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（写真）PDVSA “米国制裁後の１週間、米国向けの原油輸出が８０％減” 

 

 

２０１９年２月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「トランプ大統領・ドゥケ大統領会談 

～主要テーマはベネズエラ問題～」 

「オランダ政府 クラサオで人道支援受け入れ」 

「ローマ法王 マドゥロに書簡を送る 

～宛名はマドゥロ大統領ではなく Mr.マドゥロ～」 

経 済                     

「国会 Citgo・PDVSA 役員らを任命 

～最高裁は役員の無効を宣言、国内資産凍結～」 

「制裁後、米国向けの原油輸出が８０％減」 

「ブルガリア検察 PDVSA の資金送金をブロック」 

２０１９年２月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「アレアサ外相 マドゥロ支持グループを組織 

～実際は反米グループの集まり～」 

「野党 １億ドルの人道支援金を受け入れ」 

「ラミレス元 PDVSA 総裁敗訴 賠償１４億ドル」 

経 済                    

「中銀 金融機関経由の外貨両替システム公布」 

「米国のベネズエラ資産 グアイド議長に裁量」 

「Owens Illinois PDVSA、Citgo 相手取り訴訟」 

「Lukoil、Gazprom ベネズエラとの事業再考」 

「米ルビオ議員 印リライアンスに制裁求める？」 
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２０１９年２月１３日（水曜）             

政 治                       

「トランプ大統領・ドゥケ大統領会談          

       ～主要テーマはベネズエラ問題～」       

 

２月１３日 コロンビアのドゥケ大統領はホワイトハ

ウスで米国のトランプ大統領と会談。 

 

会談の主要テーマの１つとしてベネズエラ問題につい

て意見を交わした。 

 

会談が始まり、トランプ大統領は冒頭にベネズエラ問題

に言及。米国政府はベネズエラの問題を解決するために

全てのオプションを否定しないとのスタンスを示した。 

 

また、人道支援の受け入れを拒否する姿勢をみせるマド

ゥロ政権に対して「ひどい間違いを犯した」との見解を

示した。 

 

ドゥケ大統領はトランプ大統領のコメントに呼応。 

「私は独裁政権に対してとても強いメッセージを送ら

なければいけないと考えている。人道支援の拒否は、人

道に対する犯罪だ。」 

とコメントした。 

 

グアイド議長の求めに応じ、米国政府は１週間前に人道

支援物資をコロンビアに送っている。 

 

しかし、マドゥロ政権は軍事介入を正当化するための罠

だと主張。ベネズエラにあるのは人道危機ではなく、米

国による経済妨害だと訴え、物資の受け入れを拒んでい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.250」２月７日付の記事

参照）。 

 

 

 

 

（写真）トランプ大統領ツイッター 

“２月１３日 ドゥケ大統領、トランプ大統領と会談” 

 

「オランダ政府 クラサオで人道支援受け入れ」         

 

２月１３日 オランダ政府はクラサオ（オランダ自治領）

に人道支援の受け入れ施設を設置すると発表した。 

 

ブラジル、コロンビアに加えて３番目の人道支援受け入

れ施設になる見通し。 

 

早速、グアイド議長はオランダ政府とクラサオ政府に対

して感謝の意を表明。米国のボルトン大統領補佐官もオ

ランダ政府の決定に賞賛を送った。 

 

また、この発表と同じタイミングで米国軍の Craig 

Faller 南部総司令官がクラサオを訪問。人道支援の受け

入れ施設設置についてクラサオ州政府と協議している。 

 

クラサオの Stef Blok 外務相は、 

「グアイド暫定大統領と米国に協力をするため、人道支

援の配給施設を提供する」と説明。 

 

なお、具体的にいつから施設が稼働するなど詳細につい

ては明らかにされていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
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「ローマ法王 マドゥロに書簡を送る         

 ～宛名はマドゥロ大統領ではなく Mr.マドゥロ～」                  

 

２月４日 マドゥロ大統領は、ローマ法王に対して仲裁

を求める書簡を送った。 

 

これに対して、ローマ法王は与野党双方が望むのであれ

ば仲裁をする意志があると回答していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.249」２月５日付の記事参照）。 

 

２月１３日 イタリアの新聞「Corriere della Sera」は、

ローマ法王がマドゥロ大統領の書簡に対して返事を返

したと報道。 

 

その書簡の宛先には「マドゥロ大統領」ではなく「親愛

なる Mr. マドゥロ」と役職を抜いて書かれていたと報

じた。 

 

また、書簡には、過去カトリック教会が行った与野党対

話の仲裁で交わした合意をマドゥロ大統領が果たして

いないと指摘、「効果的できちんと履行される合意でな

ければならない」と書かれているという。 

 

経 済                        

「国会 Citgo・PDVSA 役員らを任命         

 ～最高裁は役員の無効を宣言、国内資産凍結～」           

 

２月１３日 グアイド議長率いる国会は PDVSA、PDV 

Holdings・Citgo らの役員を任命した。 

 

「ウィークリーレポート No.84」で移行政権法について

紹介した。 

同法７章には PDVSA・PDV Holdings の役員を任命す

る旨が書かれていたが、Citgo 役員の任命は PDV 

Holdings が行うと認識できるような記述があった。 

 

ど の よ う な 背 景 が あ っ た の か は 不 明 だ が 、 PDV 

Holdings の役員の任命と同時に Citgo 役員も決まった。 

 

PDVSA の役員メンバーは、 

・Simón Antúnez 

・Gustavo J Velazquez, 

・Carlos José Paisa 

・Ricardo Prada 

・David Smolanski 

の５名。 

 

４名の素性はまだ不明だが、David Smolanski 氏は大衆

意志党（VP）所属の政治家でエル・アティージョ元市

長。３、４年前に日本にも訪問したことがある。 

 

PDV Holdings の役員メンバーは、 

・Luisa Palacios 

・Edgar Rincón 

・Oswaldo Nuñez 

・Fernando Vera 

・Elio Tortolero 

・Andrés Padilla 

 

Citgo の役員メンバーは、 

・Luisa Palacios 

・Edgar Rincón 

・Luis Urdaneta 

・Ángel Olmetta 

・Andres Padilla 

・Rick Esser 

 

Luisa Palacios 氏、Edgar Rincón 氏、Andrés Padilla 氏

は PDV Holdings と Citgo の役員を兼務している。 

 

Luisa Palacios 氏のプロフィールによると、２００２年

に JBIC 関連の仕事で執筆したことがあるようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/309e44f02e2ad45aa0a176a70e6a5c41.pdf
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同決定に対して、マイケル・モレノ最高裁判長は無効で

あると宣言。役員に任命された人物のベネズエラ国内で

の資産を凍結し、ベネズエラからの出国を禁止すると発

表した。 

 

他方、ここで任命された役員メンバーについては外国に

住んでおり、ベネズエラ国内からの出国禁止は実質的に

意味がないとの指摘もある。 

 

「制裁後、米国向けの原油輸出が８０％減」         

 

米国エネルギー省（IEA）は、２月４日～８日の週の原

油取引実績を公表。 

 

ベネズエラからの原油輸入量は日量１１．７万バレルと

前週の５８．７万バレルから８０．１％と激減した。 

 

理由は１月２８日に米国政府が科した PDVSA への制

裁。同制裁により PDVSA が米国向けに輸出した原油は

凍結口座に入金されることになった。 

 

PDVSA にとって、原油の輸出代金を使用できないこと

を意味するため、米国向け輸出が停止すると考えられて

いた。 

 

「ブルガリア検察 PDVSA の資金送金をブロック」                  

 

２月１３日 ブルガリアの検察庁は資金洗浄の疑いが

あるとして同国の弁護士事務所が PDVSA から受け取

った数百万ドルの資金を凍結したと発表した。 

 

「弁護士費用を理由としたものではない送金が、複数の

口座から第三国に対して繰り返し行われていた。調査は

完了していないが、資金洗浄の疑いがある。 

 

 

 

ブルガリア政府は米国政府や EU 各国政府と緊密にベ

ネズエラ資産を収奪から守るための対応措置を取る」 

と述べた。 

 

ブルガリア検察は、金額、誰に送金され、どこに仕向け

ようとしていたかなど具体的な情報は明らかにしてい

ない。 

 

２０１９年２月１４日（木曜）             

政 治                       

「アレアサ外相 マドゥロ支持グループを組織      

      ～実際は反米グループの集まり～」       

 

２月１４日 アレアサ外相は国連でマドゥロ政権を支

持するグループを組織することを検討していると発表

した。 

 

想定しているグループ構成国はロシア、中国、イラン、

キューバ、シリア、北朝鮮、パレスチナ、ニカラグア、

ボリビアなど。 

 

アレアサ外相は、このグループは米国に国連憲章と国際

法を守らせ、内政への介入行為を停止させ、世界に秩序

と安全を保障するためのグループだと説明した。 

 

つまり、新マドゥロ政権グループというよりも反米グル

ープの結成という意味合いが強いだろう。 

 

同グループへの参加意向を示しているパレスチナは５

０カ国程度のグループになるだろうとコメントしてい

る。 
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「野党 １億ドルの人道支援金を受け入れ」           

 

２月１４日 米州機構（OAS）は、ベネズエラ人道危機

会合を開催。 

 

同会合に出席したエル・アティージョ市のダビッド・ス

モランスキー元市長（２月１３日、国会が同氏を PDVSA

役員に任命している）は、世界各国から１億ドル（１１

０億円）の人道支援を受け入れると発表した。 

 

報じられている中では、台湾の５０万ドル（約５，５０

０万円）、オランダの３，０００万ドル（約３３億円）

などが含まれる。 

 

なお、この１億ドルとは別に、これまでにカナダが４，

０００万ドル、米国が２，０００万ドル、ドイツが２，

２６０万ドル、英国が８５０万ドルの支援金拠出を発表

している。 

 

 

（写真）スモランスキー氏（最前列左の人物）ツイッタ

ー 

 

 

「ラミレス元 PDVSA 総裁敗訴 賠償１４億ドル」         

 

米国テキサス州南部裁判所は、PDVSA 元総裁で元国連

大使のラファエル・ラミレス氏に対して「Harvest 

Natural Resources」に１４．２億ドルの賠償金を支払う

よう命じた。 

 

「Harvest Natural Resources」によると、２０１２年に

同社のベネズエラ資産を７億２，５００万ドルで売却す

るにあたり、PDVSA 役員に１，０００万ドルを支払う

よう要求され、要求を断った結果、最終的に２億５，５

００万ドルで「CT Energy Holdings」に売却することに

なったという。 

 

なお、「CT Energy Holdings」はベネズエラの大財閥の

１つ「シスネロ財団」の関係会社だという。 

 

当初、「Harvest Natural Resources」はインドネシアの

「Petromina」に資産を売却しようとしていたが、ラフ

ァエル・ラミレス氏の指名によりファン・ホセ・ガルシ

アという人物が現れ、「Harvest Natural Resources」と

「Petromina」の双方に対して、支払いを要請してきた

という。その結果、売却交渉は暗礁に乗り上げたようだ。 

 

次に「Petroandina」に４億ドルで売却する交渉が進んで

いたが、前回と同様、PDVSA から賄賂の支払いを要求

され、交渉が暗礁に乗り上げたという。 

 

最終的に「CT Energy Holdings」に対して、２億５，５

００万ドルでベネズエラに保有していた資産を売却し

たという。 

 

「Harvest Natural Resources」の訴えに対して、ラミレ

ス元総裁は一度も出廷しなかったという。 
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経 済                       

「中銀 金融機関経由の外貨両替システム公布」            

 

ベネズエラ中央銀行および財務省は、２月６日付官報４

１，５８０号で、国内の金融機関が一般顧客向けに外貨

を両替するシステムの枠組みを公表した。 

 

金融機関は、顧客１名に対して、１，０００ユーロ／日

（あるいは１，０００ユーロと同等の外貨）を両替する

ことが出来る。 

 

ただし、両替できる額は１カ月で最大４，０００ユーロ、

１年間で最大８，５００ユーロとする。 

 

現金外貨の受け取りも可能としており、仮に現金外貨の

両替をする場合、１日当たり５００ユーロを越えてはい

けないと定めている。 

 

取引最小単位は個人の場合５０ユーロ、法人の場合は５

００ユーロとする。 

 

また、２月７日付官報４１，５８１号でデジタル通貨を

通じた送金システムの枠組みも公表された。 

 

ベネズエラ政府はデジタル通貨「ペトロ」の流通を勧め

ているが、「ペトロ」でなくても送金可能だが、最大で

１カ月１０ペトロを限度額している。 

 

政府は１ペトロを６０ドルと換算しているようで、１カ

月６００ドルを意味していると思われる。なお、デジタ

ル通貨監督局（Snacrip）は送金受領者の事前の申請の上

で、１０ペトロを越える送金を受け取ることを許可でき

るが、最大でも５０ペトロ（恐らく３，０００ドル）が

限度額のようだ。 

 

 

 

「米国のベネズエラ資産 グアイド議長に裁量」         

 

ロイター通信は、野党の匿名関係者からの証言として、

米国内のベネズエラ政府資産は、グアイド議長率いる国

会が使用できると米国政府代表が伝えたと報じた。 

 

野党関係者の証言によると、野党は米国内のベネズエラ

資産を使用する可能性を否定はしないが、現時点では検

討していないようだ。 

 

１月２３日 グアイド国会議長の暫定大統領就任宣言

（「ベネズエラ・トゥデイ No.244」参照）。 

これを受けて、米国政府はグアイド議長を暫定大統領と

認識することを決定。米国内のベネズエラ政府、PDVSA

資産を凍結している。 

 

匿名の野党関係者は、ロイターに対して 

「米国政府は、米国内の（ベネズエラ政府、政府機関）

口座について、国会が使用する能力があると伝えた。し

かし、現在の状況は異常事態で極めて慎重になることが

求められている。」 

と語ったという。 

 

「Owens Illinois PDVSA、Citgo 相手取り訴訟」              

 

米国のガラス企業「Owens-Illinois」は、米国のデラウエ

ア州裁判所に対して PDVSA と Citgo を提訴した。 

 

賠償請求金額は５億ドル。２０１０年にベネズエラ国内

の２つの工場を接収されたことを理由としている。 

 

「Owens-Illinois」は、２０１５年に国際紛争解決セン

ター（ICSID）で勝訴しており、ベネズエラ政府に対し

て３億７，２００万ドルの支払いが命じられていた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
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しかし、ベネズエラ政府は賠償金支払いを履行しないた

め、PDVSA および Citgo に対して「実質的にベネズエ

ラ政府と同等の存在」として賠償支払いを求めている。 

 

これはカナダの「Crystallex」と同じ理論で、「Crystallex」

はデラウエア州裁判所から PDVSA とベネズエラ政府

は事実上同等の存在であると認められ、Citgo 資産を売

却して賠償金を回収するこが可能と結論づけられた。 

 

ただし、昨今の政治情勢の変化を受けて、Citgo と現在

のマドゥロ政権を同等の存在と扱うことは難しくなっ

ていると思われ、Crystallex の判決は振出しに戻るのか

もしれない。 

 

「Lukoil、Gazprom ベネズエラとの事業再考」              

 

ロイター通信は、ロシアの石油会社「ルクオイル」の関

係企業「Litesco」の Vagit Alekperov ゼネラル・ダイレ

クターが、米国政府による制裁を受けて、即時 PDVSA

との取引を停止したと語ったと報じた。 

 

PDVSA はロシアから希釈用の軽質油を購入しているが、

１月２８日に米国政府が科した制裁を受けて、ルクオイ

ル社が PDVSA 向けの原油輸出を停止したと報じられ

ていた。 

 

Vagit Alekperov ゼネラル・ダイレクターは 

「これまで Litasco は、ベネズエラに石油製品を販売し、

取引を行っていたが、制限がかかってから全く取引をし

ていない。」とした。 

 

また、「Gazprom Neft」の Alexander Dyukov 社長は、

スプートニクニュースの取材を受け、ベネズエラとの事

業を継続するのはとてもリスクが高いと語り、投資計画

があったが今回の制裁を受けて、延期すると答えた。 

 

 

また、「ベネズエラに駐在する職員を避難させることを

検討しているか？」との質問に対して、 

「我々の駐在員はベネズエラでのプロジェクトに意欲

を示している。現時点では身体的な脅威があると認識し

ていない。」と避難措置を本格的に検討していないと思

える回答をした。 

 

「米ルビオ議員 印リライアンスに制裁求める？」              

 

米国による制裁を受けて、PDVSA のケベド総裁は、イ

ンド向けの輸出を倍増させる意欲を見せた。 

 

これに対して、米国のボルトン大統領補佐官は 

「我々はベネズエラの資産を盗むマドゥロ政権を支援

する国家と会社を忘れない」と脅迫めいたツイッターを

投稿している。 

 

このコメントを後押しするように米国のマルコ・ルビオ

議員は、インドの石油会社「リライアンス」を名指しで

非難。リライアンスへの制裁を検討するとまでコメント

している。 

 

「インド大使へ：マドゥロ政権は、リライアンスが石油

を購入する手段を模索している。その石油はベネズエラ

国民から盗んだものだ。 

 

これはグアイド暫定政権の合法性を損なう行為であり、

リライアンスへの制裁を呼びかけることにつながる。」 

とツイッターに投稿した。 

 

以上 

 


