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（写真）SAHARA GROUP “Lukoil などに代わる新たなベネズエラ産原油の購入者とされる Sahara Group” 

 

 

 

２０１９年３月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「制憲議会 省庁再編を承認」 

「欧州南米会合 マドゥロ政権の野党抑圧を非難」 

「新国際組織「プロスール」 初会合を実施 

～ウナスールの対抗組織的な意味合い強い～」 

「グアイド議長 アンソアテギ州で反政府集会」 

経 済                     

「米国政府 BANDES など国営銀行に制裁」 

「中国 ハウスマン氏の外交ビザ発行を拒否 

～中国で実施予定だった BID 年次総会は延期～」 

「経済再生に７００億ドル必要」 

2019 年 3 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 大衆意志党をテロ集団と非難 

テロの主犯格を拘束したと発表」 

「野党の資金提供者を拘束」 

「ロシア軍用機、軍人 ベネズエラに到着」 

「マドゥロ大統領 閣僚交代の必要性を主張」 

経 済                    

「Lukoil、Trafigura に代わる新たな原油購入者」 

「アメリカン・エアライン １カ月運休延長」 

「Visa、Master 使用不可の影響予測 

～ベネズエラ国内居住者への影響は限定的～」 
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２０１９年３月２２日（金曜）             

政 治                       

「制憲議会 省庁再編を提案」            

 

３月２２日 制憲議会の領土統合常設委員会は、マドゥ

ロ政権に対して省庁の再編案を提案した。 

 

１週間ほど前にデルシー・ロドリゲス副大統領が、閣僚

を近日中に交代させると表明しており、これを受けた提

案と考えられる（「ベネズエラ・トゥデイ No.266」参照）。 

 

制憲議会は、各省庁の担当閣僚は担当分野の学術的な知

見がある専門家にするべきだと提案している。 

この提案通りになるのであれば、経済分野を中心に軍人

閣僚が縮小する可能性がある。 

 

また、継続性を確保するため閣僚は少なくとも１年間は

継続して職務を遂行するべきだと提案している。 

 

他、具体的に以下の省庁について再編を提案している。 

 

・農業土地省、漁業養殖省、都市農業省の統合。 

 

・環境社会省、水資源省、鉱物開発省の統合。 

 

・文化省、若者省、スポーツ省、先住民省の統合。 

 

・公共事業省、運輸省の統合。 

 

・内務司法平和省を内務省と司法人権省に分離。 

 

・コミューン省の廃止。および各省庁がコミューンをベ

ースにしたプランを計画する。 

 

・分野別の担当副大統領を廃止する。 

 

 

「欧州南米会合 マドゥロ政権の野党抑圧を非難」         

 

３月２２日はベネズエラに関連して２つの国際会合が

開催された。 

 

１つ目は国連の会合がアルゼンチンで開催された。 

先進主要国と南米各国が経済協力の可能性について議

論することが目的。 

 

同会合の中でベネズエラの状況について議論に上り、１

８カ国がマドゥロ政権を違法な政権であると認識する

声明を発表した。 

 

同声明を発表したのはアルゼンチン、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュ

ラス、パナマ、パラグアイ、ペルー、オーストラリア、

ジョージア、イスラエル、米国、英国、韓国、ドミニカ

共和国の１８カ国。 

 

この声明に対して在アルゼンチン EU 大使を強める

Aude Maio-Coliche 大使も呼応し、自由で透明な選挙の

実施を求めた。 

 

「新国際組織「プロスール」 初会合を実施      

 ～ウナスールの対抗組織的な意味合い強い～」                  

 

２つ目の国際会合は「プロスール」の首脳会合がチリで

開催された。 

 

同会合にはチリ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、

エクアドル、ペルー、パラグアイの国家元首が出席。 

 

他にガイアナ、ウルグアイ、ボリビアの代表者もオブザ

ーバーとして出席している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
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同組織はベネズエラの呼びかけで発足したウナスール

を代替する組織として発足しており、反マドゥロ政権国

的な意味合いが強い。 

 

プロスールの会合に参加したブラジルのボルソナロ大

統領は「ベネズエラ独裁政権は軍人や麻薬の密売人が政

策を決定している。１，０００人以上のキューバ人テロ

リストがベネズエラを支援している。」 

とマドゥロ政権を非難。一方で、軍事介入の可能性につ

いては否定した。 

 

また、コロンビアのドゥケ大統領はマドゥロ政権の孤立

化について議論したことを明らかにした。 

 

「２月２３日の人道支援物資受け入れの一件以降、複数

の国でベネズエラについて議論をしてきた。我々は軍人

に対して、民主主義を支持し、マドゥロ独裁政権の実効

支配を終わらせるようメッセージを送る。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）チリ外務省 

“３月２２日 プロスールに出席した南米首脳” 

 

なお、ベネズエラ（故チャベス元大統領）のイニシアテ

ィブで発足したウナスールは、１８年にアルゼンチン、

ブラジル、コロンビア、チリ、ペルー、パラグアイが離

脱を表明。 

 

１９年にはエクアドルも離脱を表明し、キトのウナスー

ル本部も解体することになった。 

 

現時点で、ウナス－ルからの離脱を表明していない国は

スリナム、ウルグアイ、ボリビア、ベネズエラの４カ国

のみとなっている。 

 

「グアイド議長 アンソアテギ州で反政府集会」                  

 

先週からグアイド議長は地方へ遊説し、政権交代の機

運を高めている。 

 

３月２１日 グアイド議長の右腕とされていたロベル

ト・マレロ大統領担当官が SEBIN に拘束された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.267」参照）。 

 

本件を受けてグアイド議長はマレロ氏の自宅を訪問す

るなど当初の予定に変更が生じたが、３月２２日から

は再び地方遊説に戻った。 

 

３月２２日の遊説先はアンソアテギ州（下の写真）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf
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演説でグアイド議長は 

「我々がしなければいけないことは団結を維持するこ

とだ。独裁者は我々に何も与えてくれない。独裁者は

穏やかに政権を放棄することはない。この点について

我々はしっかりと認識している。 

我々は指をくわえて現状を見ていることはできない。

団結を維持し、必要な圧力をかけ続けなければならな

い。」 

と団結とマドゥロ政権への圧力強化を訴えた。 

 

なお、団結を訴えた理由は３月２２日にホルヘ・ロド

リゲス情報通信相がロベルト・マレロ大統領府担当官

をテロリストと訴えたことが理由と思われる。 

 

ロドリゲス情報通信相は、大衆意志党幹部グループの

チャットとされるメールのやり取りを公開。 

メールには、チャベス政権下での汚職の主犯格とさ

れ、野党支持者から嫌われているラファエル・ラミレ

ス元 PDVSA 総裁と野党が裏でつながっていると理解

できる投稿があった。 

 

なお、１週間ほど前からグアイド議長は人道支援物資

を配給している。この物資がどのように到着している

か、どのくらいの量を配給しているのかは不明。 

 

 

 

経 済                        

「米国政府 BANDES など国営銀行に制裁」            

 

米国政府は、グアイド議長の右腕のロベルト・マレロ大

統領府担当官拘束に対する制裁措置として、ベネズエラ

の国営金融機関である「国家開発銀行（BANDES）」と

政府系の金融機関４行を新たに制裁リストに加えた。 

 

BANDES は中国・ベネズエラ共同基金の融資を管理す

る金融機関。同組織は長年シモン・セルパ財務相が総裁

を務めている。 

 

BANDES と同時に制裁された関連組織は 

「Banco Bandes Urguay SA」 

「Banco Bicentenario」 

「Banco de Venezuela」 

「Banco Prodem（ボリビア・オフィス）」 

 

「Banco Bicentenario」、「Banco de Venezuela」はベネ

ズエラでも一般の法人・個人が口座を持っている。日本

企業でも同行に口座を持っている企業がありがとうご

ざいます。るだろう。 

 

日本企業は米国の制裁対象ではないものの、二次被害の

可能性は完全には否定できない。 

 

また、上記の銀行経由で外国に送金することは不可能に

近いだろう。 

 

ムニューシン財務長官は制裁について 

「マドゥロとその仲間は引き続きベネズエラの組織を

悪用している。マドゥロ政権の構成員は BANDES とそ

の関係組織を通じて外国に送金を行っており、マドゥロ

政権を存続させている。」 

と説明した。 
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「中国 ハウスマン氏の外交ビザ発行を拒否      

 ～中国で実施予定だった BID 年次総会は延期～」         

 

３月２２日 米国のペンス副大統領は、中国政府がベネ

ズエラの米州開発銀行（BID）代表に選ばれたリカルド・

ハウスマン氏の外交ビザの発行を拒否したと訴えた。 

 

BID は、米州各国の経済発展のために融資など資金的な

サポートを行う国際金融機関。 

 

野党が多数派を占める国会は、BID のベネズエラ代表大

使として、ハーバード大学教授で、チャベス政権前には

企画相を務めたこともあるリカルド・ハウスマン教授を

任命。 

３月１５日には BID の規定にしたがってハウスマン教

授が BID のベネズエラ代表大使に就任していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.266」参照）。 

 

３月２８日～３１日にかけて中国の成都市で BID の年

次総会が開催される予定だった。 

 

同会合に参加するためハウスマン教授は外交ビザを申

請したが、マドゥロ政権をベネズエラの代表と認識する

中国政府は国会の任命した BID 代表を受け入れること

ができないとビザ発給を拒んだようだ。 

 

今回の一件を受けて中国での BID 年次総会は延期され

た。次回の開催予定日は現時点で未定となっている。 

 

ペンス副大統領は 

「中国がベネズエラ国民の民意を無視して、再び自国の

利害に固執した。中国はベネズエラのリカルド・ハウス

マン代表大使へのビザ発行を拒否することで、国際的な

民主主義の発展を阻害した。このような事態は歴史上初

めてだ。」 

と中国の姿勢を非難した。 

 

「経済再生に７００億ドル必要」                  

 

経済学者でハーバード大学の教授を務めているミゲル・

アンヘル・ドス・サントス氏とリカルド・ハウスマン教

授は、AFP 通信の取材に対応。 

 

ベネズエラが２０１２年時点の経済状況に戻るために

は６００～７００億ドルの資金が必要になると説明。 

これらの資金は外国からの融資や寄付で工面したいと

した。 

 

ハウスマン教授はベネズエラの経済再生のために数年

前から準備をしており、政権交代後はすぐに行動に移す

ことが出来ると自信を示した。 

 

また、多国籍金融機関や政権交代後に資金的なサポート

をしてくれる組織と継続的な会合をしていると語った。 

 

２０１９年３月２３～２４日（土曜・日曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 大衆意志党をテロ集団と非難     

       テロの主犯格を拘束したと発表」       

 

３月２３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、グアイ

ド議長が所属する大衆意志党（VP）をテロ集団と非難

した。 

 

特に、レオポルド・ロペス VP 党首、 

フレディ・ゲバラ氏（チリ大使館に保護されている）、

カルロス・ベッキオ氏（野党が指名した米国代表大使）、

セルヒオ・ベルガラ議員 

フレディ・スペルラノ議員（国会財務委員会メンバー）、

ファン・プランチャート氏 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
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の６名がエルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラな

ど中央アメリカの刺客を雇いベネズエラに社会混乱を

起こそうとしていると訴えた。 

また、この刺客はコロンビア政府の庇護のもと、コロン

ビアでトレーニングを受けていたと主張した。 

 

また、テログループの主犯格である Wilfrido Torres 

Gomez 氏という男性（下の写真の人物）を拘束したと

発表した。 

 

 

 

「野党の資金提供者を拘束」              

 

その翌日２４日に上記でテログループとして名指しし

たファン・プランチャート氏を拘束した。ホルヘ・ロド

リゲス情報通信相は、プランチャート氏が野党の資金提

供者だったと訴えている。 

 

報道によると、プランチャート氏は石油・ガス分野の専

門家で Rosneft の法務アドバイザーを務めていた。 

また、過去には ENI の法務部ダイレクターを強め

PDVSA、Schlumberger、Haliburton などとの交渉役を

務めていたようだ。 

 

 

（写真）Maduradas 

“政府に拘束されたファン・プランチャート氏” 

 

なお、ベネズエラが原油高で好景気だった当時、汚職の

輪に入り大もうけをした人物を描いたノン・フィクショ

ン小説「ファン・プランチャードの冒険」という小説が

ある。名前は偽名のはずだが、同氏と名前が全く同じな

のは何らかの縁があるのかもしれない。 

 

「ファン・プランチャードの冒険」については「ウィー

クリーレポート No.52」で内容を紹介している。 

 

「ロシア軍用機、軍人 ベネズエラに到着」         

 

３月２３日 「技術的な契約」との理由で、ロシアの軍

用機 2 機がベネズエラに到着した。 

 

駐ベネズエラ・ロシア大使館がロシアのメディア

「Sputnik」に明らかにした。 

 

駐ベネズエラ・ロシア大使館は 

「ベネズエラに到着した軍用機は２機。ロシアは軍部関

連でベネズエラと複数の技術契約を締結しており、ベネ

ズエラに物資を送っている。 

契約に則り数年前から行っていたことで、今回の軍用機

の到着は怪しいことではない。」 

と説明したが、目的や軍用機に載せていた物資など詳細

については語らなかったという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d9492098bad8dc681a259b6c07655ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d9492098bad8dc681a259b6c07655ac.pdf
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ベネズエラの現地報道によると、９９名のロシア軍人が

３５トンの貨物を運んできたという。 

 

１週間ほど前、マドゥロ大統領が近日中にロシアから医

薬品が届くと発表していた。その言葉が正しければ、３

５トンの貨物は医薬品の可能性がある。 

 

「マドゥロ大統領 閣僚交代の必要性を主張」         

 

３月２３日 マドゥロ大統領は与党支持者集会で演説

を実施。 

 

数時間内に抜本的な閣僚交代を発表すると述べた。 

 

「私は全ての閣僚に好感を持っている。これまでの貢献

に感謝をしている。しかし、チームを調整する時が来た。

ベネズエラ・ボリバル革命を再編する時が来た。数時間

内に抜本的な閣僚交代を発表する。 

 

我々は官僚主義的なシステムを廃止し、国民の問題を解

決するため大きな変革を必要としている。全ての閣僚に

対して感謝をしている。」 

と述べた。 

 

また、 

「時にはつらい決断をする必要がある。しかし、変化し、

状況をより良くするためにはリフレッシュが必要な時

がある。」 

と閣僚交代は難しい決断であるとの認識を示した。 

 

経 済                       

「Lukoil、Trafigura に代わる新たな原油購入者」            

 

米国の制裁により、PDVSA からの原油購入を自粛する

企業が増えている。 

 

 

現地メディア「Infobae」は、「Trafigura」や「Lukoil」

などは米国の制裁を避けるため PDVSA との取引を控

えると報じている。 

 

PDVSA は新しい原油購入者を探しており、報道では新

たな原油購入者として「Sahara Energy International Pte 

Ltd」「MS International Corp」「Melaj Offshare Corp」。

これらの会社は３月～４月にかけて３００万バレルを

PDVSA から購入するとされている。 

 

「アメリカン・エアライン １カ月運休延長」         

 

３月１５日 アメリカン・エアラインはカラカス－マイ

アミ間、マラカイボ－マイアミ間の運航を休止すると発

表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.266」参照）。 

 

当初は３月２５日まで運休すると発表していたが、運休

期間を１カ月延長すると発表した。 

 

「Visa、Master 使用不可の影響予測           

 ～ベネズエラ国内居住者への影響は限定的～」              

 

１週間ほど前から、米国政府がベネズエラ国内での Visa、

Master Cardの使用を制限する制裁を検討していると報

じられている。 

 

仮に Visa、Master Card の使用が制限された場合、どの

ような影響が考えられるのかを EFE がベネズエラの経

済専門家にヒアリングした記事を紹介したい。 

 

Econometrica のエンケル・ガルシア氏は、 

「Visa、Master Card の使用が禁止されれば外国のカー

ドがベネズエラ国内で使用できなくなる。ドルをマドゥ

ロ政権の手に渡さないようにすることが狙いだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
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ベネズエラ国内のカードの使用について言えば、Visa、

Master Card が使用できないことの影響は限定的だろ

う。」 

と述べた。 

 

他 Datanalisis のビセンテ・レオン代表は 

「ベネズエラの決済制度は完全にベネズエラ独自もの

だ。ベネズエラの銀行のカードに Visa や Master のマー

クが無くなるかもしれないが、国内でのカード決済には

得に影響はないと考えている。従って、ベネズエラ居住

者への影響は限定的だろう。」 

と述べた。 

 

以上 

 

 

 


