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（写真）米州機構（OAS） “９月１１日 TIAR としてベネズエラ問題の解決手段を議論することを承認” 

 

 

２０１９年９月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「米国政府 現実路線への回帰か 

～政権への圧力よりも人道支援を重視～」 

「マドゥロ政権 コロンビア国境で軍事演習」 

「米州機構 TIAR としてベネズエラ問題を議論 

～軍事介入を除く提案があったが否決～」 

「元ミランダ州知事 中産階級は政権を変えない」 

経 済                     

「PDVSA モスクワ支店開設」 

社 会                     

「殺人委託費は６００ドル」 

２０１９年９月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ 国連総会に参加しない意向を表明 

～アレアサ外相が出席の見通し～」 

「Twitter キューバ政府高官らのアカウント閉鎖」 

経 済                    

「SUDEBAN BOD 銀行への介入を発表」 

「タコア発電所で爆発 

～カラカス近隣は頻繁に停電～」 

社 会                     

「国連ミッション団のインタビューを受けた市民 

～政府貸与の住居から立ち退き命じられる～」 
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２０１９年９月１１日（水曜）             

政 治                       

「米国政府 現実路線への回帰か            

   ～政権への圧力よりも人道支援を重視～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.342」で紹介した通り、

トランプ大統領との意見の対立を理由にジョン・ボルト

ン大統領補佐官が解任させられた。 

 

９月１１日 トランプ大統領は、「EFE」の記者から本

件に関する質問を受けて 

「私はジョン・ボルトンのベネズエラに対する態度に同

意していなかった。意見の相違はとても大きかったと思

う。 

 

ベネズエラの状況は極めて深刻だ。米国はベネズエラ国

民を支援しようとしている。 

 

米国の優先事項は卑劣な政権に圧力をかけることでは

なく、ベネズエラ国民を支援することだ。」 

とコメントした。 

 

他、ボ問題を解決するのに有効なのは『圧力』よりも『賢

さ』だとの見解を示した。 

 

また、 

「マドゥロ大統領と直接会談する可能性があるか？」 

との質問を受けると、 

「この件については回答したくない」 

と回答を控えた。 

 

ワシントンポストなど各メディアは、米国はベネズエラ

への急進的な方針を緩和せることになるだろうと報じ

ている。 

 

 

また、翌１２日にトランプ大統領ツイッターで 

 

「実際のところ、私のベネズエラと特にキューバについ

てはジョン・ボルトンよりはるかに強いビジョンを持っ

ていた。彼は私を引き止めようとしていた。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）トランプ大統領ツイート日本語訳サイト 

 

個人的には、泥沼化しそうなベネズエラ問題について、

これまでの政策の責任をボルトン大統領補佐官に押し

付けることで自身への非難を避けようとしているよう

にも見える。 

 

いずれにせよ、ベネズエラについては現実路線へ舵を切

る可能性が高まっている。 

 

「マドゥロ政権 コロンビア国境で軍事演習」         

 

コロンビアとベネズエラの政治対立が深化する中、マド

ゥロ大統領はコロンビア国境で軍事演習を呼びかけて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.340」参照）。 

 

９月１０日 マドゥロ大統領は軍事演習に参加する写

真を投稿。 

 

この軍事演習はコロンビアと接する国境２，２００キロ

で９月２８日まで実施される予定。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eb1d97bc0487821b3571885cdb8af4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c5dc81372d76ca1969ede6a12ca6452.pdf
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（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“軍事演習に参加するマドゥロ大統領とフローレス夫人” 

 

「米州機構 TIAR としてベネズエラ問題を議論        

   ～軍事介入を除く提案があったが否決～」                  

 

９月１１日 米州機構（OAS）の会合が開催。 

 

そこで、米州相互援助条約（TIAR）として、ベネズエラ

について議論することを承認した。今後、TIAR として

ベネズエラ問題を解決するために何が出来るのかを加

盟国で議論するようになるだろう。 

 

TIAR 加盟国は OAS のうちの１８月カ国（メディアで

は１９カ国と報じられているが恐らくベネズエラを含

めて１８カ国）で構成される。 

 

その１９カ国のうち TIAR 発動に関する議論を承認し

た国はグアイド政権のベネズエラを含む以下の１２カ

国。棄権５カ国。 

 

１．米国 

２．ブラジル 

３．コロンビア 

４．ベネズエラ 

５．アルゼンチン 

 

６．エルサルバドル 

７．ハイチ 

８．グアテマラ 

９・チリ 

１０．ホンジュラス 

１２．ドミニカ共和国 

 

棄権した国は以下の５カ国。 

 

１．トリニダード・トバゴ 

２．ウルグアイ 

３．コスタリカ 

４．パナマ 

５．ペルー 

 

欠席した国はバハマの１カ国だった。 

 

賛成すると思われたペルーとパナマが棄権にまわった

点はメディアで想定外だと受け取られている。 

 

なお、この議論の決議を取る前にコスタリカ、チリ、ペ

ルーの３カ国は共同で「軍事介入の可能性を除く」との

文言の追加を提案したが、 

米国、 

エルサルバドル、 

グアテマラ、 

ホンジュラス、 

ベネズエラ、 

パラグアイ、 

アルゼンチン、 

ブラジル、 

コロンビア 

の反対を受けて「軍事介入の可能性を除く」との問題は

追加されなかった。 
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「元ミランダ州知事 中産階級は政権を変えない」         

 

９月１１日 カプリレス元ミランダ州知事は、自身が司

会を務めるラジオ番組「Contacto Con Capriles（カプリ

レスとコンタクト）」で現在の政治情勢について、 

「中産階級は率先して政府を追い出そうとはしない。 

最低賃金で生活する人々が行動を起こさなければ国は

変わらない」 

との見解を示した。 

 

この言葉は違和感があるように見えるが、現実を示して

いる印象がある。 

 

カプリレス元ミランダ州知事の言う「中産階級」という

のは「外貨にアクセスできる人間」だろう。 

 

経済危機と言われるベネズエラだが、外貨にアクセスで

きる人の多くは、マドゥロ政権を嫌う一方で、経済のゆ

がみの裨益者になっており、日々の生活が出来ないほど

苦しんではいない場合が多い。 

 

その意味で、「日々の生活もできず苦しんでいる貧困層

が行動を起こすことが政権交代に重要だ」と指摘してい

る。 

 

ただし、日々の生活もままならない貧困層は政府が提供

するCLAPなどのサービスが重要な生活の糧でもある。 

 

その意味で、貧困層が中心となってマドゥロ政権の倒壊

に乗り出すというのは容易ではないだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「PDVSA モスクワ支店開設」            

 

９月１１日 PDVSA は、欧州の支店をポルトガルから

モスクワに移転したと発表した。 

 

新たなオフィスは８月６日に登記された。同オフィスの

責任者は Andrei Grichayev 氏となっている。 

 

アブダビに滞在中のケベド PDVSA 総裁によると、新し

いオフィスはモスクワ中心部に位置しているが、人員は

これまでの半分に削減されたという。 

 

 

（写真）ALnavio   “PDVSA ロシア支店の看板” 

 

社 会                        

「殺人委託費は６００ドル」            

 

現地メディア「Ultimas Noticias」は、９月２日にグアリ

コ州 PDVSA Gas の支店長レオマル・ホセ・ヒル氏が死

亡したと報じた。 

 

この事件は殺人事件で、「Morro Gas 社」のオーナーが

金銭を支払い２名に殺人を委託したという。 
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逮捕された「Morro Gas 社」オーナーは、PDVSA Gas

からガスの供給を停止され、感情的になり殺人を依頼し

たと自白しているようだ。 

 

その際の殺人委託費は６００ドルだと証言している。 

 

日本人の感覚からすると異常に安い気がするが、ベネズ

エラでは６００ドルで殺人を犯す人もいるということ

だろう。 

 

２０１９年９月１２日（木曜）             

政 治                       

「マドゥロ 国連総会に参加しない意向を表明      

       ～アレアサ外相が出席の見通し～」        

 

９月１２日 マドゥロ大統領は同月に予定されている

国連総会に出席しないと発表した。 

 

「昨年はニューヨークに出向いた。今年は訪問する予定

はない。私はベネズエラに残り国民と仕事をする。」 

と述べた。 

 

マドゥロ大統領の代理としてデルシー・ロドリゲス副大

統領とアレアサ外相が国連総会に出席する予定。 

 

アレアサ外相はツイッターで 

「コロンビア政府がマドゥロ政権を倒壊させるために

テロリストを送り込んでいるという証拠を国連総会の

場で白日の下にさらす」 

と述べている。 

 

また、マドゥロ政権は、米国の経済制裁に反対する署名

を集めている。マドゥロ大統領は１，１５０万の署名を

集めたと宣言しているが、CLAP と引き換えに署名を強

要していると報じられている。 

 

 

「Twitter キューバ政府高官らのアカウント閉鎖」           

 

９月１２日  「キューバ報道連合（La Union de 

Periodista）」は、ツイッター社が、キューバのラウル・

カストロ元国家評議会議長のアカウントを閉鎖したと

発表した。 

 

他にもキューバ政府系のメディア「Granma Digital」、

「Mesa Redonda Cuba」、「Cuba Debate」やキューバ通

信省のアカウントを閉鎖したと訴えている。 

 

「キューバ報道連合」は、アカウントの閉鎖について、

表現の自由の侵害であり、サーバー攻撃だと主張してい

る。 

 

 

（写真）キューバ外務省 

“キューバ政府組織のツイッター・アカウント閉鎖訴え” 
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経 済                        

「SUDEBAN BOD 銀行への介入を発表」            

 

銀行監督局（SUDEBAN）は、ベネズエラの民間金融機

関「Banco Occidental de Descuento（B.O.D）」に対し

て１２０日間の介入を行うと発表した。 

 

９月３日 B.O.D.はクラサオにある B.O.D 銀行の破産

申請を実施。 

 

９月９日にはパナマ政府の銀行監督局が、口座利用者を

保護するためとの理由から B.O.D.のパナマ支店

（「AllBank Corp」）に３０日間、介入を行うと発表して

いた。 

 

９月１２日 B.O.D.のビクトール・バルガス頭取は記

者会見を実施。預金者の資金は安全だと訴えた。 

 

「タコア発電所で爆発                  

      ～カラカス近隣は頻繁に停電～」         

 

９月９日 バルガス州にあるタコア発電所で爆発が起

きたと報じられていた。 

 

火は同日中に消化されたが発電施設が破壊され、カラカ

スでも断続的に停電が起きている。 

 

９月１２日 現地メディア「El Pitazo」は、爆発した発

電施設の現場の写真を公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）El Pitazo 

 

社 会                        

「国連ミッション団のインタビューを受けた市民               

  ～政府貸与の住居から立ち退き命じられる～」            

 

ダニエラ・アンテケラ議員は「ミシオン・ビビエンダ」

で９０世帯が退去させられたと訴えた。 

 

「ミシオン・ビビエンダ」は政府が貧困層のために建設

した集合住宅。無料で家を貸与する社会開発プログラム。

チャベス政権下では政府の目玉事業だったが、原油価格

が急落し、経済が混乱し始めたことで、当時進行中だっ

た建設事業の多くはストップしている。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 
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アンテケラ議員によると、９０世帯が退去させられた理

由は、バチェレ国連人権高等弁務官のミッション団に対

してマドゥロ政権への不満を述べたためと主張してい

る。 

 

退去させられたのは国営電力公社（Corpoelec）の職員。

彼らは昇給が停止され生活レベルの悪化を余儀なくさ

れているが、訴える先が無いと国連のミッション団に告

発していたという。 

 

以上 

 

 


