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（写真）グアイド議長ツイッター “２月２２日 ククタのライブ会場にサプライズ登場したグアイド議長” 

 

 

２０１９年２月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「河野外相 マドゥロ大統領と協働しない 

～駐日ベネズエラ大使の発言を否定～」 

「与野党 国境でコンサート開催」 

「アイサミ経済担当副大統領 露の国防相と面談」 

「クラサオ 人道支援を送らない」 

経 済                     

「並行レートと DICOM レート 再び逆転」 

「ウルグアイ ベネズエラからの不審な送金はない」 

社 会                     

「２０１５年から２７０万人が国外脱出」 

2019 年 2 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「人道支援受け入れ巡り国境で衝突 

～少なくとも死者１４名、負傷者２８５名～」 

「国際社会 マドゥロ政権の抑圧を非難」 

「グアイド議長 ”全ての選択肢”の検討求める」 

「軍・警察 １６０名超が離反し、越境 

～下級軍人・警察で上級幹部の離反起きず～」 

「マドゥロ大統領 コロンビアと断交 

～コロンビア政府 外交官の安全のため送還～」 

経 済                    

「グアイド議長指名の Citgo 役員 正式に就任」 
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２０１９年２月２２日（金曜）             

政 治                       

「河野外相 マドゥロ大統領と協働しない        

    ～駐日ベネズエラ大使の発言を否定～」       

 

２月１９日 河野外相は、「グアイド暫定大統領を明確

に支持する」と日本政府の姿勢を表明した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.255」参照）。 

 

翌２０日 駐日ベネズエラ大使館のイシカワ・セイコウ

大使（日系ベネズエラ人）は記者会見を開き、日本政府

の姿勢に遺憾の意を示した。 

 

同時に外務省職員から確認した情報として 

「日本政府は引き続きマドゥロ政権と協働すると聞い

ている」と実質的にはマドゥロ大統領をベネズエラの大

統領と認識していると理解できるコメントをした（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.256」参照）。 

 

２月２２日 河野外相のプレス質問の際にベネズエラ

問題について数件の質問が出た。 

 

ベネズエラ大使の発言（「日本政府は引き続きマドゥロ

政権と協働する」）について、日本政府の姿勢を改めて

問われると、河野外相は 

「誤解を招く説明をしていたのであればイシカワ大使

に謝罪したい」との前提で 

「日本政府としてグアイド暫定大統領を明確に支持す

ると発言したので、マドゥロ政権と協働することはな

い。」と回答した。 

 

この「マドゥロ政権と協働することはない」という発言

は、「マドゥロ大統領をベネズエラの大統領と認識しな

い」ことを意味していると理解できないではないが、明

確な回答にはなっていない。 

 

また別の記者から「イシカワ大使の外交ステータスを無

効にするのか？」との質問を受け、 

「彼は昔からよく知っており、二国間協議に協力的に対

応してくれている。現在のところイシカワ大使の外交ス

テータスを取ることはない。」 

と回答した。 

 

この発言は日本政府の意志として、積極的にイシカワ大

使の外交ステータスを取る意思がないことを示してい

るが、グアイド議長が任命した大使と交代する可能性を

否定していない。 

 

今後、日本にはグアイド議長が任命する大使がやってく

る可能性はありそうだ。 

 

なお、２月２１日夜に河野外相は米国のポンペオ国務長

官と電話会談をした。この電話会談でベネズエラ情勢に

ついてもやり取りがあったと発言している。 

 

当日の記者とのやり取りの全容は「河野外務大臣会見記

録（２月２２日付）」で確認できる。 

 

「与野党 国境でコンサート開催」           

 

２月２２日 野党および与党が国境で支持者を募りコ

ンサートを実施した。 

 

与党側のコンサートは「Hands Off Venezuela（ベネズ

エラから手を引け）」。野党側のコンサートは「Aid Live」

という名称だった。 

 

結果は圧倒的に野党側のコンサートの方が、観客動員数

が多く、有名なアーティストが多かった。映像を見る限

り野党会場には数万人は集まっただろう。また、コンサ

ートはライブ配信されており、多くの人がインターネッ

トで野党側のライブを視聴した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000803.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000803.html
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野党側のライブでは、喧嘩別れし、一度解散したベネズ

エラの人気デュオ「Chino y Nacho」の再結成が期待さ

れていた。当日、Nacho が会場で Chino に壇上に上が

るよう促し、デュオが再結成した。 

 

なお、当日はコロンビアのドゥケ大統領、チリのピニェ

ラ大統領、パラグアイのマリオ・ベニテス大統領、米州

機構のアルマグロ事務局長などもククタに駆け付けて

おり、Nacho はククタでドゥケ大統領からコロンビア国

籍をもらう授与式を行うなどのイベントも行われた。 

 

また、ライブ当日、グアイド議長がサプライズ登場した。

国境はベネズエラ軍人に管理されており、どのように国

境を抜けたかとの疑問に対して、「軍部自身が国境の移

動を支援してくれた」と軍部に協力者がいることを示唆

する発言をし、２月２３日の人道支援物資搬入に自信を

示した。 

 

他方、与党側のコンサートには千人集まったかどうかと

いう印象。映像を見る限り観客の盛り上がりに欠け、呼

ばれたアーティストも知名度の低い人が多かった。 

 

 

（写真）与野党のコンサート会場 

“国境の橋を挟み、国境付近でコンサートが行われた” 

 

 

 

 

 

 

「アイサミ経済担当副大統領 露の国防相と面談」                  

 

人道支援の受け入れを巡り国境間での緊張が著しく高

まっており、軍事衝突も現実的な段階にある。 

 

中国はベネズエラ問題について、中立的な姿勢を維持し

ているが、ロシア政府は積極的にマドゥロ政権を支持、

「米国が軍事介入をするために対立を煽っている。」と

警戒感を示している。 

 

２月２２日 アイサミ経済担当副大統領はロシアを訪

問。ロシアの Yuri Borisov 国防相と会談した。 

 

同会談の前日、２月２１日 ロシアの Sergei Riabkov 外

務次官は 

「今後、ベネズエラとロシアの両政府は様々なレベルの

会合を実施する。」とコメントした。 

 

「クラサオ 人道支援を送らない」                  

 

２月１３日 オランダ政府は、クラサオに人道支援施設

を設置すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.253」参照）。 

 

その後、ブラジルもベネズエラとの国境の町「パラカイ

マ」に人道支援の物資を受け入れる施設を作っており、

支援拠点は３つ存在する。 

 

しかし、マドゥロ政権は米国による支援受け入れを拒絶

しており、クラサオ、アルーバ、ボナイレ（ABC 諸島）

との交通を遮断すると発表していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.255」参照）。 

 

これを受けてか、２月２２日 クラサオ政府はカラカス

当局の許可が下りるまで人道支援を見送ると発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4eb80a6cc1664af8a0cfe92180d1a668.pdf
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クラサオ州政府は声明を発表。 

「クラサオからカラカスに向けて強硬的に人道支援を

送ることはない。クラサオからの支援物資はベネズエラ

の当局が合意した場合に送る。それまで支援物資は保管

される。」 

と発表した。 

 

今回の決定がオランダ政府の意向なのか、ベネズエラと

の経済関係を絶たれた場合、ABC 諸島に大きな悪影響

が出るためやむを得ずクラサオ州政府が行った措置な

のかは分からない。 

 

経 済                        

「並行レートと DICOM レート 再び逆転」           

 

１月２９日 ベネズエラ中央銀行は為替介入措置を発

表。DICOM レートを１ドル BsS.３，３００前後で安定

させることを決めた。 

 

２月からは平日毎日 DICOM が実施されており、各日

１０万～５０万ドルほど外貨が供給されている。 

為替レートは中央銀行の発表の通り、１ドル約BsS.３，

３００で安定している。 

 

急激にボリバル安にシフトさせたことで、DICOM レー

トが並行レートよりもボリバル安になるという逆転現

象が続いていたが２月２２日、並行レートの参考サイト

「Dolar Today」が示すレートは１ドル BsS.３，５９３．

７８を記録。再び DICOM レートよりもボリバル安に

なった。 

 

ベネズエラ国内の通貨供給量は増加の一途をたどって

おり、ボリバル通貨の価値が下がることは自然なことだ

ろう。政府が DICOM レートを１ドル BsS.３，３００

で維持すればいつかは並行レートが逆転することは避

けられない。 

 

なお、マドゥロ政権が許可した電子為替両替サイト

「Interbanex」のレートは１ドル BsS.３，０００で並行

レートと乖離が生じ始めている。 

 

為替制度を柔軟化させようとするマドゥロ政権がどの

ような対応をするのかが注目される。 

 

「ウルグアイ ベネズエラからの不審な送金はない」         

 

２月２１日 ウルグアイ中央銀行のアルベルト・グラニ

ャ総裁はベネズエラ野党が訴えたような「ベネズエラ国

家開発銀行（BANDES）」からウルグアイに向けた不審

な送金は無いと説明した。 

 

また、送金を試みた事実があるかどうかについては、ウ

ルグアイ中央銀行には外国での取引を確認する権限は

ないと回答した。 

 

２月４日 野党が多数派を占める国会はポルトガルに

ある Novo Bank の BANDES 口座からウルグアイに対

して１２億ドルが送金されようとしていると訴えてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.249」参照） 

 

この取引はポルトガル側で停止されたとの報道もある。

いずれにせよウルグアイ側には送金されなかったよう

だ。 

 

社 会                        

「２０１５年から２７０万人が国外脱出」           

 

２月２２日 国連の国際移民機構と難民高等弁務官事

務所は、２０１５年から現在までに２７０万のベネズエ

ラ人が国外に移動したと発表。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
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２０１５年以前から国外に移住していたベネズエラ人

の数は７０万人としており、この数字を加えると３４０

万人のベネズエラ人が外国で居住しているとした。 

 

また、現在も人口流出の勢いは衰えておらず、一日当た

り５，０００人が国を離れているとし、２０１９年末に

は５３０万人まで増える可能性があると警鐘を鳴らし

た。 

 

滞在先は、国別ではコロンビアが最も多く１１０万人、

ペルーが５０．６万人、チリが２８．８万人、エクアド

ルが２２．１万人、アルゼンチンが１３万人、ブラジル

が９．６万人としている。 

 

２０１９年２月２３日～２４日（土・日）             

政 治                        

「人道支援受け入れ巡り国境で衝突           

 ～少なくとも死者１４名、負傷者２８５名～」        

 

２月２３日 人道支援物資の受け入れを巡る与野党の

対立はピークに達した。 

 

予想通りではあるが、同日国境を守っていた一部の軍人

が離反し、コロンビア側に逃亡。人道物資を積んだトラ

ックが国境を越えて移動するが、軍部・警察がこれを阻

止。 

 

与党側は支援物資を積んだトラック２台を燃やしたと

される（ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、最初から燃

やす意図で国境に向かわせたトラックで物資など積ま

れていなかったと主張している）。 

 

野党支持者と軍・警察および与党を支持する暴力的なグ

ループ「コレクティーボ」などが衝突し、国境は大混乱

に陥った。 

 

 

ブラジルとベネズエラの国境「パラカイマ」でも同様に

人道支援物資の搬入で野党支持者と軍部・警察が衝突し

た。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は同日だけで少

なくとも死者１４名、負傷者２８５名が出たと発表して

いる。 

 

２０１７年にも反政府デモが連日のように起きたが、一

日で１４名の死者が出る衝突はこれまでで最も暴力的

な被害と思われる。 

 

なお、グアイド議長のツイッター投稿によると、支援物

資はコロンビア側の国境、ブラジル側の国境ともに到着

したようだが、到着した貨物が野党の手に渡ったかは不

明。 

 

同日の本当の趣旨は、人道物資が野党に渡るかどうかと

いうよりも軍部の離反を促進するためのイベントだっ

たと言える。その意味では軍部の大半はマドゥロ政権側

についており、野党側としては思惑通りにいかなかった

と言えそうだ。 

 

 

（写真）ベアトリス・ベセラ欧州議員（スペイン代表） 

“ベネズエラとコロンビアの国境で衝突” 
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なお、国境で起きたような暴力的な事件は報じられて

いないが、２月２３日には首都カラカスでも反政府デ

モが実施された。 

 

以下の写真の通り日本人駐在員にはなじみ深いフラン

シスコ・ファハルド通りにあるカルロタ軍事施設の前

に大勢の野党支持者が集まり、軍部の離反を求めた。 

 

 

（写真）ファン・グアイド議長ツイッター 

“カルロタ軍事施設前に集まる野党支持者ら” 

 

野党が圧力を強める中、２月２３日にマドゥロ大統領

は与党支持者らを集めて政治集会を実施。 

 

音楽隊が演奏をする中で、マドゥロ大統領とシリア・

フローレス大統領夫人がダンスを踊る映像を報道し

た。 

 

国民が苦しんでいる最中に踊っているとして、野党支

持者の怒りを掻き立てている。 

 

 

 

 

 
（写真）大統領府 

“２月２３日 夫婦でサルサを踊るマドゥロ大統領とフ

ローレス夫人” 

 

「国際社会 マドゥロ政権の抑圧を非難」           

 

２月２３日の与野党衝突によりマドゥロ政権は国際社

会から非難の的になっている。 

 

グアイド暫定大統領を強く支持するチリのピニェラ大

統領、パラグアイのベニテス大統領、米州機構のアルマ

グロ事務局長らはもちろん、マドゥロ政権との対話の意

志を放棄していない欧州連合のモゲリーニ外相につい

ても武力を行使したマドゥロ政権を非難している。 

 

また、ベネズエラ問題について中立的なスタンスを維持

する国連もバチェレ難民高等弁務官が、マドゥロ政権に

よる武力を使用した国民への攻撃を非難。 

 

同時に、暴力的な与党支持者「コレクティーボ」に警察

が出来ないような法外の行動をさせている事実を指摘。 

マドゥロ政権に対してコレクティーボを使用しないよ

う求めた。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年２月２２日～１月２４日報道            No.２５７   ２０１９年２月２５日（月曜） 

7 / 8 

 

なお、バチェレ難民高等弁務官は同日に３００名以上の

負傷者が出たとしている。 

 

２月２３日 米国のボルトン大統領補佐官は、軍部に対

して民主主義の道に回帰するよう要請し、マドゥロ政権

のような泥棒集団を支持するなと訴えた。 

 

また軍部に対して、引き続き人道支援の受け入れを拒む

のであれば追加制裁を科すと圧力をかけている。 

 

「グアイド議長 ”全ての選択肢”の検討求める」         

 

グアイド議長率いる野党側としては、２月２３日に軍部

高官も含めて、より多くの軍人が離反し、マドゥロ政権

に壊滅的な打撃を与えることを期待していたはずだ。 

 

その意味では、野党側の思惑が外れた形となり、今後の

戦略についてどこまで考えているのかは疑問である。 

そもそも、グアイド議長がベネズエラに戻れるのかも分

からない。 

 

２月２３日 グアイド議長は２月２５日にボゴタで開

催されるリマグループ会合に出席すると発表。そこで正

式に「ベネズエラに自由をもたらすため、全てのオプシ

ョンを検討するよう国際社会に求める」との姿勢を示し

た。 

 

「全てのオプションを検討」とは米国トランプ大統領が

繰り返し発言している言葉で、「軍事介入を視野に入れ

る」という意味で理解されている。 

 

２月２４日 コロンビアに亡命しているフリオ・ボルヘ

ス元国会議長も 

「月曜のリマグループ会合では外交的圧力を引上げ、マ

ドゥロに対して力を行使することが議論される」 

とコメントしている。 

 

他方、コロンビアのドゥケ大統領は自国に被害が及ぶ可

能性を恐れてか、武力行使には消極的なのかもしれない。 

ドゥケ大統領はリマグループでの議論について、「武力

行使以外の外交圧力を検討する」とコメントしている。 

 

「軍・警察 １６０名超が離反し、越境         

 ～下級軍人・警察のみで上級幹部の離反起きず～」         

 

２月２３日は、人道支援物資の受け入れを巡り軍部・警

察の離反が相次いだ。 

 

グアイド議長は１６０名超の軍人、警察官がマドゥロ政

権から離反し、コロンビア国境に移動したとし、離反軍

人らを前に演説する映像を投稿した。 

 

 

上意下達の軍では上層部の離反が重要だが、上級幹部は

引き続きマドゥロ政権の側についており、越境した軍人、

警察は下級軍人が中心だったようだ。 
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「マドゥロ大統領 コロンビアと断交          

 ～コロンビア政府 外交官の安全のため送還～」         

 

２月２３日 国境での与野党の衝突を受けてマドゥロ

大統領はコロンビア政府がベネズエラの崩壊に加担し、

米国にベネズエラを引き渡そうとしていると非難。 

 

ドゥケ大統領に対して、「イバン・ドゥケは悪魔だ。歴

代で最も卑しい大統領だ。即刻ベネズエラから手を引け」

と非難。 

 

コロンビアとの政治、外交関係を遮断すると発表し、コ

ロンビア外交官に対して２４時間以内に国外退去する

よう求めた。 

 

この宣言に対して、コロンビアのカルロス・トゥルヒー

ジョ外相は「ニコラス・マドゥロはベネズエラの大統領

ではないので、外交関係の遮断を決める権限はない。」

とした一方で、 

「外交官の安全を確保するため、コロンビア大使館の外

交官を本国に送還させる」と発表した。 

 

経 済                       

「グアイド議長指名の Citgo 役員 正式に就任」            

 

２月１３日 野党が多数派を占める国会は PDVSA、

Citgo、PDV Holdings など石油会社の役員を任命した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.253」参照）。 

 

また、「ベネズエラ・トゥデイ No.256」でグアイド議長

に任命されたCitgo役員がヒューストンのCitgo本社で

活動を始めたと紹介した。 

 

２月２２日 Citgoは自社ウェブサイトで新たな役員が

就任したと発表した。同社のプレスリリースでは各役員

の略歴が掲載されている（プレスリリース）。 

 

 

（写真）Citgo 新役員メンバー 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2019/citgo-petroleum-corporation-confirms-board-and-names-officers

