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（写真）ファン・グアイド国会議長 “欧州議会 賛成多数でグアイド議長をベネズエラの暫定大統領と認識” 

 

 

２０１９年１月３０日（水曜） 

 

政 治                     

「反政府デモ 大きな騒動確認されず 

～逮捕者は１月２１日から９３９名～」 

「ウルグアイ、メキシコ 中立国グループ結成」 

「コロンビア ２００名の入国を禁止」 

経 済                     

「ボルトン大統領補佐官 Citgo 役員と面談」 

「PDVSA 債保有者 制裁について説明求める」 

「８９回目 DICOM 為替レート変わらず」 

社 会                     

「供給不安からガソリンスタンドに長蛇の列」 

２０１９年１月３１日（木曜） 

 

政 治                    

「欧州議会 グアイド議長の暫定大統領承認 

～選挙実現のため南米諸国とグループ結成～」 

「カプリレス グアイド議長の大統領就任に言及 

～私を含め多くの野党関係者にとって驚き～」 

経 済                    

「GOLD１５トンをアラブ首長国連邦に輸出？」 

「国内口座間での外貨送金を認める」 

「PetroChina PDVSA とのプロジェクト凍結」 

「マドゥロ Citgo 職員のベネズエラ送還を指示 

～チャプター・イレブン適用の噂～」 
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２０１９年１月３０日（水曜）             

政 治                       

「反政府デモ 大きな騒動確認されず         

    ～逮捕者は１月２１日から９３９名～」       

 

グアイド議長は１月３０日と２月２日に反政府デモを

呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.245」１月

２６日～２７日付の記事参照）。 

 

１月３０日については、１２時～１４時にかけて市民が

街頭に出てマドゥロ政権の倒壊と軍部が憲法に従うよ

う求めるという内容。 

 

グアイド議長の発言によると、全国５，０００カ所を超

える場所で反政府デモが行われたとしている。 

 

報道されている写真を確認する限りでは、チャカオ市周

辺、特にパルケ・クリスタル近辺の写真が多く出回って

おり、最も参加者が多かった会場ではないかと思われる。 

 

 

（写真）Venepress 

“反政府デモに参加する市民＠パルケ・クリスタル前” 

 

 

（写真）Contrapunto 

“反政府デモに参加する市民＠パルケ・クリスタル前” 

 

１月２３日の軍部との衝突以来、野党支持者と治安当局

の激しい衝突は減っているが、逮捕者は増えている。 

人権団体「Foro Penal」によると、１月２１日～２９日

までに９３９名が逮捕され、７５５名が拘束されたまま

になっている。地域別ではカラカス首都区（１７１名）、

アラグア州（１１５名）と続く。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
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「ウルグアイ、メキシコ 中立国グループ結成」         

 

１月３０日 ウルグアイとメキシコは、ベネズエラ問題

について「中立的な立場を示す国」でグループを結成す

ることを提案した。 

 

同グループは、２月７日にウルグアイのモンテビデオで

イベントを実施する予定。 

 

ウルグアイ外務省は、声明で 

「国連アントニオ・グティエレス事務局長による対話の

呼びかけを受けて、ウルグアイとメキシコは、ベネズエ

ラ問題に中立的なスタンスを示す国として、各国代表と

国際会議を実施する。 

 

ウルグアイとメキシコは、内政問題に介入しない意志を

示しており、ベネズエラで起きている深刻な人道問題を

懸念している。 

 

２月７日にウルグアイのモンテビデオで１０カ国超の

国際組織が集まり会合を開催する。ウルグアイ政府は、

メキシコ政府、国連と協力し、民主主義を進める取り組

みを続ける。」 

と発表した。 

 

他方、野党および野党系メディアは、これらの呼びかけ

にネガティブな反応を示している。 

 

ウルグアイの信頼性を下げることが狙いと思われるが、

野党系メディアではウルグアイ・バスケス大統領の２番

目の息子とマドゥロ政権に不穏な関係があると報じた。 

 

バスケス大統領の２番目の息子は、ソフトウェア技術者

として様々な会社のアドバイザーを務めているようだ

が、２０００年からベネズエラに度々訪問し、チャベス

政権と複数の契約を締結しているという内容。 

 

２００５年にバスケス大統領が大統領に就任（１期目の

就任：０５年～１０年）してから、訪問回数が増えてい

るという。 

 

「コロンビア ２００名の入国を禁止」                  

 

１月３０日 コロンビア政府は、マドゥロ政権関係者・

協力者２００名超に対して、コロンビアへの入国を禁止

したと発表した。 

 

コロンビア移民管理局のクリスティアン・クルーガー局

長は、 

「コロンビアは、リマグループの加盟国として平和的な

解決を求める。今後、この数は更に増える可能性がある。

入国禁止の対象になっているのは、マドゥロ大統領、デ

ルシー・ロドリゲス副大統領、ディオスダード・カベジ

ョ制憲議長などだ。 

 

我々は、様々な理由から入国禁止者のリストの公表を控

えることにした。現在はマドゥロ政権の協力者だが、今

後は我々の協力者になる可能性もある。」 

と発言。 

 

マドゥロ政権の内通者として協力する与党関係者には

入国禁止措置を解除することを示唆した。 

 

経 済                        

「ボルトン大統領補佐官 Citgo 役員と面談」           

 

１月３０日 ボルトン大統領補佐官（国家安全保障問題

担当）は、PDVSA の米国子会社 Citgo の役員らと面談

した。 

 

対話の内容について明らかにされていないが、ボルトン

大統領補佐官は「生産的な会合だった」と評価している。 
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（写真）ボルトン大統領補佐官ツイッター 

“Citgo 役員との面談を投稿” 

 

「PDVSA 債保有者 制裁について説明求める」         

 

新興国のマーケット情報サービス会社「Redd Latam」

は、PDVSA 社債の保有者が、米国政府に対して１月２

８日に科した制裁について情報補足を求めていると報

じた。 

 

制裁では、PDVSA 社債の売買を禁止するように読める

が、同時に取引が可能としている。関係者はこの記載内

容が何を意味しているのか判断しかねているようだ。 

 

「Redd Latam」が証券関係者から入手した情報による

と、これは米国政府の単純な記載ミスだという。 

 

同制裁を作成した OFAC 職員は、ロシアに科した制裁

文を用いて、今回の制裁文を作成したようで、内容を十

分に精査しなかったと語り、今後、Q＆A サイトで、

PDVSA社債の市場取引を禁止する意図はないとの情報

が掲載されるのではないかと推測した。 

 

 

別の証券関係者は 

「トランプ政権は大急ぎで今回の制裁を作成した。制裁

文の内容はひどいものだ。」 

と語った。 

 

なお、PDVSA 社債は１月３１日時点でも引き続き売買

可能のようだ。 

 

「８９回目 DICOM 為替レート変わらず」                  

 

１月３０日、８９回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは、８８回目と変わらず１ドル BsS.３，

２９９．１２。  

 

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、DICOM レートは変動がなく、しばらく

はこのレートで維持するものとみられる。 

 

なお、並行レートの参考サイト「Dolar Today」の１月

３０日時点のレートは１ドル BsS.３，１９６．１２と

DICOM レートより少しボリバル高となっていたが、３

１日時点では１ドル BsS.２，７１５と差が開いた。 

 

DICOM レートの方が並行レートを引き離す、これまで

には見られない現象が起きている。 

 

なお、Interbanex の参考レートは１ドル BsS.３，２００

から１ドル BsS.２，６００に下落。並行レートの動きと

同じような動きを示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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今回の DICOM の外貨供給額は少なく、ドル建てで９

万４，９９３．２３ドル。 

 

外貨割り当ては、法人６社に対してドル建てで５万８，

３１０ドル、個人７６名に対してドル建てで３万６，６

８３．２３ドルが割り当てられた。  

 

１２月から DICOM を通じて供給されるドルは１００

万ドルで推移していたが、最近は割り当てが減っている。 

 

これはドル供給が少ないことが理由かもしれないが、ド

ル需要側の問題の可能性もある。「Dolar Today」

「Interbanex」では、１月３１日付けの為替レートが１

ドル BsS.２，７００前後となっており、DICOM レート

が外貨を必要とする者にとって割高なものになってい

るのかもしれない。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、通信業者の

「Corporacion Digitel」で２万ドル。債務返済が目的。  

 

２番目が「Envases Venezolanos」で１．３万ドル。原材

料輸入が目的だった。 

３番目が生活品メーカー「SC Johnson and son de 

Venezuela」で１．２万ドル。原材料輸入が目的。 

 

社 会                        

「供給不安からガソリンスタンドに長蛇の列」           

 

１月２８日に米国政府が PDVSA に科した制裁により、

米国企業はベネズエラ向け原油・石油製品の輸出が困難

になるとされている。 

 

ベネズエラ産原油は、超重質油と呼ばれる純度の低い原

油が多い。超重質油をガソリンなどの製品として使用す

るためには製油所に大規模な設備投資を行うか、希釈剤

で原油を薄める必要がある。 

 

長引く経済混乱の中、PDVSA 施設は最低限のオペレー

ションを継続するためのメンテナンスも不十分で、大規

模な投資は困難。 

 

コンデンセートやナフサなど希釈剤を使用しているが、

その希釈剤の多くを米国から輸入している。 

 

今回の制裁を受けて、ベネズエラはすぐにでもガソリン

が供給できなくなると懸念されており、供給懸念からガ

ソリンスタンドに長蛇の列が出来ているという。 

 

もちろんガソリン不足は一般市民の生活に影響を与え

るだけではない。物流業者、トラクターを使用する農業

関係者など経済活動にも深刻な影響が懸念されている。 

 

ロイター通信によると、今回の米国による制裁について、

ベネズエラ国内では賛成、反対が分かれているようだ。 

 

２０１９年１月３１日（木曜）             

政 治                       

「欧州議会 グアイド議長の暫定大統領承認      

 ～選挙実現のため南米諸国とグループ結成～」        

 

１月３１日 欧州議会は、賛成多数でファン・グアイド

国会議長を暫定大統領と認めた。投票結果は賛成４３９

名、反対１０４名、棄権８８名だった。 

 

欧州議会は同地域の立法権を司る組織で、EU 立法権は

グアイド議長を暫定大統領と認識したことになる。 

 

先週、スペイン、イタリア、英国、ドイツ、オランダ、

ポルトガルの政府代表がマドゥロ政権に対して、８日以

内に大統領選の実施を宣言するよう求め、期日内に宣言

がない場合はグアイド議長をベネズエラの暫定大統領

と認める可能性について言及していた。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月３０日～１月３１日報道             No.２４７   ２０１９年２月１日（金曜） 

6 / 9 

 

１月３１日 スペインのボレロ外相は、来週月曜にはス

ペイン政府はグアイド議長を暫定大統領と認識するこ

とになるだろうと言及している。 

 

ベネズエラ問題について、スペインは EU で最も影響力

がある。スペイン政府がグアイド議長を暫定大統領と認

識することで、他の国も同様のスタンスをとることにな

りそうだ。 

 

なお、ポルトガルやギリシャは、マドゥロ政権と比較的

良好な関係を維持しており、この２国はグアイド議長を

暫定大統領と認識しない可能性がある。 

 

このように、欧州連合としてグアイド議長を暫定大統領

と認識する方向にあるが、これまでの通り、選挙による

問題解決の方針自体は大きく崩していない。 

 

１月３１日 欧州連合のフェデリカ・モゲリーニ外交委

員長は、ラテンアメリカ諸国と共同で問題解決に向けた

コンタクトグループを組織すると発表。 

 

欧州からフランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポル

トガル、スウェーデン、オランダ、英国が参加する。ま

た、ラテンアメリカからは少なくともエクアドル、コス

タリカ、ウルグアイ、ボリビアが参加する予定。 

 

ラテンアメリカ側は親マドゥロから中立国、反マドゥロ

まで異なる政治スタンスを持つグループが参加するよ

うだ。 

 

同組織を発足する理由について、民主的な選挙を実施す

るためだと説明した。 

 

また、同グループは試験的に９０日間機能するとしてお

り、有効に機能しないようであれば解体する可能性があ

ると説明した。 

 

 

「カプリレス グアイド議長の大統領就任に言及    

 ～私を含め多くの野党関係者にとって驚き～」           

 

１月３１日 元ミランダ州知事のエンリケ・カプリレス

氏が、AFP の取材でグアイド議長の大統領就任につい

て言及した。 

 

 

Q：どのように現状に至る準備をしたのか？ 

 

A： 

１月５日 グアイドが国会議長に就任した際、暫定大統

領就任を宣誓するべきではないと多くの野党関係者が

考えていた。 

 

暫定大統領就任の宣言が、政治的な対立を深化させるこ

とを懸念していた。暫定大統領就任の宣言は国会を解体

させると考えていた。 

 

１月２３日のグアイドの宣言は、私も含めて多くの野党

関係者にとって驚きだった。 

 

Q：グアイドはどのような人間か？ 

 

A：彼は合理的な人間だ。急進派ではないし、狂ってい

るわけでもない。暴力的な人間ではないし、中立的な人

間だ。 

 

Q：国際社会がここまで支持すると考えたか？ 

 

A：これまで野党は多くの国際社会が野党を支持してい

ると言っていた。しかし、これは真実ではなかった。我々

を支持していたのはブラジル、米国、コロンビア、米州

機構のアルマグロ事務局長くらいだった。 

しかし、グアイド議長の大統領就任宣言は国際社会から

多くの支持を得たことに驚いている。 
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Q：その支持が無ければグアイドは拘束されていた？ 

 

A：おそらく拘束されていた。マドゥロ政権は拘束する

ための権力を持っている。 

 

Q：マドゥロは米国と野党によるクーデターだと訴えて

いるが、この点について、どのように考えるか？ 

 

A：彼らは自分たちを被害者だと思い込ませようとして

いる。マドゥロが選挙で選ばれた正当な大統領で、グア

イドは誰からも選ばれていないと訴えている。しかし、

それは事実ではない。 

 

グアイドは、ベネズエラ憲法に従い選出された国会議員

であり、国会議長だ。 

 

１８年５月の大統領選は主要な野党政治家は全て選挙

に出馬できなかった。そんな選挙に勝つことは極めて容

易なことだった。 

 

そうであれば、誰がマドゥロを選んだのか？誰も彼を大

統領に選んでいない。あの選挙は虚偽の選挙だ。その虚

偽の選挙について、国会が否定し、憲法に準じた処置を

とったことになる。 

 

Q：グアイドは野党を統一させることができるか？ 

 

A：野党の第一目的はなんだろうか？国を変えることだ。 

これまで野党の中で様々な議論があった。全ては政治を

変え、ベネズエラに民主主義を取り戻すためだ。 

 

その意味で、グアイドがしたことはベネズエラ国民に希

望を持たせた。現政権は解体に向かっている。 

 

 

 

 

 

Q：野党はどのようにマドゥロに圧力をかけていくの

か？ 

 

A：現在、ベネズエラ国内はマドゥロ政権を認めないと

宣言していない。企業連合（Fedecamaras）もキリスト

教会も労働組合も誰も「マドゥロ政権をベネズエラの政

府と認めない」と発言していない。 

彼らは国会を認識するとは言っている。しかし、そこま

ででそれ以上踏み込んでは無い。そこまで踏み込まなけ

れば、マドゥロ政権は国内をコントロールできる。 

 

 

と語った。 

 

経 済                       

「GOLD１５トンをアラブ首長国連邦に輸出？」            

 

ロイター通信は、ベネズエラ中央銀行が、アラブ首長国

連邦に対して GOLD１５トンを販売し、現金化するつ

もりだと報じた。 

 

１８年１１月１日 米国政府はベネズエラの GOLD 取

引に制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.210」１

１月１日付の記事参照）。 

 

米国政府の制裁は、あくまで米国司法域内のものだが、

ベネズエラ政府から GOLD を購入し、マドゥロ政権を

資金的に支援する国は人権侵害を支援していると暗黙

（？）の圧力をかけている。 

 

米国の制裁の影響からか、英国銀行は、ベネズエラ中央

銀行が同行に預けている GOLD の引き出しを拒否して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.245」１月２５日付の

記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
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ロイター通信によると、アラブ首長国連邦との取引は数

日中に行われ、２月中に合計２９トンの GOLD が販売

されるとしている。 

 

アラブ首長国連邦への GOLD 輸出に関する報道は今回

が初めてではない。少なくとも１８年３月にも報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.117」３月２９日付

の記事参照）。 

 

また、IMF の貿易データベースでは、１８年に大量の

GOLD が輸出されたことが確認できるが、本件につい

てはほとんど報じられておらず、IMF 側のミスの可能

性も否定できない。 

 

ベネズエラ中央銀行は、アラブ首長国連邦以外にトルコ

にも GOLD を輸出しており、ロイター通信は１８年中

にトルコに対して９億ドル相当の GOLD を輸出したと

報じている。 

 

「国内口座間での外貨送金を認める」         

 

１９年１月３０日付の官報４１，５７５号で、ベネズエ

ラ中央銀行は、ベネズエラ国内に保有するドル口座間の

送金行為を許可した。 

 

実は、２０１７年６月（１７年６月１６日付の官報４１，

１７４号）にも、中央銀行は同じような法令を発行した

が、法制度が整わないまま、米国政府から金融制裁を受

け、雲散霧消していた。 

 

マドゥロ政権は、１ドル BsS.３，３００で為替レートを

固定。一方、Interbanex を通じた政府外の外貨取引を認

めるなど、為替制度の柔軟化にも努めているようだが、

どのような顛末になるのかは不透明な状況と言える。 

 

 

 

「PetroChina PDVSA とのプロジェクト凍結」         

 

ロイター通信は、PetroChina が PDVSA と共同で１０

０億ドルを投資し、中国南部に建設を予定していた石油

化学工場の投資計画から PDVSA を排除したと報じた。 

 

ロイター通信が、PetroChina 関係者から入手した情報

によると、PDVSA を同計画から排除した理由は、

PDVSA 自身のオペレーションの問題と、米国政府によ

る制裁の二次被害を避けるためとされる。 

ただし、米国による制裁よりも PDVSA 自身のオペレー

ションの問題の方が大きいと言及した。 

 

PetroChina 本社の匿名関係者は、 

「PDVSAを我々の共同プロジェクト運営者とすること

はない。少なくともベネズエラが今のような状態では、

数年単位で検討することはないだろう。」 

と語ったという。 

 

「マドゥロ Citgo 職員のベネズエラ送還を検討         

     ～チャプター・イレブン適用の噂～」         

 

１月２８日 米国政府は PDVSA に追加制裁を科した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」１月２８日付の記事

参照）。 

 

最も大きな制裁内容は、PDVSA が原油輸出により得ら

れる収入は米国の凍結口座に入金され、マドゥロ政権側

が引き出すことはできないという内容。Citgo 自身は期

限付きで米国企業との活動を許可されているが、今後の

活動を抜本的に見直す必要に迫られている。 

 

１月３１日 マドゥロ政権が Citgo の駐在員に対して、

２月末にはベネズエラに帰任するよう指示を出したと

報じられた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a67cdc0f52703f900efd6121d131607.pdf
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マドゥロ政権は、米国との外交関係悪化を受けて、米国

内のベネズエラ大使館職員を本国に戻すと決定。 

これまで、２名の在米国ベネズエラ外交官が、マドゥロ

政権からの離反意志を示している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.245」「No.246」参照）。 

 

Citgo 職員内でもベネズエラに帰国したくない、あるい

はマドゥロ政権に本心からは追随していない駐在員が

離反の意を示す可能性が高い。 

 

なお、グアイド議長は Citgo 職員に向けてツイッターを

投稿。 

「Citgo で働く兄弟達に：国会は、あなた方に仕事を続

けることが可能だと訴える。全ての国民は、ベネズエラ

を立て直すために必要だ。ベネズエラの石油産業を救う

ためにあなた方の協力が欠かせない。」 

と訴えた。 

 

１月２８日  グアイド議長は暫定大統領として、

PDVSA と Citgo の役員を任命する意志を示していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

このような状況の中、１月３１日 米国紙「The Wall 

Street Journal」は、Citgo が米国政府に対して倒産保護

（Proteccion de Bancarota）を検討していると報じた。 

 

この「Proteccion de Bancarota」が何を意味しているの

かはっきりしていないが、恐らく「連邦倒産法第１１章

（通称、チャプター・イレブン）」を意味していると思

われる。日本でいう民事再生法に相当する。 

 

本稿「ボルトン大統領補佐官 Citgo 役員と面談」の通

り、１月３０日にボルトン大統領補佐官が Citgo 役員ら

と面談している。 

 

 

 

 

米国政府は Citgo をグアイド議長のコントロール下に

置こうとしており、Citgo を PDVSA 債権者から保護し

ようとしている可能性がある。 

 

Citgo は米国に３つの製油所（レイク・チャールズ、コ

ープス・クリスティ、レモント）を持つ。３製油所の合

計精製能力は日量７４．９万バレル。従業員数は全体で

少なくとも３，９００名。米国内でも屈指の規模の会社。 

 

Citgoの動きは米国経済にも少なからず影響を与えるこ

とになり、米国政府としては慎重な対応が必要だろう。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf

