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（写真）グアイド議長ツイッターより抜粋 “３月７日 カラカス首都区含む全国２３州中１８州が停電” 

 

 

２０１９年３月６日（水曜） 

 

政 治                     

「国連 ベネズエラに正式にミッション団派遣 

～バチェレ難民高等弁務官 米国の制裁非難～」 

「米国 １７年から２５０名超に個人制裁 

～金融支援をする外国組織にけん制～」 

「マドゥロ政権 ドイツ大使に国外追放措置」 

経 済                     

「PDV Marina 海上輸送危機を宣言」 

「PDVSA 露 RUSFINCORP の口座を使用 

～RUSFINCORP は米国の制裁対象～」 

「FIBA 代表 制裁でベネズエラ送金が困難」 

２０１９年３月７日（木曜） 

 

政 治                    

「米国 ベネズエラ人の亡命申請７．４万人 

～米議員 ベネズエラ移民の特別待遇提案～」 

「故チャベス元大統領の兄 キューバ大使就任」 

経 済                    

「ニカラグア ALBANISA 傘下の銀行買い取り」 

「IMF ベネズエラの大統領を決めていない」 

「アムアイ製油所で火災発生」 

社 会                     

「カラカス含む１８州で大停電」 

「元軍人 汚れ仕事はコレクティーボに依頼」 
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２０１９年３月６日（水曜）             

政 治                       

「国連 ベネズエラに正式にミッション団派遣      

 ～バチェレ人権高等弁務官 米国の制裁非難～」       

 

３月６日 ミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官は会

合で、ベネズエラの状況を確認するため、ミッション団

を派遣すると発表した。 

 

ミッション団は、３月１０日（日曜）にベネズエラ入り

し、約１０日間にわたりベネズエラの関係者と会合を持

つ。帰国後に改めて人権高等弁務官の会合を実施。報告

書を作成する予定だという。 

 

ミッション団の構成員の経歴を見る限り、基本的にはマ

ドゥロ政権に批判的なメンバーが多い印象。 

 

バチェレ弁務官はミッション団の派遣について、 

「私の役割は全ての関係者と会って話を聞くことだ。片

方からの意見を聞くだけでは私の役割を果たしていな

いと考えている。我々は偏見のない報告書を作成できる

と確信している。」 

と与野党双方と協議の場を持つ考えを示した。 

 

また、同日バチェレ弁務官は、ベネズエラで人権が侵害

されており、社会経済に悪化が起きているとマドゥロ政

権を暗に非難する一方で、米国の制裁が状況を更に悪化

させているとの見解を示した。 

 

「ベネズエラでは明らかに政治、市民への侵害が行われ

ている。基本的な人権が尊重されていない。また、公権

力の独立性も確保されていない。この状況がベネズエラ

の社会、経済を悪化させている。 

経済悪化は国民の抗議行動や圧力を強化し、ベネズエラ

の状況を悪化させている。 

 

そして、この状況は制裁により更に悪化している。ベネ

ズエラ情勢の悪化により国を離れるベネズエラ人が急

増しており、南米地域の問題となっている。」と言及し

た。 

 

米国の制裁がベネズエラの経済情勢を悪化させる一因

になっていることは明白ではあるが、制裁強化を通じて

政権交代を目指す米国、野党関係者はバチェレ弁務官の

発言を強く非難している。 

 

欧州議会で人権委員会副代表を務めるベアトリス・バラ

エス氏はバチェレ弁務官の発言を受けてツイッターで 

「バチェレ氏へ：あなたはベネズエラの状況を理解する

ために多くの宣言を読まなければいけない。制裁を非難

するあなたの発言は強権政治の味方になることだ。自分

の役割を果たす意思がないのであれば、出ていけ。」 

と投稿した。 

 

グアイド議長は記者からバチェレ弁務官の発言につい

て質問されると 

「制裁がベネズエラの状況を悪化させているとの主張

は間違いだ。制裁はベネズエラの汚職政権を対象として

いる。さらに言えば、制裁は１９年１月２８日に科せら

れた。ベネズエラはそれよりも前から経済が悪化してい

る。」とコメントした。 

 

また、米国で制裁強化を訴えるマルコ・ルビオ議員は公

聴会で 

「ベネズエラはラテンアメリカでも有数の裕福な国だ

った。しかし現在は電気も産業もない。医薬品も食料も

ない。制裁が要因だと考える人がいるが、それは間違い

だ。ベネズエラの経済が悪化したのは現政権が泥棒だか

らだ。」と反論した。 
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「米国 １７年から２５０名超に個人制裁         

     ～金融支援をする外国組織にけん制～」         

 

３月６日 米国のペンス副大統領は、AFP 通信の取材

を受け、マドゥロ政権を支援する７７名の米国ビザを剥

奪したと発表した。 

 

「本日、米国政府は７７名のビザを剥奪した。その中に

はマドゥロ政権の公務員とその家族が含まれる。 

米国は２０１７年から２５０名超のビザを取り消して

いる。マドゥロ政権が力尽き、ベネズエラに民主主義が

戻るまで我々は努力を続ける。 

 

ニコラス・マドゥロは正当性もなく政権を奪っている独

裁者だ。政権はなくならなければいけない。 

 

米国政府は外国の金融機関に対してマドゥロ政権関係

者との取引は汚職に加担する懸念があるため、彼らに利

益をもたらす取引をしないよう通達している。」 

とコメントした。 

 

米国政府は先週金曜にもマドゥロ政権をサポートする

関係者４９名および軍高官６名に個人制裁を科したと

発表している（「ベネズエラ・トゥデイ No.260」３月１

日付の記事参照）。 

 

なお、この制裁対象者の名前は公表されていない。 

 

「マドゥロ政権 ドイツ大使に国外追放措置」                  

 

３月６日 マドゥロ政権は駐ベネズエラ・ドイツ大使の

Daniel Martin Kriener 大使を「ペルソナ・ノン・グラタ

（歓迎されない人物）」に指定。４８時間以内にベネズ

エラから退去するよう命じた。 

 

 

 

ベネズエラ外務省通達によると、同大使が追放される理

由は 

「繰り返しベネズエラの内政問題に干渉したため。外国

の外交官が自身の政治的意思を理由にベネズエラの内

政問題に介入し、急進野党に加担することを容認できな

い。」としている。 

 

３月４日 グアイド議長がマイケティア空港に到着し

た際、欧米大使もマイケティア空港に集まり、グアイド

議長は外交官車両に護衛されながらカラカス市内に到

着した。この一連の行動はドイツ大使の呼びかけと報じ

られている。 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

“ドイツ大使の国外追放措置を発表” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e56aa2c43a2baddec8cdd38cfde807c.pdf
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これを受けて、ドイツ外務省は Kriener 大使の本国召還

を命じた。ドイツはグアイド議長をベネズエラの暫定大

統領と認識しているため、マドゥロ政権の指示というよ

りも、自国の命令で帰任する形を取っている。 

 

なお、ドイツ大使館は引き続きベネズエラで活動を継続

するとしており、経済担当官の Daniela Vogl 氏が

Kriener 大使の代行を務めるようだ。 

 

経 済                        

「PDV Marina 海上輸送危機を宣言」           

 

ロイター通信は、PDVSA のグループ会社「PDV Marina」

が海上輸送危機を宣言したと報じた。 

 

原油の輸送を担うドイツの「 Bernhard Schulte 

Shipmanagment（BSM）」からロイター通信が入手した

資料で発覚した。BSM の資料によると、１０隻のタン

カーで１６０名の人員不足が起きているという。 

 

「PDV Marina」は BSM に対して支払いを停止してお

り、これをうけて BSM は乗組員への給料を支払うこと

ができておらず、タンカーを運行させる人員が不足して

いるという。 

 

タンカー「Rio Arauca」「Parnaso」はポルトガルの港に

停泊しているが、港の使用料などが支払われないまま放

置されているという。 

 

また「ベネズエラ・トゥデイ No.259」にて、クラサオ

で海運業者の申請を受けて PDVSA のタンカーが差し

押さえられたとの記事を紹介した。このタンカーを運行

させていたのも BSM だという。 

 

 

 

 

「PDVSA 露 RUSFINCORP の口座を使用       

    ～RUSFINCORP は米国の制裁対象～」         

 

ロイター通信は、米国の制裁を受けて PDVSA およびベ

ネズエラ政府が「Russian Financial Corporation Bank

（RUSFINCORP）」に資金を移そうとしていると報じ

た。 

 

本件についてロシアの Dmitry Peskov 報道官は 

「法人口座の開設は大統領府の直接の仕事ではない」と

して、否定も肯定もしなかった。 

 

他方、RUSFINCORP 自身は「PDVSA やその他機関が

RUSFINCORP に口座を開設するとの情報は受け取っ

ていない。」と回答したという。 

 

２月に PDVSA と関係が深いロシアの金融機関

「Gazprombank」が PDVSA 口座を凍結する決定を下

したと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.254」

２月１６日～１７日付の記事参照） 

 

ケベド総裁はこの報道を否定しているが、事実だとすれ

ば、PDVSA が「Gazprombank」に代わる新たな金融機

関を探したとしても不思議ではない。 

 

ただし、RUSFINCORP はロシアの武器輸出会社

「Rosoboroneksport」の関係会社で、ベネズエラとは関

係なく既に２０１８年４月に米国政府の制裁対象にな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2a8eacb82a4addcbf353ac32cded22.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63442ec1cfd21e99ef9c7debe535383e.pdf
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「FIBA 代表 制裁でベネズエラ送金が困難」                  

 

フロリダ国際金融団体（FIBA）の David Schwartz 代表

は、米国政府の金融制裁がベネズエラとの決済を困難に

しており、制度が整っていない分、キューバよりも送金

は難しいとコメントした。 

 

来週の３月１１日・１２日に、フロリダ国際金融団体

（FIBA）の会合が予定されてり、その中の主要なテーマ

がベネズエラの送金問題のようだ。 

同会合には１，５００名が参加、うち３５％は中南米地

域の金融関係者だという。 

 

「制裁によりフロリダとベネズエラの取引は大きな影

響を受けた。取引をしてはいけない個人・法人がリスト

化されていれば問題は少ないが、リストがなければどの

企業が制裁対象になるのかが確認できない。 

 

制裁対象者の決済を行うことは犯罪行為だ。金融機関は

リスクを避ける必要があるので、自然と過度な予防措置

を取る必要が生じる。時間と人員も割く必要がある。 

 

ベネズエラとの取引は大きく減ったが、それでもフロリ

ダの金融取引のかなりの割合を占める。 

 

フロリダとベネズエラの関係は商業関係だけではなく、

社会関係も密接だ。フロリダには大きなベネズエラ人コ

ミュニティがあり、ベネズエラに住む家族へ送金をして

いる人は多い。彼らの送金にも影響を与えている。 

 

何がベネズエラ政府関係の取引なのかを判断すること

は容易ではない。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

２０１９年３月７日（木曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラ人の亡命申請７．４万人       

 ～米議員 ベネズエラ移民の特別待遇を提案～」        

 

米国国務省のベネズエラ問題担当官エリオット・アブラ

ハム氏は下院議会に出席。ベネズエラ問題に関する米国

政府の方針を説明した。 

 

そこで、米国に亡命申請を提出しているベネズエラ人が

７．４万人に上ったと言及。米国政府としてどのように

ベネズエラ人を保護できるのかを検討していると語っ

た。 

 

ベン・カーディン議員は、１９９０年代半ばにキューバ

移民に行ったことと同様にベネズエラ人にも移民受け

入れの特別待遇を設けるよう提案した。 

実際のところ、同提案は一年以上前から存在する。しか

し、トランプ政権は移民受け入れに否定的な政府で昨年

はハイチ、ニカラグア、エルサルバドル、ホンジュラス

などの一時滞在許可待遇を停止した。 

 

ベネズエラ移民にだけ特別待遇を行うことはトランプ

政権の矛盾になり、実行は容易ではないだろう。 

なお、米国で永住ビザを取得したベネズエラ人の数は１

６年時点で１０，７７２名だという。 
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「故チャベス元大統領の兄 キューバ大使就任」           

 

３月７日 マドゥロ政権は、故ウーゴ・チャベス元大統

領の兄、アダン・チャベス氏をキューバ大使に任命した。 

 

アダン・チャベス氏は与党 PSUV の国際問題委員の副

大統領。これまで教育相やバリナス州知事、制憲議員な

どを務めた。 

 

長年キューバ大使を務めていたアリ・ロドリゲス元大使

が１８年１１月に亡くなったため、彼の後任としてキュ

ーバ大使に就任する。 

 

 
（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“キューバ大使に就任したアダン・チャベス氏” 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「ニカラグア ALBANISA 傘下の銀行買い取り」            

 

ニカラグア国会は、オルテガ政権の提案を受けて、２，

３００万ドルで「Bancorp」を購入することを承認した。 

 

「Bancorp」は、２０１５年に「ALBANISA」傘下の銀

行として設立した。 

 

「ALBANISA」とは、PDVSA とニカラグア石油公社が

共同出資で設立した合弁会社。１月２８日に米国政府が

科した制裁でも「ALBANISA」は制裁対象になっている。 

 

「ALBANISA」との資本関係を無くし、制裁対象から外

すためにニカラグア政府が「Bancorp」を買い取るとさ

れている。 

 

ニカラグア野党「PLC」は、「Bancorp は汚職の温床で

あり、その銀行を政府が買い取ってはいけない」と今回

の決定に反対している。 

 

なお、承認された２，３００万ドルは６年満期の債券を

発行することで国際市場から調達するようだ。 

 

「IMF ベネズエラの大統領を決めていない」         

 

IMF の Gerry Rice 報道官は記者団に対して 

「ベネズエラ問題について、国際社会の認識は引き続き

不安定な状況にある。」 

として、ベネズエラの大統領がマドゥロ大統領なのか、

グアイド議長なのか IMF としての認識を示すことを保

留した。 
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「アムアイ製油所で火災発生」              

 

３月５日にベネズエラ国内で最も大きな製油所「アムア

イ製油所」の一部施設で火災が発生。同日以降、製油所

の稼働が低下しているようだ。 

 

問題が起きたのは日量６４．５万バレルの精製能力があ

る５番施設。 

 

PDVSA 労働組合のリーダーIvan Freita 氏は、今回の事

故について 

「上層部が、なりふり構わず工場の稼働を続けようとし

たため火災が起きた。今週の稼働状況はアムアイ製油所

で日量７万バレル、カルドン製油所で同４万バレル。」 

とコメントしている。 

 

別の関係者によると、現在は通常稼働に戻っているとい

う。 

 

社 会                         

「カラカス含む１８州で大停電」            

 

３月７日 ベネズエラで全国的な大停電が起きた。 

 

停電が起きたのは全国２３州中１８州。カラカス首都区

も停電に見舞われた。 

 

停電が確認されているのはミランダ州、バルガス州、ラ

ラ州、カラボボ州、アラグア州、タチラ州、トゥルヒー

ジョ州、アプレ州、モナガス州、アンソアテギ州、メリ

ダ州、ポルトゥゲサ州、スリア州、バリナス州、グアリ

コ州、ヌエバエスパルタ州。 

 

 

 

 

 

カラカス首都区も停電が起きており、チャカオ、エルロ

サル、ラス・メルセデス、ロス・パロス・グランデスな

ど日本人駐在員になじみ深い地域も停電が起きている。 

 

停電は１６時３０頃に起きたようだ。 

 

ドミンゲス電気エネルギー相は、停電の理由について

「ボリバル州グリ発電所でサボタージュを起こされた

ため」と説明しているが、メンテナンス不足かオペレー

ションの問題だろう。 

 

グリ発電所の内部関係者の証言によると、１６時４２分

にマカグア発電施設が完全に停止。カルアチ施設１号、

４号が暴発し、国営製鉄公社 SIDOR の工場にも影響を

与えた。 

 

１６時５２分にグリ発電施設１５号，１７号，１９号が

暴発。６２Hz を越えたため、予防措置として１２号の

稼働も停止させたという。 

 

バルガス州のマイケティア国際空港には予備発電機が

設置されているが、予備機も稼働せず、空港は停電。フ

ライトスケジュールに大幅な影響が出た。 

 

カラカス地下鉄も停止。このレポートを書いている段階

では停電が復旧したという情報は確認できていない。 

 

「元軍人 汚れ仕事はコレクティーボに依頼」              

 

現地メディア「Maduradas」は、匿名の退役軍人に取材

を実施。政府を支持する暴力的な組織「コレクティーボ」

と軍部との関係について証言した。 
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退役軍人によると、コレクティーボと軍部は共闘してい

る。１８年１月にオスカル・ペレス氏が亡くなった際に

もコレクティーボと軍部が共闘した。戦闘でコレクティ

ーボのメンバーが亡くなった時には軍人と同様に追悼

式を行うこともあるという。 

 

マドゥロ政権は、軍部が出来ない汚れ仕事をコレクティ

ーボに依頼しており、国民を恐怖で抑圧し、政敵の殺人

を依頼することもあるという。 

 

コレクティーボとの共闘を望まない軍人も多いが、命令

に従わなければ裏切り者と認識され、刑務所に収容、拷

問されるという。 

これを恐れて多くの現役軍人はマドゥロ政権から離反

しないと指摘した。 

 

以上 

 


