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（写真）米国国務省より抜粋 “エイブラム担当官 ベネズエラへの軍事介入について時期尚早と発言” 

 

 

２０１９年４月３日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 ４月６日の抗議行動呼びかけ 

６７カ所から出発」 

「米国国務省 スペイン・イタリア外相と会合」 

「中国 マドゥロ政権への軍事支援を否定」 

経 済                     

「石油産業 アップグレーダーの稼働率低下」 

「米国政府 政権交代後にドルを供給する」 

「電力システムでロシアの支援を求める」 

社 会                     

「電力 ４８％しか復旧していない」 

２０１９年４月４日（木曜） 

 

政 治                    

「米国国務省 軍事介入は早すぎる」 

「NATO ロシアの軍事介入について議論」 

「アレアサ外相 シリアのアサド大統領と会談」 

経 済                    

「ロシア １億ドルの利払い遅延を認識」 

「ラテンアメリカ地域の仕送りが増加」 

「世界銀行 ベネズエラ援助プラン出来ている」 

「石油パイプラインが爆発」 

社 会                     

「スリア州 ４時間／日は電力使用可能」 
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２０１９年４月３日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 ４月６日の抗議行動呼びかけ      

              ６７カ所から出発」       

 

４月３日 グアイド議長は４月６日（土曜）に呼びかけ

ていた「自由オペレーション」について説明した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.271」参照）。 

 

現時点では出発地点、目的地は明らかにされていないが、

６７カ所から出発するとしている。 

 

３月末時点では、４月６日に２０～３０カ所から行進を

開始すると説明していたので、更に出発地点が増えるこ

とになる。 

 

３月３０日に「自由オペレーション」の予行演習が実施

された。複数カ所で抗議行動を行ったが、治安維持部隊

の統制を乱すことは出来ず、目立った成果を上げるには

至らなかった。 

前回の反省を受けて、更に出発地点を増やしたとみられ

る。 

 

４月６日に予定されている抗議行動を受けて、米国政府

は、ベネズエラに滞在する米国民に対して抗議行動には

近づかないよう呼びかけた。 

 

「ベネズエラで起きている大規模な電力問題、水供給問

題、通信障害、病院の機能不全など悪化する国情を受け

て、４月６日にベネズエラ国民が抗議行動を実施する。 

 

ベネズエラに滞在する米国民に対して、同日は以下の対

応を取るよう求める。 

 

・飛行機が動いている間にベネズエラから離れる。 

 

・抗議行動や大きな集会場に近寄らない。 

 

・現地メディアの最新情報を確認する。 

 

・緊急時の対応を再確認する。 

 

・米国国務省が発表している安全情報を熟読する。」 

 

「米国国務省 スペイン・イタリア外相と会合」         

 

４月４日にワシントンで開催される NATO 外相会合を

前に米国のボルトン大統領補佐官（国家安全保障問題担

当）はスペインのボレロ外相とイタリアのモアベロ外相

らと会談し、ベネズエラ情勢について意見交換を交わし

た。 

 

イタリアは、欧州連合の中で数少ないグアイド議長をベ

ネズエラの大統領と認識しない国。 

スペインも米国政府の姿勢を過介入と認識している印

象がある。米国政府は意見の対立がある２カ国と意見交

換したとみられる。 

 

会合後、ボルトン大統領補佐官は自身のツイッターで 

「スペインと米国は悪化するベネズエラ情勢および北

アフリカ情勢について意見交換した。」 

と投稿した。 

 

他方、スペイン外務省は声明で同日の会合について 

「スペイン政府は、米国がキューバに科した制裁措置、

ヘルムズバートン法の制裁適用範囲の変更について懸

念を伝えた」 

と発表している。 

 

３月４日、米国政府はマドゥロ政権への支援を理由にキ

ューバ政府への制裁を強化していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.261」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
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また、イタリアのモアベロ外相との会合についてボルト

ン大統領補佐官はツイッターで 

「私の友人、イタリアのモアベロ外相と多くのことにつ

いて意見交換をした。中東、ロシア、中国とベネズエラ。

これらの地域で米国とイタリアはともに働くことが出

来る。」 

と投稿した。 

 

「中国 マドゥロ政権への軍事支援を否定」                  

 

４月３日 中国の Geng Shuang 外務省報道官は、中国

がベネズエラに人民解放軍を派兵しているとの噂につ

いて全くの虚偽だと否定した。 

 

「昨今、中国がベネズエラに人民解放軍を派遣している

との報道がある。我々が確信を持って言えることは、こ

の報道は全くの虚偽ということだ。」 

とコメントした。 

 

３月２９日、アイサミ経済担当副大統領は、中国がベネ

ズエラへ医薬品６５トンを提供したと発表した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.272」参照）。 

 

また、原油取引について、ロイター通信は、米国の制裁

発動以降も中国向けの輸出は堅調に推移していると報

じている（「ベネズエラ・トゥデイ No.273」参照）。 

 

この状況を受けて、ラテンアメリカ地域の元大統領（コ

ロンビアのウリベ元大統領、パストラーナ元大統領、ス

ペインのアスナール首相）らで構成されるグループ

「IDEA」は、ロシア、中国、キューバの軍事分野の支

援がベネズエラの危機を長引かせているとの見解を示

していた。 

 

 

 

 

経 済                        

「石油産業 アップグレーダーの稼働率低下」           

 

ロイター通信は、３月に起きた大規模な停電と希釈剤の

在庫減を理由に、PDVSA のアップグレーダー稼働率が

本来の能力よりも著しく下がっていると報じた。 

 

ベネズエラ（特にオリノコ川流域）で採掘される原油の

多くは超重質油と呼ばれる純度の低い原油。 

たいていの場合、輸出するためには原油の改質（アップ

グレード）を行う必要があり、原油を改質するための設

備をアップグレーダーと呼ぶ。 

 

アップグレーダーの運営のほとんどは外国企業に依存

しているという。 

 

Rosneft と PDVSA の合弁会社「Petromonagas」、

Chevron と PDVSA の合弁会社「Petropiar」は３月７日

の大停電以降、稼働していないという。 

 

Total、Equnor が資本参加している「Petrocedeno」も

３月２５日の停電以降、稼働していないという。 

 

ロイター通信が入手した PDVSA の内務資料では

「Petropiar」と「Petrocedeno」は再稼働準備中と書か

れていたようだ。 

その後、４月４日には「Petrocedeno」で稼働が再開し

ているという。 

 

「Petromonagas」についてはメンテナンス中。再稼働を

しようとしていたが、従業員によると２つの炉で廃棄物

があり稼働を妨げているという。 

 

また、先日火災が発生した「Petro San Felix」も稼働し

ていないという（「ベネズエラ・トゥデイ No.265」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e3c08015e184d48fa6c09739ca802f37.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
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「米国政府 政権交代後にドルを供給する」         

 

４月３日 米国ホワイトハウスの経済アドバイザーを

務める Larry Kudlow 氏は、「The Chiristian Monitor」

の取材に対して、マドゥロ政権崩壊後にベネズエラへ現

金ドルを供給するだろうと発言した。 

 

「我々はマドゥロ政権崩壊後の復興プランに深く関与

している。この計画を「2 Days」と呼んでいる。 

 

ベネズエラの石油産業はキューバ、ロシア、中国の介入

により低迷を続けている。マドゥロ独裁政権は崩壊しな

ければいけない。 

 

マドゥロ政権が出ていけば、我々は速やかに復興計画を

進める。我々は金融機関と強調し、ベネズエラの状況を

モニタリングしている。この計画にはボルトン大統領補

佐官もムニューシン財務長官も関与している。グアイド

大統領の代表者もこの議論に含まれている。 

 

復興計画の一環として、金融機関、Iphone、アプリケー

ションなど様々な仕組みを使いドルを供給する。ボリバ

ル通貨は使用しない。ドルを使用する。 

 

少なくとも初期段階では、ベネズエラ国民はボリバル通

貨を欲することはないだろう。 

 

我々の準備は整っており、成功すると確信している。」 

とマドゥロ政権崩壊後の復興計画に自信を見せた。 

 

「電力システムでロシアの支援を求める」                  

 

米国政府がマドゥロ政権に圧力をかける中、マドゥロ政

権は引き続きロシアに救済を求めている。 

 

 

 

４月３日 リカルド・メネンデス企画相はモスクワでロ

シア政府関係者と会談。電力分野についてロシア政府と

共同で問題解決に当たると説明した。 

 

ただし、インタビュー内容を見る限り電力システムでの

技術協力もさることながら、治安関連の軍事協力を想定

しているような回答をしている。 

 

「我々が直面している一番の問題は発電施設や送電設

備よりも国家の機能を停止させようとするサボタージ

ュへの対応だ。我々はこのテーマで協力を協議してい

る。」 

 

また、メネンデス企画相は、電力問題に加えて、医薬品

供給、食料、肥料、原油、融資、防衛、技術支援などの

テーマでも意見交換したと説明した。 

 

社 会                        

「電力 ４８％しか復旧していない」           

 

４月３日 現地メディア「Caraota Digital」は、国防省

のガイアナ地域統合戦略部隊の内部資料を入手。 

 

同資料によると、ベネズエラの電力の復旧進捗度合いは

４８％。５２％は電力が復旧していないと報じた。 

 

ガイアナ地域統合戦略部隊は、ベネズエラで最も大きな

発電施設「グリ発電所」を有するボリバル州を管轄する

部隊なので、この情報を保有していたと思われる。 

 

資料に書かれている州別の電力復旧状況は以下の通り。 

 

１．デルタアマクロ州：１００％ 

２．カラカス首都区：９６％ 

３．ヌエバエスパルタ州：１００％ 
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４．アンソアテギ州：３６％（電力制限計画を適用中） 

５．ポルトゥゲサ州：０％ 

６．アマゾナス州：１００％ 

７．カラボボ州：４９％（電力制限計画を適用中） 

８．モナガス州：７５％ 

９．ミランダ州：９７％ 

１０．ヤラクイ州：０％ 

１１．コヘーデス州：０％ 

１２．グアリコ州：４３％ 

１３．バリナス州：３２％ 

１４．メリダ州：８０％ 

１５．アラグア州：７４％（電力制限計画を適用中） 

１６．タチラ州：３０％ 

１７．ボリバル州：１００％（電力制限計画を適用中） 

１８．バルガス州：８０％（電力制限計画を適用中） 

１９．ファルコン州：３８％ 

２０．トゥルヒージョ州：３０％ 

２１．アプレ州：５％ 

２２．スクレ州：５５％ 

２３．スリア州：３％ 

２４．ララ州：６％（電力制限計画を適用中） 

 

州別でみるとカラカス首都区、ミランダ州など首都では

比較的電力が復旧しているように見える。 

 

他方、ポルトゥゲサ州、コヘーデス州、ヤラクイ州など

中央部の田舎に属する州では電力は全く復旧していな

いようだ。 

 

また、問題なのはスリア州の３％だろう。スリア州は人

口規模で言えば、ミランダ州よりも大きい。それだけ多

くの人が電力不足に苦しんでいるということだろう。 

 

実際にスリア州は他の州に比べて店舗略奪の報道が多

い。 

 

 

 

２０１９年４月４日（木曜）             

政 治                       

「米国国務省 軍事介入は早すぎる」        

 

４月４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、コロンビアのラジ

オ「Radio Caracol」の取材を受け、ベネズエラへの軍事

介入について「ベネズエラ国会が憲法１８７条を発動す

るには時期尚早」と発言。 

 

将来的な軍事オプションを否定しないものの、現時点で

は経済・金融・外交的な制裁を強化する方針だと説明し

た。 

 

１８７条には国会の権限が記載されている。 

そして、１８７条１１項には、「国会は外国軍の介入を

承認する権限がある。」と謳われている。 

 

米国政府は、これまで「あらゆる選択肢が机上にある」

と、軍事介入の可能性を否定しなかったが、方針に微妙

な変化が見られたことになる。 

 

同発言の前日、急進野党に属するベネズエラ主導党のマ

リア・コリナ・マチャド党首は、憲法１８７条１１項の

適用を呼びかけており、マチャド党首のスタンスと米国

政府のスタンスにも乖離が出ていることが確認された。 

 

グアイド議長は以前から急進野党ほど強く軍事介入を

求めていないが、引き続き軍事介入の可能性は否定して

いない。「憲法１８７条１１項の発動は、ベネズエラ国

民と外国の協力意志があり始めて成立する」と前のめり

になる意思は無いと説明している。 

 

米国政府の微妙な方針転換にはいくつか理由があるだ

ろうが、大きくは３つと思われる。 
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１つ目は、ベネズエラ軍部が想像以上にマドゥロ政権へ

の恭順を維持している点。 

 

２つ目は、南米の近隣国は軍事オプションをあまり歓迎

していない点。 

 

３つ目は、国連・欧州連合が軍事介入に反対している点。 

 

次の NATO 外相会談でも触れているが、スペインは米

国政府の方針を快く思っていない。国連も米国の軍事介

入に警戒感を示しており、少なくとも現段階では国際世

論が軍事介入を支持していない雰囲気にある。 

 

これらを踏まえて、現段階での軍事介入は米国政府にと

って泥沼に足を踏み入れるリスクがあると判断したと

思われる。 

 

「NATO ロシアの軍事介入について議論」           

 

４月４日 米国ワシントンで北太平洋条約機構（NATO）

発足７０周年を記念する外相級会合が開催された。 

 

どのような話をしたのかは確認できていないが、米国の

ポンペオ国務長官は、会合ではロシア軍のベネズエラ介

入について議論したと発言している。 

 

他方、スペインのボレロ外相は 

「いくつかの国はロシアについて議論するにあたり、ベ

ネズエラへのロシア軍派兵について議論をすることを

望んだ。しかし、ロシアが派遣した軍人はわずか１００

名程度だ。 

 

NATO にベネズエラは加盟していない。NATO のテー

マは何でも良いわけではない。」 

として、米国の姿勢に否定的な見解を示した。 

 

 

しかし、今後はより多くのロシア軍人がベネズエラに派

兵される懸念がある。 

 

４月４日 ベネズエラのイバン・ヒル外務次官は、 

「軍事協定に従い、新たな軍人がベネズエラにやってく

る。」と説明している。 

 

「アレアサ外相 シリアのアサド大統領と会談」         

 

４月４日 シリアの首都ダマスカスでシリアのアサド

大統領とベネズエラのアレアサ外相が会談を行い、外国

による介入を非難する姿勢で一致した。 

 

アサド大統領は、米国による中欧諸国への内政干渉につ

いて国連憲章に違反していると非難。 

ベネズエラでも米国が国の自決権を侵害しており、懸念

をしていると表明した。 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

“シリアのアサド大統領と会談するアレアサ外相” 
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経 済                       

「ロシア １億ドルの利払い遅延を認識」            

 

４月４日 モスクワで開催されたフォーラムにロシア

の Sergei Storchak 財務次官が出席。 

 

同フォーラムで Storchak 財務次官は、ベネズエラへの

融資の利払いが期限内に支払われていないと発言した。 

 

１９年１月、Storchak 財務次官は、米国政府の制裁によ

りベネズエラ政府の利払いが停止する懸念があると表

明していた。 

 

当時の説明では「ベネズエラ政府への融資額は３０億ド

ル。元本返済について２０１９年は免除されるとしてい

た。しかし、利息１億ドルを３月、９月に支払う予定」

としていた。 

 

１８年９月には１億ドルの利払いを確認しており、１９

年３月末に次の利払いが行われる予定だったが、現時点

で着金していないということになる。 

 

Storchak 財務次官は、期限が過ぎてから１カ月以内に支

払われればクレジットイベントの発生と認識されない

と発言している。 

 

「ラテンアメリカ地域の仕送りが増加」              

 

米国のシンクタンク「Inter-American Dialogue」は、２

０１８年のラテンアメリカ移民による家族向け仕送り

が前年比１０％増加し、８４２億ドルに達したと発表し

た。 

 

２０１８年のラテンアメリカ地域全体の経済成長率は

前年比１．８％としており、経済成長率よりも仕送りの

増加率の方が高いとした。 

 

２０１６年から送金額が顕著に増加しており、１６年は

前年比７．９％増。１７年は更に８．２％増だったとい

う。 

 

ベネズエラ向けの仕送り額は６カ国だけで、少なくとも

年間２０億ドルにのぼるという。 

 

なお、パナマについてはこれまで移民の流入は多くなか

ったが、昨今の好景気とベネズエラ、ニカラグアの政治

情勢の悪化によりパナマへの移民が急増していると発

表。パナマから他国向けの送金は８億ドルに増えたとし

ている。 

 

「世界銀行 ベネズエラ援助プラン出来ている」         

 

４月４日 世界銀行ラテンアメリカ・カリブ海地域担当

の Carlos Vegh 氏は、２０１９年のベネズエラの経済成

長率は前年比マイナス２５％になるとの見通しを示し

た。 

 

１８年時点ですでに前年比１７．７％減だった。そこか

ら更に２５％減というのは想像を絶する数字だろう。 

 

また、ベネズエラの援助プランの準備をしていると発言

した。 

 

「世界銀行はベネズエラ復興について、極めて野心的な

支援プランを準備している。ベネズエラ当局の意志と必

要な条件が揃えば、我々は計画を実行する準備が出来て

いる。」と発表。 

 

他方、 

「計画の実行には世界銀行だけではなく、IMF、米州開

発銀行の協力が必要。」 

と補足した。 
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具体的な復興プランについては明らかにしていないが、 

「固定相場制は放棄しなければいけない。」 

と為替レートを変動相場制にする必要があるとの認識

を示した。 

 

「石油パイプラインが爆発」                  

 

４月４日 アンソアテギ州とモナガス州をつなぐUrica

地区の石油パイプラインが爆発。同地域の交通網が停止

した。 

 

この事件についてケベド総裁、PDVSA による発表は確

認できていない。 

 

 

（写真）ホセ・アパリシオ議員（モナガス州選出） 

 

 

社 会                        

「スリア州 ４時間／日は電力使用可能」            

 

本稿「電力 ４８％しか復旧していない」でも紹介した

通り、地方都市スリア州の電力不足はかなり深刻だ。 

 

４月４日 スリア州知事のオマール・ピエトリ知事は記

者会見を実施。 

 

スリア州の電力供給について、「今後は１日当たり４時

間～６時間供給が可能になるだろう。」と発表した。 

 

また、 

「変電機の故障が深刻でエネルギーを十分に貯蔵する

ことができない。スリア州の電力事情は極めて脆弱な状

況にある」 

との見解を示した。 

 

以上 

 


