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（写真）大衆意志党（VP）ツイッター “２月２日 反政府デモに多数の国民が参加” 

 

 

２０１９年２月１日（金曜） 

 

政 治                     

「UNT グアイド議長を暫定大統領と認識」 

「イタリア政府 グアイド氏の暫定大統領認めず」 

「ホンジュラス政府 ベネズエラ大使を追放」 

経 済                     

「米国制裁 外国企業の PDVSA 取引は４月まで」 

「欧州企業 PDVSA からの購入を自粛」 

「UAE 金融機関 GOLD 購入の停止を発表」 

「米国政府 トルコとベネズエラの取引注視する」 

「ベネズエラ産原油 １バレル５６．１７ドル」 

「９０回目 DICOM １ドル BsS.３，２９８．２」 

2019 年２月２～３日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権の内部崩壊続く 

～空軍大将、国家警察、イラク大使が離反～」 

「反政府デモ 大動員に成功 

～次の大規模デモは２月１２日「学生の日」～」 

「米国政府 隣国国境からの人道支援を発表」 

「２月７日の中立国グループ会合 EU も参加」 

経 済                    

「PDVSA 不可抗力条項の適用を検討」 

「マドゥロ政権 制裁で米国政府を提訴」 

「IMF ベネズエラ立て直しは外国支援が必要」 
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２０１９年２月１日（金曜）             

政 治                       

「UNT グアイド議長を暫定大統領と認識」       

 

１月３１日 カプリレス元ミランダ州知事が取材に対

して「多くの野党議員にとってグアイド議長の暫定大統

領就任宣言は驚きだった」とコメントした（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.247」参照）。 

 

他方、「グアイド議長のスタンスにより国民に期待がよ

みがえった」とグアイド議長の暫定大統領就任宣言にポ

ジティブな見解を示し、グアイド議長は野党を統一でき

ると信じているとも述べた。 

 

ただし、野党内では未だにグアイド議長の大統領就任に

ついて意見の隔たりがある。 

 

米州諸国が相次いでグアイド議長を暫定大統領と認め

る一方で、実はベネズエラの国会自体はまだグアイド議

長を暫定大統領として承認する決議を行っていない。 

 

つまり、ベネズエラの国内法に従えば、野党多数の国会

自身がグアイド議長を暫定大統領と正式に認めていな

いのが実態だ。 

 

仮にグアイド議長が暫定大統領になったのであれば、自

動的に行動民主党（AD）のエドガー・サンブラーノ第

一副議長が代理で国会議長になるが、そこまでのステッ

プには進んでいない。 

 

しかし、カプリレス元ミランダ州知事の発言の通り、グ

アイド議長は徐々に政府との対話を支持する野党グル

ープの懐柔に成功しているように見える。 

 

 

 

カプリレス元ミランダ州知事自身も政府との対話を支

持している（「支持していた」かもしれない）政治家の

一人だが、彼もグアイド議長を認める方向に舵を取って

いるように見える。 

 

２月２日 カプリレス氏は反政府デモのイベントの最

中にグアイド議長と会い、グアイド議長の取り組みへの

支持を直接伝えている。 

 

また、主要野党の中でも穏健グループに属する新時代党

（UNT）もグアイド議長を暫定大統領と認識する方針

のようだ。 

 

UNT は自身の公式ツイッターに、マニュエル・ロサレ

スUNT党首とグアイド議長が肩を組んでいる写真を投

稿。 

 

「野党と UNT が求めているのは、大統領役職の強奪阻

止、移行政権の進展、自由選挙の実施、公正と民主主義

だ。ベネズエラ暫定大統領で国会議長のグアイド氏の戦

略を支持する。」 

と投稿している。 

 

 

（写真）UNT 公式ツイッター 

“グアイド議長の暫定大統領就任を認識する文章を投稿” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
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「イタリア政府 グアイド氏の暫定大統領認めず」         

 

１月２６日 スペイン、ドイツ、イタリア、英国、フラ

ンス、オランダ、ポルトガルなど欧州主要国は、マドゥ

ロ大統領に対して、 

「８日以内に大統領選の実施を宣言しない場合、グアイ

ド議長を暫定大統領と認識する可能性がある」 

と選挙の実施を求めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.245」

参照）。 

 

スペインやフランス政府は、期限としていた８日間が経

過したため２月４日にはグアイド議長をベネズエラの

暫定大統領と認識するスタンスを示している（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.247」１月３１日付の記事参照）。 

 

他方、国別ではグアイド議長を暫定大統領と認識しない

方針を示す国も出ている。 

 

イタリア政府のマニロ・ステファノ外務秘書官は、グア

イド議長をベネズエラの暫定大統領と認識しないとコ

メントした。 

 

「イタリアはグアイド氏を認識しない。なぜならベネズ

エラで起きていることは内政干渉で自国の問題を自国

で解決する権利を侵害しているからだ。 

イタリアは内政不干渉の原則を訴える。国連のスタンス

と同様に、引き続きマドゥロ大統領をベネズエラの大統

領と認識する。 

 

現在、我々が求めないといけないことは、ベネズエラが

内戦に陥らないようにすることだ。誰もが知っているよ

うにリビアでは同じことが起きた。ベネズエラがリビア

の二の舞になることは避けなければいけない。」 

と訴えた。 

 

 

 

「ホンジュラス政府 ベネズエラ大使を追放」                  

 

２月１日 在ホンジュラス・ベネズエラ大使館のフリン

ト・ドゥラン大使は、ホンジュラス政府当局から５日以

内にホンジュラスから出ていくよう命じられたと訴え

た。 

 

ドゥラン大使はマドゥロ政権が任命した大使。 

 

ホンジュラスは、マドゥロ大統領を非難するリマグルー

プ構成国の１つ。 

 

グアイド議長率いる国会はリマグループ各国に代表大

使を任命しており、ホンジュラスはクラウディオ・サン

ドバル氏が大使に任命された。 

 

ホンジュラス政府としては、クラウディオ・サンドバル

氏を大使と認識するため、フリント・ドゥラン大使を元

大使と認識することになったようだ。 

 

経 済                        

「米国制裁 外国企業の PDVSA 取引は４月まで」           

 

１月２８日 米国政府は、PDVSAを制裁リストに追加。

米国域内での口座凍結など一連の制裁を科した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

２月１日 外国資産管理局（OFAC）は、制裁の内容に

ついて補足発表を実施。 

 

外国企業であっても１９年４月２８日以降に PDVSA

から原油・石油製品を購入する場合は、米国のシステム

を使用することはできないとコメントした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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「PDVSA あるいは PDVSA が直接・間接的に関与して

いる組織との原油・石油製品購入取引について、米国企

業やそれ以外の企業も４月２８日までに取引関係を終

了させなければいけない。」 

と説明した。 

 

「欧州企業 PDVSA からの購入を自粛」         

 

米国の金融システムを使用せずに、国際決済をするのは

容易ではないようだ。 

 

「米国制裁 外国企業の PDVSA 取引は４月まで」にあ

る通り、４月２８日で PDVSA（間接的な取引含む）と

取引する場合、米国の金融システムを使用できなくなる。 

 

米国の金融システムが使用できないことで、米国の制裁

は米国の個人・法人以外にも影響が出る。 

 

早くも欧州で PDVSA と取引を自粛する動きが確認さ

れている。 

 

ロイター通信は、米国政府が科した制裁の自衛措置とし

て、複数の欧州企業が PDVSA との取引を自粛している

と報じた。 

 

自粛している中には PDVSA と資本関係がある「Nynas 

AB」も含まれているとのこと。他に「Repsol」や

「Trafigura」や「Vitol」などの名前も挙がっている。 

 

米国エネルギー省の統計によると、２０１８年１月～１

０月にかけて、PDVSA は米国に日量５８．５万バレル

の原油・石油製品を輸出していた。 

 

PDVSA は、日量５８．５万バレルの新たな売り先を探

すことに加えて、取引を自粛する他国向けの原油につい

ても新たな市場を探す必要がある。 

 

「UAE 金融機関 GOLD 購入の停止を発表」                  

 

２月１日 ロイター通信は、アラブ首長国連邦（UAE）

の投資ファンド「Noor Capital」が、１月２１日にベネ

ズエラ中央銀行から３トンの GOLD を購入したと報じ

た。 

 

他方、「Noor Capital」は 

「１月２１日の取引を最後に、ベネズエラの状況が安定

するまでベネズエラから GOLD を購入することを控え

る」とのスタンスを示したようだ。 

 

ロイター通信は、近いうちに UAE 向けに１５トンの

GOLD が輸出されると報じていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.247」１月３１日付の記事参照）。 

 

また、ベネズエラ中央銀行の目論見では、２月中に２９

トンの GOLD を UAE 向けに輸出する予定だったと報

じている。２９トンは金額にして約１１．１億ドルに相

当する。 

 

この報道に先立って、１月３０日に米国のマルコ・ルビ

オ議員が自身のツイッターで 

「フランス系の「Noor Capital」という会社がカラカス

でベネズエラの GOLD を奪う計画を立てている。」 

と投稿していた。 

 

また、ボルトン大統領補佐官は外国企業に対して 

「私は、金融機関や取引を支援する企業に対するアドバ

イスをしたい。GOLD や原油などマドゥロのマフィア

政権が国民から富を収奪するような取引に加担するな。」 

とコメントしている。 

 

「Noor Capital」が、ベネズエラ中央銀行と GOLD の

取引を継続した場合、米国の金融システムから排除され

るとしても不思議ではないだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
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「米国政府 トルコとベネズエラの取引注視する」                  

 

ロイター通信は、米国の匿名政府高官のコメントとして、 

「米国政府は、トルコ政府とマドゥロ政権の取引をモニ

タリングしている。また、NATO 加盟国とマドゥロ政

権との取引もモニタリングしている。 

 

もしトルコ政府が制裁に抵触する取引をしていた場合、

当然のことながら対応を取る。」と報じた。 

 

１８年１１月１日、米国政府はベネズエラ政府との

GOLD 取引に制裁を科している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.210」参照）。 

 

ロイター通信によると、１８年中に２３．６３トン、金

額にして約９億ドルの GOLD を購入したとしている。 

 

「ベネズエラ産原油 １バレル５６．１７ドル」                  

 

１８年１月２８日～２月１日のベネズエラ産原油の平

均価格は米ドル建てで５６．１７ドル／バレル。 

 

先週の５５．７３ドル／バレルから上昇した。 

１９年１月時点の原油平均価格は１バレル５３．３４ド

ルとなっている。 

 

 

「９０回目 DICOM １ドル BsS.３，２９８．２」                  

 

２月１日、９０回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは、８９回目とほぼ変わらず１ドル BsS.

３，２９８．２。  

 

１月２９日 中央銀行は為替介入を宣言。DICOM レー

トを１ドル BsS.３，３００前後で均衡させると発表し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

この宣言通り、１月２８日から DICOM レートは変動

がない。しばらくはこのレートで維持するものとみられ

る。 

 

DICOM の外貨供給額はドル建てで３２万９，２８８．

１１ドル。 

 

DICOM レートがボリバル安になってから、外貨割り当

てが極端に減っている。DICOM で外貨を得ていた企業

のドル需要が並行レートに流れている可能性もありそ

うだ。 

 

外貨割り当ては、法人１３社に対してドル建てで３２万

４，０５１ドル、個人２０名に対してドル建てで５，２

３７．１１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「Central Madeirense」で１０万ドル。資材・部品

輸入が目的。  

 

また、飲料メーカーの「Coca Cola FEMSA」も１０万ド

ル。原材料輸入が目的。 

 

３番目が通信業の「Johnson and Son de Venezuela」で

３万ドル。債務返済が目的。  
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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

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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２０１９年２月２日～３日（土・日）             

政 治                       

「マドゥロ政権の内部崩壊続く             

 ～空軍大将、国家警察、イラク大使が離反～」        

 

２月２日 空軍に所属するエステバン・ジャネス大将が

「マドゥロ大統領をベネズエラの大統領と認めず、グア

イド国会議長を暫定大統領と認識する」との声明をネッ

トに公開した。 

 

また、「９０％の軍人はマドゥロ政権を支持していない」

と宣言した。 

 

マドゥロ政権を認めないと宣言する軍関係者は散見さ

れていたが、その多くは外国に居住する軍人、元軍人な

どが中心だった。 

 

１月２１日には、一部の軍人グループがマドゥロ政権に

反旗を翻したが、首謀者は「軍曹クラス」で、軍上層部

の離反ではなかった。 

 

大将クラスの現役軍人が反旗を翻すのは今回が初めて

となる。彼の宣言に触発されてかアレバロ・オロペサ元

大将と自称する人物も同様の発言をネットに公開して

いる。 

 

他、２月２日には地方都市ララ州で国家警察（PNB）の

部隊がマドゥロ政権の方針に背く事件が確認された。 

 

PNB は、野党が呼びかけた反政府デモで集まった市民

の行進ルートをふさいでいた。しかし、何らかの理由で

PNB は撤収を宣言。デモに集まった市民の行進を許可

する映像が公開された。 

 

 

 

 

他、２月２日に在イラク・ベネズエラ大使も、ニコラス・

マドゥロを大統領と認めず、グアイド国会議長を大統領

と認識すると発言する映像をネットに公開した。 

 

今後も同様の宣言が増えると思われ、マドゥロ政権は内

部崩壊を起し始めているように見える。 

 

「反政府デモ 大動員に成功              

 ～次の大規模デモは２月１２日「学生の日」～」           

 

２月２日 グアイド議長は大規模な反政府デモを呼び

かけていた。 

 

同日、全国各地で多くの参加者がイベントに参加。多く

のベネズエラ国民がグアイド議長を支持していること

を示すことに成功した。 

 

グアイド議長は、次の大規模な反政府デモは２月１２日

に実施すると発表した。 

 

２月１２日はベネズエラでは「学生の日」と呼ばれてい

る。２０１４年２月、グアイド議長が所属する大衆意志

党（VP）のレオポルド・ロペス党首は「学生の日」に抗

議行動を実施。学生と治安部隊が衝突した。 

 

ロペス党首は、同日の抗議行動の首謀者として逮捕され、

１３年９カ月の求刑を受けている（現在は自宅軟禁中）。 

 

つまり、グアイド議長にとって２月１２日は特別な意味

を持つ。 

 

行進ルートや目的地は発表されていないが、当時を真似

る形で検察庁本部に向かって行進するかもしれない。 
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検察庁と大統領府（ミラフローレス）は近く、その勢い

でミラフローレスまで行進をして、政権を執るというシ

ナリオも絵空事ではなさそうだ。 

 

 
（写真）グアイド議長ツイッター 

“２月２日の反政府デモで演説をするグアイド議長” 

 

「米国政府 隣国国境からの人道支援を発表」         

 

２月２日 米国のジョン・ボルトン大統領補佐官は、グ

アイド議長の求めに応じて、人道支援を開始すると自身

のツイッターに投稿した。 

 

これらの援助物資はコロンビアやブラジルなど、野党を

支持する隣国の国境から搬入されると報じられている。 

 

マドゥロ政権は、これらの援助物資はクーデター準備を

進めるためのものであると主張しており、物資の搬入を

認めないと思われる。 

 

なお、２月１日には米国のペンス副大統領が 

「今は対話の時ではない。今は行動の時だ。マドゥロ独

裁政権が終わる時が来た。グアイド大統領兼国会議長は

我々の全面的なサポートを受けている。なぜなら我々は

真実を知っているからだ。 

マドゥロ独裁政権はベネズエラを崩壊させた。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）ボルトン大統領補佐官ツイッター 

 

「２月７日の中立国グループ会合 EU も参加」         

 

１月３１日 メキシコ政府とウルグアイ政府は対話に

よるベネズエラ問題の解決を探るための中立国グルー

プの結成を呼びかけており、２月７日にモンテビデオで

第一回会合が予定されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.247」参照）。 

 

２月２日 ウルグアイのバスケス大統領は、欧州からも

参加することが決まったと発表した。 

 

同グループは、「ベネズエラで起きている深刻な政治危

機について、ベネズエラが自国で問題を解決し、自由で

透明で信頼できる選挙を実施するための手段を模索す

る」としている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
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欧州からの参加予定国は、ドイツ、スペイン、フランス、

イタリア、ポルトガル、オランダ、英国、スウェーデン

の８カ国。 

 

国連も平和的な対話による解決を支持するグループに

属しており、同会合に参加する予定となっている。 

 

経 済                       

「PDVSA 不可抗力条項の適用を検討」         

 

PDVSA のマニュエル・ケベド総裁は、１月２８日に米

国政府が科した制裁を受けて、米国企業との原油供給契

約を破棄することを検討していると述べた。 

 

「全てのオプションを検討している。その中には米国市

場に対する不可抗力条項（フォース・マジョール）の宣

言も含まれる。 

 

我々は契約を履行し、今後も米国企業との関係を継続す

る意志があるが、同時に我々は自分自身を守らなければ

いけない。 

 

不可抗力条項を適用することで、米国企業との契約義務

から解放される。」と述べた。 

 

「不可抗力条項」は地震や台風など、契約で予見できな

い天災など、避けられない理由で契約が履行できなくな

った場合に、免責とする条項。 

 

米国政府が科した制裁により、PDVSA は米国に原油・

石油製品を輸出しても、その収入は凍結口座に入金され

る。 

 

PDVSA側にとって米国に原油を輸出するメリットがな

く、米国向けの原油輸出が停止すると考えられている。 

 

 

「マドゥロ政権 制裁で米国政府を提訴」            

 

２月１日 マドゥロ大統領は、米国の制裁について既に

法的措置を始めていると言及した。 

 

「我々は法的措置を開始した。正義を守るために行動し

よう。正義は真実の味方だ。Citgo はトランプのもので

はない。 

 

我々は計画を持っている。彼らは間違いなく我々を妨害

してくるだろう。しかし、我々は全力でベネズエラの権

利を守る。より多くの GOLD を産出し、より多くの原

油を産出する。ベネズエラの発展に必要な財を生産す

る。」と発言した。 

 

「IMF ベネズエラ立て直しは外国支援が必要」              

 

２月２日 国際通貨基金（IMF）の David Lipton 主席

統括次長は、ベネズエラの立て直しには外国の甚大な支

援が必要になるとの見解を示した。 

 

「歴史的に見て例を見ないほどのパーフェクトストー

ムだ。ベネズエラで深刻な食料不足、ハイパーインフレ

が起きている。 

 

国家資産の縮小、人材の流出、解決が困難な対外債務問

題など解決しなければいけない課題が山積している。 

我々は１つ１つ問題の解決策を検討しているが、どれを

とっても例を見ないほど深刻だ。 

 

これまでの歴史から知識を集め、柔軟な政策を取らなけ

ればいけない。問題の解決には外国の甚大な支援が必要

になる。」と発言した。 

 

以上 


