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（写真）VPI 動画を抜粋 “６月２１日 バチェレ人権高等弁務官 ベネズエラ訪問の総論を発表” 

 

 

２０１９年６月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「バチェレ弁務官 与野党代表と面談 

～制裁に懸念を示し、対話による合意を求める～」 

「バチェレ弁務官の発表に対する与党の反応」 

「バチェレ弁務官の発表に対する野党の反応」 

「野党交渉団 米国ベネズエラ問題担当官と面談」 

「１８４名が将軍、総督に昇進」 

経 済                     

「Conviasa メキシコ行きなど外国便を拡大」 

「トルコ航空 週５便に増便」 

「国営スーパー 事実上の民営化進む」 

2019 年 6 月 22～23 日（土・日） 

 

政 治                    

「カラボボ勝戦記念イベントを延期 

クーデターが起きる懸念があった」 

「米国軍南部総督 ベネズエラ国軍に祝辞 

チリ、アルゼンチンでベネズエラ問題議論」 

「カナダ大使館 正式にベネズエラから撤退」 

経 済                    

「ベネズエラ デフォルト総額１１２億ドル」 

社 会                     

「チリ ベネズエラ人の旅行目的の入国に制限 

～事前に領事館が発行するビザが必須に～」 
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２０１９年６月２１日（金曜）             

政 治                       

「バチェレ弁務官 与野党代表と面談           

 ～制裁に懸念を示し、対話による合意を求める～」       

 

６月１９日からベネズエラを訪問していた国連人権高

等弁務官事務所のバチェレ弁務官は６月２１日に帰国

した。 

 

６月２１日の最終日、バチェレ弁務官はキリスト教教会

司教、カベジョ制憲議長、マドゥロ大統領、グアイド議

長と会談した。 

 

 
（写真）外務省 

 

（写真）大統領府 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

バチェレ弁務官は、帰国する前にマイケティア空港で今

回の訪問の所感、成果を発表した。 

 

主な成果は、ベネズエラに人権高等弁務官事務所のスタ

ッフ２名を常駐させることになった点。 

 

これまでベネズエラには人権高等弁務官事務所の職員

がいなかったが、今後は２名が常駐し、ベネズエラで起

きている人権侵害などの実態を調査、マドゥロ政権に対

して改善を提言すると発表した。 

 

また、バチェレ弁務官自身は述べていないが、バチェレ

弁務官がベネズエラに到着する前日に国会のヒルベル・

カロ議員が解放されたが、これも成果の一つと言える。 

 

所感では、今回の訪問を通じ、ベネズエラで極めて深刻

な人道危機が起きているとの認識を示した。特に食料、

医薬品、電力など必要最低限の財・サービスが不足して

いると指摘。 

 

マドゥロ政権は社会開発プログラムなどを通じて、同分

野に対する一定の投資を行っているが、不十分であると

の認識を示した。 
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また、ベネズエラの経済危機について、 

「ベネズエラの混乱の元凶となっている経済危機は、２

０１３年頃から始まっているが、経済制裁がベネズエラ

の経済を更に悪化させており、特に今年の石油産業への

制裁は以前から存在していた経済問題を更に悪化させ

ている。」 

と制裁に対してネガティブな認識を示した。 

 

最後に、政治の対立はベネズエラ国民の生活を悪化させ

るだけで、ベネズエラ国民はこれ以上の生活悪化に耐え

られないと指摘。問題を解決するには双方の対話と合意

しかないと述べた。 

 

「バチェレ弁務官の発表に対する与党の反応」         

 

バチェレ弁務官の声明は、ほぼマドゥロ政権がこれまで

主張していた内容（経済制裁への非難、対話による問題

解決）と一致しており、マドゥロ政権としては満足のい

く内容と言える。 

 

マドゥロ大統領はバチェレ弁務官との会談直後に記者

会見を実施した。 

 

バチェレ弁務官と２時間ほどベネズエラの問題につい

て議論をしたと説明。 

 

これまで国連人権高等弁務官事務所の代表は、ベネズエ

ラについて偏った見方をしており、適切な対話相手にな

らなかったが、バチェレ弁務官は双方の意見を理解して

おり、対話をすることが出来ると述べた。 

 

また、「見解の異なる点はあるだろうが、ベネズエラの

人権システムを発展させるために必要な提言を受ける

意志があるとバチェレ弁務官に伝えた。」 

と述べた。 

 

 

「バチェレ弁務官の発表に対する野党の反応」                  

 

野党側としてはバチェレ弁務官の発表は複雑なものと

言える。 

 

主な理由は２点。 

 

１点目は経済制裁について。 

 

米国の経済制裁は元々、野党側が米国に求めたものだっ

た。現在も経済制裁はベネズエラに悪影響を与えていな

いとのスタンスを維持しており、バチェレ弁務官の認識

と異なっている。 

 

仮に経済制裁がベネズエラ経済を悪化させたことを認

識した場合、野党が経済悪化の一因と国民に認識されか

ねず、この点は容易には受け入れられないはずだ。 

 

２点目は、対話による問題解決。 

 

野党はこれまで対話、圧力と時期によって方針が揺れ動

いてきたが、少なくとも１９年１月にグアイド議長が国

会議長に就任してから５月までは圧力による政権交代

を強く支持してきた。 

 

圧力による政権交代に限界が見え始め、国民の政権交代

期待が低下したことで、５月からノルウェー政府の仲裁

による与野党交渉の模索が始まっているが、１９年１月

～５月の間、グアイド政権は世論が対話に傾かないよう、

対話で解決することは出来ないと強く訴えてきた。 

 

現在は何となく対話に動いているが、当時示した方針と

矛盾するため、対話に積極的になることは出来ず、バチ

ェレ弁務官の発言に肯定も否定もできないのが本音だ

ろう。 
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グアイド議長はバチェレ弁務官の訪問について、 

「ベネズエラの問題を解決するための外国の関与はい

つでも、誰でも歓迎する」 

と述べ、バチェレ弁務官のベネズエラ訪問についてポジ

ティブな認識を示した。 

 

他方、対話による解決を支持する発言については 

「バチェレ弁務官の認識だけが全てではない。我々はベ

ネズエラの問題を解決するためのあらゆる可能性を探

るべきだ。」 

と対話と圧力の選択肢、どちらもあり得るとのスタンス

を示した。 

 

他方、急進野党は当初からバチェレ弁務官の訪問自体に

反対だったが、今回の発表も受け入れられるものではな

かった。 

 

急進野党のリーダーであるベネズエラ主導党（VV）の

マリア・コリナ・マチャド党首は、自身のツイッターで 

 

「被害者と殺人者、正義と犯罪、この２つを正当な衝突

として比較することは倫理的にも受け入れられず、政治

的にも容認できない。 

 

政治的な妥協が人道問題を緩和させると信じるとの主

張は、我々が戦っているのが政治家ではなく、犯罪者で

あることを無視した主張だ。 

 

犯罪者がベネズエラの人道的な悲劇を招いている。 

マドゥロ政権は政権としての認識を欲しがっており、

（バチェレ弁務官のベネズエラ訪問で）それを勝ち取っ

た」 

とバチェレ弁務官を痛烈に非難している。 

 

 

 

 

 

「野党交渉団 米国ベネズエラ問題担当官と面談」                  

 

バチェレ弁務官がベネズエラを訪問している時、ノルウ

ェー政府の仲裁で与野党交渉の模索をしている野党側

の代表は、米国に出張していた。 

 

６月２１日 野党側の交渉窓口を務める４人（スターリ

ン・ゴンサレス国会第２副議長、ヘラルド・ブライ元バ

ルータ市長、ビセンテ・ディアス元選挙管理委員会

（CNE）役員、フェルナンド・モトーラ氏）は、米国国

務省でベネズエラ問題を担当しているエリオット・エイ

ブラムス担当官と面談した。 

 

どのような話し合いがなされたのかは明らかにされて

いないが想像することは難しくない。 

 

米国政府は対話による問題解決に否定的な認識を示し

ている。 

 

今回の４名の訪問は、米国政府に対して対話による解決

の試みに理解を示すよう求めるためのものだったと想

像される。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 
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「１８４名が将軍、総督に昇進」                  

 

６月２４日はカラボボ勝戦記念日でベネズエラは祝日

になる。 

 

また、カラボボ勝戦記念日のタイミングでベネズエラ国

軍の昇進が行われるのが恒例になっている。 

 

現地メディア「Bancaynegocios」によると、２０１９年、

ベネズエラ国軍は１８４名が将軍（国軍最高位である総

司令官の１つ下）、総督（海軍大総督の１つ下の位）の

位に就いたという。 

 

また、６７人が師団将軍（将軍の１つ下の位）、１５人

が副総督の位に就いたという。 

 

なお、軍総司令官はパドリーノ・ロペス国防相、海軍大

総督はレミヒオ・セバジョ海軍大総督が務めている。 

 

経 済                        

「Conviasa メキシコ行きなど外国便を拡大」           

 

６月１８日～１９日にかけて、観光省の主催によりホテ

ル・ユーロビルディングで「２０１９年 旅行展示会」

が開催されていた。 

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」も同イベントに

出展。 

 

同イベントで新たにメキシコ、エクアドル、セントビン

セント・グラナディン諸島の３カ国へのフライトを開始

すると発表した。 

 

「Conviasa」の発表によると、エクアドル（キト）行き

のフライトが始まるのは７月１０日から。月曜と水曜に

運航を予定している。 

 

ただし、メキシコとセントビンセント・グラナディン諸

島のフライトがいつから始まるかは確認できなかった。 

 

「トルコ航空 週５便に増便」             

 

ベネズエラとのフライトを維持する国が減っている中

でトルコは政治的な関係が良好なこともあり、フライト

が続いている。 

 

６月１９日 トルコ航空（トルキッシュ・エアライン）

はカラカス―ハバナ経由―イスタンブール行きのフラ

イトを増便すると発表した。 

 

現在、同フライトは週３回だが、今後は週５便にする。 

 

トルコ航空の発表によると、２０１８年に９，２４６名

のベネズエラ人がトルコに旅行をしたという。この数字

は２０１７年の実績と比べて３２％増としている。 

 

また、２０１９年１月～４月には２，５７８名のベネズ

エラ人旅行者がトルコを訪問。１８年の同期と比べて１

７．２４％増えているという。 

 

「国営スーパー 事実上の民営化進む」                  

 

現地メディア「Tal Cual」は、国営スーパー「Abasto 

Bicentenario」の状況を報じた。 

 

「Abasto Bicentenario」は、故チャベス元大統領が２０

１０年に始めたプロジェクト。 

 

貧困層に安価な生活品を提供するとの目的で、コロンビ

ア系のスーパー「Exito」など大型スーパーを接収し、

「Abasto Bicentenario」の店舗にした。 
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しかし、原油価格の急落や汚職の拡大などを理由にベネ

ズエラ経済が急変。 

 

「Abasto Bicentenario」では安価な商品が購入できるた

め、転売目的で商品を購入する人が増え、行列待ちをす

ることが仕事になるなど、流通システムが異常をきたす

ようになっていた。 

 

この状況を受け、２０１６年にマドゥロ大統領が流通シ

ステムの再構築を発表。店舗での販売から CLAP とい

う個人に直接配る食品流通システムに変更した。 

 

この流通網の再構築を受けて「Abasto Bicentenario」は

徐々に店舗を閉鎖。この３年で１万人の労働者が解雇さ

れたという。 

 

「Abasto Bicentenario」のウェブサイトでは全国に３４

店舗があると書かれているが、実際のところ１店舗を除

き、３３店舗は閉鎖。いくつかの店は「Salva Foods」と

いう民間企業が運営する「Tienda CLAP」という名前の

店に代わっているという。 

 

 

 

この「Salva Foods」という会社は、CLAP など政府との

取引で汚職を行い蓄財したコロンビア人アレックス・サ

アブ氏が関係している会社と報じられている。 

 

２０１９年６月２２日～２３日（土・日）             

政 治                        

「カラボボ勝戦記念イベントを延期           

      クーデターが起きる懸念があった」        

 

６月２２日 アルゼンチン系メディア「Infobae」は、ク

ーデターが起きる可能性があるとして、マドゥロ大統領

がカラボボ勝戦記念日の軍事イベントを延期するよう

命令していたと報じた。 

 

軍事イベントでのクーデター未遂事件と言えば、２０１

８年８月に起きたドローンによる爆発事件だろう（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.172」参照）。 

当時のようなクーデター計画があったと考えたのかも

しれない。 

 

４月３０日に起きた「自由オペレーション」については、

最終的に軍部は寝返らなかったものの、潜在的な不安要

素が多いことは明白。マドゥロ政権は反乱因子を探すこ

とに躍起になっている。 

 

本件とどのような関係があるのかは不明だが、バチェレ

弁務官がベネズエラから帰国した６月２１日に、６名の

軍人が拘束されたようだ。 

 

拘束された軍人の家族は、マドゥロ政権に対して安否の

確認をさせるようツイッターで要請した。 
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「米国軍南部総督 ベネズエラ国軍に祝辞       

  チリ、アルゼンチンでベネズエラ問題議論」           

 

米国軍南部総督の Craig Faller 氏は、６月２３日～２８

日にかけてアルゼンチン、チリを訪問する。 

 

両国との軍事的な協力関係を強化することが目的とし

ている。 

 

Faller 総督が各国と話すテーマには当然、ベネズエラ問

題、中国、ロシアとの関係なども入ってくることだろう。 

 

今回の両国訪問と直接的な関係はないかもしれないが、

６月２３日に Faller 総督は、ベネズエラ軍部に対して、

カラボボ勝戦記念１９８周年の祝辞を送った。 

 

祝辞には、 

「軍部はベネズエラの将来を決める重要な役割を負っ

ている、安定や秩序を守る必要がある。 

 

現在の米国とベネズエラには大きな違いがあり、両国の

関係は分断しているが、近いうちに友好的な関係が戻り、

共に働けることを期待している」 

などと書かれており、特にマドゥロ政権や国軍を非難す

るようなトーンでは書かれていなかった。 

 

「カナダ大使館 正式にベネズエラから撤退」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.299」で在ベネズエラ・カ

ナダ大使館が大使館業務を停止すると発表した。 

 

カナダ大使館で外交官を務めていた Krik Duguid 氏は

自身のツイッターで、６月２１日に大使館の旗を下げた

と投稿。同日をもって、正式に大使館業務が停止したよ

うだ。 

 

 

「本日、カラカスにある我々の大使館の旗を下げた。と

ても悲しいことだ。しかし、我々はすぐにベネズエラに

戻り、ベネズエラ人の困難をサポートすることになると

知っている。」と投稿した。 

 

 

（写真）Krik Duguid 氏ツイッター 

 

経 済                       

「ベネズエラ デフォルト総額１１２億ドル」            

 

国会の財務委員会は、ベネズエラの対外債務総額につい

て１，３３０億ドル相当の債務を特定したと発表。 

 

外貨支払いが許可されたものの中央銀行が支払いを実

行していない商業債務案件を含めれば、１，４００億ド

ルまで特定したと発表した。 

 

また、中国はこれまでベネズエラに対して５４０億ドル

の融資を実行し、現在の融資残は１９２億ドル程度にな

っているとの見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1826e5963065139984955e9736ca1d53.pdf
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今回の調査は「経済知識公開センター（Cedice）」と経

済調査会社「Ecoanalitica」の調査によって実施されたよ

うだ。 

 

国会で財務委員を務めるアドリアナ・マルティジャ氏は

２０１９年５月時点でベネズエラは確認できているだ

けでも１１１．７億ドルをデフォルトしているとコメン

トした。 

 

ベネズエラ政府は元本５０億ドル、利息２０億ドルがデ

フォルト状態にあり、PDVSA は利息３５億ドルがデフ

ォルト状態にあるとした。 

 

筆者の認識では、マルティジャ議員の述べた１１１．７

億ドルのデフォルトは外貨建債券の未払い額だけであ

り、商業債務や外国組織からの借入が返済できていない

案件、支払いが遅れている接収賠償金などを含めれば１

１１．７億ドルよりはるかに多くなるはずだ。 

 

また、マルティジャ議員は、債務再編で債務の減免措置

が必須であるとの認識を示した。 

 

他、中国とロシアの融資について 

「憲法に明記された債務承認プロセスを経ていない案

件があり、債務の合法性については議論がある」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「チリ ベネズエラ人の旅行目的の入国に制限      

  ～事前に領事館が発行するビザが必須に～」            

 

６月２２日から旅行目的でチリに訪問するベネズエラ

人は事前に在ベネズエラ・チリ領事館が発行するビザが

必要になった。 

 

チリの内務省秘書官は、今回のビザ施行について、自国

の入国管理を秩序だったものにするためだと説明。 

 

現在、チリには２８．８万人のベネズエラ人がおり、チ

リの外国人コミュニティとしては最も規模の大きいグ

ループになったとした。 

 

当然ながら、ベネズエラ人からは今回のチリ政府の措置

に反対する声が上がっている。 

 

６月２１日 アンドレス・ベジョ・カトリック大学の人

権センターは、今回のビザ要件が科せられたことで、１

５人のベネズエラ人がチリ行きの便を降ろされた。 

その１５名の中には車いすの乗客も含まれていたとチ

リ政府の措置を人権侵害的であると非難した。 

 

実際に今回の措置は極めて唐突だった。 

チリ政府がベネズエラ人旅行者にビザを要求すると発

表したのは６月２０日だったようで、１５名のベネズエ

ラ人は準備する時間が無かったとしている。 

 

 

以上 

 


