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（写真）Pixabay “Master Card ベネズエラ軍人銀行「Banfanb」へのカード決済サービス停止を発表” 

 

 

２０１９年９月４日（水曜） 

 

政 治                     

「トランプ大統領娘 コロンビア国境を視察」 

「PDVSA 職員 マドゥロ政権への訴え署名」 

経 済                     

「Mastercard 軍人銀行への決済サービス停止 

～銀行監督局 新たな決済システムを検討～」 

「中国石油会社 ベネズエラでの事業を停止 

～シェブロンもライセンス期限前に撤退の噂～」 

「並行レート下落 公定レートと逆転」 

社 会                     

「Forbes 住みにくい都市１４０位中１３１位」 

２０１９年９月５日（木曜） 

 

政 治                    

「与党 野党のガイアナ国境引渡し検討を非難」 

「ロペス国防相 解任検討の噂 

～後任候補はセバジョ総督かスアレス大将～」 

「コロンビア国境に３０００人超の軍人配置」 

経 済                    

「国会 8 月のインフレ率は先月比６５．２％増」 

「会計監査庁 PDVSA 監査部の査察を命じる 

～マドゥロ政権 PDVSA 監査役を解任～」 

社 会                     

「メリダ州で山火事 ２１７ヘクタール消失」 
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２０１９年９月４日（水曜）             

政 治                       

「トランプ大統領娘 コロンビア国境を視察」       

 

９月４日 米国トランプ大統領の娘で大統領補佐官を

務めるイバンカ・トランプ氏はコロンビアとベネズエラ

の国境の町ククタを視察。そこでフリオ・ボルヘス元国

会議長と意見交換をした。 

 

また、同会合の前に米国国際開発庁（USAID）のマーク・

グリーン長官およびジョン・サリバン国務省秘書官とグ

アイド政権関係者が会談を持った。 

 

同会談でサリバン秘書官は、米国政府としてベネズエラ

移民への諸外国の対策費として追加で１．２億ドルの資

金を拠出すると発表した。 

 

イバンカ大統領補佐官は、今後アルゼンチン、パラグア

イを訪問予定。各国でもベネズエラ問題について意見交

換を予定しており、今回の南米訪問の重要テーマの１つ

に位置付けられている。 

 

 

（写真）ボルヘス元国会議長ツイッターより抜粋 

“イバンカ大統領補佐官 ボルヘス元国会議長らと会談” 

 

 

「PDVSA 職員 マドゥロ政権への訴え署名」         

 

オリノコ川産油地帯サン・フェリックス地区の PDVSA

作業員がマドゥロ政権に対して、食品提供の約束を違反

したとして署名集めを行った。 

 

投稿された訴えの書面によると、９月１日から現場の食

堂が稼働を停止しており、食事が食べられない状況が続

いているようだ。 

 

この状況を受けて、マドゥロ政権を非難する趣旨の署名

集めを行っている。 

 

 

（写真）@Watcher 

PDVSA 職員” 

 

経 済                        

「Mastercard 軍人銀行への決済サービス停止     

 ～銀行監督局 新たな決済システムを検討～」           

 

９月４日 米国の決済サービス会社「Master Card」は、

「ベネズエラ国軍銀行（Banfanb）」と「Banco Agricola」

へ提供していた決済サービスを停止すると発表した。 
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今回の決定は米国の制裁が理由。 

 

１９年８月、米国政府が追加制裁を科した際に、既にベ

ネズエラ政府関係組織と契約している案件については、

契約解除までの移行期間措置が「ライセンス２８」で記

されていた。 

 

そのライセンス条項の有効期限は、米国時間９月４日ま

で。 

 

ライセンス期間が満了したことによりベネズエラ政府

関係の金融機関である「Banfanb」、「Banco Agricola」へ

のサービスが停止したものと思われる。 

 

なお、「Master Card」は全ての国営銀行へのサービスを

停止したわけではないようだ。 

 

１９年１月 米国政府は、「Master Card」や「Visa」な

どクレジットカード会社に対して、ベネズエラの国営銀

行「Banco de Venezuela」「BancoBicentenario」、「Banco 

del Tesoro」など一部の金融機関へのサービス提供に関

する「ライセンス１５」を発行している。 

同ライセンスは２０２０年３月２２日まで有効なので、

引き続き決済サービスが提供されるものと思われる。 

 

今回の措置により「Banfanb」、「Banco Agricola」は、

「Consorcio Credicard」が提供するカード決済機でない

とカードが使用できなくなっている。 

 

Banfanb によると、「Master Card」がサービスを停止し

たことで、ベネズエラ国内で使用されている４０％のカ

ード決済機では支払いが出来なくなっているようだ。 

 

今回の措置によりベネズエラ軍人のマドゥロ政権への

不満を拡大させようとしていると思われるが、逆に米国

政府への不満を拡大させる側面もあり、米国政府が望む

結果にならない可能性もある。 

 

マドゥロ政権は以前から米国政府の制裁強化を予見し

ており、ベネズエラ国内で使用可能な決済システムの構

築を急いでいた。 

 

現在、「Credicard」の決済システム「Naiguatal」という

システムの導入が検討されているようだ。 

 

９月４日 銀行監督局（SUDEBAN）のアントニオ・モ

ラレス長官は、ベネズエラ国内の国営・民間金融機関の

代表を召集し、「Naiguatal」の導入について議論したと

いう。 

 

「中国石油会社 ベネズエラでの事業を停止       

 ～シェブロンもライセンス期限前に撤退の噂～」         

 

米国の制裁を受けて、CNPC がベネズエラ産原油の購

入をキャンセルするなど、マドゥロ政権の友好国である

中国もマドゥロ政権と距離を置くような雰囲気が見ら

れている（「ベネズエラ・トゥデイ No.332」参照）。 

 

上記に加えて、更に CNPC がマドゥロ政権と距離を置

く報道が確認された。 

 

９月４日 現地紙「El Estimulo」は、CNPC が PDVSA

との合弁会社の活動を停止していると報じた。 

この噂は少し前から関係者から聞いていたが、報道に出

るのは今回が初めてだろう。 

 

また、CNPC と PDVSA の合弁会社「Sinovensa」で活

動をしている中国の掘削事業者「HuanQiu Construction 

＆ Engineerind Corporation（HQC）」は PDVSA から

の支払いが遅れていることを理由に作業を停止したと

報じられている。 

 

 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl28.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl15b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86840f170bac685952e072ebfc920eb3.pdf
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また、米国のエネルギー会社「Chevron」もベネズエラ

から撤退する可能性が報じられている。 

 

９月４日 「Bloomberg」は、米国政府が現在のライセ

ンス契約の更新を拒否した場合を想定して「Chevron」

が既存の各種契約を変更していると報じた。 

 

１９年７月 米国政府は「Chevron」など、ベネズエラ

で活動をしている米国のエネルギー事業者に対して１

０月２５日までベネズエラ事業を継続するライセンス

を更新していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.323」参照）。 

 

「並行レート下落 公定レートと逆転」                  

 

９月４日 並行レートが急激に下落した。 

 

現地メディアによると複数の並行レート参照サイトの

平均レートは９月３日時点で１ドル BsS.２１，６８０．

７９だったが、翌４日には 1 ドル BsS.１９，９４９．１

となった。 

 

他方、同日の公定レートである「両替テーブル」の平均

は１ドルBsS.２３，６７５．７と並行レートを上回った。 

 

翌９月５日には公定レートと並行レートの乖離は狭ま

ったが、依然としてボリバルを低く評価する逆転現象が

起きている。 

 

９月５日の両替テーブルは前日からやや下げ１ドル

BsS.２０，９５９．９２。 

 

他方、多くの並行レート参照サイトでは１ドル BsS.２

０，０００前後。「Dolar Today」は１ドル BsS.２０，９

６３．１１となっている。 

 

 

 

社 会                        

「Forbes 住みにくい都市１４０位中１３１位」            

 

経済誌「Forbes」は、住みにくい都市ランキングを公表。 

 

カラカスは調査対象となった１４０都市中１３１位に

ランキングされた。 

 

最も住みやすい都市はオーストリアのウィーンで１０

０点中９９．１点と評価された。 

 

カラカスは４６．９点。 

個別項目では「安定性」が３５点。「衛生」が３３点と

低く評価された。 

 

他方、「教育」は６６．７点、「インフラ」は５３．６点、

「文化／環境」は５６．３点と評価された。 

 

２０１９年９月５日（木曜）             

政 治                       

「与党 野党のガイアナ国境引渡し検討を非難」        

 

９月５日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、グアイド

議長がガイアナにエセキボ地区を引き渡そうとしてい

ると訴えた。 

 

「エセキボ」は、ベネズエラと隣国ガイアナに接する領

土。天然資源がある土地とされ、両国が領有権を主張し

ている。 

 

ロドリゲス副大統領は、米国在住のベネズエラ人で米国

国務省のアドバイザーをしているバネッサ・ネウマン氏

と大衆意志党（VP）のマニュエル・アベンダニョ氏との

通話を傍受したと説明。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56b1d4a0f846e3abfe6e67ffe0a07bbb.pdf
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傍受した通話から、グアイド政権は、ガイアナの支持を

得るためにエセキボの領有権を引き渡そうとしている

ことが判明したと説明した。 

 

筆者は問題の通話音声を確認したが、ロドリゲス副大統

領の説明は飛躍があるように思えた。 

 

通話では、ネウマン氏は「グアイド政権はその件（エセ

キボの領有権）について触れない」と述べており、「領

有権を強く主張しガイアナと争う意志はない」と言及し

ているが、支持の見返りに領土を引き渡そうとしている

とは発言していない。 

 

ただし、グアイド政権はエセキボ地区の領有権について

強く主張する意思は無いとガイアナ政府に伝えること

で支持を得ようとしていると理解することは出来る。 

 

解釈を大きく飛躍させれば、ロドリゲス副大統領のよう

な理解になるのだろう。 

 

検察庁は、国家への反逆の容疑でグアイド議長を調査す

ると発表。パドリーノ・ロペス国防相も領土を他国に引

き渡そうとする野党の姿勢を非難している。 

 

「ロペス国防相 解任検討の噂             

  ～後任候補はセバジョ総督かスアレス大将～」           

 

ベネズエラ軍部専門家のセバスティアン・バラエス氏は、

マドゥロ大統領がパドリーノ・ロペス国防相の解任を検

討していると報じた。 

 

特に両者の関係悪化が顕著になったのは４月３０日の

自由オペレーションがきっかけだという。 

 

 

 

 

自由オペレーションの前日、ロペス国防相の家族はロペ

ス国防相に宛てたビデオメッセージを公開した。 

マドゥロ政権を離反し、グアイド政権に従うよう呼びか

けていた。 

 

バラエス氏によると、マドゥロ大統領が検討している国

防相候補はレミヒオ・セバジョ海軍総督かヘスス・スア

レス陸軍大将。一部では、食料相を務めたこともあるフ

ェリックス・オソリオ大将（現在は軍人士官学校の学長）

の名前も挙がっているようだ。 

 

「コロンビア国境に３０００人超の軍人配置」         

 

コロンビアとベネズエラの国境で緊張が高まっている。 

 

９月５日 コロンビアとの国境に面するタチラ州の護

衛官を務めるフレディ・ベルナル氏（CLAP 代表）は、

国境に３，０００人超の兵士を配置したと発表した。 

 

「３，０００人以上のベネズエラ国軍軍人が完全な統制

をもってコロンビアとの国境を守っている。 

 

我々は紛争を望まないが、常に警戒を怠らない。我々は

帝国主義の強い監視を受けていることを忘れてはいけ

ない。」 

と訴えた。 

 

また、９月４日にマドゥロ大統領はコロンビアとの国境

で軍事演出を行うよう指示を出した。 

 

軍事演習は９月１０日～２８日にかけて、コロンビアと

国境を面するスリア州、タチラ州、アプレ州、アマゾナ

ス州で予定されている。 
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経 済                       

「国会 8 月のインフレ率は先月比６５．２％増」            

 

９月５日 国会のアンヘル・アルバラード議員は８月の

インフレ率を公表した。 

 

８月のインフレ率は先月比６５．２％増。７月のインフ

レ率は先月比３３．８％増だったので、インフレ速度が

加速したことになる。 

 

また、１９年２月以降、インフレはやや落ち着く傾向に

あったが、先月比６０％を超えるのは１９年１月以来と

なる。 

 

「並行レート下落 公定レートと逆転」の通り、ここ数

日は並行レートが下落しているが、８月に入ってから並

行レートの上昇スピードが加速（「ウィークリーレポー

ト No.111」参照）。公定レートも並行レートに引きずら

れるように上昇していた（詳細は「ウィークリーレポー

ト No.112」参照）。 

 

並行レートは物価に強い影響を与えるため、８月の物価

上昇は自然なことと言えそうだ。 

 

「会計監査庁 PDVSA 監査部の査察を命じる           

  ～マドゥロ政権 PDVSA 監査役を解任～」         

 

会計監査庁は、PDVSA の監査部への査察を命じた。 

 

査察の担当者に任命されたのはディダルコ・リバス氏。 

 

また、８月３０日付の官報４１，７０６号で２０１５年

から PDVSA 監査役を務めていたミゲル・ペルドモ氏が

即時解任された。 

 

 

 

ペルドモ氏が解任された理由については明らかにされ

ていないが、数日前にコロンビアへガソリンを販売して

いた罪で複数の PDVSA 職員、Corpoelec 職員、軍人ら

が逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.339」参照）。 

 

この事件と関係している可能性はありそうだ。 

 

社 会                        

「メリダ州で山火事 ２１７ヘクタール消失」             

 

メリダ州のピント・サリナス市で大規模な山火事が起き

ている。 

 

火事は１週間前から続いており、既に２１７ヘクタール

が焼失したと報じられた。地元の消防隊員５０名が消火

作業を行っているようだが、未だに消火しきれていない。 

 

メリダ州はコーヒー豆、野菜などの産地でもあり、これ

らの農園も被害にあっているようだ。 

 

 

（写真）Caraota Digital 

“メリダ州ピント・サリナス市 山火事の様子” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fc18caa6101608fb3e6584c4ecb8afb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fc18caa6101608fb3e6584c4ecb8afb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27b120b10cbec83af79466c11a3707e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27b120b10cbec83af79466c11a3707e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d3080942c686ee9f9b775dda2db18147.pdf

