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（写真）駐ベネズエラ米国大使館 “ポンペオ国務長官 ベネズエラから外交官全員の撤退を発表” 

 

 

２０１９年３月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「米国大使館 外交官の全員撤収を発表 

～軍事介入のため外交官を避難？～」 

「リマグループ マドゥロ政権への資金流入を阻止」 

「国会 緊急事態を宣言」 

経 済                     

「米国 ベネ露の銀行 Mosnarbank に制裁」 

「インド国営石油 ベネズエラ産原油購入なし 

～ロシア ベネズエラからの原油輸入を継続～」 

社 会                     

「停電で全国的に略奪相次ぐ」 

２０１９年３月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 大統領府に近日中に向かう 

～マドゥロ大統領 大混乱になると警戒～」 

「検察庁 グアイド議長と停電の関連を調査」 

経 済                    

「FIBA 会合 PDVSA は放射能のようだ」 

「IEA １９年は日量７５万バレルになると予想」 

社 会                     

「大規模停電復旧 状況は引き続き不安定」 

「国会第１副議長 高級レストランで非難される」 

「ベネズエラの治安 世界で３番目に悪い」 
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２０１９年３月１１日（月曜）             

政 治                       

「米国大使館 外交官の全員撤収を発表         

      ～軍事介入のため外交官を避難？～」       

 

３月１１日 米国のポンペオ国務長官は、自身のツイッ

ターで 

「米国は今週中にベネズエラ大使館に残る全ての外交

官を引き上げることを決めた。この決定はベネズエラの

状況悪化とベネズエラ大使館に外交官を置くことが米

国政策の制約になるためだ。」 

と投稿。 

 

駐ベネズエラ米国大使館の外交官全員を引き上げると

発表した。 

 

 

 

１月２３日、米国政府は暫定大統領への就任を宣言した

グアイド議長をベネズエラの大統領と認識する方針を

示した。 

 

これを受けて、マドゥロ政権は米国大使館の職員全員を

国外に追放すると宣言。当時、７２時間以内に国外に出

るよう求めていたが、米国政府はグアイド議長がベネズ

エラの大統領であり、マドゥロ政権の決定は受け入れな

いと拒否する姿勢を見せた。 

 

 

そして、７２時間の期限ギリギリになり３０日の交渉期

間を設けることを決めた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.245」１月２６日～２７日付の記事参照）。 

その後、交渉期間は伸びていたが、今回の発表に至って

いる。 

 

ポンペオ国務長官の発表翌日、ベネズエラのアレアサ外

相は 

「ベネズエラ政府が米国大使館の外交官を国外に追放

することを決定した。米国の外交官は、交渉を失敗し、

外交関係が絶たれた。 

大使館職員がベネズエラに残ることは国の平和と安定

に害をなす。１９年３月１２日０時からカウントして７

２時間以内に同国の大使館員は退去しなければいけな

い。」と説明した。 

 

以下、マドゥロ政権の米国大使館追放通達文。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
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ただし、米国政府は先の通りベネズエラの国家元首はグ

アイド議長にあると認識しており、マドゥロ政権の指示

に従うとは思えない。 

 

また、今回の決定をする前に、野党にも相談をしたと思

われ、米国大使館が独断で決めたとは考えにくい。 

 

突然の発表に、メディアでは多くの憶測が流れており、

正確な情報はない。 

 

有力説は、米国政府が武力行使をするため自国の外交官

を送還したという説。 

 

攻撃を仕掛けた後に米国大使館の外交官がマドゥロ政

権に拘束、人質にされる可能性は高い。 

そのような状況を避けるため事前に大使館員を送還し

た可能性はありそうだ。 

 

仮に軍事介入を実施することが決まっていないとして

も、ベネズエラに外交官がいる間は、外交官自身が武力

行使を容認しないはずだ。いつでも武力行使に踏み切れ

るよう外交官を引き上げたという説は納得がいく。 

 

ポンペオ国務長官はツイッターで 

「ベネズエラ大使館に外交官を置くことが米国政策の

制約になる」と記載しており、上記の説をサポートして

いるように見える。 

 

他方、ベネズエラにはまだ米国民が残っている。 

軍事攻撃をする意志がありながら、彼らをベネズエラに

置き去りにして先に帰国することが適切な判断なのか

疑問もある。 

 

 

 

 

 

 

「リマグループ マドゥロ政権への資金流入を阻止」         

 

３月１１日 アルゼンチンのホルヘ・ファウリエ外相は 

 

「リマグループは、マドゥロ政権へ経済ブロックを科し、

グアイド暫定大統領が資金を受け取ることができるよ

うにするためコンタクトを継続している。 

 

リマグループの全金融当局、またグループ外の国も含め

てマドゥロに資金を流さないよう協議をしている。 

 

我々はベネズエラで起きている７２時間以上に渡る大

災害を心配している。この災害は経済的な被害を与え、

多くの犠牲者を出している。 

 

この問題はマドゥロ政権のシステムが非効率であった

ことを証明している。」 

と言及した。 

 

「国会 緊急事態を宣言」                  

 

３月１１日 国会は、長引く大規模な停電とそれに伴う

社会情勢の悪化を受けて非常事態宣言の政令を承認し

た。政令では非常事態宣言として以下の点について決定

されている。 

 

 

・国軍に対して電力公社が正常な状態になるための支

援をするよう命じる。 

 

・治安当局が国民の権利である抗議行動を抑止しない

よう命じる。 

 

・外国にいる全てのベネズエラ人に対して国際的な協

力の枠組みを構築するよう求める。 
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・医療セクターの公務員に対して国民が必要なサービ

スを提供するよう求める。 

 

・公務員に対して非常事態対応の特別勤務時間を設定

するよう命じる。 

 

・国内の電力問題を緩和させるため燃料の使用を極力

減らすよう求める。 

 

・燃料供給を可能な限り節約するためキューバに対す

る原油の供給を停止するよう命じる。 

 

 

「非常事態」は３０日間で、状況に応じて延長の可能性

もある。 

 

グアイド議長は、ベネズエラは非常事態にあり、キュー

バに送る原油は少しも残っていないとして、キューバへ

の原油輸出を停止するよう求めた。 

 

経 済                        

「米国 ベネ露の銀行 Mosnarbank に制裁」           

 

米国の外国資産管理局（OFAC）は、「Evrofinance 

Mosnarbank」に対して制裁を科した。 

 

制裁の理由は PDVSA と関係し、汚職取引と資金洗浄を

促進していたためとしている。 

 

「Evrofinance Mosnarbank」は、ロシアのガスプロムバ

ンクとベネズエラの国家開発基金（FONDEN）が出資

しているロシアとベネズエラの金融機関。 

 

以前から同銀行を通じて米国の金融制裁を回避してい

ると報じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.207」

１０月２５日付の記事参照）。 

 

「インド国営石油 ベネズエラ原油購入なし    

 ～ロシア ベネズエラからの原油輸入を継続～」         

 

インド石油省の M.M.Kutty 秘書官は、ヒューストンの

会合で、 

「インドの国営石油公社は、米国の制裁リスクを回避す

るためベネズエラから原油をほぼ購入していない。 

民間セクターにも制裁リスクについて伝えている。」 

と述べた。 

 

この報道を受けて「インドはベネズエラから原油をほぼ

購入していない」と書かれている記事が散見されるが、

正しい記述ではないだろう。 

 

インドでベネズエラ産原油を輸入しているのは「リライ

アンス・インダストリーズ」と「ナヤラ・エナジー」が

ほとんど。この２社は国営の石油会社ではない。 

 

国営石油公社よりも上記２社が購入を維持するかが重

要になりそうだ。 

 

なお、「ナヤラ・エナジー」はロシアの石油会社「ロス

ネフチ」が４９．１％の株式を保有している。 

 

３月１１日 ロシアのラブロフ外相は、ベネズエラとの

原油取引をする企業に制裁を科すと圧力をかける米国

の姿勢について、国際法に違反していると非難。 

 

ロスネフチは「我々は商業取引だけを行っており、政治

に従事しているわけではない」との声明を発表し、米国

側の主張に反対している。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
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社 会                        

「停電で全国的に略奪相次ぐ」           

 

３月１１日も停電は解決しなかった。グアイド議長は１

１日９時３０分時点で５州（スリア州、トゥルヒージョ

州、ポルトゥゲサ州、ヤラクイ州、アマゾナス州）が完

全に停電の状態にあるとした。 

 

また、スクレ州、アンソアテギ州、モナガス州、デルタ

アマクロ州、メリダ州、アプレ州、ララ州、カラボボ州、

ファルコン州、バリナス州、コヘーデス州がかなり悪い

状態にあるとした。 

 

また、カラカス首都区、ミランダ州、アラグア州、グア

リコ州、ボリバル州、タチラ州については一部で復旧が

確認されているとした。 

 

 

 

既にいくつかの店舗で略奪が起きていたが、１１日も複

数の略奪行為が確認された。 

 

同日、カラカスでは特に目立った略奪は確認できていな

いが、スリア州の州都マラカイボでは多くの略奪が確認

されている。 

 

 

以下はマラカイボのショッピングセンター「サンビル」

の写真。多くの店舗が略奪被害に合った。 

 

 

 

 

同じくマラカイボの大型スーパーマーケット「NASA」。 

 

 

また、同じくマラカイボ州にある「Pepsi Venezuela」の

工場にも略奪が入り、施設が破壊され、原材料や商品は

もちろん、トラックのタイヤまで奪われた。 
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メリダ州では国営銀行「バンコ・ビセンテナリオ」が略

奪被害に合い、町中に大量の紙幣がまき散らされた。 

 

 

 

他にもバリナス州では国営スーパー「Pdval」も略奪被

害に合うなど混乱が各地で確認された。 

 

２０１９年３月１２日（火曜）             

政 治                       

「グアイド議長 大統領府に近日中に向かう      

  ～マドゥロ大統領 大混乱になると警戒～」        

 

３月１１日、グアイド議長は国会の演説の中で、３月１

２日、１５時に街頭に出て抗議行動を行うよう呼びかけ

ていた。 

 

 

 

この呼びかけに呼応し、多くの支持者が街頭で抗議行動

を起こした。 

 

同日、グアイド議長は抗議行動に参加。演説の中で 

「我々は執務を行うための場所が必要だ。 

 

従って、軍部が我々の側につけば、近いうちに大統領府

へ私のオフィスを探しに行く。とても近いうちにミラフ

ローレスへ踏み込む。」 

と主張。 

 

聴衆は「Si, se puede、Si, se puede（Yes, you can）」と

呼応した。なお、余談だがグアイド議長はオバマ前大統

領に顔がそっくりだと言われている。 

 

 

（写真）CNN 

 

「検察庁 グアイド議長と停電の関連を調査」           

 

３月１２日 サアブ検事総長は、グアイド議長と今回の

停電に関係があるかどうかを調査すると発表した。 

 

「検察庁は１月２９日から始めているグアイド氏の捜

査内容に今回の停電を加えることを決定した。 

 

検察庁はグアイド氏を今回の停電の主犯格の一人だと

考えている。ベネズエラを停電で混乱させ、市民の暴動

を起こさせようとしている。 
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彼は経済情勢を言い訳に略奪や強盗を正当化し、促進す

るような発言をしている。彼の発言はツイッターで確認

できる。」 

と発表した。 

 

経 済                       

「FIBA 会合 PDVSA は放射能のようだ」            

 

３月１２日 米国のフロリダ国際金融機関団体（FIBA）

の会合が開催された。 

 

同会合にはラテンアメリカから多くの金融機関関係者

が出席。主要テーマの一つしてベネズエラの制裁が挙げ

られていた。 

 

同会合の参加者は、PDVSA について 

「PDVSAは米国の金融機関にとって放射能のような存

在だ。そして、今は米国政府が科した制裁により、外国

の金融機関にとっても放射能のような存在になった。」 

とコメントした。 

 

同会合に出席した弁護士事務所「Holland ＆ Knight」

のアンドレス・フェルナンデス氏は 

 

「制裁はとても複雑で、対応も困難だ。 

制裁はベネズエラとの全ての取引を禁止しているわけ

ではない。しかし、フロリダやそれ以外の金融機関は、

ベネズエラに関わるいかなる取引も拒否している。 

 

一つは取引が制裁に抵触しないかを確認するための資

源（人材・資金）がない。また、制裁を避けたいという

のも理由だ。ベネズエラとの取引に関与しないのが一番

の安全策になっている。」と述べた。 

 

 

 

 

マイアミで３５年前にベネズエラ人が設立した「Ocean 

Bank」のダニエル・グティエレス副頭取は、最も対応が

難しいのはジェネラル・ライセンスだとコメントした。 

 

ジェネラル・ライセンスとは制裁の中で、特定の条項に

ついては制裁対象外とするライセンスのこと。 

 

「例えば、シェブロンはジェネラル・ライセンスにより

PDVSA との取引が時限的に認められている。しかし、

希釈剤を輸出することはできない。我々は輸出する商品

まで管理することはできない。」 

とコメントした。 

 

また米国政府の汚職取締官は、「差し押さえた汚職資金

は政権交代後に対象国に返金するのか？」との質問を受

けて、 

「そのような仕組みは存在する。過去にイタリア、ニカ

ラグアで同様のことをしたことがある。」 

と回答した。 

 

「IEA １９年は日量７５万バレルになると予想」         

 

国際エネルギー機関（IEA）は、レポートで２０１９年

中にベネズエラ産油量は日量７５万バレルまで落ちる

可能性があると指摘。 

 

また、政治環境が変われば PDVSA の状況は大きく改善

する。仮に状況が悪化を続ければ、ベネズエラの石油セ

クターは異次元の崩壊を見せると言及した。 

 

このシナリオ（日量７５万バレル）が現実化した場合、

１９４４年以来、最も低い産油量になるようだ。 
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社 会                        

「大規模停電復旧 状況は引き続き不安定」            

 

３月１２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、全国で

電力が復旧したと発表した。 

 

「３月１２日の午後０時、我々はテロリストの残虐な攻

撃に勝利したことを国民に伝える。ベネズエラは国民の

連帯により勝利を収めることが出来た。 

 

現時点でほぼ全ての地域に電力が通った。水道に水を供

給する施設にも電力が入った。数時間後には水も通るよ

うになる。 

 

我々は勝利を喜ぶ権利はあるが、安眠はできない。戦い

は続いている。」 

と発表した。 

 

同日、金融決済システムも復旧を発表。カード決済もこ

れまで通りの状態に戻るようだ。 

 

ただ、電力不安自体が解消されているわけではない。 

 

現地紙「El Universal」は、非公式情報として、政府がカ

ラカス以外の地域の電力使用を制限することを検討し

ていると報じた。 

 

「国会第１副議長 高級レストランで非難される」         

 

国会の第１副議長を務めるエドガー・サンブラーノ議員

がカラカスの高級レストランで目撃され、一般人から罵

倒される姿がネットに流れている。 

 

 

 

 

 

「一般人は停電で水もまともに飲むことが出来ない。電

気がないために病院で人が亡くなっている。そんな時に

高級レストランで食事をするとは現実を理解できてい

ない。国民の声を聞け！」 

と訴えた。 

 

 

 

サンブラーノ議員はツイッターで 

「現在の悲惨な状況はマドゥロ政権に責任がある。野党

の間で非難し合うことは正しい道ではない。昨日、私は

自身の欲を満たすためある場所に行った。あれは間違い

だった。謝罪したい。」 

と投稿した。 

 

他方、ツイッターのコメントは 

「我々はレストランの駐車場代さえも支払う事は出来

ない。」などサンブラーノ議員に辛辣なコメントが多い。 

 

「ベネズエラの治安 世界で３番目に悪い」              

 

メキシコの NGO「公共安全、司法市民評議会」は毎年、

世界の治安の悪い都市ランキングを発表している。 

 

２０１８年、最も治安の悪かった都市はメキシコのティ

ファナ、２位は同じくメキシコのアカプルコ。カラカス

は３番目に治安の悪い都市となった。 

 

http://seguridadjusticiaypaz.org.mx/files/estudio.pdf
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カラカスの人口は２９８万人。殺人事件は２，９８０件

起きた。１０万人に９９．９８人が殺人被害に合ったこ

とになる。 

 

他、ベネズエラでは７位にボリバル州の「ギアナ」。１

０位に同じくボリバル州の「シウダ・ボリバル」が入っ

ている。 

 

 

 

なお、治安の悪い都市として有名なホンジュラスのサン

ペドロ・デ・スーラは１３年時点と比べて殺人発生件数

が７５％減と劇的に治安が改善しているようだ。 

 

以上 

 


