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（写真）グアイド議長ツイッター “２月１２日反政府デモ フランシスデミランダ通りが人で埋め尽くされる” 

 

 

２０１９年２月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「アレアサ外相 国連事務局長と会談 

～日本は米国に追随するべきではない～」 

「グアイド議長 第１回目の人道支援受け入れ」 

「マドゥロ政権 コロンビア国境で人道支援」 

「フローレス夫人 マドゥロに避難地探しを進言？」 

「急進野党 国会に外国軍の受け入れを要請」 

経 済                     

「OFAC 米国内の債券保有者を調査」 

「トルコ政府 GOLD 取引の拡大に意欲 

～英国は８０トン超の GOLD を保護～」 

２０１９年２月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 大動員に成功 

フランシス・デ・ミランダ通りが人で埋まる」 

「マドゥロ政権 若者を集めて政治イベント」 

「ティントリ ロペス党首は大統領選に出馬する」 

経 済                    

「ケベド総裁 インドとの取引を倍増 

～米国政府 インドに警鐘を鳴らす～」 

「中国政府 グアイド議長関係者と交渉」 

「グアイド議長の Citgo 役員候補４名」 

「１９年１月の産油量は日量１１０．６万バレル」 
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２０１９年２月１１日（月曜）             

政 治                       

「アレアサ外相 国連事務局長と会談          

    ～日本は米国に追随するべきではない～」       

 

２月１１日 ベネズエラのアレアサ外相はニューヨー

クでグティエレス国連事務局長と会談した。 

 

会談後、アレアサ外相は記者会見を実施。 

 

これまで米国政府は水面下でベネズエラに対してクー

デターを仕掛けていたが、現在は誰にでも見えるような

形でクーデターを起こしている。 

 

米国政府は野党政治家に指示を出すことでベネズエラ

国内の軍人に動揺を与えて、クーデターを起こそうとし

ていると米国政府を非難した。 

 

また、欧州各国がグアイド議長をベネズエラの暫定大統

領と認識した件について、EU のスタンスを遺憾に思う

とコメント。誤った外交政策であるとの認識を示した。 

 

また、イタリア政府など引き続きマドゥロ政権をベネズ

エラの政府と認識している国に対して感謝を述べ、ベネ

ズエラの問題解決に何が必要か、米国がベネズエラで何

をしているのかを正しく理解していると評価した。 

 

他、アレアサ外相は日本メディアの取材に回答 

「日本は中立的な立場でベネズエラの主権と国際法を

尊重してほしい。この問題で米国に同調しないことを求

める。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

なお、グティエレス事務局長はアレアサ外相との面談後、 

「国連は良心をもって、ベネズエラ問題を解決するため

の支援をする意志がある。与野党双方の交渉により平和

的に問題が解決することを望む。」 

と発言した。 

 

「グアイド議長 第１回目の人道支援受け入れ」         

 

米国政府はコロンビアとベネズエラの国境の町ククタ

（コロンビア側）に大量の支援物資を搬入している。 

 

しかし、マドゥロ政権は人道支援の受け入れを拒否。コ

ロンビアとベネズエラをつなぐ橋にトラックを置き、軍

人らを配置し、人道支援物資の搬入を妨げている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.250」２月７日付の記事参照）。 

 

しかし、妨害をかいくぐり一部の支援物資がベネズエラ

に届いたようだ。 

 

２月１１日 グアイド議長は第１回目の支援物資を受

け入れたと写真を付けてツイッターに投稿。 

 

児童用の食事と妊婦用のサプリメントなどを非営利団

体「ASSOVEC」に提供した。 

 

 

（写真）ファン・グアイド議長ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
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どのように支援物資をベネズエラに持ち込んだのかに

ついては明らかにしていないが、グアイド議長は「ある

基金が運んでくれた」とコメントしている。 

 

 

（写真）ファン・グアイド議長ツイッター 

 

「マドゥロ政権 コロンビア国境で人道支援」                  

 

米国からの支援物資の受け入れを拒否するマドゥロ政

権は、ベネズエラ政府自身で物資を国民に配給すること

でネガティブなイメージを払拭しようとしている。 

 

ベネズエラ政府は、コロンビア国境付近の町で医薬品や

食料品を無料で配った。配給を受けた市民はマドゥロ政

権への感謝を述べ、米国の介入を非難すると発言した。 

 

 

 

「フローレス夫人 マドゥロに避難地探しを進言？」         

 

ブルームバーグは、フローレス大統領夫人がマドゥロ大

統領に対して、緊急時に逃げる亡命先を探すよう進言し

たと報じた。 

 

グアイド議長率いる野党国会は恩赦法を制定。 

与党に与する軍人や政治家で、マドゥロ政権から離反す

る者は罪に問わない方針を示している。 

 

この恩赦法の適用範囲にはマドゥロ大統領も含まれる

とする意見もある（国民感情もありセンシティブな議論

なので、野党も敢えて明言していないのか、正確な部分

は不明）。 

 

ブルームバーグ曰く、候補地となるのはキューバ、ロシ

ア、トルコ、メキシコのようだ。 

 

記事には書かれていないが、スペインについても平和的

に問題が解決出来るのであれば、亡命先としてマドゥロ

大統領を受け入れる用意があるのではないか。 

 

「急進野党 国会に外国軍の受け入れを要請」                  

 

２月１１日 急進野党で構成される市民グループ「Soy 

Venezuela」は、国会およびグアイド暫定大統領に対し

て、人道支援を受け入れるため外国軍の受け入れを要請

した。 

 

これまで外国軍の受け入れはタブー視されており、マド

ゥロ政権に否定的な近隣国でさえも軍隊の派遣につい

てはネガティブな姿勢を示している。 

 

他方、グアイド議長は外国軍の受け入れも暫定政権の権

限として認識しており、外国軍の派遣を求める可能性も

排除しない姿勢を示している。 
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これまで外国軍の介入の可能性は低いと考えていたが、

コロンビア国境付近には米国軍関係者が頻繁に往来し

ている。メディアでは書かれていないだけで米国軍は既

にコロンビア国境に駐屯しているかもしれない。 

 

米国政府はグアイド議長率いる国会が軍部の派遣を求

めれば、支援物資を搬入するために軍を派遣してくるだ

ろう。軍事介入の道はかなり現実的になっている。 

 

経 済                        

「OFAC 米国内の債券保有者を調査」           

 

１月２８日 米国政府は追加制裁を発動。 

 

米国の法人・個人に対して、ベネズエラ国債、PDVSA

社債の購入を禁止した。 

 

ブルームバーグが米国政府関係者から入手した情報に

よると、ベネズエラ債券の購入を禁止させた理由は、ベ

ネズエラ国内にある債券の売却を通じて、ベネズエラ政

府に資金が流れることを防ぐためのようだ。 

 

米国の投資銀行 Torino Capital によると、ベネズエラ国

内の国営銀行は１７０億ドルの債券を保有していると

いう。 

この債券を流通市場で売却することで、ベネズエラ政府

に間接的に資金が流れることになると米国政府は考え

ている。 

 

しかし、実際にどの程度の債券がベネズエラ政府の手中

にあるのかはっきりしたことは分かっていない。 

 

米国政府はマイアミからパナマ、ケイマン諸島向けの送

金履歴を調査し、マドゥロ政権の債券取引の中継をして

いる銀行口座を特定しようとしているようだ。 

 

 

「トルコ政府 GOLD 取引の拡大に意欲        

    ～英国は８０トン超の GOLD を保護～」         

 

トルコのエルドアン大統領は、ベネズエラとの GOLD

取引を継続する意向を示した。 

 

１月にはアイサミ経済担当副大統領がトルコを訪問。 

トルコの GOLD 精製工場などを視察し、エルドアン大

統領とも会談している（「ベネズエラ・トゥデイ No.242」

１月１８日付の記事参照）。 

 

マドゥロ政権とトルコ政府が GOLD 取引で経済関係を

強化する動きを見せる一方で、米国政府は昨年１１月に

ベネズエラの GOLD 取引を禁止する制裁を科している。 

 

制裁の対象範囲は米国司法が管轄できる範囲に留まる

が、ボルトン大統領補佐官は、GOLD 取引を継続する

トルコの動きを監視すると明言している。 

 

なお、２月１２日 マドゥロ大統領は英国銀行（英国の

中央銀行）には８０トン超のベネズエラ政府が保有する

GOLD が保管されていると発言した。GOLD８０トン

は３１億ドルに相当する。 

 

マドゥロ政権は英国銀行に保管してある GOLD を他国

に移動させようとしているが、英国銀行はこの動きを拒

否している。 

 

マドゥロ大統領は、 

「英国がベネズエラの主権を尊重し、国際法に従うこと

を期待する。ベネズエラ政府の資産を強奪するべきでは

ない。」とコメントしている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6da179fc6068ce05fc55a5452357c3a.pdf
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２０１９年２月１２日（火曜）             

政 治                       

「グアイド議長 大動員に成功            

 ～フランシスコ・デ・ミランダ通り人で埋まる～」        

 

２月１２日 グアイド議長率いる野党は反政府デモを

呼びかけた。５つの地点からチャカオ市のフランシス

コ・デ・ミランダ通りに集合。 

 

フランシスコ・デ・ミランダ通りは大きな通りだが、カ

メラに収まりきらないほどの人が集まった。支持者の熱

気は写真を見るのが一番わかりやすいだろう。 

 

グアイド議長は集まった支持者らを前に、自身の携帯電

話で自撮り写真を撮影するなど、フレンドリーな一面も

見せた（本レポート１枚目の写真）。 

 

なお、大きなイベントではあったが、治安の悪化は見ら

れず平穏に抗議行動は終了している。 

 

 

グアイド議長の演説で最も注目を集めたのは人道支援。 

 

グアイド議長は本日からブラジルとベネズエラの国境

に、２カ所目の人道支援施設が出来ると発表。 

 

また、２月２３日に人道支援がベネズエラに入ってくる

と宣言。マドゥロ政権が米国の支援物資受け入れを拒む

中、どのように物資が入って来るのかは明らかにしてい

ないが、２３日に支援物資を受け入れると自信を示した。 

 

 

（写真）ミゲル・ピサロ議員 

 

「マドゥロ政権 若者を集めて政治イベント」           

 

野党の反政府デモに対抗するため、与党も「青年の日」

に若者らを集めた政治イベントを実施。同イベントの様

子は全てのテレビ局で強制的に配信された。 

 

また、同イベントでは民兵を召集。ベネズエラには米国

に対峙する多くの与党支持者がいるとアピールした。 

 

写真を見る限り、人数では野党の動員力には全く及ばな

い。旗を掲げて人数を多く見せている印象はある。 
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（写真）大統領府 

 

「ティントリ ロペス党首は大統領選に出馬する」         

 

グアイド議長が所属する大衆意志党（VP）党首で、現在

は自宅軟禁状態にあるレオポルド・ロペス党首の妻、リ

リアン・ティントリ氏は、ABC の取材に対応。 

 

国会が主導する大統領選挙にロペス党首は出馬すると

明言した。 

 

「最初に彼が自由にならなければいけない。彼以外にも

ベネズエラには１，１３５名の政治犯が存在する。 

 

仮に自由選挙が実現するのであれば、レオポルドは出馬

する決断をするだろう。」 

とコメントした。 

 

レオポルド・ロペス党首はベネズエラで最も人気の高い

政治家の一人だが、チャベス政権下も含めて大統領選の

出馬を禁じられており、これまで大統領選に出馬したこ

とはない。 

 

急進野党のリーダーであるマチャド VV 党首に加えて、

ロペス党首も最有力候補に挙がるだろう。 

 

 

 

ただし、このコメントに辛辣な意見を言う投稿は多い。 

今は人道支援の受け入れに集中し、他のテーマはあまり

語るなという意見が散見される。 

 

経 済                       

「ケベド総裁 インドとの取引を倍増          

     ～米国政府 インドに警鐘を鳴らす～」            

 

PDVSA のケベド総裁はインドを訪問。 

米国による制裁を受けて、今後インド向けの輸出を倍増

させる意向を示した。 

 

「インドが必要とするエネルギー資源の全てをベネズ

エラは保有している。インド向けの輸出を増やすべく、

インドの政府関係者との会合を始めている。 

 

インドとは日量３６．６万バレルを輸出する約束を交わ

している。目標はこの量を倍増させ、中国のレベルまで

引き上げることだ。 

 

ロシアと中国とインドはベネズエラの主要な取引先に

なるだろう。」 

と発言した。 

 

また、制裁について、これまで米国の金融制裁によりベ

ネズエラが受けた被害評価額は２００億ドルにのぼる

と言及。 

 

米国政府を「経済の殺し屋」と非難した。 

 

１月２８日の追加制裁で米国政府の圧力により海運会

社がベネズエラの原油を引き取りに来なくなっている、

あるいはベネズエラ向けに軽質油を輸出しなくなって

いると制裁を非難した。また、船会社の中にはベネズエ

ラ取引で保険をかけられなくなるケースもあると指摘

した。 
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確かに米国政府はマドゥロ政権と取引をする国に厳し

い姿勢を示している。 

 

２月１２日 米国のボルトン大統領補佐官はケベド総

裁の発言を受けて、 

「我々はベネズエラの資産を盗むマドゥロ政権を支援

する国と会社を忘れない。 

 

米国政府は引き続き持てる力を駆使してベネズエラ国

民の資産を保護する。また、他国に対して同様の取り組

みを求める。」 

と自身のツイッターに投稿した。 

 

 

（写真）ボルトン大統領補佐官ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

「中国政府 グアイド議長関係者と交渉」         

 

ロシア政府は米国の制裁を強く非難しており、積極的に

マドゥロ政権を支援するスタンスを示している。 

 

中国もロシアと同様にマドゥロ政権をベネズエラ政府

と認識し、対話による解決を求めているが、ロシアより

も外部からベネズエラ問題を見ている印象だ。 

 

米国紙「Wall Street Journal」は、中国の外交官が、グア

イド議長が派遣した人物と債務および今後の石油プロ

ジェクトについて話し合ったと報じた。 

 

この報道が事実であれば、中国政府は将来的に野党が政

権を握ることを現実的に捉えていることの証明と言え

る。 

 

詳細については多くは書かれておらず、具体的にどのよ

うな話し合いが行われたのかは不明。 

 

「グアイド議長の Citgo 役員候補４名」              

 

「ウィークリーレポート No.84」でも紹介した通り、グ

アイド議長率いる国会はPDVSAの米国子会社Citgoの

役員任命を検討している。 

 

ロイター通信は、グアイド議長の経済アドバイザーが

Citgo の役員候補４名を提案したと報じた。 

 

１人目は、Luisa Palacios 氏 

２人目は、Angel Olmeta 氏 

３人目は、Luis Urdaneta 氏 

４人目は、Edgar Rincon 氏 

 

現在の Citgo ボードメンバーは７名のため、今後も候補

が追加される可能性が高い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/309e44f02e2ad45aa0a176a70e6a5c41.pdf
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「１９年１月の産油量は日量１１０．６万バレル」              

 

OPEC は月次レポート（「OPEC Monthly Oil Market 

Report」）を公表した。 

 

同レポートによると１９年１月のベネズエラの産油量

（第３者調べ）は日量１１０．６万バレル（暫定値）で

先月の１１６．５万バレルから５．９万バレル減少した。 

 

同じく OPEC はベネズエラ自身が自己申告している産

油量も公表している。ベネズエラの申告では１９年１月

の産油量は日量１４８．８万バレルと第三者調べの数字

と大きな乖離がある。 

 

なお、これまで意識してみなかったが１８年後半に米国

の制裁を受けたイランも著しく産油量が減っている。ベ

ネズエラと同様の状況にあるようだ。 

 

 

 

 

以上

 


