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（写真）大統領府 “ベネズエラ政府 ガルシア・パロモ大佐（写真の人物）拘束を発表” 

 

 

２０１９年２月６日（水曜） 

 

政 治                     

「米国政府 離反軍人には制裁解除を検討」 

「ポンペオ国務長官 マドゥロはヒズボラ支援」 

「FBI 制裁違反容疑でプエルトリコ銀行を捜査」 

「アンドラ公国 グアイド議長を大統領と認識 

～凍結資金４２億ドルの保護を検討～」 

経 済                     

「１８年 トルコ、UAE に７３トンの GOLD 輸出」 

「国会 Interbanex の調査を開始」 

「OPEC 大使 欧州・アジア市場に原油輸出拡大」 

「野党 炭化水素法の改定を検討」 

２０１９年２月７日（木曜） 

 

政 治                    

「ガルシア・パロモ大佐の拘束を発表」 

「人道支援物資がコロンビア国境に到着 

～マドゥロ政権は橋にトラックを置き妨害～」 

「中立国グループ 自由選挙の実施を要請 

～人道支援を政治化してはいけない～」 

経 済                    

「TOTAL 駐在員 本国に引き上げを発表」 

「国会 １９年１月のインフレ率１９１．６％」 

「PDVSA 自国の軽質油を混ぜている」 

「Bank of America ベネでのカード使用禁止」 
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２０１９年２月６日（水曜）             

政 治                       

「米国政府 離反軍人には制裁解除を検討」       

 

２月６日 米国のボルトン大統領補佐官は、ベネズエラ

政府関係者に科している制裁についてツイッターで 

 

「米国は民主主義を擁護する立場に付き、グアイド議長

をベネズエラの憲法に準じた大統領と認識するのであ

れば、ベネズエラ軍部高官に科している制裁を解除する

ことを検討する。 

 

もし、そうでないならば国際金融網が彼らを完全に締め

出す。正しい選択をしろ！」 

と投稿した。 

 

ベネズエラの国防相および陸軍・海軍・空軍・自衛隊・

民兵の総司令官、内務司法相は、全員が米国の制裁の対

象となっており、米国域内の移動が禁止され、資産が凍

結されている。 

また、一部では制裁対象者が関与する組織、個人も含め

て捜査の手が伸びており、彼らの資金移動が困難になり

つつある。 

 

しかし、現在のところ国防相、総司令官クラスは引き続

きマドゥロ政権を支持する姿勢を維持している。 

 

 

「ポンペオ国務長官 マドゥロはヒズボラ支援」         

 

２月６日 米国のポンペオ国務長官は FOX News のイ

ンタビュー番組に出演。 

 

レバノン系のテロ集団「ヒズボラ」について、イラン政

府と同盟関係にあり、ベネズエラで活動していると言及。 

米国政府は、国家と地域の安全保障のため、リスクを減

らす義務があると述べた。 

 

「人々はヒズボラが活動していることを認識していな

い。イランはベネズエラ国民と南米地域に悪影響を及ぼ

している。米国はこのリスクを減らす義務がある。 

ワルシャワでの会合ではこの問題について語るつもり

だ。」と発言した。 

 

先月１４日に、ポンペオ国務長官は、２月１３～１４日

にワルシャワ（ポーランド）で中東情勢をめぐる国際会

議を開催すると発表。イラン政府は「反イラン的会合」

と非難している。 

 

なお、イラン政府はマドゥロ政権を擁護している。 

 

ロウハニ大統領は 

「米国はベネズエラの内政問題に介入している。我々は

全ての地域において米国政府の影響下にある。彼らが進

めている政策は、南米はもちろん、米国にさえ良い影響

を与えない。 

 

我々は合憲的なマドゥロ政権を支持する。また、ベネズ

エラ国民が米国の謀略を暴き、過去に戻ることを望んで

いる。」 

と発言している。 
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また、「ヒズボラがマドゥロ政権を支援した」という主

張は、１月２９日、レバノン議会のヒズボラ政党（１２

８議席中１２議席）の議員の代表が、在レバノン・ベネ

ズエラ大使と会合し、マドゥロ政権への支持を表明した

ことを理由としている。 

 

「FBI 制裁違反容疑でプエルトリコ銀行を捜査」                  

 

２月６日 米国の連邦捜査局（FBI）は、米国政府が科

した制裁に違反した疑いがあるとして、プエルトリコに

あるサン・ファン・インターナショナル銀行への捜査を

実施した。 

 

プエルトリコは米国自治領であり、米国司法圏内に入る。 

 

FBI プエルトリコ支局のドグラス・レフ捜査官は 

「同銀行の個人あるいは組織は、ベネズエラ政府と関係

がある。財務省は、同行がプエルトリコから汚職、麻薬、

制裁違反の疑いがある送金に関与した疑いを確認した。 

 

米国政府は、汚職撲滅に注力しており、プエルトリコお

よびバージニア諸島は戦いの舞台だ。」 

と発言した。 

 

なお、同行の名前をどこかで聞いたことがあるので確認

してみたところ、PDVSA が１６年１０月に社債

（PDVSA２０）を発行した際に投資家に対して提供し

た目論見書に名前が存在した。 

 

目論見書によると、１６年３月２３日「サン・ファン・

インターナショナル銀行」が PDVSA に３億ドル（利率

６．５～７．５％）の融資をしている。 

 

ベネズエラ政府と取引関係があることは間違いないよ

うだ。 

 

 

なお、ディオスダード・カベジョ制憲議長は、本件につ

いて、 

「問題となっている原因は、同行に口座を保有する 2 名

のベネズエラ人との情報が入った。どうやら彼らはチャ

ビスタではないようだ」 

とコメントしている。 

 

「アンドラ公国 グアイド議長を大統領と認識     

    ～凍結資金４２億ドルの保護を検討～」                  

 

１月２３日にグアイド国会議長が暫定大統領への就任

を宣言して以降、米国を始め多くの国がグアイド議長を

暫定大統領と認識すると表明している。 

 

２月６日 アンドラ公国もグアイド議長をベネズエラ

の暫定大統領と認識すると表明した。 

 

アンドラ公国はマドゥロ政権関係者が汚職に使った銀

行がある国で、莫大な汚職資金が凍結されている。 

 

グアイド議長は、アンドラ公国のスタンスに感謝を表明

し、同国にある資産を保護すると発言した。 

 

「アンドラ公国は我々にとって特別である。数年前には

ベネズエラ籍の法人・個人名義でアンドラに４２億ドル

の資金があると言われていた。 

 

この資金は汚職で生み出された資金であることは明白

で、マドゥロ政権自身もこの汚職資金の回収には乗り出

していない。 

 

現在は凍結されている。我々はこの資産を保護するため

にアンドラ公国と直接協議を行う。」 

と発言した。 
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経 済                        

「１８年 トルコ、UAE に７３トンの GOLD 輸出」           

 

国会財務委員会のダビッド・パパローニ議員は、マドゥ

ロ政権が２０１８年中にトルコ、アラブ首長国連邦

（UAE）に向けて、７３トンの GOLD を輸出したと訴

えた。 

 

数日前までには UAE に向けて GOLD が輸出されると

報道があり、同国の「Noor Capital」が今後は GOLD の

購入を控えると表明していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.248」２月１日付の記事参照）。 

 

パパローニ議員は、「Noor Capital」は２０１８年中に２

７．３トンの GOLD を購入。同じく、UAE の「Goetz 

Gold」が２１．８トンを購入。 

トルコの「Sardes Kiymeti Madenler」が２３．９トンを

購入したと発表した。 

 

７３トンは２７．５億ドルに相当する。 

 

IMF の統計によると、トルコ、UAE 向けの GOLD 輸

出（２０１８年）は２７．５億ドルよりも多い。この３

社以外にも売却先があるかもしれない。 

 

「国会 Interbanex の調査を開始」         

 

１月２７日 ベネズエラ中央銀行は、突然同行の公式ツ

イッターで民間企業「Interban Exchange 社」が提供す

る為替取引プラットフォーム「Interbanex」を合法の為

替取引システムとして承認した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.245」１月２６日～２７日付の記事参照）。 

 

既に Interbanex は稼働しており、２月７日のレートは

１ドル BsS.２，５４５。 

 

 

２月６日 国会の行政監査委員会は、Interbanex とマド

ゥロ政権との関係の調査を行うことを承認した。 

 

行政監査委員会のフレディ・スペラーノ議員は、

Interbanex に加えて、同社の後ろにいるバルバドス籍の

会社（Ampajesu SL）とグラナダ籍の会社（Mercantil Bull 

Equity Management LTD）も捜査すると発表している。 

 

また、「Mercantil Bull Equity Management LTD」は、

パナマペーパーに名前が挙がっている会社で、同社の代

表を務める Dionisio Sifontes Santos 氏は、タレク・エ

ル・アイサミ経済担当副大統領と関係がある人物だと訴

えた。 

 

「OPEC 大使 欧州、アジア市場に原油輸出拡大」                  

 

米国が PDVSA に対して制裁をかけたことで、米国向け

の輸出が事実上できない状態になっている。 

 

既に影響が出ており、メキシコ湾では PDVSA の原油を

乗せたタンカーが海上に滞留している。また、輸出待ち

のタンカーがベネズエラの港にも停泊しているという。 

 

２月６日 ベネズエラのOPEC代表大使であるロニー・

ロメロ大使は、「米国による制裁を受けて、欧州、アジ

アに向けた輸出を拡大させる。」と発言した。 

 

しかし、輸出拡大には多くの障害がある。 

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアリストブロ・オリ

ベロ氏は、 

「日量６０万バレル相当の原油の行き先をさがすのは

難しい。ディスカウントしなければならないし、条件も

悪くなる。輸送コストやその他費用が増える。」 

とコメントしている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
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「野党 炭化水素法の改定を検討」                  

 

野党政治家のヨン・ゴイコチェア氏（大衆意志党（VP）

所属）は、PDVSA と労働者を保護するため炭化水素法

を改定するとの方針を示した。 

 

ゴイコチェア氏は、グアイド議長が組織する「Plan Pais 

de Recuperacion（国家回復計画）」の構成メンバーの一

人。石油部門では５年間で日量１００万バレルを増産さ

せる方針を示している。 

 

ゴイコチェア氏は、石油セクターの回復はベネズエラ経

済の回復の最も重要な要素だと説明。産業回復のために

３つのテーマが必要だと主張した。 

 

１つ目のテーマは法律。２つ目のテーマは施設と人材の

保護。３つ目のテーマはオペレーション管理。 

また、石油産業を政治と独立させることで、競争による

合理的な応札を可能にすると説明した。 

 

法律について、採掘・生産部門に国内外の投資を呼び込

むため、石油産業の法律を定める炭化水素法を改定する

と発言。 

 

現在の資本参加比率 PDVSA６０％、民間企業４０％の

規定を変える意向を示し、PDVSA 側が少数投資家にな

る可能性も否定しない方針を示した。 

 

また、合弁会社について、地域によって同一の条件を強

いることは出来ず、採掘する場所により個別に交渉し条

件を整える意志を示した。 

 

 

 

 

 

 

２０１９年２月７日（木曜）             

政 治                       

「ガルシア・パロモ大佐の拘束を発表」        

 

２月７日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相がメディア向

けに記者会見を実施。１月３０日にガルシア・パロモ大

佐を拘束したと発表した。 

 

ガルシア・パロモ大佐は１８年５月の大統領暗殺未遂事

件の首謀者。パロモ大佐自身もインターネットを通じて、

クーデターを計画したと公表している（「ウィークリー

レポート No.53」参照）。 

 

マドゥロ政権は、この事件が起きる前からガルシア・パ

ロモ大佐をクーデターの主要計画者として、指名手配し

ており、ついに拘束されたことになる。 

 

軍部専門家のセバスティアン・バラエス氏は、ガルシア

大佐の拘束について、 

「先日、大統領護衛官として活動していたオビディオ・

カラスコ氏がパロモ大佐の内通者だったことが発覚し

たため」とコメントしている。 

 

ロドリゲス情報通信相は、パロモ大佐が数日後にベネズ

エラでクーデターを実行する予定だったと発表。 

パロモ大佐は、コロンビア籍の偽造パスポートや様々な

身分証明書を所持しており、コロンビア政府当局や米国

政府関係者らの協力を得ながら、活動をしていたと訴え

た。 

 

また、国防上の理由から、多くのことは公表できないと

した上で、パロモ大佐の証言映像の一部を公開。 

同映像では、これまでコロンビア警察や米国政府アドバ

イザー、米国の中央情報局（CIA）らの協力を得て活動

をしてきたと証言している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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また、パロモ大佐は証言映像の中で、第一正義党（PJ）

のフリオ・ボルヘス元国会議長と連絡を取っており、１

８年１０月に SEBIN 本部で飛び降り自殺を図ったと政

府が発表している第一正義党（PJ）のフェルナンド・ア

ルバン市議は、両者の連絡をつなぐ人物の一人だったと

発言している。 

 

なお、野党側はアルバン市議の死亡について拷問死だと

主張しており、事件の真相は解明されていない。 

 

ロドリゲス情報通信相は、 

「ベネズエラ政府は、これまで再三、米国政府、コロン

ビア政府に対して、捜査協力を求めてきたが、両国は捜

査に協力する姿勢を示さない。なぜなら、彼らはクーデ

ターを起こそうとしている側だからだ。」 

と主張した。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

“パロモ大佐拘束を発表するロドリゲス情報通信相” 

 

「人道支援物資がコロンビア国境に到着        

 ～マドゥロ政権は橋にトラックを置き妨害～」           

 

グアイド議長の要請を受け、米国政府はベネズエラに向

け人道支援物資を送っている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.248」２月２日付の記事参照）。 

 

 

既に大量の支援物資がコロンビア側の国境の町ククタ

に到着している。既にトラックがベネズエラ国境を通る

ことが出来れば物資が受け取れる状況まで来た。 

 

ベネズエラ国民にとって待望の支援物資だが、マドゥロ

政権は、軍事介入のための口実だと主張。人道支援を拒

否しており、国境を通過するための道にトラックを置き

移動を妨害している。 

 

この行為に米国政府関係者らが抗議。 

 

ポンペオ国務長官、ボルトン大統領補佐官（国家安全保

障問題担当）、米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長、

マドゥロ政権に追われチリ大使館にかくまわれている

大衆意志党（VP）のフレディ・ゲバラ元議員らは、妨害

トラックの映像をツイッターに投稿し、マドゥロ政権を

非難している。 

 

 

（写真）アルマグロ OAS 事務局長ツイッター 

“マドゥロ政権による人道支援物資搬入の妨害を非難” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
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「中立国グループ 自由選挙の実施を要請       

    ～人道支援を政治化してはいけない～」         

 

２月７日 欧州主要国とラテンアメリカの一部の国で

組織する中立国グループ（以後、同グループのことをス

ペイン語に従い、コンタクト・グループと呼ぶ）が会合

を実施した。 

 

同会合に参加した国は、欧州連合代表、フランス、ドイ

ツ、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウ

ェーデン、英国、ボリビア、コスタリカ、エクアドル、

メキシコ、ウルグアイ。 

 

国連関係者も参加すると見られていたが、国連は参加し

なかった。 

 

国連のグティエレス事務局長は、 

「同グループが主導する平和的なイニシアティブを支

持するが、国連はどのグループにも所属しない。」と、

リマグループにもコンタクト・グループにも与しない姿

勢を示した。 

 

なお、ロシア政府外務報道官は、ロシア政府として、同

会合に参加したかったが、主催者に招待されなかったと

言及している。 

 

会合後、欧州連合のフェデリカ・モゲリーニ外務委員長

は、自由で公平な選挙による解決を主張。 

相互理解の必要性を説き、人道支援を政治の道具に使用

するべきではないと訴えた。 

 

「我々は、ベネズエラで起きている問題は、自由で民主

的な信頼に足る選挙により解決することを望む。 

 

 

 

 

ベネズエラの経済危機は深刻で、緊急的に人道支援を行

わなければいけない。ベネズエラ側が人道支援を受け入

れるため国連と協調して可能な努力を行う。 

 

人道支援は中立的に実行されなければならない。人道支

援を政治化してはいけない。 

 

欧州連合は、これまでベネズエラに対して６，０００万

ユーロの人道支援を行ってきた。近いうちにこの額は５

００万ユーロ増える。この支援は有効な方法でベネズエ

ラ国民に届かなければいけない。そのために EU はカラ

カスに事務所を置く用意がある。 

 

我々は、ベネズエラ問題を平和で民主的な選挙によって

解決するために、相互理解を探らなければいけない。」 

と訴えた。 

 

経 済                       

「TOTAL 駐在員 本国に引き上げを発表」            

 

フランス系の石油・ガス開発会社「TOTAL」は、米国

による制裁の影響で口座が凍結されたことを理由にベ

ネズエラからの引き上げを発表した。 

 

１月２８日、米国政府は PDVSA への制裁を科すにあた

り、Chevron、Haliburton など５社に対して、今後も

PDVSA と取引が出来るライセンスを発行していたが、

TOTAL には発行しなかった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.246」１月２８日付の記事参照）。 

 

TOTAL の Patrick Pouyanne 財務担当役員は、同社の

年間財務報告を説明している際、 

「米国の決定のおかげで口座が凍結された。これまでベ

ネズエラ事業は米国側で管理していたがそれは出来な

くなった。」 

と発言。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年２月６日～２月７日報道               No.２５０   ２０１９年２月８日（金曜） 

8 / 9 

 

今回起きていることを理由に、来週月曜からベネズエラ

にいる全ての人員を引き上げることにしたと発表。 

ベネズエラには約５０名の駐在員がおり、ガス、石油セ

クターで活動していたようだ。 

 

「国会 １９年１月のインフレ率１９１．６％」         

 

２月７日 国会は１９年１月のインフレ率が先月比１

９１．６％だったと発表。 

 

１８年１月～１９年１月の１２カ月分のインフレ率は

２６８万８，６７０％になるとした。 

 

特に値上がりが激しかったのは交通で先月比４５１％

増（５．５倍）。食料・飲料が同２６６％増。賃貸料が同

２０２％増だったと発表した。 

 

また、国会は１月の食費は月額 BsS.５３７，６７０必要

だったと発表。他方、最低賃金は BsS.１９，８００なの

で、最低賃金は１カ月に必要な食事の３．７％にしかな

らないと訴えた。 

 

 
（出所）国会 

“国会 １７年１月～１９年１月のインフレ推移” 

 

 

 

 

 

「PDVSA 自国の軽質油を混ぜている」              

 

米国の制裁は、PDVSA の米国内口座を凍結するだけで

はなく、米国企業が PDVSA に希釈剤を輸出することも

禁止している。 

 

ベネズエラで産出される原油の多くは超重質油と呼ば

れる不純物の多い原油で、石油製品とするために米国か

ら希釈剤を輸入していた。 

 

現地メディア「Venepress」は、PDVSA 関係者からの証

言として、１週間前から PDVSA は自国で採れた軽質油

を混ぜている。 

 

輸出に耐える品質にするため、PDVSA が合弁会社に軽

質油を渡しているという。 

 

ベネズエラのコロンビア国境に近いスリア州マラカイ

ボ湖では軽質油が採れる。ただし、同地域は昔から採掘

活動をしていたため、産油量を増やすには相応の投資が

必要になる。 

 

同地域への投資が低迷していることで、軽質油の産出量

は減少傾向にある。 

 

「Bank of America ベネでのカード使用停止」              

 

米国金融機関「Bank of America」は、ベネズエラ国内で

のクレジットカードの使用を停止すると発表した。 

 

クレジットカード使用の停止は、米国による制裁が理由

のようで、他の米国系金融機関も同様の決定がされると

考えられている。 
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なお、１月２９日 ベネズエラ中央銀行は DICOM レ

ートを１ドル BsS.３，３００で安定させるとして為替

介入を宣言した。 

 

他方、並行レートは１ドル BsS.２，５００前後で推移し

ており、DICOM レートよりもボリバル高となっている。 

 

これまで並行レートは、政府が定める公定レートよりも

常にボリバル安だったため。極めてイレギュラーな逆転

現象が起きている。 

 

これにより、ベネズエラの両替所「ITAL CAMBIO」で

は現金ドルをボリバルに両替しようとする人が急増し

ているようだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.249」２月５

日付の記事参照）。 

 

影響はクレジットカードの使用にも出ている。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、先週からベネズ

エラで外国のクレジットカードを使用する量が急増し

ているという。 

 

これまでベネズエラ国内で外国カードを使用すること

は非常に稀だったが、逆転現象が起きて１週間ほどで１

００万ドルがクレジットカードで使用されたようだ。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf

