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（写真）国会 “１９年の国会役員が決定。中央がファン・グアイド新国会議長” 

 

 

２０１９年１月４日（金曜） 

 

政 治                     

「リマグループ 制裁的措置の検討を発表 

メキシコはグループに加わらず」 

「１月１０日 米州機構で臨時総会を開催」 

「ジョルダーニ元財相 マドゥロ大統領に辞任要請」 

経 済                     

「基礎食料品の定点調査 先週比１３％増」 

「マラカイボでペトロ建ての税金」 

「原油価格 １バレル４７．９９ドル」 

社 会                     

「在ペルー・ベネズエラ人仕送り 月額５０ドル」 

2019 年 1 月 5～6 日（土・日） 

 

政 治                    

「１９年の国会役員メンバーが決定 

～大統領は不在ではなく、盗まれている～」 

「急進野党 AD、UNT の副議長は拒否」 

「最高裁セルパ判事 米国に亡命 

～最高裁 セルパ判事はセクハラ調査中～」 

経 済                    

「PDVSA １７年財務報告書（非公式）の報道」 

「米国企業 PDVSA と協力協定」 

社 会                     

「ロス・ロケス ベストビーチ３７位に選ばれる」 
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２０１９年１月４日（金曜）             

政 治                       

「リマグループ 制裁的措置の検討を発表        

       メキシコはグループに加わらず」       

 

１月４日 マドゥロ政権を非難するリマグループ１４

カ国は、１月１０日以降の対ベネズエラ方針について協

議した。 

 

会合後に記者会見を実施。主な発言は以下の通り。 

 

 

１．１８年５月２０日の大統領選は全ての政治アクター

が参加しておらず、透明性が欠如していたため、リ

マグループ加盟国は同選挙の正当性を認めない。 

 

２．従って、１９年１月１０日のニコラス・マドゥロ氏

の２期目就任を認識しない。 

 

３．１５年１２月の選挙で選ばれた国会は憲法に準じた

正当な組織であると認識する。 

 

４．ニコラス・マドゥロ氏に対して、１月１０日に大統

領就任式を行わないよう要請する。また、民主的な

選挙を改めて実施するよう求める。 

 

５．憲法に準じた手段で組織された最高裁判所の独立性

の重要性を認識する。 

 

６．ベネズエラの政治問題は自国で解決するという原則

を支持する。また、憲法に準じた民主的な選挙を求

めるイニシアティブを支持する。 

 

 

 

７．米州機構、その他多国籍組織を通じてベネズエラの

人権、民主主義への回帰を訴えるイニシアティブを

継続する。 

 

８．ベネズエラに民主主義を取り戻すため、米州機構

（OAS）に加盟している国に対して OAS 憲章と米

州民主主義憲章に賛同するよう求める。 

 

９．地域の安定を脅かすいかなる武力の行使も非難する。

１８年１２月２２日にガイアナの排他的経済水域

で起きた原油探索船の妨害行為に懸念を表明する。 

 

１０．ベネズエラの深刻な経済問題に懸念を表明し、速

やかに人道支援を求めるよう要請する。 

 

上記の認識の上で、以下の対応を取ることで合意した。 

 

Ａ．ベネズエラとの外交関係の再検討。 

 

Ｂ．各国の憲法を逸脱しない範囲でマドゥロ政権高官の

リマグループ域内への入国を制限する。また、マド

ゥロ政権に協力する個人・法人リストを作成し、リ

スト対象者の域内資産の凍結、金融システムへのア

クセスを制限する。 

 

Ｃ．マドゥロ政権への融資を制限する。また、リマグル

ープ諸国が加盟している国際基金からの融資につ

いても再検討する。 

 

Ｄ．マドゥロ政権との軍事的な協力関係を停止する。 

 

Ｅ．リマグループに加盟していない国に対してベネズエ

ラの惨状を訴え、リマグループの活動への理解と協

力を求める。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月４日～１月６日報道               No.２３６   ２０１９年１月７日（月曜） 

3 / 8 

 

ただし、リマグループに加盟しているメキシコは今回の

声明に賛同しなかった。 

 

１２月１日にメキシコ大統領に就任したロペス・オブラ

ドール大統領は、「他国の内政に干渉しない。メキシコ

は敵を作らない。」として、リマグループの宣言を支持

しない意向を示している。 

 

なお、ベネズエラのアレアサ外相は、リマグループの宣

言に対して「米国の命令を受けて動いている悪意のある

グループだ」と非難。 

 

１月１０日以降に加盟国が取るであろう対応について、

「ベネズエラ政府は同等待遇の原則を取る。」と対抗措

置を取る姿勢を見せた。 

 

「１月１０日 米州機構で臨時総会を開催」         

 

リマグループ加盟国であるアルゼンチン、ブラジル、カ

ナダ、チリ、コロンビア、グアテマラ、パラグアイ、ペ

ルーの８カ国および米国は、１月１０日に米州機構

（OAS）の臨時総会を開催するよう求めた。 

 

１月１０日はマドゥロ大統領が２期目に突入する日で

もあり、就任当日にマドゥロ政権を非難することが目的。 

 

OAS の議長を務めるエル・サルバドルは、１月１０日

（木曜）１１時に臨時総会を招集した。 

 

「ジョルダーニ元財相 マドゥロ大統領に辞任要請」                  

 

１月４日 チャベス政権時代に経済分野の重要閣僚だ

ったホルヘ・ジョルダーニ元財相は、現地紙「Aporrea」

にオピニオン記事を投稿。マドゥロ大統領に、即時辞任

するよう迫った。 

 

 

以下は記事の一部を抜粋したもの。 

 

「この政府としての体裁を成していない政権には即時

辞任を求める以外の道は無い。 

 

憲法に準じた開放的で民主的で抜本的なプロセスを開

始する必要がある。 

 

現在の負のスパイラルに陥った迷宮を出るためには、速

やかに大多数の国民の意志を示す必要がある。それが出

来なければ、ベネズエラの矛盾は更に悪化する。無能で

醜悪な無政府状態が更に加速してしまう。」 

 

とマドゥロ政権への非難と現状への危機感を示した。 

 

ジョルダーニ氏は、マドゥロ大統領の大統領就任（１３

年４月）後も企画相を務めていたが、２０１４年６月に

企画相を辞任していた。 

 

辞任当時は年齢を理由としていたが、当時からマドゥロ

大統領との見解の相違が理由で辞任したと報じられて

いた。 

 

経 済                        

「基礎食料品の定点調査 先週比１３％増」           

 

現地の経済情報サイト「Banceynegocios」は、カラカス

の市場で売られている卵、チーズ、米、バナナ、たまね

ぎ、コーヒー、砂糖など１１品目の価格の定点調査を行

っている。 

 

２０１９年１月最初の週は先週比１３％増だった。 

 

最も価格の上昇が激しかったのはバナナで先週は１キ

ロ BsS.５００だったが、１月第１週目は BsS.７００（先

週比４０％増）に上がっていた。 
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また、コーヒーは１キロ BsS.２，５００から Bs.S３，

０００（同２０％増）に値上がりしていた。 

 

卵は、先週比８％増の１カートン BsS.２，８００。 

砂糖・米は、同１７％増の１キロ BsS.１，４００。 

たまねぎは、同６％増の BsS.１，７００だった。 

 

「マラカイボでペトロ建ての税金」           

 

スリア州の州都マラカイボ市の市議会は、同地域で商業

活動を行うために事業者が支払う「商業税」を１５ペト

ロにすると定めた。 

 

市議は税金改定の理由について 

「この税金は市のゴミ清掃、アスファルト舗装などに使

用されるが、現在商業従事者から収集している税金では

市の活動を維持できない」 

と説明している。 

 

これまで「商業税」の支払いは３カ月に一回、６ＵＴを

支払う決まりだった。 

 

１租税単位（UT）は、１ＵＴ＝BsS.１７なので、６UT

は BsS.１０２になる。 

 

他方、１月４日時点で中央銀行が公表している DICOM

レートを参照すると１ペトロは BsS.３８，２９０なの

で、１５ペトロは BsS.５７４，３５０になる。つまり、

税金が約５７０倍増えることになる。 

また、DICOM レートが変動するとペトロの現地通貨建

ての価格も変わるため、定期的に商業税が増加すること

になる。 

 

マラカイボ市の商業従事者にとっては、極めて激しい増

税を意味する。 

 

 

１８年１２月に市議会議員選が行われ、マラカイボ市の

市議会議員は全員が与党系の市議になっている。 

 

「原油価格 １バレル４７．９９ドル」                  

 

１８年１２月３１日～１９年１月４日のベネズエラ産

原油の平均価格は米ドル建てで４７．９９ドル／バレル。 

 

価格下落が続いていたが、先週の４７．８９ドル／バレ

ルから微増した。 

 

原油市場はこの２カ月で大きく様相が変わった。 

 

１０月のベネズエラ産原油の平均価格は７２．５６ドル

／バレルだったが、１２月現在の平均価格は５３．５２

ドル／バレルと１バレル当たり２０ドル近く価格が下

がったことになる。 

 

OPEC、OPEC 非加盟国が１９年以降の減産で合意した

ものの価格の下落トレンドは継続しており、今後の見通

しは厳しいものになりそうだ。 
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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
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社 会                        

「在ペルー・ベネズエラ人仕送り 月額５０ドル」           

 

ペルーはコロンビアに次いでベネズエラ移民を多く受

け入れている国とされており、その人数は約４０万人と

言われている。 

 

「Gerente Marketing」が行った調査によると、４０万

人のうち１２万人はベネズエラに住む家族に送金をし

ており、金額は平均で月額４０～５０ドルだという。 

また、親族がペルーに来るのであれば支援できる金額は

平均で３００ドルだという。 

 

他、在ペルー・ベネズエラ人は年間で１．２億ドルほど

送金をしており、並行レート、公式レートを通じて送金

額は更に増えるだろうと報じた。 

 

また、送金しているベネズエラ人の４０％は首都リマに

住んでおり、多くが公式な方法で送金をしていると報じ

た。 

 

２０１９年１月５日～６日（土・日）             

政 治                       

「１９年の国会役員メンバーが決定          

  ～大統領は不在ではなく、盗まれている～」        

 

１月５日 ２０１９年の国会役員が決定した。 

 

国会議長は大衆意志党（VP）のファン・グアイド氏（右

上の写真、中央の人物）。 

 

グアイド議長はマイケティア国際空港があるバルガス

州出身の３５歳。既婚で一児の父。 

歴代国会議長の中で最も若い議長就任になる。 

 

 

第１副議長は行動民主党（AD）のエドガー・サンブラ

ーノ氏（下写真の中央３名のうち左側の人物）。 

 

第２副議長は新時代党（UNT）のスターリン・ゴンサレ

ス氏（下写真の中央３名のうち右側の人物）。 

 

 
（写真）スターリン・ゴンサレス氏ツイッター 

 

グアイド氏は国会議長就任最初の演説で、１月１０日の

マドゥロ大統領の再任を認めないと宣言。 

民主的な憲法に準じた選挙による政権交代のために出

来る限りの努力をすると誓い、野党、国民、あらゆる社

会セクターに団結と協力を求めた。 

 

特に注目するべきは、「大統領職は不在ではなく、奪わ

れた。」との発言。 

 

１月１０日以降、大統領がベネズエラからいなくなるの

ではなく、大統領職がマドゥロ大統領に奪われていると

の見解を示した。仮に「大統領が不在」ということであ

れば、国会議長が一時的に大統領職を担い、大統領選を

行うことになるが、このシナリオは避けたと考えられる。 

 

ただ、グアイド議長は１月８日の通常国会で、１月１０

日以降の方針を示すと発言しており、新国会の方針は今

後明らかになることだろう。 
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「急進野党 AD、UNT の副議長は拒否」           

 

ベネズエラ主導党（VV）や国民勇猛同盟（ABP）など

急進野党で構成される議員団「７月１６日グループ」は、

１月５日の国会役員メンバーについて声明を発表。 

同グループの見解を表明した。 

 

「７月１６日グループ」は、冒頭から第１副議長に就任

した AD のエドガー・サンブラーノ氏と第２副議長に就

任した UNT のスターリン・ゴンサレス氏は、「水面下

で政府との対話を画策している」として両名を支持しな

い姿勢を示した。 

 

他方、グアイド氏の国会議長については支持する姿勢を

示している。 

 

VP は市民の抗議行動をベースに政治を変えようとする

過激派に属する政党だ。 

 

グアイド議長はこれまでメディアにあまり露出してお

らず、同氏の政治的なスタンスは明確になっていないが、

グアイド氏を良く知る第一正義党のミゲル・ピサラ議員

は 

「グアイド議員は私よりも急進よりの考えを持ってい

る」とコメントしている。 

 

筆者が知る限りミゲル・ピサラ議員は、１７年４月～７

月にかけて起きた反政府デモで街頭での抗議行動を主

導したグループの１人だった。 

 

他方、グアイド議員は反政府デモの抗議行動ではほとん

どメディアに露出しなかったと記憶している。 

 

ピサラ議員よりも過激派だとすれば、かなり急進寄りの

人物ということになるが、現時点ではそのような発言は

確認できていない。 

 

なお、制憲議会の第１副議長であるタニア・ディアス氏

は、自身のツイッターに「７月１６日グループ」の声明

を投稿し、 

「２０１９年の就任早々に野党は攻撃し合っている」 

と揶揄している。 

 

「最高裁セルパ判事 米国に亡命           

  ～最高裁 セルパ判事はセクハラ調査中～」         

 

野党の分裂を揶揄する政府だが、与党も分裂が露見した。 

 

１月５日に最高裁判所のクリスティアン・セルパ判事が

家族とベネズエラを脱出。米国に亡命を申請した。 

 

１月５日、セルパ氏は野党系メディアのインタビューに

応じ、「私が最高裁に選ばれたのは自分が政府に忠実な

人間だったからだ。」とコメント。 

 

最高裁の内情について 

「最高裁はシリア・フローレス大統領夫人に掌握されて

おり、エルビス・アモロソ護民官は、フローレス夫人の

指示を最高裁に伝えている。最高裁には司法の独立は存

在しない。 

 

多くの最高裁による決定は政府の命令を受けて行った

ものだ。最高裁の中には現状に不満を感じている人物が

多く、私以外にも数名の判事が亡命したいと考えてい

る。」 

と訴えた。 

 

また、セルパ判事は米国政府への情報提供に協力する意

志を示している。 

 

セルパ氏はアイサミ経済担当副大統領が卒業したロス・

アンデス大学卒で、卒業後はアイサミ氏の下で働いてい

た人物として知られている。 
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アイサミ経済担当副大統領は、麻薬取引に関連する人物

として米国検察の調査対象となっており、セルパ氏は一

部の人しか知らない麻薬取引の内情を知る人物ではな

いかと報じられている。 

 

 

亡命が報じられた翌１月６日 ベネズエラのマイケル・

モレノ最高裁判長は、 

「クリスティアン・セルパ判事は、最高裁職員からセク

ハラの訴えを受けており、１１月から身辺調査を行って

いた。」 

としてセルパ氏が米国に亡命した理由について、政府側

の見解を示した。 

 

 

（写真）NTN２４ “クリスティアン・セルパ判事” 

 

経 済                       

「PDVSA １７年事業報告書（非公式）の報道」            

 

２０１９年を迎えたが、PDVSA は未だに２０１７年の

事業報告書を公表していない。 

 

ジャーナリスト Maibort Petit 氏は、野党系メディア

「Venezuela al Dia」で「２０１７年の PDVSA 事業報

告書の案が、１８年１２月７日にようやく完成した」と

報じた。 

 

 

 

まだ内部での承認を経ておらず、今後数字が変わる可能

性があるが、２０１７年の業務報告書の一部を公開して

いる。 

 

 

 

同報告書によると、２０１７年の平均産油量は日量２２

０万バレルと、１６年から２６万バレルほど減少したと

書かれている。 

 

また、１７年通年の原油・石油製品販売額は５０８．６

億ドルと書かれているようだが、現金として PDVSA に

入金したのは１６５億４，９００万ドル程度だろうと報

じられている。 
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また、１７年の輸出量は原油が日量１５８．１万バレル、

石油製品が同３２．６万バレルで日量１９０．７万バレ

ルと書かれているようだ。 

 

１６年の輸出実績は日量２１８．９万バレル（原油が１

８１．８万バレル、石油製品が３７．１万バレル）だっ

たので、３０万バレル近く減少したことになる。 

 

これらの情報は非公式なもので、今後修正される可能性

があるだろう。少なくとも現時点では２０１７年の業務

報告書さえ、正式なものが完成していないことになる。 

 

「米国企業 PDVSA と協力協定」            

 

米国の石油開発会社「Erepla Services LLC」と PDVSA

のケベド総裁が「Tia Juana」「Rosa Mediano」「Ayacucho

５区」の原油開発で協定を締結した。 

 

Bloomberg が確認した情報によると、「Erepla Services 

LLC」は２５年間（再度、１５年間の延長が可能）、同

地域の開発に必要なリグを供給することになるようだ。 

 

「Erepla Services LLC」社は原油販売で得る４９．９％

の収入を留保し、PDVSA は残りの５０．１％を得る仕

組みのようだ。 

 

米国政府は経済制裁を科すなどして、ベネズエラの石油

産業にダメージを与えており、「Erepla Services LLC」

の協定締結は米国政府の制裁に抵触する可能性がある。 

 

なお、ラミレス元 PDVSA 総裁は、自身のツイッターで 

「「Tia Juana」と「Rosa Mediano」は従来、PDVSA が

自社で活動していたフィールドだ。 

マドゥロは素性の定かではない企業に石油産業を明け

渡そうとしている。」と警鐘を鳴らした。 

 

 

社 会                       

「ロス・ロケス ベストビーチ３７位に選ばれる」            

 

ベネズエラの観光地として日本人に良く知られている

のは「カナイマ国立公園」だろう。 

 

しかし、ベネズエラにはカナイマ国立公園以外にも有名

な観光地が存在する。ロス・ロケス諸島だ。 

ロス・ロケスは年間７万人超の旅行者が来るカリブ海で

有数の美しいビーチとして知られている。 

 

カナダの旅行メディア大手「Flight Network」が毎年発

表している「THE WORLD’S 50 BEST BEACHES」で

ロス・ロケス諸島が３７位にノミネートされた。 

 

この調査は６００人超のブロガー、旅行会社、旅行雑誌

記者にアンケートを行い、過去に行ったことのあるビー

チを評価してもらったランキング。 

 

ロス・ロケスは、「美しさ」は１０点満点中１０点。 

「砂と水の質」も１０点満点中１０点。 

「アクセスのしやすさ」が１０点満点中７点だった。 

 

ロス・ロケス以外のビーチも以下のサイトで紹介されて

おり旅行好きには楽しめそうなサイトだ。同ランキング

は以下のサイトで確認できる。 

 

（写真）「The World’s 50 best Beaches ロス・ロケス」 

 

以上 

https://www.flightnetwork.com/blog/worlds-50-best-beaches/
https://www.flightnetwork.com/blog/los-roques-beach/

