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（写真）大統領府 “３月１７日 デルシー副大統領、閣僚の一斉交代を宣言（写真はイメージ）” 

 

 

２０１９年３月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「米国政府はスタンスを変えていない 

～米国大使館の外交官撤退理由について説明～」 

「閣僚 マドゥロ大統領の退陣を計画？」 

「離反軍人その後 宿泊先からの退去命じられる」 

経 済                     

「アメリカン・エアライン 運航休止を発表」 

「Gazprombank Petrozamora 保有シェアを売却」 

「米国政府 ベネズエラ産油量は毎月５万バレル減」 

「BID 代表 リカルド・ハウスマンに交代」 

「送金取引 停電でまだ決済できていない」 

2019 年 3 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「デルシー副大統領 閣僚の一斉交代を宣言」 

「グアイド議長 地方遊説を開始 

～大統領府への行進に向けた準備～」 

「平和的な退陣を望む意見 ５７％」 

「米露 ベネズエラ問題についてローマで議論」 

「EU 制裁強化よりも選挙実施を志向」 

経 済                    

「Citgo Aruba 製油所近代化プロジェクトを再開」 

「ウガンダ政府 GOLD の半分を見つける」 

「野党経済チーム 復興には８００億ドル必要」 
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２０１９年３月１５日（金曜）             

政 治                       

「米国政府はスタンスを変えていない           

 ～米国大使館の外交官撤退理由について説明～」       

 

３月１５日 米国国務省のエリオット・エイブラム・ベ

ネズエラ問題担当官は CNN の取材に応じ、ベネズエラ

から自国の外交官を撤退させた理由について説明した。 

 

 

最初にエイブラム担当官は、撤退は米国政府の方針転換

を意味せず、米国政府は引き続き民主的な政権樹立に向

けた取り組みを継続すると主張した。 

 

記者から 

「米国政府はグアイド氏をベネズエラの大統領と認識

しており、マドゥロ政権を政府と認識してない。しかし、

マドゥロ政権は米国大使館に７２時間以内に国外に出

るよう通達を出し、そのタイミングで米国政府は外交官

を引き上げた。この点について米国政府はどのように認

識しているのか？」 

との質問に対して、 

 

「周知のとおり、マドゥロ政権はベネズエラの政府では

ないので、彼らは米国政府に外交関係の断絶を通知する

権限はない。ベネズエラでは水も食料もない。状況は

日々悪化している。これが、我々がベネズエラから自国

の外交官を引き上げた理由だ。」 

と説明。 

 

続いで記者から 

「まだベネズエラには米国市民が残っている。緊急時に

彼らをどのように守るのか？」 

と聞かれると 

 

 

「米国は世界中に大使館があり、別の国の大使館が別の

国を管轄することは珍しいことではない。ベネズエラに

は１２名の米国人が政治的な理由で拘束されている。こ

の政治犯に誰が合いに行くのか。現在、我々を支援して

くれる外国の代表と調整をしており、近いうちに決まる

だろう。」 

と説明した。 

 

他、記者から 

「サミュエル・モンカーダ米州機構（OAS）大使、マリ

ア・ガブリエラ・チャベス国連代表大使（代行）の外交

ビザのレベルを落としたと報じられている。これは事実

か？」 

と聞かれ、 

 

「外交ビザはどのようなステータスなのかで対応が決

まる。米州機構、国連の外交ビザのレベルは下げていな

い。しかし、ベネズエラの代表はグアイド大統領であり、

米国政府は状況を改善させる義務を負っている。」 

と回答した。 

 

記者から 

「マドゥロ政権は米国政府が停電や経済悪化を引き起

こしていると主張しているが、これは事実か？」 

と聞かれると笑いながら、 

 

「ありえない。彼らはマルコ・ルビオ議員の責任にした

り、トランプ大統領の責任にしたり、米国に責任を押し

付けようとする。しかし、今の経済問題や停電はマドゥ

ロ政権が引き起こしたもので、米国政府は全く関係ない。

外国に問題の責任を押し付けているだけだ。 

 

ベネズエラの状況はずっと前から凄惨だった。世界で最

も豊かな国の１つだったベネズエラは今や最も悲惨な

国になった。それは彼らの責任だ。」 

と訴えた。 
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「閣僚 マドゥロ大統領の退陣を計画？」         

 

これはよくある噂のレベルを越えないものなので書く

必要もないのかもしれないが、気になるニュースではあ

るので紹介したい。 

 

現地メディア「Konzapata」は、マドゥロ政権の閣僚数

人がマドゥロ大統領に対して退陣を前提とした交渉を

検討していると報じた。ただし、誰にどのように提案す

るのかが決まっていないという。 

 

本稿「デルシー副大統領 閣僚の一斉交代を発表」にあ

る通り、この報道後にマドゥロ政権は閣僚を一新すると

発表している。政権内部で対立があると思われ、この噂

が真実味を増している。 

 

報道によるとマドゥロ政権の退陣を検討する閣僚は政

府内部での権限はそこまで強くないため、権限のある別

の閣僚を動かす必要があるようだ。 

 

具体的にはマドゥロ大統領自身、シリア・フローレス大

統領夫人、ディオスダード・カベジョ制憲議長、デルシ

ー・ロドリゲス副大統領、ホルヘ・ロドリゲス情報通信

相、アリストブロ・イストゥリス教育相、フレディ・ベ

ルナル CLAP 代表、パドリーノ・ロペス国防相。 

 

なお、記事にはアイサミ経済担当副大統領の名前が書か

れていなかった。マドゥロ政権のトップの一画を占める

アイサミ氏が掲載されていないのは違和感を覚える。 

 

「離反軍人その後 宿泊先からの退去命じられる」                  

 

２月２３日 人道支援物資の受け入れを巡る騒動で多

くのベネズエラ軍人がコロンビアに逃亡し、保護を求め

た。既にコロンビアに逃亡したベネズエラ軍人は１，０

００名にのぼると報じられている。 

 

しかし、逃亡後の彼らの生活も順風満帆とは言えない。 

 

離反軍人が「国連の人権高等弁務官事務所から現在宿泊

しているホテルから出ていくよう通知を受けた」と訴え

る動画が報じられている。 

 

「私を含め、他に数人が３～４日以内に宿泊先を退去し、

新しい宿泊地を見つけるよう通知を受けた。３５万ペソ

（約１１０ドル）とシーツを支給すると言われた。我々

はコロンビアに頼れる親族はいない。 

 

この宿泊先には２００名ほどの軍人がいる。現在、国連

は我々に宿泊先と食料を提供してくれているが、今の状

況を解決しなければいけない。 

 

我々はしばらくの間、グアイド大統領に会っていない。

我々をアテンドしてくれるはずのオリベロ議員（コロン

ビアに亡命したベネズエラ議員）は対応してくれない。

グアイド大統領に今の軍人の状況を知らせたい。」 

と訴えた。 

 

この報道に対してコロンビア政府は、国連の協力に感謝

をしており、ベネズエラの問題に可能な限り対応すると

発表している。他方、離反軍人以外にも厳しい状況に置

かれるベネズエラ移民は多く、彼らだけに特別待遇をす

ることに一定の困難があることを示唆した。 

 

 
（写真）TELESUR より抜粋 

“国連人権高等弁務官事務所の対応を非難する離反軍人” 
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経 済                        

「アメリカン・エアライン 運航休止を発表」           

 

３月１５日 「アメリカン・エアライン」はベネズエラ

の往復フライトを休止すると発表した。 

 

同社労働組合が会社に対して、ベネズエラでの運航は安

全にできる環境にないとして中止を求め、会社がそれを

受け入れたという。 

 

米国政府は１月２９日にベネズエラの危険レベルを４

に引上げた（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

また、３月１４日にはベネズエラの米国大使館から外交

官を全員引上げ、緊急時にベネズエラ側で対応できなく

なっていた。 

 

ベネズエラの状況が悪化するに従い「デルタ」「ユナイ

テッド」など米国系の航空会社はベネズエラから撤退し

ており、「アメリカン・エアライン」だけが米国系航空

会社としてベネズエラとの運行を続けていた。同フライ

トを利用する日本人駐在員も多かった。 

 

現在の状況でベネズエラに出張することは考えにくい

かもしれないが、出張が入った場合に「アメリカン・エ

アライン」を利用することは出来なくなった。 

 

「Gazprombank Petrozamora の保有シェアを売却」         

 

ロイター通信は、ロシアの金融機関「Gazprombank」が

PDVSA との合弁会社「Petrozamora」の保有シェアを

売却したと報じた。 

 

「Petrozamora」は、スリア州にある鉱区の原油採掘を

行う会社で PDVSA が６０％出資、Gazprombank が子

会社 GPB Global Resources を通じて４０％を出資する

会社。 

 

ただし、売却先が誰かは判明していないとしている。 

 

１月２８日の米国による制裁以降、Gazprombank やロ

スネフチなどロシア企業はベネズエラとの取引関係を

急速に縮小させている。 

 

「米国政府 ベネズエラ産油量は毎月５万バレル減」                  

 

３月１５日 米国国務省でベネズエラ問題を担当して

いるエリオット・エイブラム担当官は、記者会見で

PDVSAの状況について１カ月で日量５万バレルほど産

油量が減っていると分析。 

 

１、２カ月内に日量１００万バレルを下回るだろうとコ

メントした。 

 

OPEC は２０１９年２月のベネズエラ産油量について

先月から日量１４．２万バレル減り、日量１００．８万

バレルまで下がったと発表している（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.265」参照）。 

 

「BID 代表 リカルド・ハウスマンに交代」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.261」の通り、グアイド議

長率いる国会は、チャベス政権前のカルロス・アンドレ

ス・ペレス政権時代に企画相（９２年～９３年）を務め

ていたリカルド・ハウスマン氏（ハーバード大学教授）

を米州開発銀行（BID）の代表に任命。 

 

BID のベネズエラ代表の選定を受け入れるかどうかに

ついて加盟国が投票で決めることになっていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.263」参照）。 

 

３月１５日 投票結果が公表され、リカルド・ハウスマ

ン氏が BID のベネズエラ代表になることが決定した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2df29c6ecf1d8fad2d0490240901ded2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2df29c6ecf1d8fad2d0490240901ded2.pdf
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BID は加盟国の出資比率に応じて投票権限が決まって

おり、米国、ブラジル、アルゼンチンの３カ国だけで承

認要件の過半数を超えており、選定は確実視されていた。 

 

ベネズエラに規模の大きな融資をする多国籍機関とし

てはアンデス開発公社（CAF）と米州開発銀行（BID）

が挙げられる。 

 

CAF は引き続きマドゥロ政権への融資を継続している

が、BID は１８年５月から融資を停止していた。 

 

「送金取引 停電でまだ決済できていない」                  

 

３月７日に起きた大規模停電はまだ完全解決には至っ

ていない。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、３月１２日に電力危

機の収束を発表した。 

 

同日、ベネズエラ中央銀行も送金システムの復旧を発表

していたが、実際には第三者への電子送金がうまく出来

ていないようで、中央銀行が虚偽の発表をしたと非難さ

れている。 

 

匿名の関係者も電子送金システムに問題が起きている

ことを認めている。 

 

中央銀行は近日中に金融機関の代表らと会合を開く予

定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年３月１６日～１７日（土・日）             

政 治                       

「デルシー副大統領 閣僚の一斉交代を宣言」        

 

３月１７日 デルシー・ロドリゲス副大統領はツイッタ

ーで 

「マドゥロ大統領は、政府を十分に機能させるため抜本

的な改革を行う。 

シモン・ボリバルとチャベスの祖国をあらゆる脅威から

守るため、全ての閣僚に対して、役職選定の指示に従う

よう求めた。」 

と投稿した。 

 

つまり、閣僚の一新を宣言したことになる。 

 

マドゥロ政権は年初にこのような閣僚の一新を行うこ

とがある。一新といっても多くの場合、いつものメンバ

ーが役職をローテーションすることが多く、顔ぶれ自体

はあまり変わらないことが多い。 

 

ただし、今年のベネズエラは例年と状況が異なる。本稿

「閣僚 マドゥロ大統領の退陣を計画」の通り、マドゥ

ロ政権から離反しようとする閣僚が複数名存在すると

報じられている。 

 

これらの危険因子を排除するための対策とも考えられ

る。誰が更迭されるか、更迭された閣僚はどのような態

度をとるかは要注目だろう。 

 

個人的にはここ 1 カ月ほど、報道にあまり現れないアイ

サミ経済担当副大統領、カリスト・オルテガ中央銀行総

裁、ネストル・リベロ―ル内務司法相などの処遇が気に

なるところだ。 
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「グアイド議長 地方遊説を開始            

     ～大統領府への行進に向けた準備～」           

 

３月１６日からグアイド議長は地方を回り始めた。 

 

グアイド議長は、全国を回り、地方の市民も動員して大

統領府を目指すと宣言しており、大統領府への行進が近

づいている印象がある。 

 

実際に遊説先でも近日中に大統領府に向かうと宣言し

ている。 

どのような結果になるかは分からないが、恐らく遅かれ

早かれ大統領府への行進は実施されることになるだろ

う。 

 

最初の訪問先はカラボボ州のバレンシア。当日は大勢の

国民がグアイド議長の演説を聞くために演説会場に押

し寄せた。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッターより抜粋 

 

翌１７日はバルガス州を訪問。バルガス州はグアイド議

長の出身地でもある。 

 

 

なお、余談だがグアイド議長は市民とのコンタクトの機

会を増やすためか、遊説先では地元の市場で食事を取る

ようになっている。 

 

以下はカラボボ州の大衆市場「Mercado Periferico La 

Candelaria de Valencia」 

 

（写真）TVV 

 

バルガス州では「El Mosquero」と呼ばれる漁場市場で

昼食を取った。 

 

筆者も知人に連れてもらい何度か同漁場を訪れたこと

があるが、新鮮な魚が購入でき、ここで食べられる食事

もなかなかおいしい。 

 

 

（写真）TVV 
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「平和的な退陣を望む意見 ５７％」         

 

３月１７日 世論調査会社「Datincorp」は同社のアン

ケート調査（全国１，２００名を対象、直接インタビュ

ー）の結果を公表した。 

 

調査内容は「ベネズエラに変化が起きる過程としてどの

ようなプロセスが望ましいか？」 

 

マドゥロ政権に交代してほしいかどうかとの質問には

約８２％が交代してほしいと回答。 

 

約８２％の回答者を対象に、どのような移行プロセスが

望ましいかと聞いた内訳は以下の通り。 

 

３４．７５％（最も多い回答）が「与野党による交渉」。 

２２．４７％が「野党主導の政権発足による政権移行」。 

１２．６１％が「外国の軍事介入による政権移行」。 

７．３５％は「クーデターによる政権移行」。 

６．０２％が「国民の反乱による政権移行」。 

だった。 

 

Datincorp は上位２つの回答（合計５７％超）は「平和

的な政権移行」で、それ以外の回答（合計２６％）は「武

力を前提とする政権交代」と分類。 

 

政権交代を望む国民の中でもクーデターなど暴力的な

手段での政権移行を望むグループは少数派になると論

じた。 

 

なお、Datincorp は一般的に中立的であるものの野党側

の世論調査会社と認識されており、政治的な意志により

与党に有利に働くよう結果を操作することは考えにく

い。 

 

 

 

「米露 ベネズエラ問題についてローマで議論」         

 

３月１８日～１９日にかけてロシアの Serguei Riabkov

外務次官と米国のエリオット・エイブラム・ベネズエラ

問題担当官がローマでベネズエラ問題について協議を

するようだ。 

 

エイブラム担当官は、ロシアによるマドゥロ政権の支援

を停止するよう求めると主張。 

 

対するロシア政府は、ベネズエラへの軍事介入圧力を強

める米国の方針は受け入れられないと主張しており、マ

ドゥロ政権への圧力停止を求めると考えられる。 

 

他方、ロシア政府のマドゥロ支持的な発言とは対照的に

ロシア企業はベネズエラとの取引関係を急速に縮小し

ている。ロシア政府によるベネズエラへの新規融資の発

表などもここ数年はない。 

 

ロシア政府が本心でどこまでマドゥロ政権を支援する

意志があるのかは不明だ。 

 

「EU 制裁強化よりも選挙実施を志向」         

 

３月１８日 欧州連合加盟国外相の会合が行われる。 

 

同日の主なテーマは「中国との関係」、「気候変動」、「ア

フガニスタンなど紛争地域の治安維持」、「ベネズエラ問

題について」。 

 

欧州連合のモゲリーニ外交委員長からベネズエラ問題

について、欧州連合の取り組みについて報告を行うよう

だ。 
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関係者の情報によると、モゲリーニ外交委員長の基本ス

タンスは平和的で公平な選挙による政権交代。制裁など

懲罰的な措置は優先事項とは考えていないようだ。 

 

経 済                       

「Citgo Aruba 製油所近代化プロジェクトを再開」            

 

３月１７日 アルーバ政府の Evelyn Wever-Croes 首相

は、Citgo のアルーバ製油所の近代化プロジェクトが再

開することになったと発表した。 

 

先月、Citgo は米国政府による制裁を受けて同国で予定

していた施設の近代化プロジェクトを停止すると発表

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.255」参照）。 

 

だが、当時と状況が変わり現在の Citgo はグアイド議長

率いる国会が任命した役員で運営されている。Citgo の

取引に制裁が科されるとは考えにくく、通常の取引が可

能になったことが理由と思われる。 

 

「ウガンダ政府 GOLD の半分を見つける」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.265」でベネズエラの

GOLD がウガンダに違法に売却されているとの記事を

紹介した。 

 

その続報だが、ウガンダ政府は GOLD を輸入した「ア

フリカン・ゴールド・リファイナリー」を査察し、３．

６トンの GOLD を確認したようだ。 

 

報道によると３月２日に空輸で３．８トンの GOLD が

運ばれ、その２日後に３．６トンの GOLD が運ばれた。

つまり、２回目の受け取り分だけしか確認できなかった

ようだ。 

 

 

 

記事によると、ウガンダの主要輸出品はコーヒーと

GOLD で GOLD の輸出量は前年比２３％増の５億１，

４００万ドルだったようだ。 

 

なお、アフリカン・ゴールド・リファイナリー側は、違

法取引は行っておらず、合法的に通関したと主張してい

る。 

 

「野党経済チーム 復興には８００億ドル必要」         

 

政権交代後の経済復興計画を検討するグアイド議長の

経済チーム「Plan Pais」のメンバーが集まり、経済復興

について意見交換を実施。 

 

経済チームは復興のために８００億ドルの資金が必要

になると発表した。 

 

断片的な情報が多く、会合の内容はあまり明らかにされ

ていないが、以下のような議論があったようだ。 

 

・ベネズエラを復興するには外国の融資、援助金が必要。 

・ベネズエラ経済危機はリーマンショックを受けた米

国の２倍はひどい。 

・ベネズエラを前進させるにはマドゥロ独裁政権の崩

壊と民主主義の樹立が必須。 

・２、３年前であれば必要な資金は３００～４００億ド

ルだったが、現在は６００～８００億ドルは必要。 

 

なお、「ウィークリーレポート No.88」で紹介した通り、

「Plan Pais」は米国に住むベネズエラ知識人を中心に発

足したグループ。３月２２日～２３日にフロリダ大学で

年次総会が予定されている。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db7a8746ece57093f82c1965ac1a2ee3.pdf

