンティ

グア・バーブーダ、コンゴ共和国、南アフリカ、レバノ

ンから外交官が出席したと報じられている。 

 

なお、１月９日 ロシアの Serguei Raibkov 外務次官は、

「米国がベネズエラに対して軍事行動を計画している」

と警鐘を鳴らした。 

 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領の就任式に参列した国家元首ら” 

 

経 済                       

「並行レート ボリバルの価値が２日で半分に」            

 

１月１０日のマドゥロ大統領就任が理由と思われるが、 

並行レートが異常値を示している。 
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１月１１日（日本時間）時点で、並行レートの参考サイ

ト「Dolar Today」のレートは１ドル１，８９０．１２

ドルになった。 

 

 

（写真）Dolar Today 

 

２日前までは１ドル BsS.９５０程度だったため、ドル

に対するボリバル通貨の価値が突如２分の１になった

ことになる。 

 

個人的に言えば、この数字ではドルを買いたいと思う人

はほとんどいないのではないか。運営者が政治的な意図

で数字を操作している印象がある。 

 

「預金準備率を６０％に引き上げ」           

 

１月１０日 ベネズエラ中央銀行は、預金準備率を５

０％から６０％に引き上げた。 

 

預金準備率の引き上げは１０月から繰り返し行われて

いる。預金準備率の引き上げをされると、金融機関がボ

リバル建ての融資を出来なくなる。 

 

融資の多くの部分は並行レートでの外貨購入に回って

おり、並行レートを引き上げる要因になっているものの、

本当に資金が必要な国内産業にも融資が渡らなくなる

デメリットも存在する。 

 

 

 

また、融資が減ることで金融機関の商売にも大きなダメ

ージを与えることになる。 

 

現地の金融機関関係者は、 

「先日、政府当局と打ち合わせした時は、預金準備率を

元に戻すと言っていた。しかし、実際はその反対のこと

をされた。」 

とコメントしている。 

 

「国会 CAF による９億ドルの融資を非難」              

 

１２月１７日に CAF はベネズエラ政府に５億ドルの融

資を承認した（「ベネズエラ・トゥデイ No.230」１２月

１７日付の記事参照）。 

 

国会のアンヘル・アルバラード議員は、アンデス開発公

社（CAF）による融資を改めて非難した。 

 

アルバラード議員は、５億ドルの融資は CAF への融資

返済に充てられると指摘している。 

 

「仮に融資が返済されない場合、CAF はベネズエラ政

府への融資をデフォルトと認識しなければいけない。 

 

CAF は現在、３２億８，５４９万ドルをベネズエラに融

資しており、この融資が焦げ付くと CAF の運営に著し

い障害が起きるため、CAF は痛み止め薬のようにベネ

ズエラ政府へ融資をしている」 

と指摘した。 

 

また、マドゥロ政権を資金的に支援することでベネズエ

ラの公的債務が汚職で流出する。ベネズエラ国民が長い

間、苦しむことになると訴えた。 

 

以上 

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

