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（出所）マドゥロ大統領ツイッター “マドゥロ大統領 「PDVSA 改革委員会」発足を発表した当時の写真” 
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  PDVSA 総裁の交代と今後       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月２８日 マニュエル・ケベド PDVSA総裁兼

石油相の解任が報じられた。 

 

これまで、両役職はマニュエル・ケベド氏が兼務して

いたが、今後はタレク・エル・アイサミ経済担当副大

統領（国内生産工業相兼務）が石油相、アスドゥルバ

ル・チャベス CITGO社長が PDVSA総裁を務める。 

 

新たに石油産業の重要ポストについた２名は「PDVSA

改革委員会」の代表・副代表でもある。本稿では同委

員会の活動を振り返り、今後を予見してみたい。 

 

４月２８日 マニュエル・ケベド PDVSA 総裁兼石油

相の解任が報じられた。 

 

この報道を裏付ける４月２７日付の特別官報６５３１

号は既に公布され、有効となっており、このレポート

が出ている時点では既にケベド総裁は解任されている

ことになる。 

 

ケベド氏が PDVSA 総裁に就任したのは１７年１１

月。ケベド総裁は軍人で石油産業は門外漢。 

彼は自身の取り巻きの軍人・知人を PDVSA 幹部・関

係会社の代表に就け、PDVSA をこれまで以上に軍部の

強い組織にしてしまった。 

 

ケベド総裁 ２年４カ月で解任 
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また、１７年 8 月に米国が金融制裁を科し、PDVSA へ

の融資・金融取引に障害が出たこともありケベド総裁

の PDVSA 総裁就任以降、ベネズエラの産油量は急激

に減少していった。 

 

OPEC によると、１７年１１月当時のベネズエラの産

油量は日量１６４．７万バレル。それから２年４カ月

が経過した２０年３月には日量６６万バレルまで下が

っている。 

 

 

 

個人的に言えば、米国の経済制裁を受けた状況で産油

量を増やすことなど不可能だと思うが、ケベド総裁自

身の組織運営の問題もあり PDVSA は壊滅的な状況と

なっている。 

 

ベネズエラ経済を回す潤滑油となる「PDVSA」が機能

しなくなればベネズエラは機能不全に陥る。 

 

こうして、ベネズエラは現在の状況に至っている。 

 

 

ケベド総裁の解任は以前から噂されていたが、ケベド

総裁降ろしが本格的に始まったのは２０年２月。 

「PDVSA 改革委員会」が発足してからだろう。 

 

２月１９日 マドゥロ大統領は「エネルギー・炭化水

素産業緊急事態宣言」を発令。 

 

石油産業が低迷しているのは米国の経済制裁だけが理

由ではなく、PDVSA の官僚構造にも原因があると指

摘。官僚的な組織運営を見直すために「PDVSA 改革委

員会（通称、アリ・ロドリゲス・アラケ）」の発足を発

表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.409」参照）。 
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グラフ： ベネズエラの産油量推移

（出所）OPEC（セカンダリーソース） （注）数値は暫定値

マニュエル・ケベド氏

PDVSA総裁に就任

「PDVSA 改革委員会」の発足 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf
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報道によると、発足当時の「PDVSA 改革委員会」の構

成メンバーは以下の通り（恐らく現在も変更なし）。 

 

代表は、タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領。 

副代表は、アスドゥルバル・チャベス CITGO 社長。 

 

ケベド PDVSA 総裁（当時）に加えて、パドリーノ・

ロペス国防相、レミヒオ・セバジョ CoeFanb 指令室

長、ネストル・リベロール内務司法平和相など軍部高

官も名を連ねている。 

 

 

表：PDVSA 改革委員会の構成メンバー 

 

 

軍人
文民

名前･役職 写真
軍人
文民

名前･役職 写真

文民

タレク・エル・アイサミ
Tareck El Aissami

代表
（経済担当副大統領）
（国内生産工業相）

文民

イポリト・アブレウ
Hipólito Abreu

構成員
（交通相）

文民

アスドゥルバル・チャベス
Asdrúbal Chávez

副代表
（CITGO社長）

文民

ガブリエラ・ヒメネス
Gabriela Jiménez

構成員
（科学技術相）

軍人

ウラディミール・パドリノ・ロペス
Vladimir Padrino López

構成員
（国防相）

文民

エドゥアルド・ピニャテ
Eduardo Piñate

構成員
（社会・労働相）

軍人

レミヒオ・セバジョ
Remigio Ceballos

構成員
（COEFANB指令室長）

軍人

マニュエル・ケベド
Manuel Quevedo

構成員
（PDVSA総裁）

（石油相）

軍人

ネストル・リベロール
Néstor Reverol

構成員
（内務司法平和相）

出所：　官報、略歴は報道より、写真はサイト掲載写真
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「PDVSA 改革委員会」発足以降、PDVSA 内部でいく

つかの変化が起きている。 

 

大きな変更は PDVSA 役員らの交代。 

アイサミ経済担当副大統領は PDVSA 役員らに対し

て、PDVSA 役員の解任権・新たな役職者の任命権を

「PDVSA 改革委員会」へ委ねるよう命令。 

 

２月２８日付の特別官報６５１２号政令４１３８で、

PDVSA４部門（「採掘・生産部門」「精製部門」「商

業・供給部門」「財務部門」）の担当役員、PDVSA 人事

部長、CVP 社長が交代した。 

 

そして、４月２８日にはケベド総裁を解任し、アスド

ゥルバル・チャベス CITGO 社長（PDVSA 改革委員会

副代表）が PDVSA 総裁に就任。アイサミ経済担当副

大統領は石油相を兼務することになった。 

 

これらの人事交代により「PDVSA 改革委員会」が発足

する前から PDVSA 内部役員を務めている人物は「計

画・技術部門」のミゲル・ホセ・キンタナ氏（１８年

１０月～）と「ガス部門」のファン・ビセンテ・サン

タナ氏（１９年１０月～）の２名だけとなっている。 

 

なお、石油相に就任したアイサミ経済担当副大統領は

PDVSA の外部役員でもある。 

 

 

表： PDVSA 役員リスト（2020 年 4 月 28 日時点） 

      

役職 氏名 

内
部
役
員 

総裁 ASDRúBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMENEZ 

計画・技術担当役員 MIGUEL JOSÉ QUINTANA CASTRO 

採掘・生産担当役員 ERWIN ENRIQUE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

精製担当役員 GABRIEL RAFAEL OLIVEROS 

商業・供給担当役員 ANTONIO JOSÉ PÉREZ SUÁREZ 

ガス担当役員 JUAN VICENTE SANTANA MIGLIACIÓN 

財務担当役員 OSWALDO JAVIER PÉREZ CUEVAS 

   外部役員 YURBIS JOSEFINA GÓMEZ 

   外部役員 RICARDO ANDRÉS LEÓN SABALA  

   外部役員 WILS ASENCIÓN RANGEL LINARES 

   外部役員 SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO  

   外部役員 RICARDO JOSE MENÉNDEZ PRIETO  

   外部役員 TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH  

（出所）官報よりベネインベストメント作成 

（注）赤塗りが２０年４月に就任した人物、黄塗りが２０年２月に就任した人物 

 

 

委員会の目的は、汚職取り締まり？ 
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また、汚職取り締まり、PDVSA 内部の統制強化なども

進めている。 

 

３月に入り米国政府に PDVSA の内部情報を提供した

との理由で PDVSA 特別オペレーション長、原油オペ

レーション総括の２名を逮捕した。 

 

「PDVSA 改革委員会」は、逮捕した２名について、

PDVSA のオペレーション情報（国内販売・輸出先・地

域別の産油状況、ロジスティクス情報など）組織戦略

上の機密情報を米国政府に提供し、ベネズエラの石油

産業を攻撃する支援をしていたと説明している。 

 

また、PDVSA の資材を横流ししたとして、PDVSA 関

係会社「ベネズエラ潤滑油・触媒会社（Vassa）」のオ

スカル・ラファエル・アポンテ社長を逮捕。 

 

他、PDVSA 海運会社「PDV Marina」のオスワルド・

バルガス社長を逮捕した。リベロール内務司法平和相

によると、バルガス社長は「PDV Marina」が所有する

タンカー「Negra Ipolita」に「レギュラーガソリン」

４万バレルを積み蘭領アンティル諸島に送ることで、

不当に利益を得ていたという。 

 

なお、「PDVSA 改革委員会」が発足する前の話だが、

１９年１０月にも汚職の罪で PDVSA ガス部門の役員

を務めていた Nemrod Contraras Mejias 氏（当時、

PDVSA Gas 社長も兼務）が逮捕された（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.355」参照）。 

 

ベネズエラでは粛清を目的に汚職容疑をかけることも

あるため、彼らが濡れ衣を着せられた可能性は否定で

きないが、ケベド氏が PDVSA 総裁に就任した後に任

命した代表の多くが汚職の罪で解任されていた。 

 

 

「PDVSA 改革委員会」のこれまでの取り組みから想像

できることは、マドゥロ政権内でケベド総裁降ろしが

進んでいたということだろう。 

 

ケベド総裁の運営下で、PDVSA はこれまで以上に内部

統制が機能しなくなっていたのではないか。制裁下で

石油産業の経営が厳しいにも関わらず、蓄財のために

不正取引をする幹部らが後を絶たず、マドゥロ政権と

して一定の歯止めが必要になったと想像される。 

 

この取り締りには軍部の協力と内諾も必要になるだろ

う。そのために「PDVSA 改革委員会」にパドリーノ・

ロペス国防相、レミヒオ・セバジョ CoeFanb 指令室長

など軍部トップを参加させ、汚職取り締まりを図った

のではないか。 

 

通常であれば、石油相の権限よりも PDVSA 総裁の権

限の方が強い印象があるが、今回についてはアイサミ

新石油相の方が、チャベス新 PDVSA 総裁よりも石油

産業のコントロール権が強いように思える。 

 

アイサミ新石油相の監督下でも真っ当とは言えない取

引は続くだろう。ただし、自身の蓄財だけを目的とし

た軍部高官の汚職とは違い、政治的なイデオロギーか

ら行う、後ろ暗い取引が増えるのではないか。 

 

「Poderopedia」によると、アイサミ氏はシリア―レ

バノン系ベネズエラ人。 

彼の父親 Carlos El Aissami 氏は、イラクのサダム・フ

セイン政権時代の与党「バアス党」のベネズエラ担当

党員だったようだ。 

 

イデオロギー色の強い PDVSA に？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b37605fc9fd26c8ec5a510e67886c487.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b37605fc9fd26c8ec5a510e67886c487.pdf
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アイサミ氏自身がテレビで生い立ちを語った際に、 

「自身の父親はベネズエラ帰化後も左派政党に所属し

ており、９２年には故チャベス元大統領が実施したク

ーデターに関与したとして当時の政権与党（現在の野

党）に拘束されたことがある。自分は１７歳の頃で父

親をとても心配した。」 

とも語っている。 

 

生い立ちからも想像できるが、アイサミ氏は父親の代

からの生粋の左派主義者だ。実際に学生の頃から左派

系の政治活動に傾倒しておりイデオロギー色の強い人

物という印象を受ける。 

 

メディアでも度々報じられているが、アイサミ氏はテ

ロ・麻薬・汚職取引に至るまで、かなり規模の大きな

犯罪ネットワークに関わっているとされる。 

 

そこまで巨大な犯罪ネットワークを築いた原動力は、

彼の蓄財意欲というよりも反米的な政治イデオロギー

にあるように見え、その点は軍部高官の汚職とは違う

だろう。米国政府にとって、こういった人物はお金で

動く軍部高官よりも御し難い相手なのではないか。 

 

 

それでは、イデオロギー色の強いアイサミ新石油相が

監督する PDVSA は、これまで以上に市場原理を無視

する組織になるかと聞かれればそれは違う気がする。 

 

アイサミ新石油相は、１８年６月に経済担当副大統領

に就任した（「ベネズエラ・トゥデイ No.150」参照）。 

 

その後、アイサミ経済担当副大統領の下で、５桁のデ

ノミネーション（通貨単位切り下げ）が実施された。 

 

また、公定レートと並行レートの歪みを縮小し、１８

年後半～１９年初めにかけて先月比１００％増が常態

化していたインフレ率をある程度抑え、経済ドル化な

ど現実的な対応を取ってきた。 

 

過去の行動を見る限り、必要であれば柔軟な対応を取

る人物ではないかと想像している。 

彼がこれまで経済担当副大統領として行ってきた政策

を踏まえれば、石油セクターも現実的な政策を執るこ

とは十分に考えられる。 

 

例えば、「ガソリン価格の改定（実質的なドル化）」、

「ガソリン輸入および販売の民間セクターへの解放」、

「民間セクターによる石油関連会社の株式過半数所有

の承認」なども考えられるかもしれない。 

 

米国による石油産業への制裁は「PDVSA が直接・間接

的に５０％超の株式を保有している企業」に適用され

るため、民間企業が株式多数を保有する会社が石油事

業を行う場合、制裁適用の対象外と理解できる（米国

が制裁規定・解釈を変更しない限り）。 

 

余談だが、PDVSA 総裁を解任されたネルソン・マルテ

ィネス元総裁（３代前）、デル・ピノ元総裁（２代前）

は逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.66」参

照）。ラファエル・ラミレス元総裁は外国に逃亡したが

ベネズエラに帰国していれば逮捕されたことだろう。 

 

過去の事例を振り返ると、今回解任されたケベド総裁

も逮捕される可能性はある。ただし、ケベド総裁は与

党ナンバー２の実力者ディオスダード・カベジョ制憲

議長と関係が強い。また、軍人の逮捕は文民の逮捕と

は違う難しさがありそうだ。 

以上 

石油セクターの柔軟化もあり得る 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf

