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（写真）PBF Energy “ロイター通信 米国製油所が制裁発動後のオペレーション手段を検討中と報道” 

 

 

２０１９年１月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「EU 大使 政府・国会と会談 

～１月２１日には EU でベネズエラ問題を議論～」 

「１月２４日に米州機構でベネズエラ問題を議論」 

経 済                     

「政府 トルコでの GOLD 精製について協議 

～アイサミ経済担当副大統領亡命準備の噂も～」 

「西 Repsol 債権回収のための原油輸入に成功」 

「仏 M＆P Shell から権益８１００万ドルで購入」 

「原油価格 １バレル５４．１８ドル」 

「８４回目 DICOM １ドル BsS.１，１２３．４６」 

2019 年 1 月 19～20 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 ブラジル紙の取材受ける 

～離反軍人との接近について言及～」 

「国会副議長 グアイド議長は大統領ではない」 

「検事総長 グアイド議長の調査を指示 

～大統領役職を奪っているとの宣言が理由～」 

経 済                    

「米国製油所 制裁発動に向けて準備」 

「EIA ２０年には日量７０万バレルまで下がる」 

社 会                    

「スリア州 一カ月間、電気が使用できず」 
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２０１９年１月１８日（金曜）             

政 治                       

「EU 大使 政府・国会と会談            

 ～１月２１日には EU でベネズエラ問題を議論～」       

 

１月１８日 欧州連合（EU）の各国大使がマドゥロ大

統領と会談した。また、翌１９日にはグアイド議長など

国会役員らと会談した。 

 

会談後、EU 代表団は、自由で民主的な選挙による解決

を支持する姿勢を示し、今後もマドゥロ政権との連絡窓

口を閉じず、与野党双方との協議を続けると発表した。 

 

ベネズエラ外務省は、EU 代表団との会談について声明

を発表。同会合について、あらゆるテーマについて率直

な意見交換が行われたと評価した。また、マドゥロ大統

領から EU 代表団に対して、自国主権の原則を尊重し、

ベネズエラの平和と安定を脅かさないよう要請した。 

 

野党との会合の詳細についての情報は多くないが、グア

イド議長から EU 代表団に対して、マドゥロ政権を非難

し、国会の正当性を認めるスタンスをとってくれている

ことに感謝の意を示したと報じられている。 

 

 

（出所）大統領府  

“マドゥロ大統領 ＥＵの各国代表らと会合” 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“国会役員メンバー EU 代表団と面談” 

 

１月２１日には欧州連合で外相級会合が予定されてい

る。同会合ではベネズエラ、ニカラグアの政治情勢につ

いても議論される予定。 

 

現在、EU はマドゥロ政権を認めない立場を取っている

が、米国、ブラジルなど完全対決を求める米州主要国と

違い、マドゥロ政権との合意による問題解決を志向して

おり、両地域の対ベネズエラ方針は温度差が生じている。 

 

２１日の会合で EU にスタンスの変更があるかが注目

される。 

 

「１月２４日に米州機構でベネズエラ問題を議論」            

 

アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、

コスタリカ、ペルー、米国の８カ国の要請で１月２４日

に米州機構（OAS）がベネズエラの状況について会合を

開く。 

 

１月２３日には与野党双方の支持者が行進を予定して

いる。治安部隊、与野党支持者が衝突する可能性もあり、

OAS としてタイミングよく声明を発表する意図がある

ようだ。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月１８日～１月２０日報道            No.２４２   ２０１９年１月２１日（月曜） 

3 / 7 

 

経 済                        

「政府 トルコでの GOLD 精製について協議     

 ～アイサミ経済担当副大統領 亡命準備の噂も～」          

 

１月１８日 アイサミ経済担当副大統領はトルコに訪

問し、エルドアン大統領と会談を行った。 

 

トルコの現地プレス「Anadolu」は、会合の目的はベネ

ズエラの GOLD 精製をトルコで行うプロジェクトの検

討のためだと報じている。 

 

過去ベネズエラ産 GOLD はスイスに輸出されていたが、

制裁の影響もありスイスとの取引は低迷。現在は、トル

コがベネズエラ産 GOLD の主要輸入国とされている。 

 

アイサミ経済担当副大統領はエルドアン大統領との会

合で 

「我々はベネズエラ産原油をトルコに輸出したいと考

えている。また、GOLD 産業、その他鉱物・農業分野で

も経済関係を深化したいと考えている。 

 

GOLD の精製施設の見学をした。同国の進歩した技術

を目の当たりにした。」 

と伝えたという。 

 

アイサミ経済担当副大統領は非石油資源分野の取りま

とめ役を務めており、今回のトルコ訪問は特に違和感は

ない。 

 

他方、メディアではアイサミ氏がシリアへの亡命を準備

しているとも噂されている。 

 

アイサミ氏はレバノン人の両親を持つ中東系のベネズ

エラ人で、テロ組織を含めて中東には独自の関係がある

とされている。 

 

 

１月５日にはアイサミ経済担当副大統領の古くからの

部下だったクリスティアン・セルパ最高裁判事が米国に

亡命した。 

 

また、アイサミ経済担当副大統領の右腕とされていたジ

ェスメル・セラーノ元 PDVSA 副総裁も１８年９月に解

任されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.187」９月７

日付の記事参照）。 

 

アイサミ氏はマドゥロ大統領への恭順を維持しており、

引き続き最重要閣僚のポジションを維持しているが、中

東に亡命の可能性も否定できない。 

 

 

（写真）アイサミ経済担当副大統領ツイッター 

“トルコでエルドアン大統領と会談” 

 

「西 Repsol 債権回収のための原油輸入に成功」                  

 

マドゥロ政権は、スペインの石油会社「Repsol」に対し

て原油を輸出した。「Repsol」は PDVSA に対して多額

の債権を抱えており、債務の返済に充てたと報じられて

いる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
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輸出された原油は、１８年１０月～１９年１月までに原

油タンカー６隻だという。 

 

４隻は「Petrocarabobo」と「Cardon Ⅳ」から。残り２

隻は「Petroquiriquire」から輸出されたという。 

 

現地メディア「El Confidencial」によると、この６隻の

輸出額は７億９，５００万ドル相当で、Repsol が抱える

債権の一部でしかないと報じている。 

 

しかし、１８年１０月末に「Repsol」は、１０月以降６

隻の原油タンカーをベネズエラから輸入する予定だと

コメントしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.210」１

０月３１日付の記事参照）。 

 

当時「Repsol」は、ベネズエラに対する自社のエクスポ

ージャーは７．６億ドルと説明しており、今回の原油輸

出により Repsol がベネズエラ債権を全て回収した可能

性がある。 

 

「仏 M＆P Shell から権益８１００万ドルで購入」         

 

１月７日  PDVSA は、フランス系資源開発会社

「Maurel＆Prom」（以下、M＆P）と鉱区開発の協定を

締結した（「ベネズエラ・トゥデイ No.237」参照）。 

 

同社は Shell が４０％保有していたマラカイボ湖鉱区

「PDVSA Petroregional del Lago」の権益を購入した。 

 

AFP 通信によると、M＆P が測定した同地域の現在の産

油量は日量１．６万バレル。M＆P は、この鉱区の権益

を８，１００万ドルで購入したという。 

 

PDVSA のケベド総裁は、M＆P との協定により同鉱区

の産油量が日量７万バレル増える見通しだと発表して

いる。 

 

「原油価格 １バレル５４．１８ドル」                  

 

１８年１月１４日～１８日のベネズエラ産原油の平均

価格は米ドル建てで５４．１８ドル／バレル。 

 

先週の５２．６２ドル／バレルから上昇した。 

 

１９年１月時点の原油平均価格は１バレル５１．６ドル。 

１７年１０月以来の低水準となっている。 

 

 

 

「８４回目 DICOM １ドル BsS.１，１２３．４６」                  

 

１月１８日、８４回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.１，１２３．４６。  

１月１６日の１ドル BsS.１，００１．７４から１２．

２％ボリバル安に傾いた。  

 

DICOM の外貨供給額はドル建てで３０万６，７３２．

２３ドル。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１８年１月～１９年１月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
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最近は２００～３００万ドル規模の外貨供給がなされ

ていたが、その１０分の１近い水準まで減った。 

 

外貨割り当ては、法人１７社に対してドル建てで２２万

５，６１６．３５ドル、個人１５２名に対してドル建て

で８万１，１１５．８８ドルが割り当てられた。  

 

割り当て金額が最も多かった法人は、生活品メーカーの

「SC Johnson and Son」で５．５万ドル。資材・部品輸

入が目的。  

 

また、乳製品メーカーの「Industria Lacteo Venezolana」

が３万ドル。資材・部品輸入が目的。  

 

３番目がネット通販の「Merca Facil Automercado」で

２．５万ドル。完成品輸入が目的だった。 

 

２０１９年１月１９日～２０日（土・日）             

政 治                       

「グアイド議長 ブラジル紙の取材受ける        

     ～離反軍人との接近について言及～」        

 

１月２０日 グアイド議長はブラジル紙「Folha de Sao 

Paulo」の電話インタビューに答え、軍部への恩赦法に

ついて説明した。 

 

グアイド議長は 

「我々の目的は、ベネズエラに民主主義を取り戻すこと

だ。 

 

ベネズエラには現在１５９名の現役軍人が政治的な理

由で刑務所に収容されている。また、最近３，０００名

の軍人が辞めた。経済情勢の悪化で苦しんでいるのは与

党の人も同じで、彼らも国から逃げている。 

 

 

 

我々は与党から離脱する軍人に罪を問わない恩赦法を

承認した。恩赦法に寄り政府から離脱しやすい環境を作

る。これは自由な選挙を通じて国を変えるために必要な

行為だ。 

 

我々はチリで起きたような政権交代プロセスを志向す

る。民主主義を取り戻すためには、最初に過去の問題に

対して恩赦を与えなければいけない。」 

 

また、現地メディア「Caraota Digital」はグアイド議長

に独占インタビューを実施。 

 

「グアイド議長は軍人について重要性を置いている。軍

部が移行政権を呼びかけることができると思うか？」 

との質問に対して、 

 

「まずは、彼らと対話することが第一だ。これまでは全

く軍部と話してこなかった。私は軍部と対話をしている

が、彼らは恩赦法を求めている。他にも、軍人と話さな

ければいけないことがある。 

 

我々は多くの軍人と連絡を取っている。ミゲルロドリゲ

ス・トーレス元内務司法相のグループや、他にもいくつ

かのグループと連絡を取っている。」 

と回答した。 

 

他、「仮に民主的な政府が発足した時に何を最初に行う

か？」との質問については 

 

「人道支援の呼びかけが一番。」と回答。 

ベネズエラ国民は現在、生活を送れる状態には無い。彼

らの生活を保護するため国際社会に対して、人道支援を

求めることが最初に行うことだと答えた。 
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「国会副議長 グアイド議長は大統領ではない」           

 

米州地域の主要国を中心に、グアイド議長の大統領就任

を求める声が高まっている。 

 

本件について、エドガー・サンブラーノ国会第１副議長

（AD 所属）は、VPI の取材に対して「グアイド議長は

大統領ではない」と回答した。 

 

「彼は大統領にはなっていない。彼は国会議長だ。憲法

が定めるような状況になるのであれば、その時は間違い

なくグアイド議長が大統領を代行する。」 

と答えた。 

 

また、現地紙「Panorama」の取材に対して 

「国会は国民と軍人の支持が無ければ、グアイドを大統

領に就任させる意思は無い。」 

と明確に回答した。 

 

「検事総長 グアイド議長の調査を指示         

 ～大統領役職を奪っているとの宣言が理由～」         

 

１月１８日 ディオスダード・カベジョ制憲議長は、自

身が司会を務めるテレビ番組「Con el Mazo dando」で、 

 

「最高裁判所と検察庁はグアイド議長が吹聴する「ニコ

ラス・マドゥロは、大統領の役職を奪っている」との発

言に対する調査を行っている。 

 

既にマイケル・モレノ最高裁もタレク・ウィリアム・サ

アブ検事総長も調査チームの任命を終えている。」 

と発言した。 

 

グアイド議長就任以来、野党の結束が強まっており、政

府が先手を打つ可能性もありそうだ。 

 

 

経 済                       

「米国製油所 制裁発動に向けて準備」            

 

ロイター通信は、米国製油所が米国政府の制裁以降も自

社のオペレーションに影響が出ないよう準備を進めて

いると報じた。 

 

既に「Wall Street Journal」、「S＆P Global Platts」は、

米国政府が米国の製油所に対して、石油輸入を制限する

方針を通知したと報じていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.241」１月１７日付の記事）。 

 

ロイター通信の記事は、この報道を裏付けるような内容

で、米国政府が本格的に石油産業への制裁を行う見通し

が高まっている。 

 

ベネズエラ産原油を精製している米国企業の関係者は 

「今回の通知はこれまでで最も深刻なものだ。彼らは必

要であれば拳銃の引き金を引くつもりだ。」 

とコメントした。 

 

メキシコ湾の製油所はベネズエラ産原油のような超重

質油を精製するための仕様になっており、どこの原油で

も代替できるものではない。 

 

ベネズエラ産原油を輸入している製油所各社は米国政

府の方針に反対を示しているという。 

 

他、バークレイズの金融レポートによると、米国政府は

ベネズエラ産原油の輸入制限だけでなく、ベネズエラの

製油所で使用する希釈用原油のベネズエラ向け輸出に

ついても制裁を検討しているようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6706aa502e310a8055fa6fa9d9985cd0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6706aa502e310a8055fa6fa9d9985cd0.pdf
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「EIA ２０年には日量７０万バレルまで下がる」                  

 

米国エネルギー局（EIA）は、２０１８年１２月のベネ

ズエラ産油量は日量１２５万バレルで、１１月の日量１

２８万バレルから更に減少したと発表した。 

 

また、PDVSA のオペレーションは劣悪な状況にあり、

２０１９年以降も産油量の低迷は続くと予想、２０２０

年には日量７０万バレルまで減ると予想した。 

 

「国家石油団体（ANH）」は、コロンビアの２０１８年

の産油量は日量８６．３万バレルで、２０２０年には日

量９３．６万バレルまで拡大するとの見通しを示し、こ

のままだとコロンビアの産油量はベネズエラを追いこ

すとの見通しを示した。 

 

社 会                       

「スリア州 一カ月間、電気が使用できず」            

 

スリア州の現地メディア「La Verdad de Zulia」は、現

地の電力事情について記事を公開した。 

 

スリア州の州都マラカイボ市「Las Veritas」地区にある

「Katherine ビル」は、２０１８年１２月２０日から電

気が止まっているという。つまり１カ月以上も電気が使

用できない状況が続いている。 

 

「Katherine ビル」の住民は日中しか部屋で光がない、

電気がないので水道も使えず、上の階の住人はバケツを

持って階段を往復しなければいけない状況が続いてい

ると不満を示した。 

 

変圧器が故障したことが原因のようで、電力公社

（Corpoelec）に修理を要請しても、スリア州政府には

そのような資金はないと回答。 

 

 

住民一人当たり１０，０００～１５，０００ドルを支払

わなければ修理は出来ないと伝えられたという。 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


