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（写真）グアイド議長ツイッター ”グアイド暫定政権 消滅の危機” 

２ 

 

   暫定政権がなくなったら？      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

０１９年１月に発足したグアイド暫定政権

が正念場を迎えている。 

 

１２月に入り暫定政権のフリオ・ボルヘス外相は辞

任の意向を表明。暫定政権を完全に終わらせるべき

との見解を示した（「ベネズエラ・トゥデイ No.687」）。 

 

暫定政権の終了はこれまで何度も噂されてきたが遂

に現実的な段階に来ている。本稿では暫定政権がな

くなった場合、どのような影響が想定されるかにつ

いて考察したい。 

 

 

最初にグアイド暫定政権が誕生した理由について確

認したい。 

 

グアイド政権が誕生したきっかけは２０１８年５月

に行われた大統領選にある。 

 

当時、主要野党は「ベネズエラの選挙は自由で公平な

ものではない」として選挙ボイコット戦略を掲げて

いた。 

 

そのため２０１８年５月の大統領選に主要野党は候

補者を出さず、穏健野党グループだけが選挙に参加

し、マドゥロ大統領が圧勝して、再選を決めた。 

 

暫定政権 ベネズエラ国内は統治せず 
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主要野党および欧米諸国（特に米国）は、２０１８年

に行われた大統領選を認めず「ベネズエラで大統領

選は行われていない」と認識。 

 

そして、２０１９年１月にマドゥロ大統領の任期が

満了したとの前提で憲法２３３条（大統領の絶対的

な不在）の規定を発動した。 

 

この規定は、 

「大統領が絶対的な不在になった場合、３０日以内

に選挙手続きを開始する。新たな大統領が選ばれる

までの間は国会議長が暫定的に職務を担当する」 

という内容。 

 

つまり、２０１９年に国会議長（当時の国会は野党が

多数派だった）に選ばれたファン・グアイド国会議長

が、新たな大統領選が行われるまで暫定大統領に就

任したが、そのまま大統領選は行われることなく、グ

アイド暫定大統領が現在も続いていることになる。 

 

一方、与党および中露、国連などは２０１８年５月の

大統領選の結果を認識しており、２０１９年以降も

マドゥロ大統領がベネズエラの大統領と認識してい

る。 

 

また、ベネズエラ国内はマドゥロ大統領が実効支配

しており、実態として「ベネズエラ政府はマドゥロ政

権」との認識が妥当。 

 

グアイド暫定政権がベネズエラ国内を統治している

実態はなく、概念的な政府と言える。 

 

 

 

 

 

前述の通り、グアイド暫定政権はベネズエラ国内を

統治していないが、国際社会、特に米国、コロンビア

を中心に米国の影響力が及ぶ国では一定の権限を有

している。 

 

仮にグアイド暫定政権が消滅した場合、ベネズエラ

国内の統治面ではほとんど影響はないだろうが、国

外で様々な影響が起きることが予想される。 

 

具体的にどのような影響があるのかを考察する前に、

重要な点を指摘しておきたい。 

 

それは、マドゥロ政権の行動を制限している要素は

「グアイド暫定政権」と「米国の経済制裁」の２つあ

るという点。 

 

つまり、グアイド暫定政権が消滅しても、米国が経済

制裁や制裁ライセンスを修正・失効させなければ特

に何も変わらない部分があるということだ。 

 

 

仮に２０２２年１月にグアイド暫定政権が消滅した

としても、米国が経済制裁を解除・緩和しない限り、

マドゥロ政権・ベネズエラ政府組織のドル建ての金

融取引は阻害されたまま。米国にあるベネズエラ政

府資産も凍結されたままだ。 

 

つまり、暫定政権が消滅してもマドゥロ政権を取り

巻く金融取引環境はそこまで改善しない。 

 

暫定政権が止めること、制裁が止めること 

凍結口座は凍結されたまま 



 
Venezuela Weekly Report 

No.２２９   ２０２１年１２月８日（水曜） 

3 

 

暫定政権が消滅すれば、英国のイングランド銀行に

保管されているベネズエラ中央銀行の約１５億ユー

ロ相当の GOLD の裁量権はマドゥロ政権に戻るだろ

うが、イングランド銀行がマドゥロ政権に GOLD を

使用させるかどうかは別の話。 

 

恐らく凍結されたままなので、基本的な状況は今と

変わらないだろう。 

 

「ウィークリーレポート No.218」で紹介した通り、

他にも外国で凍結されているベネズエラ政府口座は

たくさんある。 

 

グアイド暫定政権が消滅したからと言って、これら

の凍結口座をマドゥロ政権が使用できるようになる

わけではない。 

 

仮にこの凍結が解除されるとすれば、それはグアイ

ド政権が消滅したからではなく、米国の制裁が緩和

されたことが理由だ。 

 

 

現在、マドゥロ政権や PDVSA など政府系組織は外国

企業との取引が困難になっている。 

 

グアイド暫定政権が消滅した場合、この取引が正常

化するかと言えば、そのようなことはないだろう。 

 

PDVSA との取引は米国の制裁により禁止されてお

り、グアイド暫定政権の有無とは関係ない。 

 

 

 

米国政府が制裁を緩和するか、石油産業との一定の

取引を許容する制裁ライセンスを発行しない限り、

状況は変わらないだろう。 

 

他のベネズエラ政府系企業についても基本的に同じ

でグアイド暫定政権の有無に関わらず、外国企業と

の取引は困難な状況が続くだろう。 

 

ベネズエラ政府・政府系企業とのドル建て決済も米

国の経済制裁により禁止されているので、グアイド

政権の有無に関わらずできないはずだ。 

 

 

これまで、グアイド暫定政権が消滅しても変わらな

い点について挙げた。次に、暫定政権が消滅したこと

で変わる（可能性がある）点について紹介したい。 

 

まず外国にあるベネズエラ政府系企業の扱いだ。 

 

ベネズエラは外国にいくつか政府系企業を持ってい

るが、マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識してい

る国では今もマドゥロ政権側が当該企業をコントロ

ールしている。 

 

実際のところ、グアイド政権側にコントロール権が

移動したのは、米国にある「CITGO」とコロンビアに

ある「Monomeros」の２社だ。 

 

この２社はベネズエラ政府が外国に有する企業とし

ても最も大きく、暫定政権が消滅した後に「CITGO」

と「Monomeros」がどのように扱われるのかは重要

だ。 

 

外国にある政府系企業は？ 

外国企業との取引環境は改善せず 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6305ace1dc02decaca1759aab8166f1d.pdf
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普通に考えると、グアイド政権が消滅すれば「CITGO」

と「Monomeros」のコントロールはマドゥロ政権に

戻り、マドゥロ政権が任命した役員により「CITGO」

と「Monomeros」が運営されることになる。 

 

ただ、グアイド暫定政権が消滅した場合、これまで暫

定政権をベネズエラの政府と認識していた米国政府

とコロンビア政府は「ベネズエラ政府はなくなった」

と認識することは可能ではある。 

 

「ベネズエラ政府がない」ということは、マドゥロ政

権が任命する「CITGO」と「Monomeros」の役員は

米国とコロンビア国内では効力がない。 

 

つまり、現在の野党系の経営陣が「 CITGO」と

「Monomeros」のコントロールを維持するというこ

とになる。その場合、「CITGO」と「Monomeros」は

株主（ベネズエラ政府）不在の状態になるが、実態は

野党政治家がコントロールするということになるの

かもしれない。 

 

なお、「第一正義党（PJ）」の重鎮フリオ・ボルヘス氏

は「外国資産の管理は、透明性を担保し、管理できる

第三者に委託するべき」と提言している。 

 

この第三者とは、国連のような国際組織を意図して

いるのか、あるいは野党系組織（つまり、管理者の名

前が変わっただけで野党がコントロールしている状

態は変わらない）を意図しているのかは不明である。 

 

個人的な見解だが、グアイド暫定政権が消滅しても

米国とコロンビアが「CITGO」と「Monomeros」の

コントロールをマドゥロ政権に戻すと思えない。 

 

 

 

ベネズエラ政府は、故チャベス政権時代に行った接

収や２０１７年１０月以降の債務不履行で数多くの

訴訟を受けている。 

 

これらの訴訟は、ほとんど米国で行われている。 

 

この３年間、米国政府はグアイド暫定政権をベネズ

エラ政府と認識してきたため、債権者が法廷で争う

相手は暫定政権だった。 

 

グアイド暫定政権の訴訟対応について、ベネズエラ

人経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏が詳細を

分析しているが、結論を言うと「マドゥロ政権時代よ

りも訴訟対応は遥かに悪い」。 

 

訴訟に対するレスポンスは非常に悪く、債権者の主

張に反論しないまま時間が過ぎて債権者側の主張が

全面的に通るなどの事象も散見されている。 

 

グアイド政権は資金も収入源も少ない。人的リソー

スもわずかだ。政権交代を目指しながら、債権者との

訴訟に対応するというのはグアイド政権には荷が重

すぎたということだろう。 

 

現在、米国では「CITGO」を差し押さえるため債権者

が列を成している。未だに差し押さえが実行されて

ない理由は、米国政府が制裁ライセンスで差し押さ

えの実行を禁止しているからに他ならない。 

 

暫定政権が消滅すれば、これらの訴訟はマドゥロ政

権が引き受けることになるだろう。 

 

米国での訴訟 マドゥロ政権が対応 
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率直に言って、米国が２０１７年８月に経済制裁を

科さなければベネズエラはデフォルトすることはな

かった。 

 

米国は制裁で強制的にデフォルトをさせた後に、債

権者との訴訟をグアイド政権に移譲。そのグアイド

政権は訴訟にまともな対応が出来ず敗訴が続いた。 

 

そして、債権者が制裁ライセンスさえ解除されれば

いつでも CITGO を差し押さえることが可能な状態に

なって、マドゥロ政権に訴訟を戻そうとしていると

言える。 

 

 

ベネズエラは「国際通貨基金（IMF）」の加盟国で、

Covid-１９に対応することを目的とした５０億ドル

の「特別引出権（SDR）」を使用することが出来る。 

 

しかし、IMF は「加盟国内でベネズエラ政府の認識

について統一できていない」との理由からマドゥロ

政権に５０億ドルの SDR を使用させることを拒否し

てきた。 

 

グアイド暫定政権が消滅すれば、「ベネズエラ政府が

誰か？」という議論に終止符が打たれ、マドゥロ政権

が５０億ドルを支出できるようになる可能性はある。 

 

ただし、IMF は経済力の大きな加盟国に大きな出資

を求め、基本的にはその出資割当額に比例して投票

権が割り当てられている。 

 

 

 

 

その結果、欧米・日本だけで決定権の大部分を担うこ

とになっているので、マドゥロ政権が SDR を使用で

きるようになるかどうかは未知数と言える。 

 

以上をふまえ、グアイド暫定政権が消滅した場合 

・ ベネズエラ政府の外国口座は凍結されたまま 

・ マドゥロ政権の金融取引は制限されたまま 

・ 石油産業の取引は禁止されたまま 

・ CITGO などの経営権はマドゥロ政権には戻らず 

・ 米国で受けている訴訟はマドゥロ政権に戻る 

・ IMF の SDR は使用できる可能性がある 

ということになるのではないか。 

 

暫定政権が消滅した時にマドゥロ政権が受けるメリ

ットは思ったよりも少ない。やはりベネズエラ経済

浮揚に必要なのは制裁の解除・緩和だろう。 

 

 

最後に暫定政権が消滅すると野党にどのような影響

が出るかについて言及しておきたい。 

 

まず、これまで使用できていた米国にある凍結資金

を使用できなくなる。 

 

従って、米国・コロンビアなど一部の国に大使や外交

官らを任命していたがこれらの役職者に給料が支払

われなくなる。給料支払いがなくなれば野党のため

に活動する人は減ることだろう。 

 

他、現在は CITGO や Monomeros から政治資金が流

れているはずだが、これらの資金が止まる可能性が

高い。活動が縮小することになるだろう。 

 

IMF の特別引出権は使用できるか？ 

グアイド政権は閉塞感の象徴 
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経済的な利害から暫定政権の存続を望んでいる野党

政治家は多いだろう。 

 

また、「米州機構（OAS）」は、グアイド暫定政権の代

表が大使を務めているが、大使がいなくなる。マドゥ

ロ政権側は OAS の脱退手続きを完了しており、ベネ

ズエラは OAS から脱退することになるはずだ。 

 

国際社会における野党のプレゼンスは低下する。 

 

野党にとって、暫定政権をやめることのデメリット

はあるが、暫定政権をやめることのメリットもある。 

 

一番大きなメリットは、「グアイド暫定政権の失敗を

修正することが出来る」ということ。 

 

グアイド暫定政権への国民の失望感は強い。 

 

今のやり方で政権交代を実現できると考えている人

は国内外含めてほとんどいない。 

 

野党関係者は凍結資産から給料や役職手当をもらう

ために暫定政権を維持している印象さえある。 

 

暫定政権は外国の政府認識を維持することに注力し

ており、ベネズエラ国内に目が向いていない。 

 

この３年間、暫定政権からはベネズエラに住む大衆

の生活を支援し、改善しようとする姿はほとんど見

えなかった。 

 

暫定政権の基本方針は、制裁で国内経済を止め、燃料

輸入を禁止させるなど経済活動を止めることで、マ

ドゥロ政権を経済的に窒息させることだった。 

 

従って、ベネズエラ経済に酸素を注入する、別の言い

方をすれば国民生活を改善させるような活動は意図

的に控えていたと言える。 

 

メディアに多額の資金を投じ、世論を何とか維持し

てきたが、この３年で主要野党の国内での動員力は

著しく低下した。 

 

現在でも主要野党は資金力、組織力で他の野党グル

ープを圧倒しているが、一般大衆とのつながりは希

薄になった。 

 

グアイド暫定政権の方針は、外国の圧力、経済封鎖で

政権交代を目指すものだったが、選挙での政権交代

を目指すのであれば国民の支持が必要になる。 

 

そのためには既に失敗した「グアイド暫定政権」の看

板は降ろす必要があるだろう。 

 

もちろん主要野党が大衆の信頼を取り戻すためには、

グアイド暫定政権を消滅させるだけでは不十分。こ

れまで犯してきた間違いを認め、それを正す姿勢を

明確にするのが望ましい。 

 

カプリレス元知事が掲げている主張（「ウィークリー

レポート No.163」）は適切なものだと思うが、指揮権

を取ると様々な利害関係に挟まれ、思ったように動

けなくなるが政治だ。 

 

当面は２０２２年１月５日の暫定大統領更新のタイ

ミングに向けて野党関係者がどう動くかに注目した

い。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf

