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（写真）プリエト・スリア州知事ツイッター “スペイン外務省 SM Pharma 差し押さえを非難” 

 

 

２０１９年２月８日（金曜） 

 

政 治                     

「大統領府職員 内通者であることを証言」 

「メキシコ モンテビデオ・メカニズムを提案」 

「グアイド議長 大統領府担当官を任命」 

「最高裁 グアイド議長は大統領役職の強奪者」 

「バチカン ベネズエラ問題に対し中立を維持」 

経 済                     

「米国籍の Citgo 役員２名 交代の噂」 

「政府 医薬品メーカーSM Pharma を差し押さえ」 

「米ルビオ議員 サウジからの軽質油輸入を非難 

～イランなど調達先多角化の動き～」 

2019 年 2 月 9～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 ２月１２日の抗議行動発表 

～５会場からフランシスコ・ミランダ通りへ～」 

「米国 国連で人道支援と自由選挙実施を提案」 

「米国 大統領夫人の麻薬取引関与を調査」 

経 済                    

「PDVSA 原油収入をロシア銀行で入金」 

「PDVSA ブルガリアで有価証券売却を検討？」 

「グアイド議長 米国で基金設立を検討」 

社 会                     

「政治透明度ランキング １８０位中１６８位」 
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２０１９年２月８日（金曜）             

政 治                       

「大統領府職員 内通者であることを証言」       

 

２月７日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はガルシア・

パロモ大佐の拘束を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.250」参照）。 

 

また、大統領府内に内通者がおり、１８年８月４日の大

統領クーデター未遂事件の首謀者に情報を提供してい

たことを明らかにした。 

大統領府内の内通者はオビディオ・カラスコ氏。大統領

府護衛官の一人で４年半、情報部長を務めていたという。 

 

同氏の証言映像では、１３年にボリバル州カロ―ニ市の

ウィルソン・カストロ元市長を通じて、第一正義党（PJ）

のフリオ・ボルヘス元国会議長と知り合ったという。 

 

その後、マドゥロ政権を崩壊させるため政府の内情、大

統領の居場所など情報提供をしており、１８年８月４日

のドローン襲撃事件にも関与していたと証言した。 

 

また、情報を受け取るグループには１９年１月に

SEBIN で飛び降り自殺を図ったフェルナンド・アルバ

ン市議（なお、アルバン市議は「スズキ」と呼ばれてい

た）も含まれていたという。 

 

（写真）大統領府 “オビディオ・カラスコ氏証言映像” 

フリオ・ボルヘス元議長は虚偽の証言であると、証言を

否定している。 

 

「メキシコ モンテビデオ・メカニズムを提案」         

 

２月７日 欧州主要国とラテンアメリカの数カ国がベ

ネズエラ問題について話し合った（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.250」参照）。 

 

同グループはコンタクトグループと呼ばれている。 

 

同会合後に、コンタクトグループとして 

①ベネズエラ人が自国で問題を解決するべき、 

②自由で公平な選挙で問題が解決されるべき、 

③選挙を実現するためにミッション団を派遣する 

などグループとしての方針を示した。 

 

他方、この声明にはボリビア、メキシコは加わっていな

い。また、同会合に出席していたカリブ共同体

（CARICOM）も声明に参加しなかったようだ。 

 

そして、声明に同意しなかったグループはコンタクトグ

ループとは異なる声明を発表した。与野党双方の対話に

よる問題解決を支持する姿勢を示した。 

 

メキシコのマルセロ・エブラルド外相は 

「我々の目的は平和的で民主的で包括的で持続可能な

解決手段を探ることだ。我々はモンテビデオ・メカニズ

ムを提案する。これは４つの段階で構成される。 

 

１つ目は「連絡」。与野党が交渉をする条件を探るため

に直接的な連絡を取る。 

 

２つ目は「交渉」。両者の共通認識や見解の相違を探り、

双方がスタンスを柔軟化するための合意内容を探る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
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３つ目は「約束」。交渉の成果として、約束を結ぶ。 

 

４つ目は「履行」。約束内容を順守させるための国際的

な枠組みを構築する。 

 

ベネズエラ問題に関わるグループは、 

 

マドゥロ政権を強く非難する米国が主導する「リマグル

ープ」、 

 

マドゥロ政権を非難し、選挙による解決を望みながら、

対話の道を探る欧州主導の「コンタクトグループ」、 

 

マドゥロ政権を非難することなく、双方の対話により解

決をするべきだと主張するメキシコ主導の「モンテビデ

オ・メカニズム」 

 

と複数のグループに分かれ、問題が複雑になっている。 

 

「グアイド議長 大統領府担当官を任命」                  

 

２月８日 グアイド議長は、大衆意志党（VP）に所属す

るロベルト・マレロ氏を大統領府担当官に任命した。 

 

マレロ氏は、自身の Instagram に以下の文章を投稿した。 

 

「グアイド暫定大統領に大統領府を担う重要な任務を

与えられた。私は全力をもってこの職務に当たる。 

 

新国会発足から１カ月足らずで我々は多くの偉業を達

成している。 

 

民主主義を求める国民が結束した。自身の権利を守るた

めに国民は街頭にでるようになった。明確な政権移行ル

ートを示した。国際社会からの認識と支援を受け、国外

の資産を保護することに成功した。 

 

ベネズエラの代表大使を任命した。恩赦法を承認し、軍

部に対して手を差し伸べた。３，０００万人のベネズエ

ラ人が必要としている人道支援を受け入れた。 

 

これらの目的を達成することは決して容易ではなかっ

た。しかし、我々はベネズエラに民主主義と自由と繁栄

を取り戻すという目的に日々近づいている。 

 

外国にいる同胞よ。私は確信を持って訴える。 

ベネズエラに戻る準備をしろ。」 

 

 

（写真）ロベルト・マレロ氏ツイッター 

 

「最高裁 グアイド議長は大統領役職の強奪者」                  

 

野党は恩赦法を制定し、与党関係者に対してマドゥロ政

権からの離反を呼びかけている。 

 

しかし、ベネズエラ国内の最高裁は引き続きマドゥロ政

権を支持する姿勢を崩していない。 

 

２月８日 最高裁の憲法法廷は、グアイド議長の暫定大

統領就任宣言は大統領役職の強奪行為だと非難した。 

 

また、２月５日に野党が議論した「政権移行法案」につ

いても憲法に違反しており無効だと発表した（同法案に

ついては「ベネズエラ・トゥデイ No.249」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
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ホセ・メンドーサ判事は 

「グアイド氏が勝手に大統領就任を宣言し、大統領職の

収奪行為を起しているが、マドゥロ大統領について大統

領の「絶対的な不在」と認識する要素はない。」 

との見解を発表した。 

 

「バチカン ベネズエラ問題に対し中立を維持」                  

 

バチカン市国のピエトリ・パロリン秘書官は、「Tg2000」

の取材に応じ、ベネズエラ問題についてバチカンは中立

なスタンスを維持しているとコメントした。 

 

「正教会本部として我々は中立なスタンスだ。紛争を克

服するために両者の側に立つ。」 

と発言。 

 

先だって、フランシスコ法王は、アラブ首長国連邦

（UAE）から本国に戻る際、飛行機の中でベネズエラ問

題について言及。 

 

与野党双方の意志があれば、カトリック教会は対話を仲

裁する意志があると発言している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.249」２月５日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ国民の９割超はカトリック教徒。 

 

世論調査で「誰を信頼しているか？」という質問がある

と、「与党」「野党」「警察」「軍部」よりも「カトリック

教会」への信頼が高いことが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「米国籍の Citgo 役員２名 交代の噂」           

 

ロイター通信は、PDVSA が、米国子会社 Citgo の米国

籍の役員２名の解任を検討していると報じた。 

 

１月２８日に米国政府が科した PDVSA への制裁によ

り、Citgo はオペレーション面、財務面で混乱を起こし

ている。 

 

Citgo の役員は米国籍の Art Klein 氏、Rick Esser 氏。 

ベネズエラ籍の Asdurbal Chavez 社長、Frank Gygax 氏、

Nepmar Escalona氏、Simon Suarez氏、Alejandro Escarra

氏の７名。 

 

１月３０日には、米国のボルトン大統領補佐官が Citgo

役員と面談している（「ベネズエラ・トゥデイ No.247」

参照）。 

 

会合の内容は不明だが、マドゥロ政権から離反するよう

呼びかけたと考えるのが妥当だろう。 

 

２月２日には在イラク・ベネズエラ大使がマドゥロ政権

に反旗を翻し、グアイド議長を暫定大統領と認識すると

発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.248」２月２日～

３日付の記事参照）。 

 

政府関係者によると、当該大使は外務省生え抜きのキャ

リア外交官で元々チャベス政権の信奉者ではなかった

という。 

 

Citgo も同様に、生え抜きの役員はマドゥロ政権に反旗

を翻しやすい。Citgo の離反を食い止めるため、米国籍

の役員を排除したとしても不思議ではない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
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「政府 医薬品メーカーSM Pharma を差し押さえ」         

 

２月７日 マドゥロ大統領はスリア州にあるスペイン

系の医薬品メーカー「SM Pharma」の工場を視察した。 

 

２月８日 スペイン外務省はマドゥロ政権により「SM 

Pharma」の工場が差し押さえられたと非難する声明を

発表。 

マドゥロ政権は、国内外に対してベネズエラに投資保護

の姿勢がないことを証明していると訴えた。 

 

２月７日 スリア州のオマール・プリエト知事は同工場

について、 

「同社の経営者が工場を放棄した。２０１８年には３つ

の商品しか製造せず、倒産の準備を進めていた。」 

と発言し、政府による接収を肯定した。 

 

マドゥロ大統領は自身のツイッターで 

「SM Pharma のマラカイボ工場はベネズエラ国内の医

薬品需要の５０％をカバーする生産能力がある。」 

と投稿している。 

 

 

（写真）大統領府 

“スリア州 SM Pharma 工場を視察するマドゥロ大統領” 

 

 

「米ルビオ議員 サウジからの軽質油輸入を非難    

      ～イランなど調達先多角化の動き～」                  

 

米国による制裁を受けて、PDVSA は米国から軽質油を

輸入することが出来なくなった。 

 

PDVSAは自国で産出した重質油を希釈することが出来

なくなり、ガソリン不足の懸念が高まっている。 

 

PDVSA は代替となる調達先探しに躍起になっており、

イランやロシアなど友好国に協力を求めているようだ。 

 

マドゥロ政権を強く非難する米国のマルコ・ルビオ議員

はツイッターを投稿。 

 

「サウジアラビア外務省よ。どうして米国のベネズエラ

国民を支援しようとする意志を妨げるのか。 

 

来週月曜、マドゥロに希釈剤を販売するためサウジアラ

ビアから一隻の船がベネズエラに到着する。これにより

マドゥロは原油を輸出し、汚職政権に収入が入る。」 

と投稿している。 

 

２０１９年２月９日～１０日（土・日）             

政 治                       

「グアイド議長 ２月１２日の抗議行動発表      

 ～５地点からフランシスコ・ミランダ通りへ～」        

 

２月１０日 グアイド議長は２月１２日の反政府デモ

の詳細を発表。 

 

同日、AM１０時に５つの地点からフランシス・デ・ミ

ランダ通りに向けて行進すると発表した。 
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出発地点は 

１．パルケ・クリスタル 

２．ミレニアム・ショッピングセンター 

３．ブリオン広場 

４．カウリマレ 

５．ボジェメル通り 

 

反政府デモの目的は、人道支援の受け入れを求めるため。 

また、軍部に民主主義の順守を求めるため。 

 

具体的にどの地点かは分からないが、フランシスコ・デ・

ミランダ通りの「マクドナルド」と「Imgeve」がある通

りに集合するようだ。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッターより抜粋 

“２月１２日 反政府デモを呼びかけ” 

 

 

 

 

 

 

 

「米国 国連で人道支援と自由選挙実施を提案」           

 

米国政府は国連の安全保障理事会でベネズエラ問題に

ついての議論を提案。 

 

マドゥロ政権に対して、大統領選挙の実施と人道支援の

受け入れを求める声明を出すよう提案した。 

 

AFP 通信が入手した情報によると、同声明文案には 

「国会がベネズエラで民主的な手段で選ばれた唯一の

公権力」 

「治安部隊が武力を持たない国民に対して、過度な暴力

を行使していることを懸念する」 

などの文言が記載されているようだ。 

 

現時点では、この提案を議論する日程は決まっていない

が、ロシア政府はこの提案に反論している。 

 

ロシアは対話による解決を求める代案の声明文を提案

しているが、安全保障理事会でこの提案が通過すること

はないだろうと報じられている。 

 

「米国 大統領夫人の麻薬取引関与を調査」         

 

２月１０日 スペイン系メディア「La Razon」のコラム

ニストマルティン・プリエト氏は、米国麻薬捜査局

（DEA）がマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス大統

領夫人を麻薬取引容疑で調査していると報じた。 

 

プリエト氏曰く、DEA は、フローレス夫人をカリブ海

の麻薬取引の頂点と認識しているようだ。 

 

また、カリブ海の麻薬取引にはニカラグアのダニエル・

オルテガ大統領の妻ロサリオ・ムリージョ大統領夫人

（兼副大統領）も関与していると報じた。 
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経 済                       

「PDVSA 原油収入をロシア銀行で入金」            

 

２月１０日 ロイター通信は、PDVSA が合弁会社の提

携先に対して、今後は Gazprombank に開設した新しい

口座に原油輸出の支払いを振り込むよう要請したと報

じた。 

 

オリノコ流域で原油採掘に従事する企業は「Chevron」

「TOTAL」「Equinor」など。 

 

これらの会社は、今後モスクワにある Gazprombank の

PDVSA 口座にドルかユーロを振り込むよう、PDVSA

のフェルナンド・デ・キンタル財務担当役員から指示を

受けたという。 

 

１月２８日に米国政府が科した制裁は、PDVSA の外国

送金を著しく制限するものになる。制裁の回避策として

ロシアの口座を使用することは辻褄が合う。 

 

他方、Gazprombank は、ロイター通信の報道を否定。 

 

「ロイター通信の情報は正確ではない。PDVSA は世界

でも有数の石油会社として、同行に数年前から口座を開

設している。PDVSA は Gazprombank に限らず、多く

の銀行に口座を持っている。新しい口座を開設した事実

はなく、今後開設する予定も認識していない。」 

と発表している。 

 

「PDVSA ブルガリアで有価証券の売却を検討？」         

 

２月９日 カルロス・パパローニ議員（国会財務委員長、

第一正義党（PJ）所属）は、PDVSA がブルガリアの証

券会社を通じて、外貨建債券を売却しようとしていると

訴えた。 

 

 

パパローニ議員は自身のツイッターで 

「PDVSAの強奪者がブルガリアの証券会社を通じてベ

ネズエラ国民のお金を奪おうとしている。彼らは証券を

使用して現金を入手しようとしている。 

我々は既にブルガリアにこの情報を伝えた、犯罪者には

１ドルも渡さない。」 

と投稿した。 

 

「グアイド議長 米国で基金設立を検討」              

 

グアイド議長の経済ブレーンらは米国の原油収入を受

け入れるための基金設立を検討しているという。 

 

国会のパパローニ財務委員長は、ロイター通信の取材に 

「ベネズエラは引き続き原油収入を受け入れる。ただし、

その収入はマドゥロ政権に入らない。 

 

新たに設立する基金は Citgo の原油販売収入を使用可

能にする。この検討は順調に進んでいる。」 

とコメントした。 

 

また、石油部門の改革を担当しているヨン・ゴイコチェ

ア氏（大衆意志党（VP）所属）によると、ベネズエラで

活動している多くの合弁会社は新政権の下で事業を継

続する意志を見せているとコメントした。 

 

また、グアイド議長の経済ブレーンらは、コロンビア政

府と「Monomeros」（石油化学公社 Pequiven の関係会

社）の資金凍結について合意。 

PDVSAの債権者とも債務再編についての協議を進めて

いるとコメントした。 
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社 会                       

「政治透明度ランキング １８０位中１６８位」            

 

２月１０日 「Transparency International」は政治透明

度ランキングを発表した（オリジナル）。 

 

ベネズエラは１００点満点中１８点。世界１８０カ国中

１６８位だった。 

 

なお、トップ３は１位デンマークで８８点。２位がニュ

ージーランドで８７点。３位がフィンランド、シンガポ

ール、スウェーデン、スイスで８５点。 

 

 

 

 

ワースト３は１８０位がソマリア（１０点）、１７９位

がシリア、南スーダン（１３点）、１７７位がイエメン

と北朝鮮（１４点）だった。 

 

なお、日本は７３点でアイルランド、エストニアと並び

１８位となっている。 

 

 

 

 

 

以上 

https://www.transparency.org/cpi2018

