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（写真）大統領府 “４月１０日 マドゥロ大統領 赤十字による人道支援受け入れ合意を発表” 

 

 

２０１９年４月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権と赤十字 人道支援で合意 

～野党グループ 赤十字を警戒～」 

「国連安保理 ベネズエラ問題について議論」 

経 済                     

「OPEC １９年３月の産油量は日量７３万バレル」 

「国会 １９年３月のインフレ率１８．１％」 

「米国政府 レプソルへの制裁を検討」 

「IMF ベネズエラの資産は誰も触れない」 

社 会                     

「元水道公社代表 ２０年前より水供給が減少」 

２０１９年４月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「G２０ ベネズエラ問題に懸念を表明 

～ムニューシン財務長官 長期戦の構え？～」 

「ポンペオ国務長官 制裁の悪影響を否定 

～米国への非難強まる～」 

経 済                    

「米国向けの原油輸出３週間ぶりに実現」 

「医薬品輸入のための特別制度を施行」 

「最高裁 国会のペキベン役員任命を無効化」 

社 会                     

「米国 ベネズエラ政府の麻薬取引関与を非難」 
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２０１９年４月１０日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権と赤十字 人道支援で合意       

      ～野党グループ 赤十字を警戒～」       

 

３月に国連のミッション団がベネズエラを訪問。ベネズ

エラ国民の４分の１は、緊急的な支援を必要とするとの

報告書を作成した（「ベネズエラ・トゥデイ No.271」参

照）。 

 

その後、赤十字がベネズエラへ人道支援を実施すると発

表。４月６日から赤十字の代表がベネズエラを訪問して

いた（「ベネズエラ。トゥデイ No.275」参照）。 

 

４月 9 日にマドゥロ大統領と赤十字のミッション団が

面談をした記事を紹介した（「ベネズエラ。トゥデイ

No.276」参照）。 

 

翌４月１０日、マドゥロ大統領は、演説で赤十字の人道

支援を受け入れることで合意したと発表した。 

 

「私はベネズエラを訪問した赤十字の代表と面談をし

た。そして彼らと合意した。我々の国を尊重する赤十字

の人道支援を受け入れる。 

 

支援方法の詳細については、赤十字とアレアサ外相が協

議を行う。」 

と宣言した。 

 

今回の合意を受け、赤十字の Peter Maurer 代表も、マ

ドゥロ政権と合意に至ったことを発表。 

対ベネズエラ予算を３倍に増やし、２，４６０万ドルを

支援に充てると発表した。 

ただし、具体的な支援内容は詰まっていないと見られ、

支援開始には数週間、数カ月かかるとの見通しを示した。 

 

他方、想定される援助の一部として、全国２８カ所の国

営病院、その他医療施設に赤十字の医師、水や医療物資

を送るなどの支援を挙げた。 

 

今回の合意について国連の Stephane Dujarric 報道官は、

「赤十字の支援合意について歓迎する。国連と人道支援

を支持するグループはベネズエラとの対話を継続する。」 

とコメントした。 

 

他方、米国政府主導の人道支援を求める野党グループは

赤十字の人道支援実施について複雑な立場にある。 

 

４月１０日 グアイド議長は赤十字の支援実施につい

て国民がマドゥロ政権に圧力をかけた結果だと主張。 

 

他方、マドゥロ政権と野党の合意により実現した支援で

はないと断言。 

 

「我々は、これまで基本的なサービスを受けることが出

来なかった。人道問題に従事する国際組織はこれまでこ

の危機的な状況を語らず、７００万人が生命の危機にあ

る状況に至った。この点について反省しなければいけな

い。」と赤十字を非難する発言も見られた。 

 

また、強く野党を支持する欧州議会のベアトリス・ベセ

ラ議員（スペイン）は、赤十字の支援について「良いニ

ュースではない」とツイッターに投稿。 

 

「（赤十字とマドゥロ政権の合意は）良いニュースでは

ない。なぜか。ベネズエラの人道危機は数年前から始ま

っていた。３５０万人のベネズエラ人が国を去った。こ

の期間、マドゥロは人道支援を拒否し、支援を求めるこ

とを拒絶してきた。彼らは国民の空腹と不幸を利用し、

国を運営してきた。」 

とコメントした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aba72d87374e4ed27b08e70f0d1b6251.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
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「国連安保理 ベネズエラ問題について議論」         

 

４月１０日、国連の安全保障理事会（以下、安保理）で

ベネズエラ問題について議論された。 

 

ベネズエラ問題の議論を提起したのは米国。 

同会合に出席した米国のペンス副大統領はマドゥロ政

権とマドゥロ政権の存続を支持するロシア、中国の姿勢

を強く非難した。 

 

主な発言は以下の通り。 

 

・ベネズエラ経済と民主主義は崩壊している。 

 

・米国政府はベネズエラを支援しており、これまで２億

ドルの支援を行った。また、本日トランプ大統領は６，

０００万ドルの追加支援を決定した。 

 

・数カ月前、カラカスの独裁者は国民が空腹で苦しんで

いる最中にダンスを踊っていた。 

 

・昨日、世界で最も歴史のある国際組織、米州機構（OAS）

は、ファン・グアイド氏をベネズエラの代表と認識し

た。国連も同様の認識を行う時が来た。 

 

・ベネズエラ政治はキューバに占領されている。 

 

・様々な苦しみの中、ベネズエラの国民は抑圧に対抗し、

本日再び街頭で抗議行動を行っている。 

 

・ベネズエラの戦いは独裁と民主主義の戦いだ。独裁は

ニコラス・マドゥロで、抗議を行う市民を暴力的に抑

圧してきた。今年は既に１，０００人が拘束され、４

０人が殺害された。 

 

 

 

このペンス副大統領の抗議に反論したのはロシアの

Vasili Nebenzia 国連代表大使。 

 

「米国政府はベネズエラの政治対立に対して、対話での

解決を遠ざけた。ベネズエラの問題は国内の対話によ

って解決しなければいけないが、米国のパペットのフ

ァン・グアイド氏は対話を拒絶している。 

 

米国の制裁はベネズエラの発展を阻害している。米国政

府はベネズエラに正当な権利のある資産を勝手に差し

押さえている。グアイド氏を大統領にしたいという利害

のため、３００億ドルの資産を奪った。」 

と主張。 

 

元 OAS ベネズエラ代表大使で、国連代表大使でもある

サミュエル・モンカーダ氏もロシアの主張に呼応。 

 

「米国と英国政府は偽りの人道問題を傘にベネズエラ

の経済を崩壊させる計画を実行した。目的はベネズエラ

の富を収奪するためだ。彼らのエゴのためにベネズエラ

の経済は悪化し、国民が苦しんでいる。国内の人材も流

出している。米英が行っていることは巨大な新時代戦争

の実験だ。 

 

ベネズエラの人道危機は解決させなければいけない。し

かし、解決手段を間違えれば問題は大きくなる。」 

と主張した。 

 

経 済                        

「OPEC １９年３月の産油量は日量７３万バレル」           

 

４月１０日 OPEC は１９年３月の加盟国産油量を発

表。ベネズエラについては日量７３．２万バレルと先月

の１０２．１万バレルから３０万バレル近く減少したと

発表した。 
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上記の数字は第三者専門家の測定値で、一般的に参照さ

れているベネズエラの産油量になる。 

 

これとは別にベネズエラの OPEC 代表者が報告してい

る自己申告の産油量があり、これによると１９年３月の

産油量は日量９６万バレル。先月の１４３．２万バレル

から５０万バレル近く減少している。 

 

 

 

１月２８日に米国政府が発動した石油産業への制裁と、

３月７日から断続的に起きている停電により石油産業

の稼働に大きな問題が起きていることが数字として確

認された。 

 

 

 

 

 

 

 

「国会 １９年３月のインフレ率１８．１％」         

 

産油量の深刻な減少とは裏腹にベネズエラ国内のイン

フレ率は急激に鎮静化している。 

 

４月１０日 国会の財務委員会は１９年３月のインフ

レ率は先月比１８．１％だったと発表。 

 

先月比１００％を超えるインフレが恒常化していたが、

１９年２月から鎮静化する傾向にある。 

 

１９年１月に国会が発表したインフレ率は先月比１９

１．６％。２月は先月比５３．７％だった。 

 

主な要因は３つ。 

・停電による経済活動の停滞。 

・１月末に中央銀行が施行した預金準備率の引き上げ。 

・預金準備率の引き上げに伴う並行レートの安定。 

とされる。 

 

インフレ率の減退は２月から確認されていたが、停電が

起きたのは３月。これを踏まえると預金準備率の引き上

げはインフレ抑制に一定の効果があったと思われる。 

 

中央銀行が預金準備率の引き上げを行って以来、国内の

ボリバル建て融資活動が急激に減少した。 

 

ボリバル建ての融資は企業活動に使用されることもあ

るが、多くは並行レートでの外貨購入に流れており、並

行レートを高騰させる原因の１つになっていた。 

銀行の融資活動を制限することで並行レートが安定し、

インフレ率も減少したと思われる。 

 

他方、本当にボリバル融資が必要な企業も融資を得られ

ない事態が起きており、経済回復の足かせにもなってい

る。 
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「米国政府 レプソルへの制裁を検討」                  

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオット・エ

イブラム担当官は、スペイン、ポルトガルでベネズエラ

問題について協議している。 

 

エイブラム担当官は、スペインの訪問を終え、スペイン

の石油企業「レプソル」への制裁の可能性について言及

した。 

 

「その件について、ワシントンは丁度、多くの議論を行

っている。数日以内に結論を出すだろう。スペイン政府

は本件をとても懸念している。」 

 

米国政府の PDVSA への制裁発動以降もレプソルは

PDVSA との取引関係を継続しているようだ（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.276」参照）。 

 

米国政府は米国以外の企業も PDVSA との取引を行わ

ないよう呼びかけており、二次制裁を適用する可能性も

匂わせている。 

 

また、PDVSA への制裁の中に、４月２８日からは米国

域外の企業でも PDVSA との取引を行う場合は、米国の

金融システムを使用できないと定められている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.248」参照）。 

 

つまり、５月からレプソルは PDVSA との取引でドル建

ての取引が出来ないことになるだろう。 

 

他 方 、 米 国 政 府 は 「 Chevron 」「 Haliburton 」

「Schlumberger」「Baker Hughes」「Whatherford」など

米国系の企業を制裁の適用対象外としており、自国の企

業だけを優先しており不平等との指摘もある。 

 

 

 

「IMF ベネズエラの資産は誰も触れない」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.276」の通り、米州機構（OAS）

はベネズエラの代表大使をグアイド議長が任命した代

表にすることを決定した。他の国際組織でも同様の議論

は避けられない。 

 

現在のところ国際通貨基金（IMF）は、ベネズエラの代

表が誰なのかを決めかねている。 

 

AFP 通信は、IMF 関係者からの情報として、 

「IMF がベネズエラの代表を決めるまで、SDR、IMF リ

ザーブはマドゥロ大統領もグアイド議長も使用できな

い。」と報じた。 

 

ベネズエラは IMF の加盟国。IMF は加盟国に対して、

SDR、IMF リザーブなどを通じて緊急的に必要な資金

を供給する仕組みがある。 

 

引き出し額には上限があり、１８年末時点でベネズエラ

には４．５億ドルの引き出し権が残っていた（「ウィー

クリーレポート No.89」参照）。 

 

マドゥロ政権はこれまで度々IMF リザーブ、SDR を引

き出していたが、今後は使用できないことになる。 

 

社 会                        

「元水道公社代表 ２０年前よりも水供給が減少」           

 

３月に起きた停電以降、最も深刻な問題の１つは、水道

水にアクセスできないことだ。 

 

水道公社「Hidrocapital」の元代表マリア・デ・ビアナ氏

は、４月１０日に専門大学で開催されたフォーラムで、

「現在のベネズエラは２０年前と比べて３０～５０％

ほど水供給が減っている」と語った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29775d59aba86ed32db40d3fdd65bddd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29775d59aba86ed32db40d3fdd65bddd.pdf
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「カラカスについては現在１．４万リットル／秒の水を

供給している。２０年前は２万リットルだった。 

つまり、１秒当たり６，０００リットルの水供給が減っ

ていることになる。この違いは大きく、必要な公共サー

ビスの提供に支障をきたしている。」 

 

また、現在の水問題は長年、メンテナンスを怠ってきた

政権の怠慢にあるとして、マドゥロ政権を非難した。 

 

２０１９年４月１１日（木曜）              

政 治                        

「G２０ ベネズエラ問題に懸念を表明         

 ～ムニューシン財務長官 長期戦の構え？～」        

 

４月１１日 ２０カ国（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、エクアドル、フラ

ンス、ドイツ、グアテマラ、ガイアナ、イタリア、日本、

メキシコ、パナマ、ポルトガル、ペルー、スペイン、英

国、米国）の財務大臣が会合を実施。 

 

会合の中でベネズエラ問題についても議論された。 

 

同会合に参加した米国のムニューシン財務長官は 

「参加国の大臣は、新たな選挙が実施されるまでファ

ン・グアイド暫定大統領の政府を金融的に支援していく

ことで合意した。 

参加国財務大臣らは、ベネズエラの再構築には長く、険

しい道のりがあることを認識している。 

 

各国大臣はベネズエラへの経済支援の手段について議

論した。米州開発銀行（BID）のベネズエラ代表になっ

たリカルド・ハウスマン氏もこの議論に参加することを

歓迎する。」と言及。 

 

ベネズエラ問題の解決には時間がかかるとの認識を示

した。 

 

「ポンペオ国務長官 制裁の悪影響を否定       

          ～米国への非難強まる～」           

 

米国のポンペオ国務長官は、南米各国を回りベネズエラ

問題について各政府と意見交換をしている。 

 

４月１１日、チリに訪問したポンペオ国務長官は、ベネ

ズエラ問題について、「ベネズエラで起きている人道危

機は米国政府の制裁が起こしたものではなく、マドゥロ

政権の運営により起きている」と主張。 

米国政府と近隣国は、ベネズエラ国民を支援していると

説明した。 

 

他方、米国の過介入は、一部の国で不協和音を生み出し

ている。特に米州機構（OAS）のベネズエラ代表決定を

巡る米国の姿勢は、中立派の不満を増幅させている印象

がある。 

 

OAS は３カ月毎に議長国がアルファベット順で交代す

る仕組みになっており、４月１日に米国政府が議長国に

就任した。 

 

米国の OAS 代表大使は、議長国就任の際に、ベネズエ

ラの代表を交代させたいとの見解を示し、４月９日に交

代の決議が行われた。 

 

OAS のベネズエラ代表の交代が決定した日、モンカー

ダ元 OAS 大使は、米国政府にワシントンへ行くことを

禁止されたため、ベネズエラの OAS 代表大使でありな

がら、当日の会合に出席できなかったと非難（当時は代

理の外交官が出席している）。 

 

メキシコの OAS 代表大使は、この議論を行うためには

加盟国３分の２の承認が必要だが、米国は議長国として

このプロセスを無視したと不満の声を挙げている。 
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他にもベネズエラ代表を交代させるにあたり、OAS が

OAS 憲章や国際法の原則を違反したと指摘する国が散

見されている。 

 

４月 9 日にはコロンビアのサントス元大統領が米国政

府の対ベネズエラ方針を非難した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.276」参照）。 

 

また、ベネズエラ問題についてウルグアイのニン・ノバ

外相は、 

 

「米国政府は制裁を科すことで５００億ドルをブロッ

クした。他方、３，０００万ドルの食料・医薬品支援を

したと主張している。米国政府の主張は現実を語ってい

ない。 

 

我々は対話による解決を志向しており、ウルグアイは双

方の仲裁ができる数少ない国だと考えている。」 

との見解を示した。 

 

経 済                       

「米国向けの原油輸出３週間ぶりに実現」            

 

１月２８日に米国が PDVSA に制裁を科して以降、ベネ

ズエラの米国向け原油輸出は減少している。 

 

特に３月第２週目からベネズエラの米国向け原油輸出

はゼロになっていた。 

 

米国のエネルギー情報局（EIA）によると、４月第１週、

米国は日量１３．９万バレルの原油をベネズエラから輸

入。 

 

３週間ぶりに米国のベネズエラ原油の輸入が計上され

た。 

 

 

制裁により PDVSA の米国向け原油輸出は凍結口座に

入金されることになっている。 

 

他方、マドゥロ大統領は米国向けに原油輸出するにあた

り前払いを要求している。 

 

今回の輸出は凍結口座に入金されたのか、前払いされた

のかは明らかにされていない。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“米国のベネズエラ産原油輸入量（週別）” 

 

「医薬品輸入のための特別制度を施行」         

 

４月１１日 マドゥロ政権は医薬品輸入のための特別

な制度を施行した。 

ベネズエラに拠点を持たない企業がベネズエラへ医薬

品を輸出するにあたり、ベネズエラの法規制などをクリ

アするための特別措置。 

 

ベネズエラに拠点を持たない企業が医薬品をベネズエ

ラに輸出する場合、政府管轄組織である「衛生管理独立

局（SACS）」を輸入代表とする制度。 

 

SACS がベネズエラ国内の法的規制をクリアする業務

を引き受けるようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
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政令では同制度の有効期限は１９年１２月３１日まで。 

 

詳しいことは分からないが、赤十字による医療支援も想

定しての制度設計なのかもしれない。 

 

「最高裁 国会のペキベン役員任命を無効化」         

 

３月１９日 グアイド議長率いる国会は、石油化学公社

（ペキベン）のボードメンバーを任命していた。 

 

PDVSA のマニュエル・ケベド総裁は、国会の任命に対

して最高裁に見解を出すよう申請。 

 

この申請を受けて、４月１１日 ベネズエラ国内の最高

裁判所は、この決定を無効と宣言した。 

 

また、ペキベンの役員として国会に任命された人物らに

対して、組織収奪の犯罪行為であるとの見解を示した。 

 

これらの人物は逮捕される可能性があるだろう。 

 

社 会                       

「米国 ベネズエラ政府の麻薬取引関与を非難」            

 

４月１１日 １９年３月まで在ベネズエラ米国大使館

の実質的ナンバー１だったジェームス・ストーリー元経

済担当官はインターネット番組に出演。 

ベネズエラ軍部高官が麻薬取引を支援していると訴え

た。 

 

「ベネズエラの軍部高官は、コカイン取引に関与してい

る。彼らはベネズエラからコカインを運び出す許可を出

しており、米国に麻薬を運んでいる。 

 

米国で普及しているコカインの大半はベネズエラから

来ている。」 

 

別件だが、４月１１日 米国政府はレバノンの企業家

Kasem Chams 氏と同社がオーナーの両替所「Chams 

Money」に対して、ヒズボラによる麻薬取引の資金洗浄

を支援したとして制裁を科した。 

 

米国財務省は、「Chams Money」が資金洗浄のためにベ

ネズエラ、レバノン、オランダ、スペイン、オーストラ

リア、コロンビア、イタリア、フランス、ブラジル、米

国に送金していたと訴えている。 

 

以上 

 

 


