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（写真）ボルトン大統領補佐官 “９月１０日 トランプ大統領 ボルトン大統領補佐官の解任を発表” 

 

 

２０１９年９月９日（月曜） 

 

政 治                     

「国連バチェレ弁務官 ベネズエラについて報告 

～与野党両者から批判～」 

「コロンビア国境に軍人１．５万人を配置」 

経 済                     

「マドゥロ政権 スペイン銀行経由で金融取引？ 

～スペイン銀行はマドゥロ政権の支援を否定～」 

「中国 CNPC 原油購入を再びキャンセル」 

「米国 ベネズエラ政府関係者への制裁緩和」 

社 会                     

「ドル払いのレジに行列」 

２０１９年９月１０日（火曜） 

 

政 治                    

「トランプ大統領 ボルトン大統領補佐官を解任 

～ベネズエラ問題も両者衝突の理由に～」 

「コロンビア 米州機構で TIAR 発動を議論 

～米国政府 軍事介入目的の議論を否定～」 

「カベジョ制憲議長 副大統領就任の噂」 

「グアイド政権 諸外国外交官らと会合」 

経 済                    

「OPEC 8 月産油量７１．２万バレル／日」 

「IATA ３８億ドルの回収は困難」 

「ドルの価値 １年間で６６％減」 
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２０１９年９月９日（月曜）             

政 治                       

「国連バチェレ弁務官 ベネズエラについて報告    

          ～与野党両者から批判～」       

 

９月９日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、国連人権

委員会の要請を受けて、ジュネーブでベネズエラ情勢に

ついて報告を行った。 

 

バチェレ弁務官の主な発言は以下の通り。 

 

１．ベネズエラ経済、社会は引き続き悪化している。数

百万人の国民の経済権を制限している。 

 

２．米州地域で経験がないほどのハイパーインフレーシ

ョンを経験している。また、基本的な食料、医薬品、

生活必需品が不足している。 

 

３．最低賃金は月額２ドルで、家族が１カ月暮らすため

には４１倍の最低賃金が必要になる。 

 

４．ドル経済化が社会の二極化を加速させている。 

 

５．公共サービスは劣化しており、特にスリア州の電力

不足は危機的な状況にある。また、カラカス以外の

地域のガソリン不足も深刻な状況。 

 

６．ベネズエラでは国家警察特別部隊（FAES）による

法律を逸脱した捜査行為が行われている。FAES は

ベネズエラ政府高官の支援を受けて動いている。 

 

７．国会議員の不逮捕特権のはく奪も頻繁に行われてお

り、現在２４名の議員の不逮捕特権がはく奪されて

いる。 

 

 

８．ベネズエラ政府および野党に対して双方の違いを乗

り越えて、交渉に重きを置くことを求める。対話が

現状を克服する唯一の方法だと考えている。 

 

バチェレ弁務官の報告は、マドゥロ政権からも野党（特

に急進野党）からも批判を受けている。 

 

マドゥロ政権は今回の報告について、米国の制裁がベネ

ズエラに悪影響を与えている点について触れておらず、

多くの点で誤った認識をしていると非難。 

 

米国を中心とした諸外国の経済攻撃にさらされながら、

ベネズエラ政府が国民生活を守るために行ってきた社

会開発事業について全く触れられていないと主張した。 

 

一方、野党はバチェレ弁務官がマドゥロ政権を積極的に

批判していない点について不満を漏らしている。 

 

グアイド議長はバチェレ弁務官の報告について 

「バチェレ弁務官の報告はベネズエラに独裁政権が存

在することを証明している。あと必要なのは行動だ。」 

と国連がマドゥロ政権倒壊のために行動を起こすよう

求めた。 

 

また、急進野党は「マドゥロ政権との対話で問題を解決

するのが唯一の方法」との部分に強く拒否感を示してい

る。 

 

個人的にはバチェレ弁務官の報告はそこまで違和感は

ない。恐らく多くの人にとって違和感のない報告だった

はずだ。 

 

しかし、政治家は自身の主張を１００％正しいと主張し、

相手を完全に否定する仕事で、異なる見解を持つ主張を

否定しなければいけない。ベネズエラでは中立的な立場

に立つことが難しいことを感じさせる一件と言える。 
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「コロンビア国境に軍人１．５万人を配置」         

 

ベネズエラとコロンビアの政治的な対立が深化してい

る。 

 

後述する「コロンビア 米州機構で TIAR 発動を議論」

にある通り、コロンビア政府は９月１１日に行われる米

州機構の会合でマドゥロ政権に対する TIAR 発動の議

論を呼びかけており、問題をさらに悪化させている。 

 

９月９日 マドゥロ大統領は国家防衛委員会を召集。 

 

集まった軍人らを前にベネズエラを守るため必要な措

置を取るよう要請。 

 

ベネズエラのレミヒオ・セバジョ海軍総督は、コロンビ

ア国境に１．５万人の軍人を配備したと説明。どのよう

な攻撃が来ても迅速に対応できると説明した。 

 

両国の関係悪化に注目が集まる中、グアイド議長は、「マ

ドゥロ政権は国民の注目を逸らすため意図的にコロン

ビアとの対立を演出している」と発言。 

 

目を逸らされることなく、マドゥロ政権を崩壊させるた

めの圧力をかけ続けることが重要だと主張した。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 スペイン銀行経由で金融取引？     

 ～スペイン銀行はマドゥロ政権の支援を否定～」           

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権がスペイン銀行を通じ

て金融取引を行っていると報じた。 

 

 

 

 

 

「Bloomberg」によると、ベネズエラ政府と取引を行っ

ている企業が「スペイン銀行を通じて取引するのが一つ

の方法だ」とベネズエラ政府側から提案を受けたという。 

 

この報道について、スペイン銀行は 

「スペイン銀行は国際基準に則り金融取引を行ってお

り、イレギュラーなことはしていない。」 

と説明。 

 

「ベネズエラ政府はスペイン銀行に口座を持っており、

外交支出や多国籍組織への支出など適正な取引の送金

を行っている。」 

と補足した。 

 

「中国 CNPC 原油購入を再びキャンセル」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.332」で、中国の CNPC が

制裁の二次被害を恐れ、PDVSA から原油購入をキャン

セルしたとの報道を紹介した。 

 

ロイター通信は、CNPC が再びベネズエラ産原油の購

入を見送ったと報じた。 

 

CNPC のスタンスを知る人物は 

「CNPC はベネズエラ原油を購入するべきではないと

の理解をはっきりと示している。現時点では今月の購入

予定は立ってない。また、いつまで購入停止が続くのか

は分かっていない。」 

とコメントしたようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86840f170bac685952e072ebfc920eb3.pdf
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「米国 ベネズエラ政府関係者への制裁緩和」                  

 

米国政府は制裁ライセンス３４号を修正。 

 

特定のマドゥロ政権関係者の資産凍結措置を解除した。 

 

資産凍結を解除されるのは、マドゥロ政権関係者であっ

ても連邦行政規則 501.603 に定められている資産の源

泉報告をした人物。 

 

また、以下の要件のいずれかを満たしている必要がある。 

 

・米国籍を有している人物 

・米国に永住権を持つ外国人 

・有効な居住ビザを持っている人物 

 

この条項に該当する人物は、１０営業日以内に連邦行政

規則 501.603 に定められている資産の源泉報告を行わ

なければならないようだ。 

 

社 会                        

「ドル払いのレジに行列」               

 

ベネズエラ人記者サンティアゴ・マルティネス氏は、カ

ラカスのスーパーマーケットでドル払い専用のレジが

出来ており、そのレジに行列が出来ている光景をツイッ

ターに投稿した。 

 

以前はドルでの支払いは隠れて行うことが一般的だっ

たが、経済のドル化が進みベネズエラ政府もドル取引を

容認するような雰囲気がある。 

 

このような状況のため一般的にドル建ての取引が行わ

れるようになってきたと言えそうだ。 

 

 

 

 

（写真）@Santiago Martinez 氏 

 

２０１９年９月１０日（火曜）              

政 治                        

「トランプ大統領 ボルトン大統領補佐官を解任    

    ～ベネズエラ問題も両者衝突の理由に～」        

 

トランプ大統領は自身のツイッターで、ボルトン大統領

補佐官に解任を通告したと投稿した。 

 

トランプ大統領のツイッターを日本語訳するサイトで

は、 

「昨夜、ジョン・ボルトン補佐官に、ホワイトハウスに

はもう彼の役目はないと伝えた。私も他の閣僚も、彼の

提言の多くにはまったく同意できなかったのである・・」 
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「・・そこで彼には辞任するよう求めたが、今朝になっ

て辞任を伝えてきた。ジョンはご苦労であった。次期安

全保障担当補佐官は来週発表する。」 

と書かれている。 

 

 

（出所）Daniel Trump 日本語訳 

 

以前より、トランプ大統領とボルトン大統領補佐官は、

外交方針の違いで衝突していると報じられていた。 

 

主な相違点は、北朝鮮対応、アフガニスタン対応。また

ベネズエラ対応についても意見が異なっていたという。 

 

ベネズエラ問題について、トランプ大統領はマドゥロ政

権の倒壊は容易だと考えていたという。しかし、ボルト

ン大統領補佐官が主導で行った圧力強化方針は失敗し、

マドゥロ政権は現在も存続している。 

 

この失敗についてトランプ大統領はかなり不満を感じ

ていたと言われている。 

 

 

 

 

なお、ボルトン大統領補佐官は、タカ派の人物として知

られ、ベネズエラについてもマドゥロ政権を強く非難す

る急先鋒として知られていた。 

 

ボルトン大統領補佐官が辞任したとしても、対ベネズエ

ラ方針は大筋では変わらないだろうが、制裁強化などは

ややトーンダウンするのかもしれない。 

 

なお、「米国 ベネズエラ政府関係者への制裁緩和」に

ある通り、米国政府はマドゥロ政権関係者への制裁を一

部緩和した。 

 

９日にボルトン大統領補佐官に辞任を求めたというの

は偶然ではないのかもしれない。 

 

「コロンビア 米州機構で TIAR 発動を議論      

  ～米国政府 軍事介入目的の議論を否定～」           

 

９月１０日 コロンビアのマルタ・ルシア・ラミレス副

大統領は、９月１１日に予定されている米州機構の会合

で米州相互援助条約（TIAR）の発動を議論すると発表

した。 

 

TIAR を発動させる目的は、マドゥロ政権による諸外国

への攻撃に対応するため。 

 

マドゥロ政権は、コロンビア国境で厳戒態勢を敷くよう

軍部に要請。１．５万人の軍人を国境に配備している。 

 

コロンビアにあるベネズエラ米国大使館は公式ツイッ

ターで１１カ国が TIAR の発動に賛同していると投稿

している。 
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（写真）コロンビアにあるベネズエラ米国大使館 

 

「カベジョ制憲議長 副大統領就任の噂」         

 

９月１０日 野党系サイト「Run Run」のオーナーであ

るネルソン・ボカランダ記者は、カベジョ制憲議長が副

大統領になる可能性があると報じた。 

 

国防相になるとの噂もあり、真偽のほどは不明。 

 

 

（写真）ボカランダ氏ツイッターより抜粋 

 

 

 

「グアイド政権 諸外国外交官らと会合」         

 

９月１０日 グアイド議長はベネズエラにいる外交官

と会合を持ったと報じた。 

 

会合の趣旨は、「ベネズエラの政治的、人道的な危機を

解決するためにどのような行動を取るべきかについて」

と説明した。 

 

具体的にどのような話し合いだったのかは明らかにさ

れていない。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“グアイド議長 外国の外交官らを招き会合” 

 

経 済                       

「OPEC 8 月産油量７１．２万バレル／日」            

 

９月１１日 OPEC は毎月更新している原油市場レポ

ートを公開した。 

 

同レポートの第三者調べによると、１９年８月のベネズ

エラの産油量は日量７１．２万バレル（暫定値）。 

先月の日量７５．５万バレルから４．３万バレル減少し

た。 
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また、ベネズエラ自身が自己申告している１９年８月の

産油量は日量９３．３万バレル。先月の９０．６万バレ

ルから２．７万バレル増えたとしている。 

 

 

 

「IATA ３８億ドルの回収は困難」           

 

マドゥロ政権は、過去民間セクターに支払いを約束して

いた商業債務を支払わないまま塩漬けにしている案件

が多数存在する。 

 

航空産業も被害者グループの１つ。 

 

海外行きチケットをボリバル建てで受け取り、その後政

府がボリバル建ての収入を公定レートで外貨に換える

ことになっていたが、途中から支払いが停止した。 

 

 

 

これにより航空産業全体で３８億ドルの未回収債権が

あると言われている。 

 

国際航空運輸協会（IATA）のピーター・セルダ副代表

はパナマで開催された会合で、３８億ドルの債権を回収

することは難しいとの見解を示した。 

 

IATA によると、同協会に加盟する航空会社２４社が債

権の支払いを待っているという。 

 

「ドルの価値 １年間で６６％減少」              

 

経済調査会社「Aristmuno Herrera ＆ Asociados」によ

ると、ベネズエラにおける２０１９年 8 月時点のドルの

価値は、１８年 8 月当時よりも６６％減少したと報じ

た。 

 

別の言い方をすると、１８年８月に１００ドルで購入で

きた商品は、１９年 8 月には２９４ドル支払わなければ

いけないという。 

 

また、ベネズエラ国内の４０％の商取引はドル、ユーロ、

人民元など外貨建てになっていると説明した。 

 

以下は筆者の見解だが、ベネズエラではこれまでドル生

活者の生活コストが低すぎたのが実態。 

並行レートと公定レートの乖離が縮小したことで経済

のゆがみが改善し、ドルの価値が適正レベルに戻り始め

ていると理解した方が良いだろう。 

 

以上 

 

 


