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（写真）ケベド PDVSA 総裁ツイッター “Petro San Felix で大型タンク２基が爆発” 

 

 

２０１９年３月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「スペイン マドゥロ政府高官の亡命先提供検討」 

経 済                     

「OPEC ２月の産油量は日量１００万バレル」 

「Petro San Felix で大型タンク２基が爆発」 

「BSM PDVSA 船の操業辞退を検討」 

「Citgo １２億ドルの融資元を探す 

PDVSA も２０年債を支払うため融資元を探す」 

「ガソリン輸入額は１，１００万ドル／日」 

社 会                     

「水道復旧も一部は引き続き制限あり」 

２０１９年３月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「ペレス元 CICPC 捜査官殺害時の写真公開 

～至近距離から銃殺された可能性あり～」 

「米国大使館員撤退を完了、１０７名に追加制裁」 

「グアイド議長 ３月１６日抗議行動呼びかけ」 

経 済                    

「Reliance PDVSA との取引を制限」 

「米国政府 Citgo への制裁免除期間を延長」 

「ウガンダ政府 ベネの違法 GOLD 取引を調査」 

「米国政府 Visa、Master 使用禁止を検討」 

「２月インフレ率 先月比５３．７％」 
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２０１９年３月１３日（水曜）             

政 治                       

「スペイン マドゥロ政府高官の亡命先提供検討」       

 

米国国務省のエリオット・エイブラム・ベネズエラ問題

担当官は、スペイン政府に対してマドゥロ政府高官の亡

命先になるよう打診していると発表した。 

 

ボレル外相も米国のポンペオ国務長官、ジョン・ボルト

ン大統領補佐官から直接、同様の打診を受けたと言及し

ており、スペイン側で可能性について検討しているとい

う。 

 

具体的にはマドゥロ大統領自身ではなく、パドリーノ・

ロペス国防相を指しているようだ。 

 

米国政府はパドリーノ・ロペス国防相がマドゥロ政権を

維持する楔になっており、彼が抜ければマドゥロ政権が

崩壊すると考えている。 

 

なお、ロペス国防相の息子はスペインに暮らしている。

数日前にはスペインのクラブでアルコールを飲みなが

ら仲間と楽しそうに談笑しているロペス国防相の息子

の姿がネットに投稿されていた。 

 

ベネズエラ国民が停電で苦しんでいる時に、国防相の息

子はスペインで優雅な生活を楽しんでいると非難にさ

らされている。 

 

経 済                        

「OPEC ２月の産油量は日量１００万バレル」           

 

OPEC は月次レポート（「OPEC Monthly Oil Market 

Report」）を公表した。 

 

同レポートによると１９年２月のベネズエラの産油量

（第３者調べ）は日量１００．８万バレル（暫定値）で

先月の１１５万バレルから１４．２万バレル減少した。 

 

 

同じく OPEC はベネズエラ自身が自己申告している産

油量も公表している。ベネズエラの申告では１９年２月

の産油量は日量１４３．２万バレルと先月の１４８．８

万バレルからあまり減っていない。 

 

 

 

「Petro San Felix で大型タンク２基が爆発」         

 

３月１３日 アンソアテギ州の Petro San Felix 施設内

で爆発が起きた。報道によると、火災が起きたのは希釈

剤が入った大型タンク２つ。けが人は確認されていない。 

 

同日、ケベド総裁は事故の事実を公表。 

「右派とグアイド氏がテロリストに襲わせた」と非難し

ている。 
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（写真）ケベド PDVSA 総裁ツイッター 

“２つのタンクが燃える Petro San Felix” 

 

「BSM PDVSA 船の操業辞退を検討」         

 

PDV Marina の原油船のオペレーションを請け負って

いるドイツの「Bernhard Schulte Shipmanagemenet

（BSM）」は、ロイター通信に対して PDVSA（PDV 

Marina など関係会社含む）との契約について３月か４

月で終了させることを検討しているとコメントした。 

 

記事によると、BSM は PDVSA の原油船１５隻の運航

を担っており、ベネズエラとは２５年間取引を続けてい

る。 

 

数日前、BSM は PDV Marina の支払い不履行を理由に

運行を引き受けている原油船の操業を放棄していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.262」参照）。未払額は１，

５００万ドルにのぼる。 

 

なお、PDV Marina に原油船を戻す意思はあると述べて

いる。 

 

 

「Citgo １２億ドルの融資元を探す         

 PDVSA も２０年債を支払うため融資元を探す」                  

 

現在、PDVSA の米国子会社 Citgo は野党陣営が任命し

た役員によって運営されている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.256」参照）。 

 

新生 Citgo の Curtis Rowe 財務役員は、 

「直近の資金的な問題を解決するため１２億ドルの融

資を求めており、そのために金融サービス事業者

「Houlihan Lokery」と融資元を探す委託契約を交わし

た。３月２２日には融資契約が締結できることを期待し

ている。」 

と発表した。 

 

融資条件は LIBOR（ロンドンのインターバンク取引で

貸し手から提示される金利）プラス年利４．５～５．５％、

５年間で返済。額面１ドル当たり９９セントと報じられ

ている。 

 

資金を緊急的に必要としている理由は Deutsche Bank 

AG への元本返済を行うためとしている。 

 

「Latin Finance」によると、マドゥロ政権のコントロー

ル下にある PDVSA 本社も融資元を探しているようだ。 

 

理由は４月に期限を迎える PDVSA２０の利息７，００

０万ドルを支払うためだという。 

 

PDVSA２０は Citgo の株式５０．１％が担保に設定さ

れており、不履行の際には Citgo の株式を持って資金を

回収することが出来る。 

 

Citgo は既に野党側の資産になっており、PDVSA にと

って利払いを続ける理由は低くなっているが、それでも

支払いを継続しようとする意志は皆無ではないようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
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なお、野党側にある Citgo は仮に PDVSA２０の利息を

支払わなければ苦しい状況になる。野党の財務担当グル

ープは米国政府が凍結した PDVSA 口座から７，０００

万ドルの資金を払うことを考えているようだ。 

 

「ガソリン輸入額は１，１００万ドル／日」             

 

第一正義党（PJ）のホセ・ゲラ議員は、ガソリン不足を

理由に１，１００万ドル／日を輸入しているとコメント

した。 

 

「国内の燃料使用量は日量２２万バレル程度と考えら

れる。 

 

８．３万バレルは自国で精製できるとして、残りの１３．

７万バレルのガソリン、ガスオイルなどは輸入で補う必

要がある。これらの燃料は基本的にインドから来ている。

１バレル（１５９リットル）８２ドルのコストがかかっ

ており、金額にして１日当たり１，１００万ドルを支出

している。 

 

この燃料はベネズエラ産原油を輸出することで購入し

ている。代物返済のため現金は受け取ることが出来ない。 

 

本来、ベネズエラはパラグアナ製油所で日量８３万バレ

ル、プエルト・ラ・クルス製油所で日量１６万バレル、

エル・パリート製油所で日量８万バレルの合計１０７万

バレルの精製能力がある。しかし、現在は多くの施設で

稼働率が低下している。今は日量８．３万バレルしか精

製していない。」 

と述べた。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「水道復旧も一部は引き続き制限あり」           

 

３月１２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は電力問題

がほぼ解決したと発表した。宣言の通り、多くの地域で

電力が復旧しているものの、完全解決には至っていない。 

 

カラカスの水道公社「Hodrocapital」の元役員だった

Norberto Bausson 氏は、 

「水道は１２日火曜から復旧を開始したが、水道の電力

システムは引き続き不安定で水需要に対応できていな

い。カラカスの高所にある住宅地は水が復旧するのに時

間がかかるだろう。」 

とコメントした。 

 

また、スリア州など一部の地域では引き続き電力が使用

できない状況が続いているようだ。 

 

３月１４日にはアンソアテギ州、メリダ州、スクレ州、

タチラ州、バルガス州などで再び停電が起きている。 

 

２０１９年３月１４日（木曜）             

政 治                       

「ペレス元 CICPC 捜査官殺害時の写真公開      

   ～至近距離から銃殺された可能性あり～」        

 

３月１４日 ルイサ・オルテガ・ディアス元検事総長が

１８年１月に銃撃戦の末、殺害されたオスカル・ペレス

CICPC 捜査官の死亡時の写真を公開した。 

 

モザイクなどもなく非常に生々しいので、同レポートに

は掲載しないが、ネットで少し探せば確認できるだろう。 

 

写真を見る限り、１７～２０発ほどの銃弾跡が確認でき

る。 
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ペレス元捜査官は、頭部を中心に銃弾を打たれており、

遠方からの射撃とは考えにくく、至近距離からの射撃と

思われる。 

 

当時、オスカル・ペレス捜査官との銃撃戦の際には、与

党を支持する武装集団コレクティーボも軍部と共闘し

ていた。 

 

ペレス捜査官の死亡後に彼らが至近距離から頭部に銃

弾を撃ち込んだ可能性もありそうだが、真相は不明。 

 

いずれにせよ、この写真が本物であれば、マドゥロ政権

の非人道性を示す動かぬ証拠になりそうだ。 

 

オルテガ・ディアス元検事総長は、この写真を国際司法

裁判所に提出するとしている。 

 

「米国大使館員撤退を完了、１０７名に追加制裁」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.264」で紹介した通り、米

国政府はベネズエラに駐在する外交官全員をベネズエ

ラから撤退させることを決定した。 

 

３月１３日には外交官を送還させる大型機がマイケテ

ィア国際空港に到着。その後、離陸した。 

 

３月１４日 ポンペオ国務長官は、ベネズエラから米国

の外交官全員を帰国させたと発表した。 

 

また、今後のベネズエラ人のビザ発行など領事対応につ

いてはボゴタの米国大使館が担うとしている。 

 

なお、米国国務省はベネズエラに居住する米国民に対し

て、米国行きのフライトが存在するうちにベネズエラか

ら脱出するよう警告を出している。 

 

 

また、３月１４日に国務省のロベルト・パジャディーノ

報道官は、マドゥロ政権に関係する外交官とその家族を

含む１０７名のビザを取り消したと説明。 

３月１１日からの４日間で３４０名のビザを取り消し

たと発表した。 

 

「グアイド議長 ３月１６日抗議行動呼びかけ」         

 

３月１４日 グアイド議長はエルアティージョ市の演

説に出席。３月１６日に大規模な抗議行動を行うと発表

した。 

 

「今週土曜日、公共の電波施設を占領しよう。国民の声

を１月２３日地区（旧市街地で大統領府の本陣）に届け

よう。 

 

数日前から私が言っているように、我々はすぐに大統領

府にいかなければいけない。準備が整えば大統領府に向

かう。」と呼びかけた。 

 

数日前からグアイド議長は「近日中に大統領府（ミラフ

ローレス）に向かう」との発言を繰り返しており、同日

も同様の発言をしている。 

 

大統領府への行進がいつ実現するか分からないが、ベネ

ズエラでは全てが唐突に起きる。３月１６日に大統領府

に向かう可能性は否定できない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf
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経 済                       

「Reliance PDVSA との取引を制限」            

 

インドの民間企業「リライアンス・インダストリーズ」

が AFP 通信の取材に対して回答。PDVSA との取引を

制限する意志を発表した。 

 

「リライアンス・インダストリーズの米国法人（ヒュー

ストン）は、完全に PDVSA との取引を停止した。本社

も原油購入を増やさない。 

 

弊社は PDVSA への希釈剤の輸出を停止した。制裁が解

除されるまで再開することはないだろう。」 

 

報道によると、PDVSA は日量４０万バレルの重質油を

希釈するため、米国「リライアンス・インダストリーズ」

から日量１０万バレルのナフサを輸入していたという。 

 

なお、この報道をもって「リライアンス・インダストリ

ーズ」が PDVSA との取引を完全に停止させたとは理解

できない。 

 

この報道では米国の「リライアンス・インダストリーズ」

が PDVSA との取引を完全に停止したと言及している。 

 

米国の企業については１月２８日の制裁を受けて、

PDVSAと取引が出来なくなることは当たり前で特にサ

プライズではない。 

 

むしろ「本社も原油購入を増やさない。」という部分が

重要に思える。「原油購入を増やさない。」は言葉通りに

受け取れば、これまでよりも輸入を増やさないという意

味であり、輸入を停止するとは理解できない。 

 

とは言え、インドと PDVSA との取引は引き続き先行き

が不透明だ。 

 

「米国政府 Citgo への制裁免除期間を延長」                  

 

３月１４日  米国の外国資産管理局（OFAC）は、

PDVSA の米国子会社 Citgo、PDV Holdings 向けのラ

イセンスを１８カ月延長した。 

 

同ラインセンスは Citgo、PDV Holdings の米国内での

事業運営を時限的に認める内容だった。 

 

既に Citgo、PDV Holdings はグアイド議長率いる国会

が指名した役員により運営されており、今後も Citgo の

ライセンスは延長される見通しが高い。 

 

また、Citgo の Luisa Palacios 新社長は HIS Markit の会

合に出席。記者からのインタビューに応じ、PDVSA と

の取引関係停止は Citgo に甚大な影響を及ぼさないと

言及した。 

 

「PDVSAと取引が出来ないことで影響がないとは言え

ない。しかし、我々は適切に状況をマネジメントできて

いる。 

 

Citgo は１９カ国から６８種類の原油を購入している。

米国を中心に６６％の原油は北米から調達している。 

 

ベネズエラ産原油は我々の精製施設にとって最も都合

の良い原油だが、問題は対処できる。」 

とコメントした。 

 

「ウガンダ政府 ベネの違法 GOLD 取引を調査」         

 

ウガンダ政府は、同国内の精製施設（アフリカン・ゴー

ルド・リファイナリー、略称 AGR）向けに７．４トン

（３億ドル相当）の GOLD が輸入された件について捜

査を開始すると発表した。 
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ウガンダ政府は、この GOLD は南米大陸から来たもの

で、ベネズエラから輸入された可能性があると指摘して

いる。 

 

ウガンダ政府の Fred Enanga 報道官は 

「３月２日にAGRは３．８トンのGOLDを輸入した。

その後、３月４日に追加で３．６トンの GOLD を輸入

した。この２つの貨物は公式な輸入経路を経ていない。」 

と説明した。 

 

この GOLD は２月２７日に中央銀行から違法に持ち出

された GOLD ではないかと推測されている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.259」参照）。 

 

ホセ・ゲラ議員は、米国の制裁により正規ルートで

GOLD を取引することが出来なくなったため、マドゥ

ロ政権が GOLD を違法な手段で売却しようとしている

と非難した。 

 

「米国政府 Visa、Master 使用禁止を検討」              

 

「Bloomberg」は、匿名の米国ホワイトハウス関係者か

らの情報として、トランプ政権がマスターカード、ビザ

カードなどクレジットカードのベネズエラ国内での使

用を制限することを検討していると報じた。 

 

仮に実現すれば外国人が同国に訪問した際に、クレジッ

トカードが使用できないことになる。 

 

食料や医薬品を販売する店舗についてはカードの使用

を許可するなど一定の例外措置は設けるようだが、旅行

者や出張者などボリバル口座を持たない外国人の決済

に大きな障害が予想される。 

 

 

 

 

過去、並行レートと公定レートの差が大きく、ベネズエ

ラ国内でクレジットカードを使用すると後から法外な

請求を受ける事象が多く起きていた。 

 

しかし、現在は並行レートと公定レートとの差はほとん

どなく、外国のクレジットカードが十分使用できる環境

になっていた。 

 

「２月インフレ率 先月比５３．７％」              

 

３月１４日 国会は１９年２月のインフレ率が先月比

５３．７％だったと発表。１月の１９１．６％からイン

フレの勢いが落ちたことを明らかにした。 

 

とは言え、先月比５３．７％は十分に高い水準であるこ

とに変わりない。１８年２月～１９年２月までのインフ

レ率は２３９万５，９８１％増だった。 

 

アンヘル・アルバラード議員はインフレ上昇のスピード

が落ちた理由について、中央銀行が預金準備率を引き上

げたことで、市中でボリバル通貨の流通量が減り、国民

の購買力が減ったためだと分析している。 

 

 

 

以上 
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