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（写真）米州機構(OAS) “４月９日 加盟国の賛成多数で国会が任命したベネズエラ代表大使を承認” 

 

 

２０１９年４月８日（月曜） 

 

政 治                     

「米国 在米国ベネズエラ代表大使を正式に承認 

～ベネズエラ代表大使の承認は８年ぶり～」 

「米国ポンペオ国務長官 南米友好国を訪問」 

「エクアドルでベネズエラ移民について会合」 

経 済                     

「マドゥロ政権 中銀金庫の GOLD 再び持ち出し」 

「イラン Mahan Air ベネズエラに到着」 

「パナマ商工会 ベネズエラとの取引再開を希望」 

社 会                     

「電力非常事態 １年間続く可能性を示唆」 

２０１９年４月９日（火曜） 

 

政 治                    

「OAS ベネズエラ代表大使を交代 

～カリブ海諸国は中立姿勢を維持～」 

「バチェレ人権高等弁務官 訪問意志を示す 

～マドゥロ大統領 赤十字代表と会談～」 

「コロンビア、サントス元大統領 

トランプ政権の対ベネズエラ方針を非難」 

経 済                    

「国会 PDVSA 並行組織の権限拡大を承認」 

「ロシア ニッケル産業参入に意欲」 

「投機価格で外貨建取引を行った店舗に罰則」 
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２０１９年４月８日（月曜）             

政 治                       

「米国 在米国ベネズエラ代表大使を正式に承認    

  ～ベネズエラ代表大使の承認は８年ぶり～」       

 

４月８日 米国政府は、グアイド議長率いる国会が指名

したカルロス・ベッキオ氏をベネズエラ代表大使として

正式に承認。 

トランプ大統領はベッキオ新大使に直接、大使委任状を

手交した。 

 

チャベス政権時代からベネズエラと米国の関係は悪く、

２０１１年にはベネズエラ・米国の双方は大使の派遣を

停止。経済担当官が実質的な大使の役割を担ってきた。 

 

つまり、８年ぶりに在米国ベネズエラ代表大使が誕生し

たことになる。 

 

大使委任状授与式でトランプ大統領は、ベネズエラの自

由と民主主義のために際限のない支援を行うとの姿勢

を改めて示した。 

 

 

（写真）カルロス・ベッキオ氏ツイッター 

“米国政府 ベッキオ・ベネズエラ代表大使を承認” 

「米国ポンペオ国務長官 南米友好国を訪問」         

 

４月８日 米国のポンペオ国務長官は、４月１１日～１

５日にかけて南米のチリ、パラグアイ、ペルー、コロン

ビアを訪問すると発表した。 

 

今回訪問を予定している４カ国は、全てリマグループの

加盟国でマドゥロ政権を強く非難する国。 

 

ポンペオ国務長官は、南米訪問の主要な目的としてベネ

ズエラ問題への協力体制強化を挙げており、４月１４日

にはコロンビア側のベネズエラ国境の町「ククタ」への

訪問も予定している。 

 

なお、４月９日～１１日にかけて米国国務省でベネズエ

ラ問題担当官を務めるエリオット・エイブラム担当官は

スペインとポルトガルを訪問する。 

 

両国は欧州でベネズエラ問題をリードする国。 

両国政府は、マドゥロ政権を非難しているものの、圧力

強化によりマドゥロ政権の崩壊を目指す米国政府の方

針と若干のズレがある。 

 

スペイン系メディア「ABC」は、エイブラム担当官は今

回のスペイン訪問で、スペインの石油会社「レプソル」

に対して、マドゥロ政権への支援を停止するよう求める

予定と報じた。 

 

ロイター通信は、１９年３月にレプソルが多くの希釈剤

をベネズエラに向けて輸出していたと報じている。 
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「エクアドルでベネズエラ移民について会合」                  

 

４月８日 エクアドルの首都キトで、ベネズエラ難民の

受け入れ状況やパスポート問題について会合が開かれ

た。 

 

同会合は定期的に行われており、今回で３回目。 

参加したのは、アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、チ

リ、コロンビア、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、

パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイの１２カ国の

政府関係者と国連職員。 

 

エクアドルは国連に対して、ベネズエラ難民受け入れに

対応するための資金援助を求めた。国連は資金援助の必

要性について認めるも、具体的に新たな支援金額は示し

ていない。 

 

 

（写真）国連移民機構（OIM）ツイッター 

“ベネズエラ移民への支援を各国に求めるエドゥアル

ド・ステイン国連移民問題担当官” 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 中銀金庫の GOLD 再び持ち出し」           

 

ロイター通信は、マドゥロ政権が８トンの GOLD を中

銀金庫から持ち出したと報じた。 

匿名の情報提供者によると、GOLD の持ち出しは、停

電問題で中央銀行の人員が少なくなっていた時期に行

われたという。 

 

１月にはアラブ首長国連邦（UAE）に向けて GOLD が

輸出された（「ベネズエラ・トゥデイ No.248」参照）。 

 

２月末にも８トンの GOLD が中銀から持ち出されてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.259」参照）。 

 

その GOLD はウガンダで見つかった。ウガンダ検察庁

は GOLD の輸入に違法性がないか調査を行ったが、違

法性無しとのことで輸入者に返還されている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.272」参照）。 

 

現在、長引く停電問題と米国の石油産業への制裁により、

マドゥロ政権の外貨獲得能力は著しく低下していると

される。 

 

加えて、米国政府はマドゥロ政権の GOLD 取引に制裁

を科しており、公に GOLD を売却することは困難にな

っている。 

今回も同じように水面下で GOLD が売却されると思わ

れる。 

 

なお、ロイター通信は１９年に入ってから２４トンの

GOLD が売却され、中央銀行の金庫には１００トンの

GOLD が残っていると報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
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「イラン Mahan Air ベネズエラに到着」         

 

４月８日 イランの民間航空機団体の Reza Yafarzadeh

報道官は、イランの航空会社「Mahan Air」がベネズエ

ラのマイケティア国際空港に到着したと発表した。 

 

「Mahan Air」はイランで２番目に大きな航空会社だと

いう。 

 

米国政府は、一年ほど前に「Mahan Air」に対して、「ア

ルカイダへの金融支援、技術支援を促進している。」と

して制裁を科していた。 

 

ドイツ政府も１９年１月に「Mahan Air」に対して、ド

イツへの運航を禁止していた。 

 

テヘラン―カラカス間の飛行時間は１６時間。 

 

Reza Yafarzadeh 報道官曰く、今回の訪問目的はイラン

とベネズエラの政府間関係を強化すること。 

また、双方の航空機のメンテナンス協力の体制について

協議することと説明している。 

 

「パナマ商工会 ベネズエラとの取引再開を希望」                  

 

４月８日 パナマ商工会議所（CCIAP）のガブリエル・

バルレッタ代表は、グアイド議長が指名したファビオ

ラ・サバルセ在パナマ・ベネズエラ代表大使と会談。 

 

ベネズエラとの取引再開を望むと発言した。 

 

バルレッタ代表は、コロンフリーゾーンの貿易について

二国間の取引が最も活発だった頃は、ベネズエラ向けの

輸出が輸出総額の３０％を占めていたと発言。 

パナマ政府に対してベネズエラとの取引を再び活性化

させるための法的な仕組みを作るよう要請した。 

 

社 会                        

「電力非常事態 １年間続く可能性を示唆」           

 

４月８日 新たに電気エネルギー相に就任したイゴー

ル・ガビディア氏は、現在使用されている電力の使用制

限について、 

「３０日続く可能性もある。６０日、９０日、１年の場

合もあり得る」 

と発言。 

 

現在の計画停電が長期にわたり続く可能性を示唆した。 

 

３月３１日 マドゥロ大統領は３０日間の電力使用制

限を発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.272」参照）。 

 

４月５日には地域ごとの計画停電スケジュールを公表

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.275」参照）。 

 

この状況が１年続くことは国民にとっては受け入れ難

く、ツイッターではマドゥロ政権への非難の声が殺到し

ている。 

 

２０１９年４月９日（火曜）              

政 治                        

「OAS ベネズエラ代表大使を交代           

     ～カリブ海諸国は中立姿勢を維持～」        

 

４月９日 米州機構（OAS）は臨時会合を実施。 

 

OAS のベネズエラ代表大使をグアイド議長が任命した

グスターボ・トーレス氏にするか、マドゥロ大統領が任

命したサミュエル。モンカーダ氏のままにするか決議を

取った。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aba72d87374e4ed27b08e70f0d1b6251.pdf
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同決議の実施は、コロンビア、アルゼンチン、ブラジル、

カナダ、チリ、パラグアイ、ペルー政府の連名で申請さ

れている。 

 

モンカーダ大使は、同決議は加盟国の３分の２の承認が

必要と主張したが、採決は加盟国の２分の１の承認で決

定することが決まった。 

 

採決の結果、加盟国３５カ国中１８カ国がグアイド議長

の任命したトーレス氏を OAS 代表大使とすることに賛

成。９カ国が反対。６カ国が棄権。１カ国が不参加でト

ーレス氏が OAS のベネズエラ代表大使に就任すること

が決まった。 

 

具体的には、アルゼンチン、バハマ、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、米国、グ

アテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、パナマ、

パラグアイ、ペルー、ドミニカ共和国、サンタルシアが

同決議に賛成した。 

 

反対票を投じたのは、アンティグア・バーブーダ、ボリ

ビア、ドミニカ国、グラナダ、メキシコ、サンタルシア、

セントビンセント・グレナディーン諸島、スリナム、ウ

ルグアイ。 

 

棄権したのは、バルバドス、エルサルバドル、ガイアナ、

ニカラグア、サンクリストファー・ネービス、トリニダ

ード・トバゴ。ベリースは欠席した。 

 

ベネズエラは、決議の性質上、投票できなかった。 

 

国際組織のベネズエラ代表がグアイド議長の指名する

代表に交代したのは米州開発銀行について２つ目。 

 

数字で見ると票が割れているが、国で見ると「反対」、

「棄権」を表明した国は、メキシコ、ウルグアイ、ボリ

ビアを除けばカリブ海の小国が多い。 

 

メキシコが主導するモンテビデオ・メカニズムのグルー

プ（対話により問題を解決しようとするグループ）はメ

キシコ、ウルグアイ、カリブ共同体（カリコム）で構成

されている。 

 

これらの国は引き続き米国の方針になびいていないこ

とが確認された。 

 

「バチェレ人権高等弁務官 訪問意志を示す     

   ～マドゥロ大統領 赤十字代表と会談～」           

 

３月に国連のミッション団がベネズエラを訪問し、現地

調査を行っていた。帰国後、ミッション団は視察の結果

を報告。「国民の４分の１は緊急的な支援を必要として

いる」との見解を示した（「ベネズエラ・トゥデイ No.271」

参照）。 

 

同報告を受けて、４月９日、国連のバチェレ人権高等弁

務官は、自身がベネズエラを視察する必要があると発言。

数日内にベネズエラへ訪問したいとの意志を示した。 

 

バチェレ弁務官は、中立的な立場でベネズエラ問題に関

わる全ての人と意見交換を行いたいと説明したが、野党

派閥はあまり歓迎していない印象だ。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は、「今頃、何のためにベ

ネズエラに来るのか」と否定的なコメントをしている。 

 

国連は、与野党間の対話による平和的な解決を志向して

おり、対話の可能性を否定する現在の野党方針と衝突し

ている。 

 

先般、赤十字がベネズエラに人道支援を行うことを発表

したが、同発表の背景には国連のミッション団派遣があ

ったとされる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
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国民への人道支援はポジティブな話ではあるが、赤十字

団の受け入れにはマドゥロ政権の賛同があるため、野党

は赤十字の支援がマドゥロ政権に都合よく利用される

と警戒感を抱いている。 

 

また、野党側が行っている米国主導の人道支援戦略が機

能しなくなる懸念もあり、野党側は本音では国連の関与

を歓迎していない。 

 

ベネズエラでの人道支援の準備として、赤十字の代表が

ベネズエラを訪問している。４月９日にはマドゥロ大統

領と赤十字のミッション団が会談を行っている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“４月９日 マドゥロ政権と赤十字ミッション団が面談” 

 

 

 

 

 

 

 

「コロンビア、サントス元大統領            

   トランプ政権の対ベネズエラ方針を非難」         

 

４月９日 コロンビアのマニュエル・サントス元大統領

はスペイン系メディア「La Vanguardia」のインタビュ

ーを受け、トランプ政権の対ベネズエラ方針を非難した。 

 

コロンビアの有力政治家が米国の対ベネズエラ方針を

非難したのは、初めてのことになる。 

 

「トランプ政権の対ベネズエラ方針は４つの間違いが

あった。 

１つ目の間違いは、人道支援を政治の道具に使用したこ

と。 

２つ目の間違いは、プラン B（成功しなかった場合の別

の計画）を用意しなかったこと。 

３つ目の間違いは、マドゥロ政権を甘く見ていたこと。 

４つ目の間違いは自由がすぐに得られるとの期待を抱

かせてしまったこと。」 

とコメントした。 

 

また、２０１７年 9 月、サントス元大統領がまだ大統領

だった頃に、トランプ大統領自身からベネズエラへの軍

事介入の可能性について意見を聞かれたことを明らか

にした。サントス元大統領は「その可能性はない」と答

えたという。 

 

他、トランプ大統領が自身の再選でフロリダ州の投票を

得るためにベネズエラを道具に使っていると指摘し、マ

ドゥロ政権との対話による解決の必要性を訴えた。 

 

サントス元大統領は、決してマドゥロ擁護派の大統領で

はない。大統領時代にはマドゥロ政権から国交断絶を宣

言されるなど政治関係は決して良好ではなかった。 

 

今回のコメントは意外な印象があるだろう。 
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経 済                       

「国会 PDVSA 並行組織の権限拡大を承認」            

 

２月１３日 グアイド議長率いる国会は、国会として

PDVSA、Citgo、PDV Hodings などの石油公社の役員

メンバーを任命していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.253」参照）。 

 

米国にある Citgo は、グアイド議長が指名した役員のコ

ントロール下に入ったが、PDVSA 役員についてはまだ

具体的に何かの権限を持っているわけではない。 

 

４月９日 グアイド議長率いる国会は、PDVSA 役員の

増員と権限拡張を承認した。 

 

新たに PDVSA の役員に任命された人物は、リス・パチ

ェコ氏、クラウディオ・マルティネス氏、レオン・ミウ

ラ氏、マリア・リサルド氏、アレハンドロ・グリサンテ

ィ氏。 

 

拡張された権限は、PDVSA の債券支払いを行う権限。 

 

現在、米国は PDVSA の米国内口座を凍結しており、野

党が任命した PDVSA 役員も凍結口座の支出権限は持

っていない。 

 

債券の利息支払いのために、この口座の支出権限を

PDVSA 役員に与えるということだと思われる。 

 

４月２７日に PDVSA２０の利息支払いが迫っている。

同債券は Citgo の株式５０．１％が担保に設定されてお

り、利息支払いが滞った場合は Citgo の資産が差し押さ

えられることになる。 

 

野党のコントロール下に入った Citgo を守ることが目

的と思われる。 

 

また、米国以外にある PDVSA の外国会社（オランダ、

クラサオなど）にも国会が任命する役員を派遣すると宣

言した。 

 

「ロシア ニッケル産業参入に意欲」           

 

ロシアの「TexLi, BETMET」の Seruguei Steshenko 代

表は、ベネズエラの鉱物資源省の取材を受け、ニッケル

産業参入に関心があると発言した。 

 

「ベネズエラはラテンアメリカ、カリブ地域の重要戦略

国と考えている。我々は「CVM Loma de Niquel」の事

業に参画することに関心がある。 

 

ベネズエラにニッケルの生産・精製技術を移転すること

も可能だ。ベネズエラは現在フェロニッケル（鉄８０％、

ニッケル２０％の混合物）しか生産していない。ニッケ

ルの精製能力を高めれば、今より付加価値のある商品を

世界に向けて売ることが出来る。ベネズエラの経済発展

にも貢献できるだろう。」 

とコメントした。 

 

「投機価格で外貨建取引を行った店舗に罰則」              

 

４月９日 ララ州イリバレン市の市長は、「投機的な価

格で外貨建ての取引を行ったことで小売店に罰則を科

した」と発表した。 

 

激しいインフレを受けて、ベネズエラではドル取引が拡

大。不正為替取締法が無くなったことで、ドル建ての取

引が違法かどうかはグレーゾーンになっている。 

 

イリバレン市市長の説明では、ドル建ての取引を行った

ことが罰則理由というよりも「投機的な価格でドル建て

取引を行ったこと」が罰則理由のようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
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「投機的な価格」とは並行レートを意味している。 

 

現在の DICOM 公式レートは１ドル BsS.３，３００．

他方、並行レートの参考サイト「Dolar Today」は１ド

ル BsS.４，０００程度。 

 

並行レートで換算し、商品を販売したことが問題という

ことのようだ。 

 

とは言え、公式レート（１ドル BsS.３，３００）であれ

ばドル建てで取引してよいかは引き続きグレーなテー

マと言えるだろう。 

 

以上 

 


