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（写真）Rosneft “２月１８日 米国政府 「Rosneft Trading」、「Rosneft Trading」社長に制裁を発動” 

 

 

２０２０年２月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「コンタクトグループ会合 

大統領選のやり直しは無理、国会議員選に焦点」 

経 済                     

「マドゥロ政権 TAP の運航９０日間停止を命令」 

「Pequiven 今年は肥料を生産していない？」 

「国内の外貨口座 外国からの送金受入れ不可」 

「マドゥロ政権 ダイヤモンドの違法取引を検討？」 

「ベネズエラ ラ米で３番目に貧しい国に」 

社 会                     

「アルーバで GOLD ９３２キロを押収」 

２０２０年２月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「米国政府 Rosneft Trading に制裁 

～米国の法人は９０日以内に取引を終了～」 

「Rosneft 制裁への反応： 賛成グループ」 

「Rosneft 制裁への反応： 反対グループ」 

「野党国会 米国の政府口座の凍結解除を要請」 

「１９年からの制裁は５２名、７６社、５５隻」 

経 済                    

「米国 Repsol にも制裁圧力」 

「Rosneft 株 制裁を受け暴落」 

「ロシア印刷局にボリバル札の印刷を依頼」 
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２０２０年２月１７日（月曜）             

政 治                       

「コンタクトグループ会合                 

 大統領選のやり直しは無理、国会議員選に焦点」       

 

２月１７日 EU 諸国を中心とした、対話によるベネズ

エラ問題解決を求める「コンタクトグループ」は、会合

を実施した。 

 

現地メディア「AlNavio」は、コンタクトグループはか

ねてよりマドゥロ政権に求めていた大統領選のやり直

しを諦め、今後は条件が整った国会議員選の実現を目指

す方針を取ると報じた。 

 

この方針を主導しているのはスペイン政府とノルウェ

ー政府だという。 

 

「AlNavio」が、コンタクトグループの会合に出席して

いた政府関係者から入手した情報によると、 

「大統領選の実現は事実上不可能だろう。我々の目的は

条件が整った国会議員選を実施させることだ。」 

と述べたという。 

 

本稿「米国政府 Rosneft Trading に制裁」で触れるが、

米国政府およびグアイド政権は、引き続きマドゥロ大統

領の退陣と大統領選のやり直しを求めている。 

 

欧州が大統領選のやり直しを諦めている（マドゥロ政権

を倒壊させることはできない）と考えている場合、米国

と欧州の足並みが揃わない可能性も出てくるだろう。 

 

また、米国は１１月に大統領選を控えており、民主党候

補が大統領に当選した場合は、この制裁強化の方針は変

化すると思われる。 

米国の先行きが見通しづらい中で、欧州がトランプ政権

の方針に従うかどうかは不透明だろう。 

経 済                        

「マドゥロ政権 TAP の運航９０日間停止を命令」           

 

２月１７日 イポリト・アブレウ交通相は、ポルトガル

系航空会社「TAP Air」に対して、９０日間の運航停止

を命じた。 

 

運行停止の理由は３点。 

 

１つ目は、２月１１日に非常時に使用する消火器など緊

急セットを備え付けていなかったため。 

 

２つ目は、搭乗時に必要な身分確認を行っていなかった

ため。 

 

３つ目は、「TAP」が必要な安全対策を行っていなかっ

たためだという。 

 

２月１１日 グアイド議長がベネズエラに帰国した際

に利用したのが、今回業務停止命令を受けたポルトガル

系の航空会社「TAP Air」。 

 

マドゥロ政権は、同じ飛行機に搭乗していたグアイド議

長の叔父を危険化学品の持ち込みで逮捕していた

（「TAP Air」は、グアイド議長の叔父が危険な化学物資

を持ち込んだとのマドゥロ政権の訴えを否定している）。 

 

これらの理由から運行停止命令が出されたとみられる。 

 

今回の措置を受けて、ポルトガルのマルセロ・レベロ・

デ・ソウサ大統領は「受け入れられず、理解できない。」

とマドゥロ政権を批判した。 
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「Pequiven 今年は肥料を生産していない？」         

 

ベネズエラ農業畜産団体（Fedenaga）のアキレス・ホプ

キンス代表は、国営石油化学公社「Pequiven」が農業に

必要な肥料を生産しておらず、農産品の生産に障害が出

ていると訴えた。 

 

「Pequiven は国内の農産品生産者の８０％に肥料を供

給している会社だ。しかし、Pequiven は肥料の生産を

停止しており、農業セクターの活動が停止している。 

 

肥料不足に対応するため、農家は銀行で肥料を輸入する

ための融資を求めているが、マドゥロ政権の金融政策に

より銀行側の融資余力が限定的で融資の承認が降りな

い。 

 

また、輸入食料品の関税をゼロにすることで国内の農産

品の競争力は低下する。 

 

マドゥロ政権は国内の農業生産の重要性を軽視してお

り、本気で生産を拡大させようとしていない。」 

と説明した。 

 

「国内の外貨口座 外国からの送金受入れ不可」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.406」で紹介した通り、ベ

ネズエラの金融機関「BANCARIBE」は、外貨口座を開

設し、その口座を通じて同行の口座に送金が出来る新サ

ービス「Mi Cuenta de Divisa」を発表した。 

 

経済専門家のレオナルド・ブニャック氏は、ベネズエラ

国内で開設する外貨口座は、米国による経済制裁の影響

で外国からドル建ての送金を受けることが出来ないと

説明した。 

 

 

 

「マドゥロ政権 ダイヤモンドの違法取引を検討？」           

 

アメリコ・デ・グラシア議員は、自身のツイッターでマ

ドゥロ政権とトルコのダイヤモンドの違法取引につい

て訴えた。 

 

「マドゥロは、Guaniamo、Cedeno、Bolivar で違法に採

掘したダイヤモンドを隠れてトルコに売ろうとしてい

る。同地域の鉱山は、コロンビアのゲリラ組織「人民解

放軍（ELN）」に占領されている。」 

と投稿した。 

 

GOLD を採掘し、トルコ、アラブ首長国連邦、ウガン

ダなどに売却しているという話は以前から報じられて

おり、よく知られた話だが、ダイヤモンドの違法採掘に

ついてはあまり知られていない。 

 

ベネズエラはダイヤモンドの埋蔵量も世界有数と言わ

れており、今後は原油、GOLD に続くマドゥロ政権の

収入源になるかもしれない。 

 

「ベネズエラ ラ米で３番目に貧しい国に」                  

 

国際通貨基金（IMF）は、各国の経済見通しを更新。 

 

更新された指標の１つ「一人当たり GDP」について、

ベネズエラは２，４２７ドルとした。 

 

ラテンアメリカ・カリブ海地域で見て、この数字より低

いのはハイチ（７６５ドル）、ニカラグア（１，８６９

ドル）の２カ国のみ。 

 

つまり、ベネズエラはラテンアメリカ・カリブ海地域の

中で３番目に貧しい国になってしまった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a91b7d81dd4d7391f92430b4f76e8101.pdf
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なお、２０１３年のベネズエラの一人当たり GDP は、７，８６９ドル。この７年間で５，０００ドル以上下がった

ことになる。 

 

 

 

社 会                        

「アルーバで GOLD ９３２キロを押収」           

 

２月１６日 アルーバと米国当局は、共同でアルーバの

「レイナ・ベアトリクス空港」に緊急着陸した飛行機を

捜査した。 

 

ベネズエラ（ボリバル州）から出発した飛行機で、機内

には GOLD９３２キロがあり、これを押収した。 

 

同飛行機はアルーバの管制当局に対して、機体名を「N

３６７５４」と申請したが、その機体は２０年前にカリ

フォルニア州を飛行したのを最後に飛行していなかっ

たため、不審に思い緊急着陸を命じたという。 

 

飛行機に乗っていた３名のベネズエラ人は拘束され、米

国に引き渡された。拘束された３名の証言によると、

GOLD はメキシコを経由して、アラブの国に向かう予

定だったという。 
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２０２０年２月１８日（火曜）              

政 治                       

「米国政府 Rosneft Trading に制裁              

  ～米国の法人は９０日以内に取引を終了～」        

 

２月１８日 米国政府はロシア「Rosneft Oil」の子会社

である「Rosneft Trading」および同社社長 Didier 

Casimiro 氏（右下の人物）に制裁を科した。 

 

今回の制裁により米国の法人・個人は、「Rosneft Trading」

あるいは「Rosneft Trading」が直接、間接的に支配権を

もつ会社と取引をすることはできなくなった。 

 

また、米国にある「Rosneft Trading」および Didier 

Casimiro 氏の資産は凍結される。 

 

他、現在「Rosneft Trading」と取引をしている会社は９

０日以内（５月２０日まで）に取引を終了させなければ

いけない。 

 

なお、本制裁に関する Q＆A では、「Rosneft Oil」との

取引は制裁対象ではないと明記されている。 

 

２０１９年１月に PDVSA に制裁を科したことで、ベネ

ズエラと米国の原油取引は完全に停止した。また、米国

の制裁の二次被害を避けるため多くの外国企業が

PDVSA との取引を敬遠するようになり、マドゥロ政権

の収入源は絶たれたかに見えた。 

 

しかし、ロシアは「Rosneft Trading」を経由して PDVSA

の原油をアジア諸国に販売することで、マドゥロ政権の

資金ショートを緩和させてきた。 

 

 

 

 

 

なお、今回の制裁発動について、米国国務省は「Rosneft 

Trading」と PDVSA の取引について以下の発表をして

いる。 

 

 

２０年１月 「Rosneft Trading」は、PDVSA の原油

「Merey-１６」２００万バレルをアフリカの国に販売

することを支援した。 

 

１９年秋、PDVSA は「Rosneft Trading」と共同で原油

を輸出する計画を練り、９月～１２月にかけて５，５０

０万バレルを販売した。 

 

１９年９月 PDVSA は「Rosneft Trading」に「Merey-

１６」１００万バレルを海上渡しで供給し、その原油は

アジアに向けて出荷された。 

 

１９年 8 月 「Rosneft Trading」は、PDVSA から原油

２００万バレルを購入し、同貨物を輸出した。 

 

今回の制裁は永続的なものではなく、制裁対象者の振る

舞いに寄り制裁は解除される。米国政府はベネズエラが

民主主義を取り戻すために制裁解除を含めて必要な措

置を講じる。 

 

 

 

（写真）Maduradas 
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これまで米国政府は、PDVSA、ベネズエラ政府機関や

政府関係者・ベネズエラ原油を輸出していた船会社など

には制裁を科してきたが、PDVSA と取引をする外国の

エネルギー事業者に制裁を科したのは今回が初めてと

なる。 

 

「Rosneft 制裁への反応： 賛成グループ」           

 

今回の制裁について、支持を表明しているのはベネズエ

ラ野党、アルマグロ事務局長など。また、ベネズエラ問

題に関心が高い米国の政治家らも賛成を表明している。 

 

グアイド議長は、今回の Rosneft への制裁について、 

「かねてより説明していた通り、今後我々はマドゥロ政

権を倒壊させるために更に圧力を強める。本日、この方

針が証明された。 

 

マドゥロ政権を倒壊させるために使用できるあらゆる

手段を行使しよう。」 

と制裁を支持した。 

 

また、ファン・パブロ・グアニパ国会第１副議長は、 

「米国政府は、独裁者の共犯者である Rosneft に制裁を

科した。彼らは制裁を回避し、マネーロンダリングをし

ている。 

今回の制裁は間違いなく、独裁政権がこれまで受けてき

た中で最も大きな打撃を与える制裁の１つだ。我々の大

統領が外国を回り得てきた素晴らしい成果だ。」 

と訴えた。 

 

トランプ大統領は今回の制裁について 

「グアイド大統領はベネズエラ国民に愛されている。今

朝、米国政府はこれまで以上に強い制裁を発動した。ど

のようになるか状況を見守っている。米国はベネズエラ

情勢を注意深く見ている。」 

と述べた。 

 

現時点では、米国政府関係者およびグアイド政権関係者

が制裁を支持する発言がほとんどで、ブラジル、ペルー

など南米諸国あるいは欧州諸国による「Rosneft Trading」

への制裁を肯定する発言は確認できていない。 

 

「Rosneft Trading」への制裁を肯定することは、ロシア

との政治問題にも発展しかねないので、各国慎重な対応

を取っているのかもしれない。 

 

２月２０日にマドゥロ政権を強く非難する南米各国で

構成されるリマグループの会合が予定されているよう

だ。 

 

同日、今回の制裁について何らかの（恐らく支持する趣

旨の）声明が発表されることだろう。 

 

「Rosneft 制裁への反応： 反対グループ」         

 

「Rosneft Trading」への制裁を反対しているのは、当該

国であるロシア、ベネズエラ。 

 

ロシア外務省は、今回の制裁を強く非難する趣旨の声明

を発表。 

 

「ロシアは、世界権力を掌握し、世界を屈服させる米国

の一方的な制裁を拒絶する。 

 

破壊的な米国の制裁政策は、日に日に世界の自由商取引

の障害になっており、世界の政治的な緊張を深化させて

いる。 

 

制裁はロシア政府の方針に影響を与えることは出来な

い。」 

との見解を示した。 
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また、制裁対象者である「Rosneft」も声明を発表。 

 

 

「Rosneft Trading」以外にも、米国企業を含めてベネズ

エラで同様の活動をしている外国企業は存在する。しか

し、これらの企業に対して米国政府は言及していない。 

 

「Rosneft Trading」への制裁は米国政府の恣意的なもの

であり、国際規律に違反するもので、拒絶されなければ

ならない。 

 

「Rosneft Trading」がベネズエラで行ってきた活動は厳

格にベネズエラ国内・国際規則に準じたものである。 

「Rosneft Trading」の活動は株主の利益追求のための活

動であり、これまで商業活動に従事しており、政治的な

活動はしていない。 

 

また、「Rosneft」は制裁が科せられる以前から国際法に

基づきベネズエラに投資をしており、同社の取引は長期

的な利益確保を見据えた何の違法性もない行為である。 

 

「Rosneft Trading」は、米国政府の制裁を違反しておら

ず、米国政府自身も何度も制裁に違反していない点につ

いて言及している。 

 

 

との見解を示した。 

 

キューバのブルーノ・ロドリゲス外相、ベネズエラのア

レアサ外相も今回の制裁について、 

「国際法と国際商業規則を違反した行為である」 

と米国政府を非難している。 

 

 

 

 

 

「野党国会 米国の政府口座の凍結解除を要請」         

 

２月１８日 野党派国会は「致命的な問題への対応とベ

ネズエラの自由のための基金特別法」を承認した。 

 

この法律は米国で凍結しているベネズエラ政府の口座

を使用するための法律。 

 

この法律の承認を受けて、野党派国会は米国で制裁を管

轄する「外国資産管理局（OFAC）」に野党派国会が資金

を使用するために制裁解除を求めるという。 

 

具体的な金額は４，０００～８，０００万ドルだという。 

 

国の予算としては微々たるものだが、野党の活動費と考

えればそれなりの金額と言えそうだ。 

 

「１９年からの制裁は５２名、７６社、５５隻」         

 

米国メディア「Voz de America」は、米国政府が１９年

から２０年２月１８日までにベネズエラに関連して科

した制裁について５２名、７６社、５５隻と報じた。 

 

制裁を受けた企業を国数でみると１９カ国あるという。

主な国は、米国企業が２０社、コロンビアが１３社、パ

ナマが１１社、ベネズエラが８社、リベリアが６社だと

いう。 

 

なお、企業数で見ると多いが、「Globovision」のオーナ

ーであるラウル・ゴリン氏の関係会社や、CLAP 取引で

マドゥロ政権と関係のあるアレックス・サアブ氏が複数

の会社を所有しており、彼らの関係会社がかなりの数を

占めていると思われる。 

 

なお、上記の制裁に加えて「Conviasa」の飛行機４０機

も制裁対象になっている。 
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（写真）Voz de America 

 

経 済                       

「米国 Repsol にも制裁圧力」            

 

２月１８日 米国国務省でベネズエラ問題を担当する

エリオット・エイブラムス担当官は記者会見を実施。 

 

「Rosneft」の制裁について米国の方針を説明した。 

 

また、「Rosneft」と同じくマドゥロ政権と取引を続けて

おり、米国政府が快く思っていない企業としてスペイン

の「Repsol」が挙げられる。 

 

エイブラムス担当官は「Repsol」への制裁の可能性につ

いて記者から聞かれると、 

 

「我々はスペイン政府および Repsol と（ベネズエラ問

題について）よく対話をしなければならない。そして、

我々の方針が前進することを望んでいる。つまり、

Repsol のベネズエラでの活動が変わることを望んでい

る。」 

と述べた。 

 

「Rosneft 株 制裁を受け暴落」         

 

米国政府による制裁を受けて「Rosneft」の株価は前日比

４．３％と大幅な下落を示した。 

 

株価下落による評価損は３５億ドルにのぼるという。 

 

 

（写真）Helen Robertson 記者（Bloomberg） 
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「ロシア印刷局にボリバル札の印刷を依頼」         

 

これまで BsS.１万、BsS.２万、BsS.５万のボリバル札は

ベネズエラの印刷工場で印刷されていたが、原材料不足

の問題でロシアの印刷局に印刷を依頼しているようだ。 

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権がロシアで紙幣を印刷

する「Goznak」に BsS.１万、BsS.２万、BsS.５万のボリ

バル札の印刷を発注したと報じた。 

 

発注額は７４０万ドルになるという。 

 

なお、印刷された結果のボリバル札の価値はドル建てで

１億４，３００万ドル（現在の流通紙幣の２０％相当）

だと報じられているが、実際に印刷された紙幣がベネズ

エラに到着する頃にはボリバル札の価値はドル建てで

減少していることだろう。 

 

なお、銀行預金と貨幣・紙幣の合計を「通貨供給量（M2）」

と呼ぶが、この M２に対する「貨幣・紙幣」の割合は１

１％以上（つまり、残りの８９％は預金額）が適正水準

と言われている。 

 

ベネズエラ中央銀行の公表値によると、１９年１２月時

点で M２に対する「貨幣・紙幣」の割合は７．６１％で

現金が不足していることが確認できる。 

 

なお、過去マドゥロ政権はフランス系の紙幣印刷会社

「デ・ラ・ルー」に紙幣印刷を委託していたが、「デ・

ラ・ルー」は２，３００万ドルの不良債権を抱えている

という。 

 

以上 

 

 

 

 

 


