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（写真）グアイド議長ツイッター “米国大統領令で Citgo を保護してほしいと発言（写真はイメージ）” 

 

 

２０１９年５月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「米国軍南部総督 ベネズエラ問題について語る 

～元ホワイトハウス職員 軍事介入考えてない～」 

「米下院外交委員会 対ベネズエラ法案を承認」 

「エイブラム担当官 対話での解決は信じない」 

経 済                     

「グアイド議長 １０月の社債は償還できない 

～Citgo を守るためには大統領令が理想的～」 

「Owens-illinois 野党政権の求め拒否し勝訴」 

「Repsol ベネズエラでのオペレーション縮小」 

「PDVSA タンカー１５隻 国軍の管理下に」 

２０１９年５月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「スペイン外相 対話以外の解決手段がない」 

「ロシア 戦時用食料をベネズエラへ提供か」 

「元 SEBIN 長官 国防相に向けた書簡を公開」 

経 済                    

「国会 外国にある政府組織役員を任命 

～コロンビア Pequiven 子会社コントロールか」 

「米国 ジェット燃料供給者に圧力 

～ベネズエラ関連の燃料供給拒否を要求～」 

「内務司法相 自動車バッテリーを半額で販売」 

「この２週間で GOLD５．７億ドルを売却」 
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２０１９年５月２２日（水曜）             

政 治                       

「米国軍南部総督 ベネズエラ問題について語る    

 ～元ホワイトハウス職員 軍事介入考えてない～」       

 

５月２０日 グアイド議長の要請により、在米ベネズエ

ラ代表大使のカルロス・ベッキオ大使は Craig Faller 米

国軍南部総督と面談する予定だった。 

 

しかし、同日 Faller 大使との面談は出来ず、ベッキオ大

使は、エイブラム・ベネズエラ問題担当官、国防相秘書

次官らと面談をした（「ベネズエラ・トゥデイ No.294」

参照）。 

 

会談が実現しなかった理由は、軍事圧力を拒否する欧州

連合のスタンスや、ベネズエラの隣国コロンビア、ブラ

ジルの意向など様々なしがらみがあったことだと思う

が、多くの野党支持者は米国が軍事介入を本気で考えて

いないと失望したであろう。 

 

この状況を警戒したのか Craig Faller 南部総督は、ベネ

ズエラ人が多く住むマイアミでベネズエラ問題につい

て意見を表明した。 

 

Faller 総督は 

「あらゆる軍事行動が実行される可能性がある」 

と軍事介入の可能性について改めて言及した。 

 

一方で 

「米国は民主的な問題解決が理想的だと考えている。

我々はベネズエラ問題について、ブラジル、コロンビア

と意見交換、情報共有を密に行っている。」 

と軍事介入に前のめりになっているわけではないこと

も言及した。 

 

 

他方、米国の元ホワイトハウス職員はテレビ番組に出演

し、ホワイトハウスは本気で軍事介入する意思は無く、

マドゥロ政権へ圧力をかけるために軍事介入の可能性

を示唆していたと言及。軍事介入のカードは、最初は機

能していたが、今ではあまり効果的ではなくなったとの

見解を示した。 

 

 

（写真）TVV 映像より抜粋 

 

「米下院外交委員会 対ベネズエラ法案を承認」         

 

５月２２日 米国の下院議会・外交委員会は「Ley de 

Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y 

Desarrollo de Venezuela」（通常、Ley Verdad＝真実法）

を承認した。 

 

同法案は急進的な発言が多いマルコ・ルビオ議員、ボブ・

メンデス議員らが提案した法律。内容も制裁を肯定する

ような内容になっている。 

 

現在は外交委員会で承認をされた段階で、今後は下院議

会で承認を仰ぐ予定。 

 

法案に書かれている主な内容は以下の通り。 

 

１．米国政府は平和的で外交的なベネズエラ問題解決を

志向する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/68e8f84b837901826a7e32d6a78fa56d.pdf
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２．人道支援のために４億ドルの予算を割り当てる 

 

３．制裁対象となっている与党政権公務員のビザを取り

消す。 

４．非合憲的に発足したマドゥロ政権への融資行為など

に制裁を科す。同様にラテンアメリカ諸国や欧州連

合などと強調し、GOLD取引を制限する。 

 

５．民主主義を回復させようとするグアイド政権の取り

組みを支持する。 

 

６．国際金融機関と協調し、マドゥロ政権崩壊後の復興

計画を検討する。 

 

７．適切な制裁を科すため欧州連合やラテンアメリカ諸

国と協議し、汚職資金の凍結を進める。 

 

８．グアイド政権の要請があれば、制裁対象者への制裁

を解除する。 

 

ベッキオ・ベネズエラ代表大使は、「Ley Verdad」につ

いて、制裁を法規化したもので、マドゥロ政権を倒壊さ

せるための大きな前進だと評価した。 

 

「エイブラム担当官 対話での解決は信じない」                  

 

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、ノルウェーの仲介で進められている

与野党交渉への模索について、否定的な見解を示した。 

エイブラム担当官は、米国政府は引き続きベネズエラ政

府関係者への制裁を強化する方針を継続すると説明。 

 

マドゥロ政権が進めている安価な食料販売システム

「CLAP」を汚職の温床として非難。近いうちに CLAP

取引で財を成している企業らに制裁を科すとコメント

した。 

 

マドゥロ大統領はエイブラム担当官の発言に反応。 

CLAP の取引が制限されれば、国民が苦しむことになる

と主張。また、米国の抑圧から脱却するためにはベネズ

エラ国内での食料生産を増やす必要があると訴えた。 

 

同時に、米国政府の制裁により、これまで３００億ドル

が盗まれたと非難。Citgoについても野党と米国政府に

盗まれたと主張。 

 

「米国はベネズエラ以外にこのようなことはしない。米

国は自国の利益のためにベネズエラに攻撃を加えてい

る。」と非難した。 

 

経 済                        

「グアイド議長 １０月の社債は償還出来ない       

  ～Citgoを守るためには大統領令が理想的～」           

 

これまで何度か紹介しているが２０１５年に PDVSA

が発行した２０２０年満期の社債は、米国の PDVSA 子

会社 Citgo の株式５０．１％が担保に設定されている。 

 

現在、その Citgoは野党側のコントロール下にあり、野

党は債務不履行で債権者に Citgo の株式を差し押さえ

られることを避けるため、米国に凍結されている

PDVSA の口座から PDVSA２０の利息約７，１６０万

ドルの支払いを実行した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.292」参照）。 

 

５月２２日 グアイド議長は、ロイター通信の取材に答

え 

「今回の利払いは実行できたが、１０月に控えている次

回の支払いは困難」 

との見解を示し、Citgo を保護するために必要な措置を

検討していると説明した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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「仮に次回の償還となる１０月時点でマドゥロ政権が

存続しているのであれば、支払う事が困難だ。 

 

米国政府はベネズエラの国外資産を債権者から保護す

るために支援するべきだ。 

 

トランプ大統領の大統領令により Citgo を保護するこ

とが理想的だが、これは米国政府が決定することだ。 

 

我々は大統領令によりベネズエラ組織を保護する手段

を模索する。」 

とコメントした。 

 

「Owens-illinois 野党政権の求め拒否し勝訴」         

 

５月２１日 米国裁判所は、故チャベス政権時代にベネ

ズエラ政府から工場２つを接収されたガラス・土石製品

のメーカーであるOwens-illinoisの訴えを認め、ベネズ

エラ政府に対して５億ドルの支払いを命じた。 

 

今回の決定は世界銀行の関連組織「国際投資紛争解決セ

ンター（ICSID）」が２０１５年に下した判断を米国の司

でも追認する趣旨の決定。 

 

今回の件について、先だってグアイド政権は政権移行が

完了するまで１２０日間は法的措置を停止してほしい

と求めていたが、裁判所はグアイド政権側の求めを棄却

して、今回の決定を下している。 

 

５億ドルの内訳は、接収された工場の資産相当額である

３億７，２５０万ドルと利息、法的関連経費など。 

 

Owens-illinois は、利息の利率についてはグアイド政権

側の求めを受け入れたという。 

 

 

 

「Repsol ベネズエラでのオペレーション縮小」                  

 

米国メディア「VOA」は、スペインの石油・ガスの複合

多国籍企業「Repsol」のベネズエラでの事業が縮小して

いることを明らかにした。 

 

これは Repsol が作成した直近の年間事業報告書で判明

したという。 

 

具体的な内容については書かれていないが、報告書によ

ると、ベネズエラ事業の投資評価額は２０１７年には１

７億ドルと評価していたが、今回のレポートでは７０％

減少している。 

 

また、報告書には、１９年に入り、この数カ月間でベネ

ズエラ事業は縮小傾向にあると記載されている。 

 

Repsol は PDVSA に債権があり、その債権回収などを

含めて PDVSAとの事業を継続している。その中にはガ

ソリンなど石油燃料の代物取引も含まれている。 

 

この取引について米国政府は、Repsol がマドゥロ政権

の延命に協力していると非難。Repsol に対して制裁発

動も含めてマドゥロ政権との取引を停止するよう求め

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.277」）。 

 

Repsol は制裁に抵触しない範囲で PDVSA との取引を

継続すると発表していたが、米国の制裁に抵触しないよ

うに事業を行うことは実際のところかなり難しいだろ

う。 

 

先日、アレアサ外相は、Repsol がペルーからベネズエラ

に向けて出発しようとしていたベネズエラ国営航空

「Conviasa」のジェット燃料を供給しなかったと非難し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.293」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c3ce9645023465bacbdc411d703faca2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4686570321e6b40093ea43fea28335c.pdf
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「米国 ジェット燃料供給者に圧力」で後述するが、米

国政府は外国の燃料供給会社に対してベネズエラ向け

の飛行機への燃料供給を拒否するよう求めているよう

で、その影響もあったと思われる。 

 

「PDVSAタンカー１５隻 国軍の管理下に」                  

 

エネルギー関連メディア「Argus」は、ベネズエラ政府

が PDVSA の原油タンカー１５隻を国軍にコントロー

ルさせていると報じた。 

 

この情報はマドゥロ政権関係者、PDVSA、国防省の関

係者から入手した情報だという。 

 

国軍のコントロール下に置いたのはキューバ向けに原

油を輸送するタンカー。 

 

以前から米国政府がキューバ向けの原油輸送を妨害す

るため米国海軍を動員させるとの噂が報じられていた。 

 

マドゥロ大統領はこれに対応し、「石油の自国主権オペ

レーション」と題して、国防省に対して確実にキューバ

に原油が供給できるような措置を講じるよう命令した

ようだ。 

 

「Argus」が入手した情報によると、軍部のコントロー

ル下にある１５隻は 

「Manuel Saenz」「Icaro」「Negra Hipolito」「Eos」「Luisa 

Caceres」「Rio Orinoco」「Rio Apre」「Rio Caroni」

「Paramaconi」「Proteo」「Nereo」「Zeus」「Heroe」「Yare」

「Yavire」だという。 

 

なお、「Rio Arauca」もリストには入っているようだが、

ポルトガルに停留し、港湾使用料の未払いを理由に差し

押さえられている。 

 

 

２０１９年５月２３日（木曜）             

政 治                       

「スペイン外相 対話以外の解決手段がない」        

 

５月２３日 スペインのボレル外相は与野党対話につ

いて「他の解決手段はない」との見解を示した。 

 

「国連の取り組みは遅くなりがちだ。グアイド氏が宣誓

するまで目立った動きをしてこなかった。我々欧州連合

も留まっていた。 

 

グアイド議長が現れ、状況は大きく進んだ。欧州連合は、

問題解決のためにコンタクトグループを組織した。しか

し、未だに動きは遅い。 

 

しかし、対話以外にベネズエラ与野党の政治問題を解決

する手段はない。 

 

我々が認識しなければいけないことがある。それは、グ

アイド氏が登場してから４カ月が経過したが、マドゥロ

氏も引き続き留まっていることだ。」 

と述べた。 

 

 

（写真）ボレル外相ツイッター 
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「ロシア 戦時用食料をベネズエラへ提供か」           

 

ロシアの現地メディア「Sputnik」は、ロシア政府がベネ

ズエラ政府に提供する戦時食料品の供給業者を探して

いると報じた。 

 

「戦時食料品」の特徴は、ガスや電気がない環境でも即

席で食べられる点。電気、ガスなどインフラに問題が多

いベネズエラに合う食料品ということなのかもしれな

い。 

 

「Sputnik」によると、ロシア政府は戦時食料品を提供

する業者の入札を実施しており、ロシアの国営輸出入組

織「Rosoboronexport」という組織を通じてベネズエラ

に食料品を販売するようだ。 

 

ただし、金額は少額で２２．５万ドル相当だという。 

 

 

（写真）Sputnik 

“戦時食料品のイメージ写真” 

 

「元 SEBIN長官 国防相に向けた書簡を公開」         

 

４月３０日の自由オペレーションに手を貸し、マドゥロ

政権から離反したクリストファー元 SEBIN 長官はパド

リーノ・ロペス国防相に宛てた書簡を公開した。 

 

 

政権にいる「４つの盗賊グループ」にベネズエラが乗っ

取られており、祖国に忠実な国防相は彼らに対峙しなけ

ればいけないと訴えた。 

 

現地メディア「Al Navio」はクリストファー元 SEBIN 長

官が言及している「４つの盗賊グループ」について確認。 

 

クリストファー元 SEBIN 長官は、ディオスダード・カ

ベジョ制憲議長、マイケル・モレノ最高裁判長、タレク・

エル・アイサミ経済担当副大統領、ロドリゲス兄妹（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）だと答えたという。 

 

経 済                       

「グアイド政権 外国にある政府組織役員を任命      

 ～コロンビア Pequiven子会社コントロールか」            

 

５月２３日 グアイド議長率いる野党国会は、コロンビ

アのバランキージャにある石油化学公社「ペキベン」の

関係会社「Monomero」の役員を任命した。 

 

「Monomero」の社長に任命されたのは Jon Bibao 氏。 

PDVSA で３０年間務めていたという。 

他のボードメンバーは、Carmen Elisa Hernandez 氏、

Jose Alberto De Antonio氏、Yadid Jalaff 氏、Jose Ignacio 

Gonzales氏。 

 

外国にある政府組織として Monomero は Citgo に次い

で２番目に大きな公的組織だという。また、米国に向け

て多くの石油化学製品を輸出しているという。 

 

コロンビア政府はグアイド議長を明確に支持しており、

同国のスタンスは米国と歩調を合わせている。 
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恐らく Citgo と同じように Monomero 社もコロンビア

政府の庇護のもとでグアイド議長率いる国会側のコン

トロール下に置かれることと思われる。 

 

「米国 ジェット燃料供給者に圧力            

 ～ベネズエラ向け飛行機の燃料拒否を要求～」         

 

ロイター通信は、米国政府が主要なジェット燃料供給者

に対してベネズエラ関連の飛行機への燃料供給を拒否

するよう要請していると報じた。 

 

また、要請に従わない場合は制裁を科す可能性もあると

圧力をかけているようだ。 

 

この情報は関係者２名からの情報のようで、英国、スイ

スにある主要な燃料供給業者が米国政府から今週要請

を受けたとしている。 

 

米国政府はベネズエラの商用フライト、軍用フライトを

停止させたいと考えているようだ。なお、米国政府はデ

ィーゼル燃料の提供については人道的な知見から「合法」

と認識しているようだ。 

 

「内務司法相 自動車バッテリーを半額で販売」              

 

５月２３日 ネストル・リベロール内務司法平和相は、

自動車バッテリーメーカーである「Duncan」と「Titan」

と合意を締結したと発表。 

 

政府が実施する「Mision Transporte（交通ミッション）」

を通じて、５０％の割引価格でバッテリーを販売すると

発表した。 

 

現時点では「Duncan」「Titan」による発表は確認できて

いない。 

 

 

 

（写真）リベロール内務司法平和相ツイッター 

“Duncan、Titan のバッテリーを５０％割引で販売する

と発表” 

 

「この２週間でGOLD５．７億ドルを売却」              

 

現地経済メディア「Bancaynegocios」は、関係者からの

情報として、マドゥロ政権がここ２週間で５．７億ドル

相当の GOLDを売却したと報じた。 

 

米国政府はGOLD 取引に制裁を科しているが、在ロシ

ア・ベネズエラ大使は GOLD 取引については制裁を回

避する手段が確立していると説明していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.294」参照）。 

 

「Bancaynegocios」によると、マドゥロ政権は５月１０

日に９．７トンの GOLDを売却。その３日後に４トン

の GOLDを売却したという。 

 

５月１５日 ベネズエラの外貨準備は８０億ドルを下

回った（「ベネズエラ・トゥデイ No.292」参照）。外貨

準備の減少は GOLD 売却が理由だという。 

 

なお、中央銀行によると、５月２２日時点の外貨準備は

７９．７億ドル（暫定値）。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/68e8f84b837901826a7e32d6a78fa56d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/68e8f84b837901826a7e32d6a78fa56d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf

