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（写真）グアイド議長ツイッター “２月１６日 人道支援スタッフ宣誓式を実施” 

 

 

２０１９年２月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「モンカーダ OAS 大使 ベネズエラ代表譲らず 

～米国政府はモンカーダ大使の行動を制限～」 

「マドゥロ大統領 国連に協力を求める」 

経 済                     

「米国政府 ケベド総裁、治安関連幹部に制裁 

～更なる制裁を検討～」 

「Trafigura 社 PDVSA との取引自粛か」 

「Citgo アルーバで労働者の解雇を検討」 

「野党 Citibank に担保 GOLD の保護を要請」 

「原油価格 １バレル５６．３８ドル」 

2019 年 2 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 ボランティア宣誓式を実施 

～２月２３日に大規模な行進を呼びかけ～」 

「米副大統領 EU に暫定大統領認識を要請 

～西外相 EU としての認識は不可能と認識～」 

「アレアサ外相 米国担当官と協議」 

「マドゥロ政権 欧州議員の入国拒否」 

経 済                    

「Gazprombank が PDVSA 口座凍結？ 

～ケベド PDVSA 総裁は報道を否定～」 

「インド政府 PDVSA との取引に警鐘」 
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２０１９年２月１５日（金曜）             

政 治                       

「モンカーダ OAS 大使 ベネズエラ代表譲らず     

  ～米国政府はモンカーダ大使の行動を制限～」       

 

２月１５日 アルゼンチン、チリ、ブラジルらの求めに

応じて米州機構（OAS）は臨時会合を実施。ベネズエラ

問題について議論した。 

 

OAS は１月２４日臨時会合を実施。加盟３４カ国中１

６カ国がグアイド議長をベネズエラの暫定大統領と認

識することに賛同した。 

他方、残りの１８カ国はグアイド議長を暫定大統領と認

めないあるいは回答を保留しており、見解が分かれてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.244」参照）。 

 

先だって、野党率いる国会はグスターボ・ブリセーニョ

氏を OAS 代表に任命しており、ベネズエラには２名の

OAS 代表が存在することになる。 

 

マドゥロ政権に任命されたサミュエル・モンカーダ

OAS 代表大使は、ベネズエラの OAS 代表大使は自身で

あると主張。 

 

自分を大使から解任する決定は OAS 憲章に従い加盟国

２／３（２４カ国）以上の承認が必要だが、そのような

合意は存在しないとして OAS 代表として臨時会合の席

を維持した。 

 

会合自体はこれまでと大きく変わらず、米州主要国がマ

ドゥロ政権の非人道性を非難、モンカーダ大使は米国に

よる資源を目当てとした過介入がベネズエラに混乱を

引き起こしており、近隣国は米国に従っていると主張し

た。 

 

 

臨時会合の同日現地メディア「El Nuevo Pais」は、米国

政府がモンカーダ大使に対して、ニューヨークから２５

マイルまでの距離に行動範囲を規制したと報じた。 

 

実際に国務省のダイレクターがサインする書類なども

公開されており、モンカーダ大使は米国内で自由に移動

することが出来なくなった。 

 

特に問題となっているのはニューヨークから２５マイ

ルという距離。OAS 本部はワシントンにあり、ニュー

ヨークから２５マイルの行動範囲を超えている。 

つまり、モンカーダ大使は OAS に出席することが禁止

されたことになる。 

 

モンカーダ大使は、米国政府の措置について強く抗議。 

 

「米国政府が我々を否定したとしても、自分は OAS 代

表大使として米国に駐在している。 

OAS 代表大使として加盟国決議で否定されていないに

もかかわらず、ベネズエラの声を訴える機会を奪おうと

している。 

 

彼らは我々に話してほしくないかもしれないが、私は祖

国を守る義務がある」と米国政府の姿勢を非難した。 

 

なお、ベネズエラは２０１７年４月に OAS からの離脱

を通知している。OAS 憲章では、離脱を通知してから

２年間は離脱できないことになっており、２０１９年４

月２７日に２年間が満了する。 

 

国会が任命したグスターボ・ブリセーニョ OAS 代表は、

４月以降もベネズエラは OAS 加盟国であり続けるとの

姿勢を示している。 

 

アレアサ外相はこの発言に反論。４月２７日に OAS を

離脱する姿勢を改めて示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
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「マドゥロ大統領 国連に協力を求める」         

 

米国を始め近隣諸国を中心にマドゥロ政権への風当た

りが強まる中、マドゥロ政権は引き続き国連に問題解決

の協力を求めている。 

 

２月１５日 マドゥロ大統領は医薬品など物資を購入

するために国連の支援を求めた。 

 

「我々は国連の人道技術支援という永続的な支援ツー

ルを持っている。私は国連に対して米国帝国主義の経済

妨害から我々を救済するための特別支援を依頼した。」 

 

また、米国、コロンビアの人道支援について、 

「彼らは政治ショーをしている。 

虚偽の情報で国民を扇動し、力で我々を従わせようとす

る帝国主義の常とう手段である。 

 

米国の経済制裁は我々に３００億ドルの被害をもたら

し、２，０００万ドルの腐敗した物資を送ってきた。こ

れが真実だ。」 

と米国政府の物資受け入れを拒否する姿勢を改めて示

した。 

 

経 済                        

「米国政府 ケベド総裁、治安関連幹部に制裁     

            ～更なる制裁を検討～」           

 

２月１５日 米国の外国資産管理局（OFAC）は PDVSA

のマニュエル・ケベド総裁および治安関係当局の幹部ら

４名に制裁を科した。 

 

ケベド総裁以外は、 

公安の役割を果たす「SEBIN」のクリストファー・フィ

ゲロア局長、SEBIN の主席委員を務めるロドリゲス・ム

クラ氏。 

 

軍部の警察組織「DGCIM」のイバン・ラファエル・エ

ルナンデス司令官。 

特別国家警察部隊「FAES」のラファエル・エンリケ・

メンドーサ氏の４名。 

 

OFAC は制裁理由について 

「PDVSAは、ベネズエラの主要な収入源として長い間、

マドゥロ政権の汚職を担ってきた。制裁対象となった政

府高官は汚職を主導し、数十億ドルを国民から奪ってき

た。米国政府はベネズエラ国民の正当な資産を奪うマド

ゥロ政権の汚職行為を追い詰める。」 

と説明した。 

 

１月２３日のグアイド議長の暫定大統領就任宣言以来、

米国政府はベネズエラへの圧力を強めている。 

 

２月１５日 ブルームバーグは、Michael McCaul 米下

院議員（外交委員会メンバー）が、「米国政府が新たな

制裁を検討している」と発言したことを報じた。 

 

また、McCaul 議員は Citgo が倒産法を申請する可能性

があるとコメント。米国政府は準備をしているともコメ

ントしている。Citgo の倒産懸念については「Wall Street 

Journal」でも報じられていた。 

 

「Trafigura 社 PDVSA との取引自粛か」         

 

原 油 市 場 関 係 者 は 、 現 地 経 済 系 メ デ ィ ア

「Bancaynegocios」に対して、「Trafigura」は今後

PDVSA との取引を継続しないだろうと伝えたという。 

 

「Trafigura」はオランダに本社を持つ会社で PDVSA と

原油取引を行っている。 
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関係者の証言によると、「Trafigura」は米国政府の二次

被害を懸念しており、現在残っている小規模な契約だけ

を履行し、ベネズエラでの取引を終了させるようだ。 

 

２０１８年に入り PDVSA はベネズエラ産原油を輸出

し、その代わりに希釈用軽質油を輸入する物々交換を行

っていたとされる。 

 

「Citgo アルーバで労働者の解雇を検討」                  

 

２月１５日 アルーバの Evelyn Wever Cores 首相は、

アルーバにある Citgo の施設（Citgo Aruba）が、米国の

制裁を理由に労働者の解雇を検討しているとコメント

した。 

 

Evelyn Wever Cores 首相は 

「米国政府がベネズエラに対して科した制裁を受けて、

すぐに労働者の数を減らす必要があると Citgo から通

知を受けた。我々はベネズエラのグアイド暫定大統領に

連絡を取っている。 

 

ベネズエラには政治的な緊張が張り詰めており、残念な

がらこの問題について我々が出来ることには限界があ

る。しかし、現地労働者の解雇を避けるためアルーバ政

府として可能な努力を行う。」 

とコメントした。 

 

「野党 Citibank に担保 GOLD の保護を要請」                  

 

アンヘル・アルバラード議員（国会財務担当委員）は、

Citibank が融資の担保としてマドゥロ政権から預かっ

ている GOLD を、マドゥロ政権に返還しないよう要請

したと発表した。 

 

Citibank が融資の担保として差し押さえている GOLD

は１１億ドルに相当すると報じられている。 

 

「原油価格 １バレル５６．３８ドル」                  

 

１８年２月１１日～２月１５日のベネズエラ産原油の

平均価格は米ドル建てで５６．３８ドル／バレル。 

 

先週の５６．４２ドル／バレルからわずかに減少した。 

 

 

 

２０１９年２月１６日～１７日（土・日）             

政 治                       

「グアイド議長 ボランティア宣誓式を実施      

   ～２月２３日に大規模な行進を呼びかけ～」        

 

グアイド議長は２月２３日に近隣国から人道支援を受

け入れると宣言している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.252」２月１２日付の記事参照）。 

 

人道支援受け入れの鍵になるのはボランティアスタッ

フのようだ。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年２月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d945dc5553bd13a9d7f18c7469b21afb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d945dc5553bd13a9d7f18c7469b21afb.pdf
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グアイド議長は人道支援受け入れをサポートするボラ

ンティアを募集しており、当面の目標は１００万人の登

録。グアイド議長曰く、２月１６日時点で既に６０万人

が登録されているようだ。 

 

２月１６日 グアイド議長はボランティアスタッフの

宣誓式を実施。数千人のスタッフが会場に集結した。 

 

同日以降、ボランティアスタッフは全国的に人道支援活

動（医療サポートなど）を行っているようで、物資支援

以外の面でもボランティアスタッフが協力している。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“２月１６日 人道支援スタッフ宣誓式に集まる支持者” 

 

 

（写真）簡易施設で診療をする人道支援スタッフ 

 

「米副大統領 EU に暫定大統領認識を要請       

 ～西外相 EU としての認識は不可能と認識～」           

 

２月１６日 米国のペンス副大統領は欧州連合（EU）

に対して、統一的にグアイド議長を暫定大統領と認める

よう要請した。 

 

２月４日 EU は「ベネズエラの大統領を誰と認識する

かは各国の判断にゆだねる」として、EU として統一し

た見解を示すことを避けた。 

 

現在は EU 加盟２８カ国中２４カ国がグアイド議長を

暫定大統領と認識している。 

 

同日、ペンス副大統領の発言に対して、スペインのボレ

ル外相は、EU としてベネズエラ大統領を誰と認識する

かを統一することは現時点では困難との見方を示した。 

 

「私は１８日（月曜）にグアイド議長を暫定大統領と認

識していない欧州の国が方針を転換することは無理だ

と考えている。EU は統合体としてこの問題を決定しな

い。EU はこの問題について決定する権限がない。」 

 

なお、スペイン政府はグアイド議長を暫定大統領と認識

するスタンスを取っている。 

 

グアイド議長の暫定大統領認識に最も後ろ向きなのは

イタリア政府。 

 

「グアイド議長を暫定大統領と認識することで問題が

複雑になる」と主張しているが、ポピュリスト政党とし

て外国の内政干渉を否定するスタンスが、そのような方

針を取らせているのだろう。 
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「アレアサ外相 米国担当官と協議」         

 

２月１６日 アレアサ外相は、米国のエリオット・アブ

ラハム特使と２回会合したと発表した。 

 

米国政府は、アブラハム特使をベネズエラ問題担当特使

に任命した。アブラハム特使はパナマ侵攻の立役者とさ

れており、超タカ派として知られている人物（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.245」１月２６～２７日付の記事参

照）。 

 

米国政府がマドゥロ政権への圧力を強め、外交的な亀裂

が目立っている一方で両政府が引き続き協議を行って

いることが明らかになった。 

 

「エリオット・アブラハム氏が米国の特使として任命さ

れた。我々はこれまで２度、彼と会合をしている。秘密

を守るため会合の詳細は明らかにできないが、両国は双

方の意見を伝えた。 

 

我々の政治関係は緊迫しており、認識の違いは深刻だ。

しかし、双方ともに現状に対する懸念があることは共通

している。」と語った。 

 

１月２３日にグアイド議長は暫定大統領の就任を宣言。 

米国政府はこの宣言を正当なものと認識し、米国政府に

とってグアイド議長がベネズエラの暫定大統領である

との方針を示した。 

 

マドゥロ政権は、これを受けて米国政府との外交関係断

絶を宣言。米国外交官を７２時間以内にベネズエラから

退去させるとしたが、１月２７日に３０日間の猶予期間

を設けると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.245」

参照）。 

 

 

 

「マドゥロ政権 欧州議員の入国拒否」         

 

２月１７日 スペインの議員団はベネズエラを訪問。 

グアイド国会議長と面談を予定していたが、空港でマド

ゥロ政権の妨害を受け、入国できずに帰国した。 

 

エステバン・ゴンサレス西議員は動画を投稿 

「現在、我々はベネズエラから追放されようとしている。

パスポートを取られた。追放の理由は明らかにしていな

い。我々がベネズエラから追放されることを正当化する

ような書類は一切存在しない。 

我々はグアイド議長の正式な組織の招待を受けてベネ

ズエラを訪問した。ベネズエラ国会は国際的に正当性が

認識されている。我々はグアイド議長が暫定大統領とし

て招待した最初の外国のミッション団だ。我々の入国を

拒否することはできない。」 

とマドゥロ政権を非難した。 

 

アレアサ外相は、本件について 

「ベネズエラ政府は外交ルートを使い、数日前からこの

議員団に対して国を不安定化させる目的でベネズエラ

に来ないよう通達していた。国を破壊することを目的に

ベネズエラに入国することを許してはいけない。」 

と反論した。 

 

 

（写真）Gabriela Gonzalrez 記者 

“マイケティア空港で入国拒否を非難する PE 議員団” 

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

「Gazprombank が PDVSA 口座凍結？         

    ～ケベド PDVSA 総裁は報道を否定～」            

 

２月１７日  ロイター通信は、ロシアの金融機関

「Gazprombank」が PDVSA の口座を凍結する決定を

下したと報じた。 

 

米国の制裁を受けて PDVSA の商業、金融取引はこれま

で以上に制限されている。 

 

PDVSA の頼みの綱はロシア、インド、中国とされてい

るが、中国は内政不干渉の姿勢を示し、マドゥロ政権に

理解を示すものの積極的な関与は控えている。 

 

ベネズエラ問題に積極的に関与し、マドゥロ政権を支援

しているのはロシア政府だろう。 

 

PDVSA は「Chevron」「TOTAL」など契約相手先に対

して、今後はロシアの Gazprombank に原油代金を入金

するよう指示したと報じられていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.251」参照）。 

 

ロシア政府が積極的にマドゥロ政権を支持するスタン

スを示す一方でロシア企業は足並みがそろっていない。 

「Lukoil」の子会社「Litesco」や「Gazprom Neft」など

は米国制裁の二次被害を避けるため、PDVSA との取引

を自粛する姿勢を示している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.253」参照）。 

 

仮に「Gazprombank」も PDVSA との取引を自粛するよ

うなことがあれば、マドゥロ政権にとってかなり大きな

痛手となる。 

 

 

 

 

PDVSAは公式ツイッターでロイター通信の報道を否定。 

悪意ある報道でベネズエラ国民を困惑させる意図があ

ると訴えた。 

 

 

（写真）PDVSA 公式ツイッター 

“ロイター通信の報道をフェイクニュースと否定” 

 

「インド政府 PDVSA との取引に警鐘」         

 

ロイター通信は、インド政府が国内の製油所に対して

PDVSA との取引を再考するよう求めたと報じた。 

 

理由は米国政府が科した PDVSA 制裁の二次被害を避

けるため。 

 

先週、PDVSA のケベド総裁はインドを訪問。現在イン

ドに輸出している日量３６．６万バレルを倍増させたい

と意欲を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.252」

参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8055be78e31cfe4417ca89085e771c0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8055be78e31cfe4417ca89085e771c0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d945dc5553bd13a9d7f18c7469b21afb.pdf
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しかし、これに対して米国のボルトン大統領補佐官（国

家安全保障問題担当）は、PDVSA と取引を続ける外国

企業を脅迫するようなツイッターを投稿していた。 

 

また、米国のマルコ・ルビオ議員（共和党）は、インド

の民間最大の精製会社「Reliance」に対して制裁適用を

求める可能性があるとコメントしていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.253」参照）。 

 

インドでは「Reliance」に加えて、ロシアのロスネフチ

系の「Nayara Energy（旧 Essar Oil）」、「Trafgura」など

が PDVSA と原油取引をしている。 

 

本稿「Trafigura 社 PDVSA との取引自粛か」の通り、

「Trafigura」は PDVSA との取引を自粛する動きが確

認されている。 

 

以上 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf

