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（写真）ポンペオ国務長官ツイッター “米国務長官 米州各国を訪問 マドゥロ政権への外交圧力を強化” 

 

 

２０２０年９月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「米国ポンペオ国務長官 米州遊説 

～訪問各国 マドゥロ政権への圧力を強化～」 

「マドゥロ政権 米国の陰謀を暴露する？」 

経 済                     

「中銀 金融機関の預金準備額を減らす 

～融資が増えるが、並行レート高騰の懸念も～」 

「ラグアイラ港 １２００社中稼働６０社」 

「墨財務省 Libre Abordo の凍結維持を主張」 

社 会                     

「コロンビアからのガソリン密輸映像」 

2020 年 9 月 19～20 日（土・日） 

 

政 治                    

「CNE 国会議員選の投票期間は２日間」 

「アレアサ外相 国連報告書調査員を非難」 

「医療の英雄 ４万人に給付完了」 

経 済                    

「トリニダード政府 Nabarima の状況調査」 

「カラカス向けに８万バレルのガソリン供給」 

「イラン産ガソリン ブラジル近海を運航中」 

社 会                     

「FARC 離反組と国家防衛隊（GNB）が衝突」 

「ストーリー大使 スペインに汚職調査を要求」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年９月１８日～９月２０日報道            No.５００   ２０２０年９月２１日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２０年９月１８日（金曜）             

政 治                       

「米国ポンペオ国務長官 米州遊説            

 ～訪問各国 マドゥロ政権への圧力を強化～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.499」（米国国務長官 マ

ドゥロ包囲網形成のため外遊）で紹介した通り、９月１

７日～１９日にかけてポンペオ国務長官が米州４カ国

（スリナム・ガイアナ・ブラジル・コロンビア）を遊説

した。 

 

スリナムではベネズエラに関するテーマは無かったよ

うだが、それ以外の３カ国ではマドゥロ政権への対応に

ついて各国首脳らと協議を行った。 

 

１７日、ポンペオ国務長官はガイアナに移動。 

麻薬密売の取り締りのためガイアナとベネズエラの国

境海域でパトロールを行うことで合意したと発表した。 

 

ガイアナとベネズエラの海域では米国の「Exxon Mobil」

などによる原油増産計画があるが、活動地がベネズエラ

と近いためマドゥロ政権の海軍と領海問題で度々問題

になっている地域だった。 

 

ポンペオ国務長官は、同海域の安全を確保する必要があ

ると指摘。 

 

ベネズエラ近海に米国の軍艦が増えることでマドゥロ

政権への圧力を強めることになりそうだ。 

 

１８日にはブラジルとベネズエラの国境の町「ボアビス

タ」に到着。ベネズエラ難民のキャンプなどを視察。 

ベネズエラ経済を破壊し、難民を増やしたマドゥロ政権

を非難した。 

 

 

また、９月１８日 ブラジル政府は、ブラジルに滞在す

るマドゥロ政権の外交官に対して外交ステータスと外

交身分証を無効にすると発表。また、外交車の使用を禁

止した。 

 

翌１９日にはコロンビアのボゴタに移動。 

ドゥケ大統領と会談し、９月１６日に国連の独立調査団

が発表したマドゥロ政権を非難する人権報告書の内容

を確認（「ベネズエラ・トゥデイ No.499」）。 

 

ベネズエラでの流血を止めるため、国際社会は可能な限

りの努力をしなければいけないとの認識で合意した。 

 

また、ポンペオ国務長官は、ベネズエラからの移民対策

費として３億４，８００万ドルの支援金を拠出すると発

表。この支援金は、国務省の移民難民対策室から１億４，

３００万ドル、米国国際開発庁（USAID）から２億５０

０万ドルが拠出される。 

 

「マドゥロ政権 米国の陰謀を暴露する？」         

 

９月１８日 マドゥロ大統領は、米国の圧力を非難。 

 

近いうちに米国がベネズエラ経済を破壊するため国際

社会に指示を出している証拠を公表すると述べた。 

 

「ベネズエラは選挙を行い国に平和をもたらそうとし

ている。 

 

ポンペオはこの動きに失望しており、狂った発言を繰り

返し、ベネズエラに暴力を蔓延させ、ベネズエラ経済を

破壊するために多くの資金を投じている。 

ベネズエラ国民は米国の攻撃に警戒しなければならな

い。近いうちに米国がベネズエラを破壊しようとしてい

る証拠を提示する。」 

と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
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経 済                        

「中銀 金融機関の準備預金額を減らす         

 ～融資が増えるが、並行レート高騰の懸念も～」           

 

９月１８日 ベネズエラ中央銀行は、金融機関が中央銀

行に預けなければならない資金「預金準備」の金額を減

らすと発表した。 

 

中央銀行は２年前（１８年９月）から預金準備額を増や

し、市中にまわる資金を吸収する政策を執っていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.185」参照）。 

 

預金準備が減れば、銀行側は余剰資金を融資に回すこと

が出来るようになるため、融資が増え、経済が回りやす

くなる。 

 

融資が得やすくなることは経済にとってプラスに働く

が、リスクも存在する。 

 

そもそも１８年 9 月に中央銀行が預金準備を増やした

理由は並行レートの高騰（インフレの加速）を止めるた

めだった。 

 

実際に預金準備を増やすなど一連の経済政策を執った

ことで並行レートの上昇スピードは減速し、先月比１０

０％を超えていたインフレ率を落ち着かせることもで

きた。 

 

従って、預金準備を減らすと並行レートが不安定になり、

インフレが加速する可能性がある。 

 

なお、筆者は並行レートの高騰（インフレの加速）の原

因は、預金準備率よりも並行レートと公定レートの差に

あると考えている。 

 

 

 

その意味では、現在の公定レート（両替テーブル）は、

並行レートとほとんど同じで経済の歪みが起きにくい。 

 

預金準備を減らしてもそこまで並行レートを高める効

果はないのではないかと考えている。 

 

「ラグアイラ港 １２００社中稼働６０社」                  

 

「ラグアイラ港税関商工会議所」のルスベル・グティエ

レス代表は、ラグアイラ港で税関関連の仕事に従事する

企業で、現在もオペレーションを続けている業者は全体

の５％しかいないと述べた。 

 

「我々の団体は１，２００社超が加盟しているが、現在

は１，２０００社のうちの６０社しか稼働していない。 

 

輸入・輸出が急激に減少し、ガソリン不足もあり運送業

は大きく縮小した。今の状況で仕事を行うのは非常に厳

しい。」 

と述べた。 

 

「墨財務省 Libre Abordo の凍結維持を主張」         

 

２０年５月末、「Rosneft」がベネズエラから撤退した後、

「Rosneft」に代わり、マドゥロ政権の原油輸出を支援し

ようとした「Libre Abordo」は、米国政府の妨害を受け

て倒産した（「ベネズエラ・トゥデイ No.452」参照）。 

 

また６月に「Libre Abordo」と同社のグループ会社

「Schlager Business Corp」に制裁を発動。米国にある同

社の口座を凍結した（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」

参照）。 

 

これを受けてメキシコ財務省は、汚職調査のためメキシ

コにある「Libre Abordo」「Schlager Business Corp」と

同社役員の口座の凍結を命じていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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「Libre Abordo」「Schlager Business Corp」役員は、メ

キシコ・シティの裁判所に凍結解除を要請。 

 

同裁判所の判事は、メキシコ財務省に対して両社・役員

らの口座の凍結を解除するよう命じた。 

 

この命令を受けて、メキシコ財務省の「金融調査室」は

裁判所の決定を再検討するよう求める意見書を提出し

た。 

 

社 会                        

「コロンビアからのガソリン密輸映像」           

 

９月１８日 コロンビアとベネズエラの国境でガソリ

ンを密売している映像がツイッターに投稿された。 

 

映像では川に多くのドラム缶が浮かんでおり、別の岸に

ドラム缶を運んでいる。 

 

この映像を投稿した「Frontera Viva」によると、この映

像はコロンビアの Tibú からベネズエラの El Cubo（ス

リア州）のガソリン密売映像としている。 

 

 

（写真）公開ビデオの抜粋画像 

 

 

 

 

２０２０年９月１９～２０日（土曜・日曜）              

政 治                        

「CNE 国会議員選の投票期間は２日間」         

 

「国家選挙管理委員会（CNE）」のインドラ・アルフォ

ンソ代表は、Covid-１９感染拡大を防止するため、１２

月６日に予定されている国会議員選挙が１日では終わ

らない可能性があると述べていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.495」参照）。 

 

９月２０日 アルフォンソ CNE 代表は、選挙の投票期

間を２日に分ける方向で検討していると述べた。 

 

ただし、現時点で合計の投票期間を２４時間にするのか、

１８時間にするのかが確定しておらず、引き続き調整中

であるとした。 

 

ただし、選挙実施日よりもかなり前の段階で実施期間は

決定するとしており、遠くないうちに結論を出す意思を

示した。 

 

「アレアサ外相 国連報告書調査員を非難」           

 

９月１６日 国連の独立調査団は、マドゥロ政権の人権

侵害を非難する趣旨の報告書を公表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.499」参照）。 

 

９月１９日、２０日の２日間、アレアサ外相は同報告書

に反論する会見を実施した。 

 

アレアサ外相は今回の報告書を作成した独立調査員の

３名（Francisco Cox 氏、Marta Valinas 氏、Paul Seils

氏）について、基金から５００万ドルを受け取っており、

結論ありきの報告書を作成していたと主張した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
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また、チリ人の Francisco Cox 氏についてはアジェンデ

政権をクーデターで倒壊させたピノチェト政権の支持

者であると指摘。 

 

（アジェンデ政権は、選挙を通じて成立したチリで初の

社会主義政権だったが、ピノチェト氏（軍人）らによる

クーデターを受けて倒壊。ピノチェト政権が発足した。

当時のクーデターにも裏に米国政府の支援があったと

噂されている。） 

 

政治思想が偏った人物による報告書の作成は中立なも

のではないと主張した。 

 

また、今回の報告書は、マドゥロ政権がすすめている対

話を阻害する狙いがあるとした。 

 

 

（写真）ベネズエラ国営放送 VTV 

 

 

「医療の英雄 ４万人に給付完了」         

 

グアイド政権は「医療の英雄（Heroes de la Saludo）」と

いう国営病院の医療従事者を対象とした現金給付プロ

グラムを開始。８月２４日から支給が始まっている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

グアイド議長の発表によると６．２万人の医療従事者が

３カ月間、月１００ドルを受け取るとしている。 

 

しかし、現金の支給は「Airtm」という現金送金プラッ

トフォームを使用しており、給付はうまく進んでいない

ようだ。 

 

グアイド政権の発表によると、現時点で１００ドルの現

金給付を受けることができた人は３９，４３７名だとい

う。 

 

給付開始の発表から１カ月以上が経過しようとしてい

るが、１／３以上の対象者が現金を受け取っていないこ

とになる。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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経 済                       

「トリニダード政府 Nabarima の状況調査」            

 

少し前からスクレ州パリア沖にある原油貯蔵プラット

フォーム「Nabarima」が沈没の危機にあり、同施設に貯

蔵している原油が海上に漏れ出す懸念があると報じら

れている（「ベネズエラ・トゥデイ No.493」参照）。 

 

トリニダード・トバゴ・エネルギー省報道官は、

「「Nabarima」の視察をすることでベネズエラ政府と合

意した」と発表した。 

 

今回の視察は、「Nabarima」がトリニダード・トバゴの

海域を汚染する懸念がないことを確認するためのもの

であると説明している。 

 

記者から「マドゥロ政権との合意は米国の制裁に抵触す

る可能性があるのでは」と質問を受けると 

「今回の視察は制裁に抵触しないと理解している」 

と回答した。 

 

なお、「Nabarima」での原油漏れの懸念について、

「PDVSA Sucre」（PDVSA と Eni の合弁会社）は、原

油漏れの懸念はないと報道を否定している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.494」参照）。 

 

「カラカス向けに８万バレルのガソリン供給」              

 

９月１８日 「ベネズエラ石油労働者組合（FUTPV）」

の Eudis Girot 代表はツイッターで、ミランダ州カレネ

ロにある PDVSA の流通施設に１０万バレルのガソリ

ンが到着したと投稿した。 

 

Girot 代表によると、このガソリンはエルパリート製油

所から届いたガソリンだという。 

 

 

カレネロに到着した１０万バレルのガソリンのうち８

万バレルは首都向けに供給され、残りの２万バレルはア

ンソアテギ州のプエルト・ラ・クルス向けに供給される

とした。 

 

また、これらのガソリンは転売業者の手に渡り１リット

ル当たり３ドルで販売されることで転売業者を潤すこ

とになると投稿している。 

 

「イラン産ガソリン ブラジル近海を運航中」         

 

合計８２万バレル相当のイラン産ガソリンを積んだタ

ンカー３隻（「Forest」「Fortune」「Faxon」）がベネズエ

ラに向かっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.496」参

照）。 

 

「Tanker Trackers」によると、現在３隻のタンカーはブ

ラジル近海を運航中だという。 

 

以下の写真は９月１８日時点の「Forest」の位置。 

「Forest」は一日当たり３３８．４キロの速度で移動し

ているという。 

 

目的地までの距離は約５，１１１キロあるため、現在の

速度だと到着まで１５日（つまり、１０月３日頃）かか

るとした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
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社 会                       

「FARC 離反組と国家防衛隊（GNB）が衝突」            

 

９月１９日 ハビエル・マジョルカ記者は自身のツイッ

ターで、アプレ州パエス市ウルダネタ地区で「コロンビ

ア革命軍（FARC）」の離反グループ「Frente１０」とベ

ネズエラの「国家防衛隊（GNB）」が衝突したと投稿し

た。 

 

マジョルカ記者によると、GNB は FARC の離反グルー

プ「Frente １０」の資金提供者 Ferley González（あだ

名）という人物を探しており、「Frente １０」と衝突。 

 

GNB は同グループの構成員１５名を殺害。 

GNB 側は４名が死亡し、３名が負傷したという。 

 

９月１１日 タチラ州の UPEL 大学のハビエル・タラ

ソナ教授は、 

「FARC と「民族解放軍（ELN）」（同じくコロンビアの

ゲリラ組織）がアプレ州の犯罪行為で合意を結んだ。 

この合意はベネズエラ国軍の認識の下で結ばれた。」 

と訴えていた。 

 

GNB と「Frente １０」との衝突は FARC と ELN の合

意が関係しているのかもしれない。 

 

なお、ベネズエラ国防省は、今回の事件について発表は

していない。 

 

「ストーリー大使 スペインに汚職調査を要求」         

 

９月２０日 コロンビアでベネズエラの米国代表大使

の役割を担っているジェームス・ストーリー大使は、マ

ドゥロ政権の軍関係者の汚職資金がスペインに流れて

いると述べた。 

 

 

ストーリー大使は、ベネズエラ国軍高官の家族の６０％

はスペインに居住していると指摘。 

 

彼らの生活資金は、麻薬密売や汚職によりねん出された

資金の可能性が高いが、スペイン政府は十分な調査を行

っていないと主張。 

 

スペイン政府は、マドゥロ政権関係者の家族の生活資金

が何処から流れているか調査する責任があると訴えた。 

 

マドゥロ政権の軍人の家族あるいは退役軍人の多くは

スペインに移住する傾向にある。 

 

一例として、チャベス政権時代に諜報機関「SEBIN」（当

時の名前は「Disip」）の長官を務めたカルロス・ルイス・

アギレラ氏が挙げられる。 

 

アギレラ氏は、２００４年にマドリッドで９７万ユーロ

の住居を購入。他にも賃貸用アパートや農園などを購入

したという。 

 

２０１５年６月 アンドラ公国の裁判所は、汚職の嫌疑

があるとしてアンドラ銀行に対してアギレラ氏の口座

を凍結するよう要請。同国の資金は使用できなくなって

いる。 

 

ただし、アギレラ氏はスペインで何の法的な訴えも受け

ておらず、通常の生活を送っているという。 

 

以上 

 


