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（写真）Efecto Cocuyo “新たに電気エネルギー相に就任したイゴール・ガビディア氏” 

 

 

２０１９年４月１日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 電気エネルギー相を交代 

科学技術相も交代し、電力危機対応をアピール」 

「赤十字はマドゥロ大統領の許可後に入国」 

「米国 OAS のベネズエラ代表交代を希望」 

経 済                     

「Citgo １８年は日量７１．６万バレルを精製 

～年間利益は８．５億ドル～」 

社 会                     

「飲料水を汲むためカラカスで大行列」 

「ベネズエラ人差別でペルーの市長が調査受ける」 

２０１９年４月２日（火曜） 

 

政 治                    

「制憲議会 グアイド議長の免罪特権を剥奪」 

「ファルコン AP 党首 

外国の軍事介入、大統領府行進に反対」 

「CLAP 箱がないので袋を持参」 

経 済                    

「１９年３月 原油輸出は想定より堅調？」 

「ドミニカ共和国 ベネズエラに債務なし」 

社 会                     

「１８時～２０時３０分まで電力制限を実施」 

「カラカス 水道が復旧し始める」 
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２０１９年４月１日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 電気エネルギー相を交代      

 科学技術相も交代し、電力危機対応をアピール」       

 

２週間ほど前から閣僚交代を示唆しながら行われなか

ったが、ついに閣僚交代が発表された。 

 

４月１日 マドゥロ大統領は電気エネルギー相を交代。

モッタ・ドミンゲス氏からイゴール・ガビディア・レオ

ン氏に交代した。 

 

マドゥロ大統領は 

「私は必要な閣僚交代を決断した。モッタ・ドミンゲス

氏の努力に感謝を示したい。また、イゴール・ガビディ

ア氏を電気エネルギー相に任命する。」 

とコメントした。 

 

モッタ・ドミンゲス氏は２０１５年から電気エネルギー

相を務めていたが、３月７日から続く停電問題を受けて

解任に至ったと思われる。 

 

なお、ドミンゲス元電気エネルギー相は軍人。後任のイ

ゴール・ガビディア氏は電気技術者。電力部門に長く携

わっており、技術的な理解はありそうだ。 

 

ガビディア氏は、２０１５年にジェシー・チャコン元電

気エネルギー相の後任として１週間ほどエネルギー相

を務めたことがあるが、すぐにモッタ・ドミンゲス氏に

交代していた。 

 

 

 

 

 

 

また、省庁再編も発表した。 

 

これまで「高等教育科学技術省」だった省庁を「科学技

術省」と「大学教育省」に分離。 

 

「大学教育省」の大臣は以前の通り、ウグベルロア氏が

継続。「科学技術省」はフレディ・カルレット・ブリト

氏が新たな大臣となる。 

 

現地メディア「Talcual」によるとフレディ・カルレット・

ブリト氏は、電気分野を専門とする教授で電気エネルギ

ー分野に３０年以上関わっているという。 

ベネズエラ中央大学卒、フランス「Politecnico Toulouse」

博士号をもっているようだ。 

 

電気分野について専門的な知識を持つ人物をトップに

添えたことになる。 

 

またデルシー・ロドリゲス副大統領を電力問題の総括に

任命。ロドリゲス副大統領の指揮の下で、内務司法平和

省、電気エネルギー省が動くとした。 

 

 

（写真）大統領府 

“電力問題の指揮系統、デルシー・ロドリゲス副大統領

をトップにリベロール内務司法平和相、ガビディア電気

エネルギー相が動く” 
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なお、マドゥロ大統領は電力公社（Corpoelec）内部に

サボタージュ犯がいると訴えた。 

 

ただし、犯人は特定できていないとして引き続き調査に

当たっていると補足した。 

 

これまで米国政府と野党の妨害を主張していたが、少し

論調を変えたようにも理解できる。 

 

「赤十字はマドゥロ大統領の許可後に入国」         

 

前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.272」でカベジョ制

憲議長が、赤十字団の受け入れを認める趣旨の発言をし

ていた。 

 

当時、若干の違和感を覚えたのは、このような重要なテ

ーマをマドゥロ大統領自身からではなく、カベジョ制憲

議長が発表したことだった。 

 

しかし、４月１日にカベジョ制憲議長は少し発言を変え、

「赤十字団がベネズエラで人道支援を行う唯一の手段

はベネズエラを統治するマドゥロ大統領の許可を得る

ことだ」と発言。 

 

最終的な受け入れ権限はマドゥロ大統領にあるとの認

識を示した。 

 

「米国 OAS のベネズエラ代表交代を希望」                  

 

米州機構（OAS）の事務局長は３カ月頃に加盟国のアル

ファベット順に交代する決まりになっている。 

 

OAS の規程に従い４月１日から OAS の事務局長が米

国になった。 

 

 

 

米国の OAS 代表大使を務めるカルロス・トゥルヒージ

ョ大使は「グアイド代表が OAS で席に就けるようにす

るため、我々は出来る限りのことを行う。」と明言。 

 

米国が事務局長を務める間にベネズエラの OAS 代表を

グスターボ・トーレ氏に変えると言及した。 

 

現在、OAS の代表はマドゥロ政権が任命したサミュエ

ル・モンカーダ大使だが、グアイド議長はグスターボ・

トーレ氏を OAS 代表に任命している。 

 

同日中にグアイド議長が指名したグスターボ・トーレ氏

を OAS 代表にするための決議が行われるとの報道もあ

ったが、決議はされなかった。４月２７日に決議が実施

される見通しと報じられている。 

 

なお、大使が承認されるためには加盟国の半分超の賛成、

つまり１８カ国の賛成が必要と報じられている。 

 

加盟国の３分の２の賛成が必要であれば、可決は難しい

だろうが、加盟国の半分の賛成であれば、普通にいけば

グアイド議長が指名した大使が新大使になりそうだ。 

 

経 済                        

「Citgo １８年は日量７１．６万バレルを精製    

        ～年間利益は８．５億ドル～」         

 

PDVSA の米国子会社 Citgo は２０１８年中にガソリン

の輸出が増加し、精製稼働率が増加したと発表した。 

 

２０１８年は日量７１．６万バレルを精製したと発表。

前年の日量６５．６万バレルから９．１％増加した。 

 

また、輸出については日量２０．６万バレルとし、１７

年よりも４％増加したとした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
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また、１８年１０月～１２月の３カ月間で２．４億ドル

の利益、１８年は通年で８．５億ドルの利益が出る見通

しを示した。 

 

CITGOが今回のように営業状況を公表するのは２００

７年以来だという。 

 

社 会                        

「飲料水を汲むためカラカスで大行列」           

 

カラカスでも停電が続いている。 

特に飲料水の不足はベネズエラ人の生活に著しい悪影

響を与えており、大統領府近辺でも抗議行動が起きてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.272」参照）。 

このため、カラカスの至る所で水を購入するために市民

が行列を成しているという。 

 

 

（写真）@RosBR 

 

（写真）@Jonathan Quantip 

 

「ベネズエラ人差別でペルーの市長が調査受ける」                  

 

ペルー検察庁は、フニン県ワンカヨ市のヘンリー・フェ

ルナンド・ロペス市長に対してベネズエラ人差別を理由

に調査を行うと発表した。 

 

３月２７日に、ロペス市長がワンカラ市について「ベネ

ズエラ人フリー地区（ベネズエラ人がいない地区）にす

る」とキャンペーン活動を行ったことが理由。 

 

同地区では大量のベネズエラ人が流入することにより

雇用、治安の懸念が拡大している。 

 

ロペス市長によると、ワンカラ市の人口は４５．６万人。

うちベネズエラ人は６，０００人に達しており、彼らの

多くは不法労働だという。 

 

これを受けて、ロペス市長は市内の企業に対して、ベネ

ズエラ人フリーと題して「雇用は地元住民にしなければ

いけない」と宣言したようだ。 

 

演説で 

「私は市民に職務を遂行するよう命じられている。ゆえ

に、私は差別的な発言をする。非難する人がいてもかま

わない。ベネズエラ人は私を攻撃し侮辱するが、私は自

分の市を守らなければいけない。」 

と主張していた。 

 

一般的に近隣国はベネズエラ移民に同情的な雰囲気は

あるが、内心では決して快く思っていない地元住民は多

いだろう。 

 

以前、ブラジルでもベネズエラ移民が地元の店主に暴行

を働いた一件を受けて、ベネズエラ人難民キャンプが襲

われる事件が起きたことがある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
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２０１９年４月２日（火曜）             

政 治                       

「制憲議会 グアイド議長の免罪特権を剥奪」        

 

４月２日 制憲議会はファン・グアイド議長の免罪特権

を剥奪することを承認した。 

 

ベネズエラ憲法には 

「国会議員は自身の発言や思想を理由に逮捕されるこ

とはない」 

という免罪特権が存在する。 

 

この特権が剥奪されれば、グアイド議長はマドゥロ政権

の法的裁きを受ける下地が整うことになり、各国が懸念

を表明している。 

 

なお、１７年８月にも同様のことが起きていた。 

 

１７年４月～７月にかけて起きた反政府デモで抗議行

動を主導していた大衆意志党（VP）のフレディ・ゲバラ

国会第一副議長が制憲議会に免罪特権をはく奪され、チ

リ大使館に亡命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.56」

参照）。 

 

その後も、ゲバラ議員はチリ大使館にかくまわれており、

政治的な発言は禁止されている。グアイド議長について

も同様の結果になる可能性は否定できない。 

 

もちろんグアイド議長は制憲議会の決定を拒否。制憲議

会自体を正式な組織と認識していないため、同決定も無

効であると主張している。 

 

米国のマルコ・ルビオ議員も今回の決定を受けて、 

「仮にグアイド議長を拘束するようなことがあれば、そ

れはクーデターだ。」と主張している。 

 

 

なお、余談ではあるが、同日カベジョ制憲議長は、記者

に見えるように資料の裏面に書かれた「Allanamiento 

JG（ファン・グアイド氏 家宅捜索）」の文字を見せた。 

 

これは米国のジョン・ボルトン大統領補佐官が１月末に

行ったことの当てつけである。 

 

ボルトン大統領補佐官はベネズエラ問題について記者

へ説明を行っている際に「コロンビアへ軍人５，０００

人」と書かれたとノートの裏面を見せ、軍事介入の可能

性を示唆することでマドゥロ政権に圧力をかけていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」米国政府 PDVSA

に制裁発動、参照）。 

 

 

（写真）Federico Parra 氏（AFP） 

 

（写真）Venepress 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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「ファルコン AP 党首                

    外国の軍事介入、大統領府行進に反対」           

 

１８年５月に行われた大統領選に出馬した発展進歩党

（AP）のヘンリー・ファルコン党首が、久しぶりにメデ

ィアに現れた。 

 

正確には、政治活動は続けていたが、最近になってテレ

ビなどメディアでの活動を増やしている。 

 

ファルコン党首はグロボビシオンの番組に出演。 

マドゥロ大統領を非難し、ベネズエラに平和をもたらす

障害になっていると指摘する一方で、現在の野党のスタ

ンスと異なるスタンスを示した。 

 

まず、外国の軍事介入はいかなる理由があっても拒否す

ると発言。「あらゆる選択肢が机上にある」というグア

イド議長のスタンスと一線を画した。 

 

また、グアイド議長は最近、大統領府への行進準備にか

かっている印象があるが、その点について「大統領府へ

行進させれば、与党との衝突は必至、国民を死地に向か

わせることと同意義である。」 

とコメントした。 

 

司会者から「国会のスタンスを支持していないのか？」

と聞かれると 

「我々の党員は国会メンバーとして、ともに活動をして

いる。」と Yes とも No とも判断が付かないようなお茶

を濁す回答をした。 

 

 

 

 

 

 

 

「CLAP 箱がないので袋を持参」         

 

ベネズエラ人ジャーナリストで野党系メディア

「Runrun」のオーナーであるネルソン・ボカランダ氏は

自身のツイッターで CLAP の最近の状況について投稿

した。 

 

最近、マドゥロ政権は CLAP の食料品を入れる箱も無

くなっており、CLAP の受取会場まで自分の箱を持参す

るようになっているという。 

 

 

（写真）ネルソン・ボカランダ氏の投稿 

 

経 済                       

「１９年３月 原油輸出は想定より堅調？」            

 

ロイター通信は、米国の制裁下でも PDVSA の原油輸出

が堅調だと報じた。 

 

同社の提供するデータサービス「Refinitiv Eikon」によ

ると、１９年３月の原油輸出量は日量９８万バレル程度

で先月の日量９９万バレルからほとんど変わっていな

いという。 

 

他方、米国政府が科した制裁により、５月から外国企業

も米国の金融システムを通じた PDVSA との決済が出

来なくなるため、減少する可能性があるという。 
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１９年２月、３月のベネズエラからの輸出の多くはアジ

ア向けだったという。全国的な停電が起きていた際の輸

出は日量６５万バレル程度だったとも報じている。 

 

主要な輸出先は中国、シンガポール。キューバ向けの原

油輸出も日量６．５万バレルと堅調に継続していると報

じている。 

 

また、米国に次ぐ原油輸出先のインド向け輸出は３月に

再び増加したと報じている。 

 

他、「ベネズエラ・トゥデイ No.269」で紹介した「Sahara 

Energy」「MS International」もベネズエラ産原油を購入

している。 

 

断続的な停電により石油産業の稼働は大きく落ちてい

るという認識だったため、ほとんど影響がないという報

道は意外ではある。 

 

１９年４月１０日には OPEC が１９年３月の加盟国の

産油状況について報告を公開する予定。 

 

「ドミニカ共和国 ベネズエラに債務なし」         

 

４月２日 ドミニカ共和国のミゲル・バルガス外相はマ

イアミで演説を実施。ベネズエラ問題について語った。 

 

「ドミニカ共和国は、平和的で民主的な問題解決を支持

しており、１７年には与野党対話を仲裁するための場所

を提供した。結果的に双方に妥協の意志がなく、対話は

暗礁に乗り上げた。 

 

しかし、必要な対話はあきらめてはいけない。ベネズエ

ラにとって最も大切なのは深刻な経済危機の解決だ。」 

と語った。 

 

 

聴衆からベネズエラに対して債務を負っているのかに

ついて質問があった。 

 

理由は、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相がドミニカ共和

国は原油輸出により２．４億ドルの債務を負っていると

発言したため。 

 

この点についてバルガス外相は、 

「ドミニカ共和国は、PETROCARIBE の枠組みで負っ

た３０億ドルの債務をベネズエラ政府から買い戻した

ため、ベネズエラに対して債務は負っていない。」 

と答えた。 

 

社 会                        

「１８時～２０時３０分まで電力制限を実施」            

 

３月３１日 マドゥロ大統領は３０日間、電力の使用を

制限すると発表した。 

 

同発表を受けて、４月２日にホルヘ・ロドリゲス情報通

信相はツイッターで 

「電力を安定させるため、午後６時～午後８時３０まで

の２時間半、一部の地域で電力の使用を制限する」 

と発表した。 

 

電力が最も使用されるのは午後７時頃とされており、そ

の時間の電力使用を減らすための対応と思われる。 

 

具体的にどの地域が電力制限の対象になっているのか

など詳細は明らかにされていない。 

 

２０１６年にも電力の使用制限があったが、当時はどの

地域が何時から停電になるのかなど、今回よりもプログ

ラムが明らかだった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
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「カラカス 水道が復旧し始める」              

 

４月２日 カラカスで水道から水が出始めたようだ。 

 

３月２９日から水道供給システム TuyⅠ、TuyⅡ、Tuy

Ⅲのメンテナンスが行われており、水道供給に問題が生

じていた。 

 

報道によると、カラカスではこの間、ほとんどの地域で

水が出なかったという。 

 

４月２日 水道公社「Hidrocapital」は、カラカスの水

道の復旧を宣言。実際に地元住民も水道が復旧したとコ

メントしている。 

 

エル・バジェ地区、リベルタドール市、アルトス・ミラ

ンディーノス地区、カティア地区など多くの地域で水道

が復旧したと報じられている。 

 

とは言え、これまでも復旧から数日内に問題が再発して

おり、一時的な解決になるかもしれない。 

 

以上 

 

 

 


