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（写真）グアイド議長ツイッター “１月１９日 グアイド議長 コロンビアでドゥケ大統領と電撃会談” 

 

 

２０２０年１月１７日（金曜） 

 

政 治                     

「野党 １月５日の与党派国会不成立を主張 

～出席者リストには離反野党の署名のみ～」 

経 済                     

「米国政府 米国資源事業者のライセンスを延長 

～PDVSA２０債権者からの資産保護措置も延長～」 

「外貨準備 現金外貨は８億ドルのみ」 

「ペトロ建て取引の促進で原油取引が停止に？」 

社 会                     

「ホテル・フンボルトにカジノ計画」 

「マイケティア国際空港は盗難車の保管所？」 

2020 年 1 月 18～19 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 突然のコロンビア訪問 

～しばらく欧州など諸外国を回る予定も～」 

「マルケス議員 賄賂の申し出音声を公開 

～ノリエガ第２副議長は虚偽の音声と主張～」 

「米国 DirecTV にプロパガンダ協力求める」 

経 済                    

「ペトロ決済分 引き続き入金されず」 

「ベネズエラ国内にドルが流入する経路」 

社 会                     

「ラウル・ゴリン氏のクラサオ住居差し押え」 
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２０２０年１月１７日（金曜）             

政 治                       

「野党 １月５日の与党派国会不成立を主張        

  ～出席者リストには離反野党の署名のみ～」       

 

１月１７日 野党派国会のトマス・グアニパ第１副議長、

行動民主党（AD）のアジュップ幹事長らが記者会見を

実施。 

 

１月５日に離反した野党議員が国会の開始を提案した

時、議員の過半数が出席していなかったと主張した。 

 

グアニパ第１副議長は、１月５日の出席者リストを提示。

そのリストには離反野党議員の署名はされていたが、他

の野党議員の署名はほとんどなかった。 

 

また、パラ議員の議長就任に賛成した議員は、与党議員

と離反野党を含めて６１票だったと主張。 

与党派国会が主張している８１票（その後、票数をカウ

ントせず、「明らかな多数」だったとも主張している）

という説明を否定した。 

 

他方、「ウィークリーレポート No.130」に写真が掲載さ

れているが、アジュップ幹事長など議場にいたとしても

出席者リストに署名していない議員も複数いたと思わ

れる。 

 

「投票を行う際に議会にいたことと、議会に参加してい

ることはイコールではない」という前提の主張なのだろ

う。 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「米国政府 米国資源事業者のライセンスを延長    

～PDVSA２０債権者からの資産保護措置も延長～」           

 

１月１７日 米国政府は、ベネズエラ国内で資源事業を

続ける米国事業者（「 Chevron 」「 Haliburton 」

「Schlumberger」「Baker Hughes」「Weatherford」）の活

動を許可するライセンスを延長した。 

 

これまで２０年１月２２日までが期限だったが、３カ月

間延長され、４月２２日までベネズエラで事業活動を継

続することが許可される。 

 

シェブロンなど一部の企業は、ベネズエラ国内での事業

を再開しており、事前に米国政府の内諾を受けていたも

のと思われ、今回のライセンス延長は既定路線と言える

ものだっただろう。 

 

また、米国政府は「PDVSA２０に由来するあらゆる取

引を禁止する」とのライセンスも延長した。このライセ

ンスも１月２２日が期限だったが、９０日間延長され４

月２２日までが期限となっている。 

 

このライセンスは、１９年１０月に発行されたもの。 

PDVSA２０は１９年１０月２７日に元本の一部が償還

される予定だったが、元本は償還されず、同社債はデフ

ォルトに陥った。 

 

同社債発行時の約束として、PDVSA２０がデフォルト

に陥った場合、債権者は CITGO の株式５０．１％を差

し押さえて、投資を回収する権利が保証されていたが、

現在 CITGO はグアイド政権側のコントロール下にあ

る。 

米国政府はグアイド政権を助けるために、PDVSA２０

債権者の CITGO 差し押さえを阻止する同ライセンス

を発行していた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1ade78b8aa6c1ce5262111b3fbb0a83.pdf
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「外貨準備 現金外貨は８億ドルのみ」         

 

金融情報サービス会社「Bloomberg」は、ベネズエラの

外貨準備のうち、流動性が高い「現金外貨」は８億ドル、

その他比較的流動性が高い資産が２億ドル、他は

GOLD で構成されていると報じた。 

 

外貨準備は、国の緊急時に使用できる準備資金で為替レ

ートの安定や緊急時の財政出動に用いられる。 

 

緊急時に対応するための資金という性質上、流動性（す

ぐに使用できる）というのは重要な要素である。 

 

GOLD は売却に時間がかかる。特にベネズエラの場合

は米国の経済制裁の影響もあり、GOLD を真っ当な手

段で現金化するのは難しい。 

 

英国にあるベネズエラ中央銀行が保管している GOLD

は、米国の制裁を受けてマドゥロ政権が引き出すことが

出来ない状況になっており、もはや外貨準備にカウント

してよいかどうかも疑問だろう。 

 

英国にある GOLD は３２トン。金額にして約１６億ド

ルに相当する。 

 

また、「Bloomberg」はベネズエラ国内にある GOLD は

７３トンと報道。これが事実であれば国内にある

GOLD の資産総額は３６．５億ドルということになる。 

英国にある GOLD１６億ドルと合せると５２．５億ド

ル。前述の現金外貨など計１０億ドルを加えると６２．

５億ドルになる。 

 

他方、１月１６日時点の中央銀行の外貨準備は６６．２

億ドル（暫定値）。少し誤差があるが、おおむね近い数

字と言えそうだ。 

 

 

「ペトロ建て取引の促進で原油取引が停止に？」                  

 

１月１４日 マドゥロ大統領は制憲議会で年次報告を

行った際に、デジタル通貨「PETRO」の更なる普及を

宣言した。 

 

その後、官報で公的機関などによるドル建ての支払いを

ペトロ建てにするよう定める政令を発行している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.394」参照）。 

 

この決定を受けて、石油セクターにも混乱が起きている

ようだ。 

 

問題が報じられているのは港湾での支払い。ベネズエラ

の港湾公社「ボリプエルト」もペトロ建ての料金徴収を

義務付けられた会社の１つだが、船会社がペトロ建ての

取引を拒否して取引自体を停止しているという。 

 

ペトロという通貨自体への信頼がないことが基本的な

理由だが、米国政府がペトロ建ての取引に制裁を科して

おり、二次制裁を受けるリスクがあることも理由の一つ

と報じられている。 

 

社 会                        

「ホテル・フンボルトにカジノ計画」           

 

１月１７日 マドゥロ大統領は、カラカスの高級ホテル

「ホテル・フンボルト」にカジノをオープンすると発表

した。 

 

「ホテル・フンボルトに合法的な国際カジノをオープン

させる。カジノを楽しみたい人は、このホテルを訪れカ

ジノを楽しむことが出来る。 

カジノの使用通貨はペトロとする。その収入は国に入る

ことになるだろう。」 

と発言した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375ab6fe6545bb6b78bcb7735bb49bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375ab6fe6545bb6b78bcb7735bb49bf.pdf
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現時点では、どこまで本気の発言かは判断できないとこ

ろだ。 

 

「マイケティア国際空港は盗難車の保管所？」         

 

アンヘリカ・ルーゴ記者は、自身のツイッターで「マイ

ケティア国際空港は、盗難車の保管所として使用されて

いる」と投稿した。 

 

マイケティア国際空港は、ベネズエラの玄関口であり、

出張時に到着する空港。 

 

この地域の治安は悪く、犯罪者も多い。空港を出て駐車

場に移動している間に強盗被害にあうことも多い。 

 

犯罪被害にあわないためにも、マイケティア国際空港を

利用する際は、複数で行動する、出来るだけ明るい時間

帯に空港に到着するフライトにするなど注意されたい。 

 

 

（写真）アンヘリカ・ルーゴ記者ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１月１８～１９日（土曜・日曜）              

政 治                        

「グアイド議長 コロンビアを電撃訪問         

  ～しばらく欧州など諸外国を回る予定も～」        

 

１月１９日 グアイド議長はコロンビアにいた。 

 

１月２０日にコロンビアで行われる「テロリスト対策大

臣級会合」に出席するためだという。 

 

１９日には、ドゥケ大統領とも会談。会議当日にはポン

ペオ国務長官とも会談する予定。 

 

 

 

（写真）ドゥケ大統領ツイッター 
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マドゥロ政権は、グアイド議長の外国への移動を禁止し

ている。１９年２月にもグアイド議長がベネズエラを越

境し、突如コロンビアに現れたことがあったが、今回も

電撃登場と言えるだろう。 

 

ほとんどの野党議員は、グアイド議長がコロンビアに訪

問することを知らなかったようだ。 

 

AP 通信によると、グアイド議長は今後、英国、オラン

ダ、フランスなど欧州を回るという。また、ダボスで開

催される「国際経済フォーラム」にも出席するようだ。 

 

米国政府と違いマドゥロ政権に穏健な姿勢を示す欧州

の方針転換を求めると同時に、外国の政府要人らから支

援の言葉を直接受けることで、野党支持者の機運を盛り

上げることが狙いだろう。 

 

グアイド議長は近いうちに再びベネズエラに入国する

ことになるだろうが、その時にはまた政治的な緊張が走

ることだろう。 

 

「マルケス議員 賄賂の申し出音声を公開         

 ～ノリエガ第２副議長は虚偽の音声と主張～」           

 

野党派国会に属するアルフォンソ・マルケス議員は、離

反野党のホセ・ノリエガ議員（与党派国会で秘書官を務

める）から、賄賂の見返りにグアイド議長への投票を辞

めるよう誘われたと主張。 

 

証拠となる音声を公開した。 

 

公開された音声は電話でのやり取りで、ノリエガ議員が

ほぼ一方的にマルケス議員に対して離反野党に与する

よう誘っている内容だった。 

 

 

 

この音声は、１２月１２日時点の音声で、その時点で３

０名ほどの野党議員に対してオファーしていると述べ

ていた。 

 

与党議員は４９名の票が確保できているため、過半数を

狙うことが出来るとも発言している。 

 

賄賂の金額については、７０万ドルで提案している。 

 

なお、ノリエガ議員は、この音声は偽物だと主張してい

る。 

 

「米国 DirecTV にプロパガンダ協力求める」         

 

AP 通信は、米国政府が「DirecTV」に対して、反マド

ゥロ政権メディア網に加わるよう求めていると報じた。 

 

「DirecTV」は「AT＆T」の１００％子会社で、ベネズ

エラの有料放送のシェア４４％を占めている。 

 

なお、ベネズエラでは公共放送で政治宣伝や規制が多い

こともあり、日本よりも有料放送の利用率ははるかに高

い。 

 

マドゥロ政権と敵対関係にあるメディアは、ベネズエラ

国内での放送ライセンスを停止させられることが多い。 

実際にマドゥロ政権は１９年４月３０日に起きた「自由

オペレーション」でのメディアの姿勢を非難し、BBC や

CNN を放送できないようにしている。 

 

そのため、「DirecTV」はマドゥロ政権が放送されたく

ない内容は放送を控えるなど、比較的マドゥロ政権に配

慮した放送をしてきた。 
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米国政府は、国民のマドゥロ政権への批判感情を高める

ためには「DirecTV」の協力が必要と考えており、今回

のオファーをかけているようだ。 

 

他方、「AT＆T」にとって、マドゥロ政権と敵対するこ

とは、ベネズエラ国内で築いてきたシェアを失い７００

名の従業員の雇用を危険にさらすことになり、難しい決

断を迫られているという。 

 

経 済                       

「ペトロ決済分 引き続き入金されず」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.392」で、デジタル通貨「ペ

トロ」の決済を受け付けた店舗への入金が滞っていると

のニュースを紹介した。 

 

当時、「デジタル通貨管理局（SUNACRIP）」は、１月１

３日には問題が解決されるとツイッターで投稿してい

たが、実際のところ問題は解決されていないようだ。 

 

スリア州のフェデカマラ代表は、「少なくとも１月１６

日時点では、未だに決済分の入金が確認できていない。

このままだと現金がなくなり経営を続けることが出来

ない。」と訴えた。 

 

また、メリダ州のフェデカマラ代表も、マドゥロ政権が

この問題については何の説明もしないことに憤りを感

じると表明した。 

 

「ベネズエラ国内にドルが流入する経路」         

 

マドゥロ政権がペトロ建ての取引の普及を推し進める

一方で、現実的にはドル化が進んでいる。 

 

多くの人は、このドルがどこから流れてくるのか疑問に

感じるところだろう。 

 

BBC は、どこからドルが流れてくるのかについて「記

事」を公表した。 

 

経済調査会社「Econometrica」のエンケル・ガルシア氏

は、ベネズエラで現在流通しているドルは、過去にベネ

ズエラ人が外国に貯金していたドルだと説明。 

 

外国に口座を持っているベネズエラ人は頻繁に外国に

行き、ドルを引き出してベネズエラに戻ってくるという。 

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

外国で働く家族の仕送りについても言及。 

 

仕送りを行うベネズエラ人は増加しているものの、その

金額は決して大きくないだろうと述べた。 

 

現在、外国に移住しているベネズエラ人は経済的に厳し

い人が多く、ベネズエラにいる家族への仕送りを計画的

に考えられる状況にないという。 

 

また、米国の制裁でドル送金が困難になっていることも

仕送りの障害となっていると補足した。 

 

他、汚職、違法な取引などによるドル流入についても言

及。 

 

基本的には「外国で貯めていた貯金」「家族からの仕送

り」「汚職・違法取引」がベネズエラへのドルの流入源

になっていると指摘した。 

 

他方、経済調査会社「Ecoanalitica」のギジェルモ・アル

カイ氏は「ベネズエラのドル経済の実態を知ることは率

直に言って出来ない。」と回答。 

 

やはり、全容を把握するのは容易ではないようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bbdbf17b06a104fa33bc5703ad0e5de.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51057901?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=167A3726-3794-11EA-AE54-1CE84744363C&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51057901?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=167A3726-3794-11EA-AE54-1CE84744363C&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+Mundo
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社 会                        

「ラウル・ゴリン氏のクラサオ住居差し押え」           

 

カスト・オカンド記者は自身のツイッターで、「ラウル・

ゴリン氏がクラサオに所有する住居が差し押さえられ

た」と投稿した。 

 

ラウル・ゴリン氏は、ベネズエラの民放「Globovision」

のオーナーで、保険会社「Seguro La Vitalicia」のオーナ

ー。マドゥロ大統領の資産隠しに協力しているとされる

人物。１８年１１月に米国政府は、ゴリン氏に制裁を科

している。 

 

差し押さえた住居には、偽造パスポートや現金数千ドル

があったという。 

 

以上 

 


