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（写真）ホルヘ・アレアサ外相ツイッター “２月２６日 国連安保理でベネズエラ問題について議論” 

 

 

２０１９年２月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「リマグループ会合にグアイド議長出席 

～軍事介入には消極的な声明を発表～」 

「米国政府 州知事４名に制裁を発動」 

「韓国 グアイド暫定大統領支持を表明」 

「マドゥロ大統領の隠し口座発見？」 

経 済                     

「５８０万バレル売り先無し 

～ロスネフチも PDVSA 原油購入を自粛？～」 

「Citgo PDVSA との取引関係を停止」 

「Citi １５年にベネズエラに１５億ドルを融資」 

２０１９年２月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「国連安全保障理事会 ベネズエラ問題を議論 

～治安当局の武力行使と軍事介入を拒絶～」 

「グアイド議長 今週中にベネズエラ帰国？ 

マドゥロ大統領 入国後、国内法で裁かれる」 

「米国政府高官 軍事介入を否定するのは無責任 

～ベネズエラ近海で無線傍受か～」 

「軍人３２０人が国境を越えて脱出」 

経 済                    

「PDVSA 米国で訴訟受ける」 

「PDVSA ８３６万バレルの原油が滞留」 
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２０１９年２月２５日（月曜）             

政 治                       

「リマグループ会合にグアイド議長出席         

     ～軍事介入には消極的な声明を発表～」       

 

グアイド議長は、２月２３日の人道支援物資の受け入れ

日前日に国境を越え、コロンビアに到着した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.257」２月２２日付の記事参照）。 

 

グアイド議長は２月２５日、ボゴタで開かれたリマグル

ープ会合に出席。当日は米国からペンス副大統領も参加

した。 

 

グアイド議長は米国トランプ政権の協力に深く感謝す

ると謝意を示した。 

 

ペンス副大統領は民主主義を回復させるために引き続

き米国がグアイド大統領を支援すると発言。ベネズエラ

国民を助け、民主主義を取り戻すため５，６００万ドル

を拠出すると発表した。 

 

加えて、参加各国に対してマドゥロ政権の孤立化と更な

る圧力の必要性を訴えた。特に米州各国に PDVSA が保

有する口座を凍結するよう求めた。また、トランプ大統

領は、近いうちにマドゥロ政権に対する更なる制裁を科

すと発言した。 

 

リマグループ会合に先立ちグアイド議長は軍事介入の

隠語と認識されている「あらゆる選択肢を検討するよう

求める」とコメントしたが、 

会合当日 

「大統領の役職強奪を容認することは、この地域にとっ

て危険なことだ。ベネズエラで起きている対立はマドゥ

ロ政権とベネズエラ国民の対立だ。」 

と想定より控えめな主張をした。 

 

恐らくリマグループ加盟各国が軍事介入に否定的な姿

勢を示していることが理由だろう。 

 

最近は軍事介入を否定するスタンスを示すことが少な

かった南米各国だが、軍事介入が現実的な段階に入って

いることもあり消極的なスタンスを示している。 

 

チリのピニェラ大統領は「平和的で外交的な解決を探る。

チリはそれ以外の手段は支持しない。」として軍事介入

を支持しない方針を示した。 

 

また、ブラジルの家族人道相は「ブラジルはマドゥロ政

権への軍事介入を支持しないが、引き続き人道支援とグ

アイド暫定大統領の支持を続ける。」と発言した。 

 

そしてコロンビアのドゥケ大統領自身が軍事介入を支

持しないと明言している。米国政府が軍事介入を行うの

であれば、コロンビアとブラジルの協力が不可欠だが、

両国が軍事介入には消極的な姿勢を示している。 

 

リマグループの最終声明でも「武力を行使せず、外交的

にベネズエラの政権以降を目指す」と発表した。 

 

 

（写真）グアイド国会議長 

“ペンス副大統領、ドゥケ大統領、グアイド議長の会談” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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「米国政府 州知事４名に制裁を発動」         

 

２月２５日 米国政府は人道支援物資の受け入れを拒

んだとして、与党系知事４名に制裁を発動した。 

 

制裁を科せられたのは、カラボボ州知事のラファエル・

ラカバ氏。バルガス州知事のガルシア・カルネイロ氏。

スリア州知事のオマール・プリエト氏。アプレ州のラモ

ン・カリサレス氏の４名。 

 

制裁対象者の米国内資産は凍結。米国への入国は禁止さ

れる。また、制裁対象者が株式５０％超を保有する会社

との直接、間接的な取引は禁止される。 

 

なお、カラボボ州のラカバ知事は米国とマドゥロ政権の

対話窓口として機能していた人物。今回の制裁はマドゥ

ロ政権との対話の可能性を閉ざすという米国政府の意

志の現れと考えられている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“写真左からカラボボ州知事のラファエル・ラカバ氏。

バルガス州知事のガルシア・カルネイロ氏。スリア州知

事のオマール・プリエト氏。アプレ州のラモン・カリサ

レス氏” 

 

 

 

 

「韓国 グアイド暫定大統領支持を表明」                  

 

２月２５日 韓国政府は、グアイド議長をベネズエラの

暫定大統領と認識すると発表した。 

 

また、「２０１８年５月に実施された大統領選は透明性

と合法性が欠如しており、出来るだけ早く民主的で透明

な選挙が実現することを求める」との姿勢を示した。 

 

韓国に先立ち日本の河野外相も「グアイド暫定大統領を

明確に支持する」と発言している。 

 

今回の韓国政府によるグアイド議長への支持表明は、ア

ジアでは日本について２番目と思われる。 

 

「マドゥロ大統領の隠し口座発見？」           

 

２月２５日 グアイド議長率いる野党国会に任命され

た駐米ベネズエラ大使のカルロス・ベッキオ氏は、ツイ

ッターでマドゥロ大統領の隠し口座を発見したと発表

した。 

 

「我々はベネズエラ国民から奪った資産を取り戻すた

め国際調査を進めている。マドゥロと彼の取り巻き連中

は国民から多くの富を収奪した。汚職はベネズエラの資

金を盗むだけではなく、ベネズエラの将来と権利を奪う

ものだ。 

 

調査の結果、独裁者マドゥロの保有資産の多くは

「Fondo Nurlan Baidlida」に預けられていると断言する

に十分な証拠を得た。」 

と投稿した。 
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経 済                        

「５８０万バレル売り先無し              

 ～ロスネフチも PDVSA 原油購入を自粛？～」           

 

「S＆P Global Platts」は、米国の制裁を受けて PDVSA

が５８０万バレルの売り先を新たに探していると報じ

た。 

 

ベネズエラで産出される油種「Merey 16」「Boscan」

「Bachaquero」などを購入していた顧客が３月と６月

に輸出を予定している 9 隻の購入申し込みをしなかっ

たという。 

 

具体的には「Lukoil Panamericas LLC」、「Rosneft」

「Chevron」が購入をしなかったという。 

 

グアイド議長は２月２５日、 

「ロシアはマドゥロ政権を支持していない。彼らはマド

ゥロ政権を支持すると発言をするだけで、実態は異なる。

彼らは追加融資をしていない。」 

と主張している。 

 

確かにロシア政府の発言とロシア企業の間には、乖離が

あるように思える。 

 

「Citgo PDVSA との取引関係を停止」           

 

Citgo は、自社サイトで、グアイド議長率いる国会が任

命したボードメンバーが就任したと発表した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.257」２月２３～２４日付の記事参

照）。 

 

ロイター通信は、関係者からの証言として、Citgo が２

月２６日までに PDVSA との取引関係を停止すること

を決めたと報じた。 

 

 

同時に Citgo は、米国政府が科している融資の障害を解

除するため米国政府に働きかけているようだ。 

 

特に１９年７月に期限を迎える融資の借り換えを行う

ことが最優先の課題だという。 

 

「Citi １５年にベネズエラに１６億ドルを融資」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.256」で、Citi Group が

GOLD を担保としてマドゥロ政権に融資した案件の取

り扱いについて米国財務省と協議しているとの記事を

紹介した。 

 

この件の続報だが、CitiBank は英国銀行にある GOLD

を担保にする形で２０１５年に１６億ドルを融資した

という。２０１９年３月に満期を迎える。 

 

なお、１５年当時は金融制裁を科しておらず、取引自体

は制裁に抵触しない。 

 

２０１９年２月２６日（火曜）             

政 治                        

「国連安全保障理事会 ベネズエラ問題を議論      

   ～治安当局の武力行使と軍事介入を拒絶～」        

 

２月２６日 米国の提案により、国連安全保障理事会で

ベネズエラ問題について議論された。 

 

米国のベネズエラ問題担当を務めるエリオット・アブラ

ハム氏は、２月２３日に起きた人道支援物資受け入れを

巡るマドゥロ政権の対応を批判。 

マドゥロ政権に対話の意思は無く、この独裁政権と対話

することはベネズエラ国民の苦しみを長引かせること

になる。これは既に確認されたことだ、と主張。 

 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/022519-pdvsa-offers-spot-crude-for-march-following-us-sanctions
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
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安保理メンバーに対して、ベネズエラに民主主義を取り

戻すための国際的な圧力強化と人道支援物資の受け入

れを求める声明を出すよう求めた。 

 

一方、同会合に出席したホルヘ・アレアサ外相はベネズ

エラの治安当局は暴力的な行為は行っていないと米国

の非難に真っ向から反対。 

 

また、２月２３日、米国政府は軍人に離反を促すために

最大で２万ドルを払っていたと主張。 

人道支援には軍事介入を進めたい米国政府の意志が働

いており、安保理は軍事介入をしないよう求める声明を

発表するべきだと応じた。 

 

また、アブラハム氏に対して「米国は２月２３日にベネ

ズエラを大惨事に陥れたかったようだが、失敗した。私

の口をよく見ろ、『失敗した』」と挑発した。 

 

最終的に安保理会合では 

「人道支援の受け入れを巡るベネズエラ政府治安当局

による暴力行為を拒絶し、同時に軍事介入の可能性を拒

絶する。また、双方に対して対話と交渉による紛争解決

を求める。」 

と両者の折衷案的な声明を発表した。 

 

「グアイド議長 今週中にベネズエラ帰国？       

 マドゥロ大統領 入国後、国内法で裁かれる」           

 

２月２３日の人道支援物資の受け入れのため、グアイド

議長は現在コロンビアにいる。 

 

マドゥロ政権を支持する最高裁判所は、グアイド議長の

国外移動を禁止していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.246」１月２９日付の記事参照）。 

 

 

 

コロンビアに移動したことは最高裁の判定に背いたこ

とになり、今後ベネズエラに帰国することが出来るのか

に注目が集まっている。 

 

２月２６日 グアイド議長はインタビューに応じ、ベネ

ズエラ国内で大統領の指揮を執ると明言。このまま外国

に留まる意思は無く、近日中にベネズエラに戻ると宣言

した。また、仮に自分を拘束するようなことがあれば国

際社会が明確な措置を示すだろうと強気な姿勢を主張

した。 

 

ベネズエラ国内では、米国政府関係者の証言として 

「グアイド議長を拘束することはマドゥロ政権にとっ

て最も悪い決断になるだろう。」 

と報じられている。 

 

他方、マドゥロ大統領は ABC ニュース取材を受け、グ

アイド議長のベネズエラ帰国について聞かれると、 

「彼はベネズエラから離れることも、戻ることもできる。

しかし、ベネズエラの法律には従わなければいけない。

帰国した彼はベネズエラの法律に直面する。裁判所は彼

の国外移動を禁止していた。」 

とコメントした。 

 

「米国政府高官 軍事介入を否定するのは無責任    

      ～ベネズエラ近海で無線傍受か～」         

 

「リマグループ会合にグアイド議長出席」の通り、リマ

グループ各国は軍事介入に消極的な姿勢を示している。 

 

他方、米国政府は引き続き軍事介入について積極的なス

タンスを維持しているようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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ベネズエラ人記者で米国に居住しているカルラ・アンゴ

ラ氏は自身のツイッターで米国政府関係者の証言とし

て 

「リマグループのスタンスは尊重するが、米国はリマグ

ループの加盟国ではない。我々はオブザーバーだ。米国

軍が武力を行使するかは純粋にトランプ大統領の決断

だ。 

マドゥロ政権を変えるために武力の行使を放棄するこ

とは無責任なことだと考えている。」 

と投稿した。 

 

また、マドゥロ政権との交渉について 

「米国政府はマドゥロ政権のいかなる人物とも交渉す

る意志はある。しかし、交渉の内容はいつ、どこの国に、

どのようにニコラス・マドゥロがベネズエラを出ていく

かについてだ。」と投稿した。 

 

他、米国軍がベネズエラ近海で複数の軍用機を派遣して

いるようだ。国際法上のベネズエラ領土に当たらない地

域を費用しているようだが、マドゥロ政権の機密情報を

傍受しようとしていると報じられている。 

 

「軍人３２０人が国境を越えて脱出」         

 

コロンビアの移民管理局代表は、Caracol ラジオの番組

に出演。 

「これまでに３２０名の軍人が保護を求めるため、ベネ

ズエラから逃げてコロンビアに来た。警察も含めれば４

００名は超えているかもしれない。彼らのほとんどは亡

命申請を提出している。」 

とコメントした。 

 

この３２０名が２月２３日からの数字かどうかははっ

きり確認できていない。 

 

 

 

なお、コロンビアに逃げたベネズエラ軍人の証言として、

「マドゥロ政権はコロンビアに逃げた軍人に自身のス

パイを紛れ込ませている。」 

と証言している。 

 

経 済                       

「PDVSA 米国で訴訟受ける」            

 

新興国の金融情報を提供する「Redd Latam」は、「Red 

Tree Investment」が PDVSA に対して１億１，８４０

万ドルの訴訟を起こしたと報じた。 

 

理由は、１５年、１６年に「GE Capital」が PDVSA に

融資した案件の未払い。 

 

「Redd Latam」によると、２０１５年３月２７日

PDVSA は、「GE Capital」に対して、２億５，６６０万

ドルを支払う手形を発行した。 

 

同日、この手形は取り消され、新たに「GE Capital」へ

１億３，１９０万ドル、イタリアの輸出与信会社「SACE 

SPA」へ１億２，４７０万ドルを支払う内容に変更され

た（合計で２億５，６６０万ドルになる）。 

 

１９年１月２５日 「Red Tree Investment」は「GE 

Capital」からこの手形を購入したが、全ての条件を通知

されなかったため「Red Tree Investment」は２月１５日

に訴えを起こした。 

 

訴えを起こした理由について、同手形には指定の金額を

支払う事だけが書かれており、石油、その他資産の差し

押さえ権限が設定されていないとしている。 

 

裁判に詳しくないので、筆者自身がよく理解できていな

いが、なぜ「GE Capital」ではなく、「PDVSA」に訴訟

を起こすのかは不明。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年２月２５日～２月２６日報道            No.２５８   ２０１９年２月２７日（水曜） 

7 / 7 

 

「PDVSA ８３６万バレルの原油が滞留」         

 

Bloomberg によると、米国の制裁により販売先を失った

ベネズエラ産原油を乗せた１６隻、８３６万バレルが海

上に滞留している。これは５億ドルに相当するようだ。 

 

また、ベネズエラで産油活動を行っている「Rosneft」

「Chevron」「TOTAL」「Equinor」など合弁会社は原油

を貯蔵する施設が限界に来ており、活動を縮小している

という。 

 

１月２８日に米国政府が科した制裁により PDVSA は

事実上、米国に原油を輸出することが出来なくなり、新

規市場を探すにも多くの企業が制裁の二次被害を恐れ

て購入を控えている状況。 

 

マドゥロ政権は資金源を失い絶体絶命の状況にある。 

 

以上 

 


