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（写真）PDVSA “燃料の不正売却で「PDV Marina」社長らを逮捕” 

 

 

２０２０年３月６日（金曜） 

 

政 治                     

「クラサオ 人道支援物資２５０トンを廃棄」 

経 済                     

「OPEC プラス会合 ロシア減産拒否 

～ベネズエラ原油は１バレル３０ドル代も～」 

「PDVSA 墨企業と石油物資交換プログラム」 

「副大統領 制裁による外貨収入減は９０％超」 

「大停電から１年 国内発電量は８５％減」 

社 会                     

「コロンビアで新型コロナウイルス患者を確認 

～ベネズエラは現在のところ感染確認なし～」 

20 年 3 月 7～8 日（土・日） 

 

政 治                    

「トランプ大統領 ボルソナロ大統領と会食 

～軍事分野での協力関係を確認～」 

「CNE 倉庫で大規模な火災発生」 

「グアイド議長 UCAB で国家紛争書を公表」 

「３月１０日 与党も支持者に集会呼びかけ」 

経 済                    

「燃料の不正売却で PDV Marina 社長らを逮捕 

～PDVSA 関係者３８名を逮捕～」 

社 会                     

「カラカス 殺人発生１０万人に７６名」 
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２０２０年３月６日（金曜）             

政 治                       

「クラサオ 人道支援物資２５０トンを廃棄」       

 

クラサオ政府は、ベネズエラ国民の支援のために米国と

プエルトリコから送られてきた人道支援物資２５０ト

ンを廃棄したと発表した。 

 

約１年前の２月２３日、米国政府および野党は国境から

ベネズエラへ人道支援物資を搬入するべく、コロンビア、

ブラジル、クラサオなど近隣諸国の支援を求め、支援物

資を送り込んだ。 

 

しかし、マドゥロ政権側は米国側の悪意ある意図を非難。

人道支援物資の受け入れを拒否するスタンスを示し、国

境を封鎖。人道支援物資の搬入を拒んだ（「ベネズエラ・

トゥデイ No.257」参照）。 

 

当時米国・プエルトリコ（米領自治連邦句）から送られ

た物資が、１年以上クラサオ政府所有の倉庫に保管され

ていたが、状態が悪化したためやむなく廃棄を決定した

という。 

 

なお、１９年８月にクラサオのベネズエラコミュニティ

は、クラサオ政府に対して塩漬けにされている支援物資

をクラサオ国内で配布するか、ベネズエラ難民を抱える

別の地域に配給するよう求めていたが、クラサオ政府側

の反応が無いまま時間が経過していたという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「OPEC プラス会合 ロシア減産拒否          

  ～ベネズエラ原油は１バレル３０ドル代も～」           

 

３月６日 石油輸出国機構（OPEC）加盟国とそれ以外

の主要な産油国で構成される OPEC プラスは、グルー

プ内での協調減産について会合を行った。 

 

会合では、サウジアラビア側から追加減産の提案があっ

たが、非 OPEC 加盟国であるロシアが同提案を拒否。

交渉は暗礁に乗り上げた。 

 

「Bloomberg」によると、OPEC プラスでは、日量２１

０万バレルの減産が行われているが、減産期限は今月末

で終了する予定。 

 

ロシアのノバク・エネルギー相は 

「４月１日からは減産の義務がなくなる」 

とコメントしており、４月１日以降は増産する姿勢を見

せている。 

 

１．追加減産の見通しが外れたこと、 

２．４月１日以降から協調減産の合意が失効すること 

３．新型コロナウイルスにより世界経済低迷が懸念され

ており、エネルギー需要が減少すること 

 

など、複数のネガティブな要因を受けて、原油価格は急

落。 

 

会合が行われた３月６日、英国北海ブレントは前日比１

０％近く落ち込み、１バレル４５ドル代となった。 

 

ベネズエラ産原油は最新の価格が更新されていないが、

３月２日の週は１バレル４４．７７ドルだった。今回の

一件を受けて１バレル３０ドル代は視野に入っている

だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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「PDVSA 墨企業と石油物資交換プログラム」         

 

ロイター通信は、PDVSA がメキシコの「Libre Abordo 

SA」と原油と物資の交換プログラムを行っていると報

じた。 

 

米国の経済制裁で原油の売り先が減る中、マドゥロ政権

は売り先を失った原油在庫の処理と収入確保に追われ

ており、苦肉の策と報じられている。 

 

「Libre Abordo SA」は、２０１９年に PDVSA と「水

を運ぶ大型トラック」の輸出契約を締結。また、「白と

うもろこし」の輸出契約を締結した。 

 

しかし、米国の経済制裁により金融取引が制限されてお

り、原油との代物取引を行うことになったようだ。 

 

「Libre Abordo SA」自体は原油取引の経験はないが、

既に６２０万バレルのベネズエラ産原油を購入してお

り、３月中に追加でベネズエラから原油船２隻が到着す

る予定だという。 

 

「Libre Abordo SA」は、２１万トンの「白とうもろこ

し」、１，０００台の「水を運ぶ大型トラック」をベネ

ズエラに輸出する予定だという。 

 

なお、米国の経済制裁は「（マドゥロ政権との取引であ

ったとしても）食料品・医薬品・衣料など人道支援にか

かる取引は制裁対象外」と明記されている。 

 

つまり、「Libre Abordo SA」の「白とうもろこし」の取

引は、制裁対象外として送金での決済も可能だが、金融

機関側からすればリスクを回避するために取引を仲介

しないという判断になるのが通常だろう。 

 

 

 

「副大統領 制裁による外貨収入減は９０％超」                  

 

３月６日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、米国によ

る経済制裁の影響で外貨収入が２０１３年と比べて９

０．５％減少したと訴えた。 

 

また、米国政府がベネズエラの公的組織「PDVSA」

「Conviasa」「ベネズエラ中央銀行」などに制裁を科す

ことで、これらの企業の活動を阻害し、ベネズエラに混

乱を引き起こしていると非難した。 

 

ロドリゲス副大統領が提示した資料は以下の通り。 

 

１３年の外貨収入は４２６．９億ドルだったが、１８年

には４０．９億ドルまで減少しているという内容。 

 

ベネズエラ中央銀行は、１８年の輸出額を合計で３４４．

７億ドルと発表しており、数字が合わない（「ウィーク

リーレポート No.123」参照）。 

 

ベネズエラ中央銀行の統計を確認したところ、この数字

は、ベネズエラの年間輸出額ではなく、PDVSA がベネ

ズエラ政府（マドゥロ政権）に売却した外貨の合計額で

あることが判明した。 

 

 

（写真）副大統領府 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2de31097afb95177aeaaa0cebf04b78d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2de31097afb95177aeaaa0cebf04b78d.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年３月６日～３月８日報道               No.４１６   ２０２０年３月９日（月曜） 

4 / 8 

 

PDVSA は原油輸出で稼いだ外貨収入の一部を、マドゥ

ロ政権（ベネズエラ中央銀行）に売却し、ボリバルを得

る。 

 

ベネズエラ中央銀行は、PDVSA から流れてきた外貨を

外貨準備にストックし、その資金をベースに政府債務の

返済、CLAP で配給する食料品の購入、「電力公社

（Corpoelec）」の施設メンテナンス代など政府関係組織

に外貨を割り当てる。 

 

つまり、PDVSA がマドゥロ政権に外貨を売却しない限

り、外貨準備にインフローが無いため、政府組織は外貨

支出を節約する必要が出る。 

 

一見、ロドリゲス副大統領の指摘は正しいように見える

が、重大な欠点がある。 

 

前ページの資料では、１３年以降急激に外貨収入が減っ

ていることが確認できるが、米国が経済制裁を科したの

は１７年８月。 

 

つまり、米国が経済制裁を科した時点で、既に PDVSA

はマドゥロ政権にほとんど外貨を流していなかったこ

とになる。 

 

１３～１６年にかけて言えば、外貨収入の減少の理由は、

経済制裁の影響ではなく、「原油価格の急落」とそれに

伴う財政緊縮策が影響しているのが実態。 

従って、経済制裁のせいで外貨収入が１３年と比べて９

０．５％も減ったという主張は成り立たない。 

 

正確には（１７年以降は原油価格が回復基調にあり、外

貨収入を増やせる情勢であったにも関わらず）、１７年

以降も外貨収入が増えていない主な理由は、米国の経済

制裁により PDVSA の機能が著しく阻害されたからと

いうべきだろう。 

 

 

「大停電から１年 国内発電量は８５％減」         

 

一年前の１９年３月、ベネズエラでは首都カラカスも含

めて１週間近くの大停電が起きた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.262」「No.264」参照）。 

 

カラカスでは、当時のような長期化する大停電は起きて

いないが、停電は頻発しており、地方では数カ月間、電

力がない地域もあるという。 

 

電力専門家ホセ・アギラル氏は、西系メディア

「Sumarium」のインタビューを受け、カラカスの発電

能力が最盛期から８５％も落ちたとコメントした。 

 

アギラル氏によると、カラカスは４，０３１Mw の発電

能力があったが、現在は６２０Mw になっているという。 

 

また、首都の電力需要は、以前は２，０００～２，４０

０Mw ほどだったが、現在は１，２００～１，４００Mw

（時間帯によって異なる）まで落ち込んでいる。 

 

それでも、現在の発電量を大幅に超えており、不足分は

ボリバル州のグリ発電施設から引いているが、十分では

ないという。 

 

アギラル氏によると、ベネズエラ全土の電力消費量は、

以前は１８，０００Mw だったが、現在は工場などの停

止で電力消費量が減り、１１，０００～１２，０００Mw

まで減少しているという。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf
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社 会                        

「コロンビアで新型コロナウイルス患者を確認     

  ～ベネズエラは現在のところ感染確認なし～」          

 

３月６日 コロンビア政府は、最初の新型コロナウイル

ス感染者を確認したと発表した。 

 

感染者は１９歳の女性。 

熱症状があるが、重篤な状況にはなく、政府側でコント

ロールされた状態にあるという。 

 

感染者はイタリアのミラノに留学しており、２月に帰国。 

 

その後、熱症状を訴え３月２日にボゴタの「Santa Fe 基

金」で診察し、病気を確認した。 

 

感染者は、コロンビアに帰国して現地１６名とコンタク

トを取ったという。この１６名は現在、コロンビア政府

側が症状の調査を行っている。 

 

ベネズエラでは、新型コロナウイルスの感染は確認され

ていないが、ペルー、エクアドルなど南米でも感染確認

が報じられている。 

 

人の往来が特に多いコロンビアで感染が拡大すれば、ベ

ネズエラへの感染拡大は不可避と言えるだろう。 

 

２０２０年３月７～８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「トランプ大統領 ボルソナロ大統領と会食       

      ～軍事分野での協力関係を確認～」        

 

３月７日 ブラジルのジャイロ・ボルソナロ大統領は訪

米。フロリダにある「パームビーチ」と呼ばれるトラン

プ大統領の住居で会食した。 

 

会食では、ベネズエラ問題について協議。 

 

ブラジル政府の発表によると 

「トランプ大統領とボルソナロ大統領は、ベネズエラの

グアイド暫定大統領や、民主的な手段で選ばれた国会が

主導する米州地域の民主主義確立に向けた取り組みを

支援することを確認した。」 

としている。 

 

また、会食にはブラジルの国防相も同席。軍事分野で協

力協定に署名することで合意した。 

ボルソナロ大統領は、８日にマイアミの米国軍事施設を

視察。ベネズエラ問題を管轄する Craig Faller 南部軍総

督らと会談した。 

 

 

（写真）伯ボルソナロ大統領ツイッター 

 

 

（写真）南部軍 
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「CNE 倉庫で大規模な火災発生」           

 

３月７日 カラカス・Mariche 地区にある「選挙管理委

員会（CNE）」の倉庫で大規模な火災が発生した。 

 

ペタレ－サンタルシア間の道路で発生し、そこから

CNE 倉庫に引火したと報じられている。 

 

なお、今回の火災による死者・負傷者は報じられていな

い。 

 

（写真）ObservatorioVecinal ツイッター 

 

３月８日 ティビサイ・ルセナ CNE 代表は、火災は７

日の午後に発生し、同日の２３時になっても鎮火できず、

倉庫は完全に消失したと発表。 

 

現時点で被害の全容は判明していないが、倉庫には４，

０００台の電子投票機が保管されていたという。 

 

また、ルセナ代表は今回の事件についてベネズエラ国民

の選挙権を侵害するサボタージュ行為だと訴えた。 

 

 

 

（写真）国営報道局（VTV）ツイッター 

 

「グアイド議長 UCAB で国家紛争書を公表」         

 

３月７日 グアイド議長は、アンドレス・ベジョ・カト

リック大学で演説。「国家紛争書」の一部を説明した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.415」で、３月７日に

「国家紛争書」を発表するとの記事を紹介したが、これ

がどのような内容なのかはよく分かっていなかった。 

 

報道によると、「国家的な危機を乗り越えるための提案」

と言えるもので、野党側の公約と言える。 

 

ただし、内容はほとんど報じられておらず、具体的に確

認できた内容は、給料を日給２０ドルにするとの提案の

みだった。 

 

同イベントには、病院団体、教育団体、学生団体らの組

合が参加。グアイド議長が３月１０日に呼びかけている

反政府デモへの参加意思を表明した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c1995aec85ab8f018ad09159eee566aa.pdf
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（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「３月１０日 与党も支持者に集会呼びかけ」         

 

３月８日 カベジョ制憲議長は、支持者に対して３月１

０日にマドゥロ政権を支持する集会への参加を呼びか

けた。 

 

「３月１０日、愛国心を持つベネズエラの女性、男性は

平和と自由と自国主権を守るためカラカスに集まる。」 

と発表した。 

 

与党側の行進は「La Plaza Morelos（モレロス広場）」を

起点とし、国会前のサン・フランシスコ通りまでだとい

う。 

 

野党は、チャカオ市の「Plaza Juan Pablo Ⅱ（ファン・

パブロ２世広場）」を起点に国会に向かう予定。 

 

移動ルート上で、治安部隊が野党支持者の進行を妨害す

ると思われるが、国会までたどり着いた場合、与野党支

持者が対峙する懸念がある。 

 

なお、野党は治安部隊を分散させるため、別の起点を発

表する可能性もある。 

 

 

図： 「与党の行進出発地」と「野党の行進出発地」および国会の位置関係 
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経 済                       

「燃料の不正売却で PDV Marina 社長らを逮捕       

      ～PDVSA 関係者３８名を逮捕～」            

 

３月６日 ロイター通信は、PDVSA の海運会社「PDV 

Marina」のオスワルド・バルガス社長が逮捕されたと報

じた。 

 

この報道からしばらくして、今年２月に発足した

「PDVSA 改革委員会（通称、アリ・ロドリゲス・アラ

ケ）」は、バルガス社長の逮捕を発表した。 

 

 

（写真）PDVSA 改革委員会 

“バルガス PDV Marina 社長の逮捕を公表する発表文” 

 

翌日、ネストル・リベロール内務司法平和相（PDVSA

改革委員会のメンバー）は、逮捕理由について説明。 

 

バルガス社長らが、「PDV Marina」が所有する「Negra 

Hipolita」というタンカーに積んだ「レギュラーガソリ

ン」４万バレルを蘭良アンティル諸島に向けて出航させ、

不当に原油を売却していたことが確認されたと説明。 

 

本件に関連して PDVSA 職員３８名を逮捕したと発表

した。 

 

なお、正式に発表されていないが「PDV Marina」の社

長はセサル・ウラディミール・ロメロ・サラサール氏が

引き継ぐという。 

 

社 会                       

「カラカス 殺人発生１０万人に７６名」            

 

ラテンアメリカ地域の犯罪実態を調査する団体「Insigt 

Crime」は、１９年の各国都市別の殺人発生調査を公表

した。 

 

「Insigt Crime」によると、カラカスの殺人発生件率は

１０万人に７６名（元々の情報ソースは、ベネズエラの

協力機関「ベネズエラ暴力観測団体（OVV）」）。ラテン

アメリカで最も危険な都市の１つとなった。 

１８年には、１０万人に１００８１．４名だったので、

殺人件数は前年より下がったものの高い水準にある。 

 

また、アラグア州、ボリバル州、ミランダ州などは首都

カラカスよりも殺人発生率は高い。 

 

ちなみに、日本は１０万人に０．２４人（１７年調査）。 

 

 

（写真）Insight Crime 

以上 


