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（写真）国家通信センター（野党国会） 

“トランプ大統領 インタビューでグアイド議長への懸念を表明” 

一週間のまとめ（６月２１日～６月２７日）          

（１）与党陣営の動き ～制裁圧力で原油輸出収入は激減～          

 

２０年６月２７日 ベネズエラで Covid-１９の感染が確認された

人数は３５１名増え、５，１３０名に達した。 

 

一日で３５１名の感染確認は、これまでで最も多い数字。 

今後、Covid-１９感染が更に拡大する懸念が生じている。 

 

現在、ベネズエラでは Covid-１９隔離緩和プラン「７＋７」が施

行されており、一週間置きに隔離と営業再開（一部の許可された業

種のみ）を繰り返す仕組みになっている。 

 

本来であれば６月２９日から一部の店舗の営業が再開する予定だ

ったが、Covid-１９の感染拡大を受けて「７＋７」の計画を変更。 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、６月２９日の週も引き続き隔離

措置を継続すると発表した。 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～制裁圧力で原油輸出収入は激減～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～GOLD 訴訟 英政府の方針踏襲か～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～トランプ大統領による 

グアイド議長不要説～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

２．ボルトン元大統領補佐官の回顧録 

～人道支援搬入イベントから 

自由オペレーションまで～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

 

 

３．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １３p 

 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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国会議員選については、主要野党が非難をする中、穏健野党とマドゥロ政権が

選挙実施に向けて協議を進めている。 

 

６月２６日 「選挙管理委員会（CNE）」は、国会議員選挙の実施のための常

設委員会の設置を発表。選挙への参加意思のある政党から選挙実施に向けた意

見を聴取するとした。 

 

政治的にはマドゥロ政権が安定し、国会議員選挙に向けた動きが着実に進んで

いるものの財政的な観点から見るとマドゥロ政権は極めて厳しい状況にある。 

 

石油セクター有識者の情報によると６月のベネズエラの原油収入は事実上ゼ

ロに近い水準だという。 

 

同専門家によると、６月にベネズエラから出港した原油タンカーは６隻。 

輸出量にして日量２７万バレル相当だという。 

 

６隻のうち２隻はスペイン向け。２隻はキューバ向け。１隻はイタリア向け。

もう１隻はアジア方面に向けて進んでいるが、目的地不明だという。 

 

先月、ベネズエラから出向したタンカーの数は１２隻。過去には一カ月で３０

～５０隻がベネズエラから出港していた時もあったので、当時と比べて著しく

取引が縮小していることが分かる。 

 

２０年２月に「Rosneft Trading」が米国政府から制裁を科せられ「Rosneft 

Trading」が行っていた迂回取引をメキシコ企業「Libre Adordo」と「Schlager 

Business Group」が担っていた。しかし、米国の制裁圧力を受けてこれらの取

引が止められ、「Libre Adordo」と「Schlager Business Group」は倒産を宣言。 

迂回取引も厳しい状況になっている。 

 

基本的にキューバ向けの原油輸出は、キューバ政府による軍事・医療サービス

などで相殺されており、現金収入を生み出さない。 

イタリア、スペイン向けの原油輸出についても債務返済・配当金支払いを目的

に輸出されており、現金収入を生み出さない。 

また、もう 1 隻の原油タンカーはマラッカ海峡を移動し、海上受け渡しなどで

産油国が分からないよう工作をした上で、８月頃に中国に到着する。 

 

POINT 

 

 

 

Covid-１９感染拡大続

く。マドゥロ政権は６

月２９日の週も隔離措

置を継続すると発表。 

 

制裁の影響で原油を購

入する取引先が減少。 

 

６月の原油輸出のほと

んどは現金収入を生み

出さないとされる。 
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中国は現金で支払う可能性があるが、マドゥロ政権は相当のディスカウントで

販売する必要がある。また、未だに中国に１４０億ドルほどの債務があるとさ

れており、返済に充てられればこれらの収入も見込むことが出来ない。 

 

つまり、今月の PDVSA の原油輸出はほぼ現金収入を生み出さず、有識者は１

億ドル程度しかマドゥロ政権に現金が入ってこないのではないかと推測して

いる。 

 

原油収入の減少によりマドゥロ政権は GOLD、麻薬取引など別の手段で現金を

調達することを迫られている。 

 

（２）野党陣営の動き ～GOLD 訴訟 英国政府の方針踏襲か～                 

 

６月２２日から英国でマドゥロ政権とグアイド政権が英国銀行の GOLD の所

有権を巡り協議を行った。 

 

協議４日目の２５日、同裁判を担当している Nigel Teare 判事は「出来るだ

け早く判決を下す」と述べるにとどまり、現時点では GOLD の所有権がどち

らにあるのか結論は出ていない。 

 

しかし、グアイド政権側の発表の通りであれば GOLD は引き続き英国銀行に

留保される可能性が高そうだ。 

 

６月２５日 グアイド政権側の会計監査グループは協議の結果を報告。 

 

「マドゥロ政権は「国連開発計画（UNDP）に GOLD の売却資金を引き渡す

ことになっていると発表しているが、そのような計画は存在していなかっ

た」と主張。 

「司法当局に他国の政府の正当性を決める権限はないとして、英国政府にど

ちらをベネズエラの正当な政府と認識するか確認することとなった。」と発表

した。 

 

英国政府は、実務上マドゥロ政権をベネズエラの政府として行動している

が、対外的にはグアイド政権をベネズエラの正当な政府と認識すると発表し

ている。グアイド政権の発表の通りであれば、今回の訴訟はグアイド政権側

に軍配が上がることになりそうだ。 

POINT 

 

 

 

与野党 英国に保管さ

れている GOLD の所有

権を巡り協議を実施。 

 

 

グアイド政権の発表に

よると、 

「英国裁判所は他国政

府の正当性を判断する

権限はなく、英国政府

に判断を仰ぐ」 

という。 
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なお、ドイツ銀行などベネズエラ政府の債務支払い不履行を理由に裁判を起

こしたがっている債権者は多い。ただし、彼らは裁判を起こす相手がグアイ

ド政権なのかマドゥロ政権なのかがはっきりしておらず、裁判が起こしにく

い状況が続いていた。 

 

今回の英国裁判所の判決は欧州債権者の訴訟相手がマドゥロ政権になるのか

グアイド政権になるのかを決める判例にもなり得るという。 

 

（３）外国の動き ～トランプ大統領によるグアイド議長の不要説～                      

 

６月２１日 米国メディア「Axios」は、トランプ大統領へのインタビュー記

事を公開。 

 

グアイド議長について「彼がいても、いなくても米国は生きていくことが出来

る」と評価。グアイド議長の政権移行への努力について「有効な対応が出来て

いたと思わない」との見解を示した。 

 

前号「カントリーリスクレポート No.156」のボルトン元大統領補佐官の回顧

録で、トランプ大統領は最初からグアイド議長にあまり好感を持っていなかっ

たと書かれていた。今回のインタビューを見る限り、トランプ大統領のグアイ

ド議長への印象は事実だったと言えそうだ。 

 

とは言え、理由もなくトランプ大統領が今回の発言をしたわけではないだろう。 

 

野党は米国政府の支援があるからこそ暫定政権を維持できており、米国政府の

意向を汲むことは野党にとって必須と言える。トランプ大統領がグアイド議長

への不満を公言したことは、野党に忖度を求めるメッセージと理解できる。 

 

また、米国の政治事情に詳しい有識者によると、現在トランプ政権内ではベネ

ズエラ対応の失敗の原因を洗い出しているところだという。そして、原因は「信

頼した情報源の選定ミスにあった」と考えているようだ。 

 

「信頼していた情報源」として名前が挙げられたのは、マルコ・ルビオ議員と

Claver-Carone 大統領顧問（国家安全保障問題担当）。６月１６日 米国政府

は Claver-Carone 大統領顧問を米州開発銀行の総裁に推薦したが、事実上のホ

ワイトハウスからの追い出しだという。 

POINT 

 

 

トランプ大統領 グア

イド議長の対応が十分

ではなかったと公言。 

 

トランプ政権は、ベネ

ズエラ政策の失敗につ

いて「信頼した情報源

の選定ミス」が原因と

認識。 

 

既存の方針を再検討し

て い る と こ ろ だ と い

う。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94cc28af99a65a206cd1238148350ea6.pdf


 
COUNTRY RISK REPORT 

No.１５７   ２０２０年６月２８日（日曜） 

5 

 

 

（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

前号「カントリーリスクレポート No.156」（１．（２）野党陣営の動き）で紹介した通り、グアイド政権で会計監査

総長を担っていたイグナシオ・エルナンデス氏が辞任を表明した。同氏の辞任を受けて野党国会はエンリケ・ホセ・

サンチェス氏を新たな会計監査総長に任命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.462」参照）。今後、グアイド政権が抱

える訴訟はサンチェス氏の下で対応することになりそうだ。 

 

６月２４日の「カラボボ勝戦記念日」、７月５日の「独立記念日」には軍部の記念イベントが行われるのが恒例だが、

今年は Covid-１９を理由に延期が発表された。 

なお、唐突な話ではあるが、行動民主党（AD）党員のカルロス・オルテガ氏は「あるグループがマドゥロ政権関係

者と交渉しており、近日中にマドゥロ大統領が辞任する可能性がある」と述べている（「ベネズエラ・トゥデイ No.463」

参照）。現在の流れを考えるとオルテガ氏の発言は疑わしいが、実現を期待したい。 

 

 

表：　６月２１日～６月２７日に起きた主なイベント

内容

６月 ２１日 日

２２日 月 英国銀行のGOLDの所有権巡り与野党が協議（４日間）

２３日 火 グアイド政権　新たな会計監査総長を任命

２４日 水 カラボボ勝戦記念日　国民の祝日（軍事イベントは延期）

米国政府　ベネズエラにガソリンを輸出したイラン船船長に制裁

２５日 木 オルテガ氏　近日中にマドゥロ大統領が辞任する可能性を示唆

２６日 金 選挙管理委員会（CNE）　国会議員選に向け常設委員会を組織

２７日 土

表：　６月２８日～７月５日に予定されている主なイベント

内容

６月 ２８日 日

２９日 月

３０日 火

７月 １日 水

２日 木

３日 金

４日 土

５日 日 独立記念日、国民の祝日

（出所）各種報道からベネインベストメント作成

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94cc28af99a65a206cd1238148350ea6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29150fd04fc066308d582dce847443db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0673c6d6d671e4dd75e9863d2c5d3a26.pdf
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（５）債券の元利支払い状況                                         

 

表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状（６月２６日時点）

（単位：１００万ドル）

種類 債券
猶予期間

失効日
元本 利息 種類 債券

猶予期間

失効日
元本 利息

国債１９ １１月１３日 2,496 483.6 PDVSA２６ ６月１５日 0 810.0

国債２４ ５月１３日 0 514.8 PDVSA２４ ６月１６日 0 900.0

国債２５ ６月２３日 0 367.1 PDVSA２１ ６月１７日 0 646.2

国債２６ ６月２３日 0 1057.5 PDVSA３５ ６月１７日 0 877.2

国債２３ ６月７日 0 540.0 PDVSA２２O ３月１７日 1,000 956.3

国債２８ ６月７日 0 555.0 PDVSA２７ 5月１２日 0 403.1

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ 5月１２日 0 206.3

国債２０ １月９日 0 225.0 PDVSA２２ ５月２８日 0 450.0

国債３６ １月２９日 0 812.5 PDVSA２０ ５月２７日 842 143.2

国債３４ ２月１３日 0 351.6 1,842 5,392.2

国債３１ ３月５日 0 1255.0 ７月９日 0 45.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 45.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 7,040.9 13,975.5

国債２２ ３月２３日 0 956.3

国債２７ ４月１５日 0 925.0

国債３８ ４月３０日 0 219.0   政府組織１００％保有債券

4,549 8,510.7   グレースピリオド期間中

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（１回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

7,040.9 13,931   グレースピリオド切れ（３回目）

（出所）ベネインベストメント作成   グレースピリオド切れ（４回目）

  グレースピリオド切れ（５回目）

  グレースピリオド切れ（６回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 13,059.7 電力公社 677.6

PDVSA 7,234.1 合計 20,971.4 21,016.47,234.1

21,016.4総計

13,104.7

Grace Period

期間中含む

677.6

Grace Period

期間中含む

国

債

グレースピリオド期間含む未払計

グレースピリオド切れの未払計

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド期間中未払

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド満了未払

国債２０

P

D

V

S

A

債
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２．ボルトン元大統領補佐官のベネズエラ回顧録             

  ～人道支援物資搬入イベントから自由オペレーションまで～                       

 

前号「カントリーリスクレポート No.156」で、１８年４月～１９年１０月に

かけて米国トランプ政権の大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏の回顧録

「The Room Where it Happened」に書かれているベネズエラの記述内容につ

いて紹介した。 

 

前回はボルトン氏の大統領補佐官就任から PDVSA への経済制裁発動（１９年

１月２８日）に至るまでの内容について紹介した。 

 

本稿では、２月２３日の「人道支援物資の搬入イベント」から４月３０日の「自

由オペレーション」までの間に、ベネズエラでどのようなことが起きたのかを

ボルトン元大統領補佐官（以下、ボルトン氏）の視点から紹介したい。 

 

        PDVSA への制裁により政権崩壊は時間の問題           

 

PDVSA への制裁は、米国政府がこれまで留保してきた最大級の制裁だった。 

 

米国政府は、PDVSA へ制裁を科すことでマドゥロ政権の資金源が閉ざされ、

カベジョ制憲議長などマドゥロ政権高官らの忠誠を維持できなくなると分析

しており、ホワイトハウス内では政権交代への楽観ムードが漂っていた。 

 

制裁発表から２日後の１月３０日 ボルトン氏は PDVSA の米国子会社

「CITGO」の役員らと面談した（「ベネズエラ・トゥデイ No.247」参照）。 

 

ボルトン氏は CITGO 役員らに対して、米国政府としてグアイド政権を支持す

る基本方針を伝え、CITGO の製油所、ガソリンスタンドのコントロールをグ

アイド政権に移譲する方針を示した。また、グアイド政権が任命する次期役員

について現在の役員から助言や提案を聞くと伝えた。CITGO 役員は、マドゥ

ロ政権が CITGO 資産を売却しようとしたが、失敗したと述べたようだ。 

 

制裁の二次被害を懸念し、ロシアの石油会社「ルクオイル」、中国の「ペトロ

チャイナ」などがベネズエラでの事業を縮小・停止する動きもあり、ボルトン

氏は、グアイド政権が中露政府と交渉をする絶好の機会だと考えていたという。 

 

POINT 

 

 

 

 

PDVSA への制裁でマ

ドゥロ政権の資金源を

ブロック。 

 

 

米国政府内では政権交

代の楽観的な観測が広

がっていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94cc28af99a65a206cd1238148350ea6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2e3b11d7787de73b12c070fdc91654d.pdf
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      人道支援物資搬入イベントの失敗で歯車が狂い始める              

 

米国が制裁圧力を強化すると同時に、ベネズエラ国内ではコロンビア、ブラ

ジルの国境から人道支援物資をベネズエラに搬入する試みが進んでおり、米

国はコロンビア、ブラジルなどにベネズエラへ運ぶための支援物資を送った。 

 

グアイド政権は「人道支援物資搬入イベント」の実施日を２月２３日に設定。 

 

同日は、コロンビアとベネズエラの国境の町「ククタ」（コロンビア側）で、

英国人企業家リチャード・ブランソン氏が「Aide Live」というボランティア

ライブを開催。同イベントにはチリ、パナマ、パラグアイの大統領、米州機構

（OAS）の事務局長らが参加し、南米全体でグアイド政権を支持していると

の機運を高めることに成功した。 

 

一方、マドゥロ政権は、これらの物資の受け入れを拒否し、国際社会から非難

を浴びる結果となった。 

 

「人道支援物資搬入イベント」の前日、グアイド議長はコロンビアへ越境し、

「Aide Live」に参加した。 

 

ボルトン氏は、「越境時に逮捕されるなど身体的に危険がおよぶこと」、「帰国

手段が不明で、帰国できないリスクがあること」を理由にグアイド議長がコ

ロンビアに来るべきではないと考えていたが計画は実行された。 

 

グアイド議長は、協力者のベネズエラ軍人らと共にヘリコプターでコロンビ

アに移動。無事、コロンビアに到着することに成功した。この点について、ボ

ルトン氏は、グアイド議長および離反因子の軍人はベネズエラ側で支援物資

を受け取るための支援をしてほしかったと述べている。 

 

２月２３日の「人道支援物資搬入イベント」当日の朝。 

事前の計画では、グアイド議長がボランティアらと共に国境を結ぶ橋から支援

物資を運ぶことになっていた。 

 

マドゥロ政権は物資搬入を拒むため軍人らを配備すると宣言していたため、衝

突を予見していたが、事前に軍部高官（ヘスス・スアレス陸軍大将）が離反す

るとの情報を得ており、物資搬入が成功することを期待していた。 

POINT 

 

 

２月２３日 国境から

人道支援物資を搬入す

る計画を実行。 

 

当日はコロンビア国境

に 各 国 大 統 領 が 訪 問

し、国際的にグアイド

議長支持の機運が高ま

っていた。 

ヘスス・スアレス 

陸軍大将（当時） 
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しかし、離反したのは中級以下の軍人らに留まり、スアレス陸軍大将含む軍部

高官の離反は起きず、物資搬入を妨害する軍部の陣営を崩すことが出来なかっ

た。また、コレクティーボと呼ばれる与党を支持する暴力グループも乱入し、

国境の橋は混乱。支援物資をベネズエラに送ることは出来なかった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.257」参照）。 

 

なお、ブラジルの国境側では主に先住民ペモン族がベネズエラ軍と対峙。 

 

ペモン族は、将軍職含む２７名の軍人を拘束し、空港のチェックポイントも燃

やし、いくつかの主要道路をコントロールすることに成功した。 

ブラジル側も支援物資の搬入が成功したわけではないが、ボランティアが個人

的にベネズエラに一部の支援物資を持ち込むことに成功したという。 

 

なお、その後の動きで、ボルトン氏を驚かせたのは、グアイド政権もコロンビ

ア政府も２月２３日で諦めてしまい、継続して支援物資を搬入させようと努力

しなかったことだと述べている。この理由について、ボルトン氏は、「麻薬取

締の関係でコロンビア軍がベネズエラ軍との国境での対立を避けたかったこ

と」が要因ではないかと推測している。 

 

ボルトン氏は、「野党は軍部の離反を促すための十分な努力をしておらず、計

画は行き当たりばったり。純粋な失敗だった。」と認識していたようだが、報

道では「Aide Live」などを中心に報じられ、国際社会がグアイド政権を支持し

ていることが強調された。 

 

また、マドゥロ政権が支援物資を燃やしたことで、その非人道性が強調され、

結果的にグアイド政権の追い風となり「人道支援物資搬入イベント」は成功し

たとの認識が多かったようでボルトン氏は安心したという。 

 

その後、グアイド議長はしばらくコロンビアに留まり、ボルトン氏は心配した

が３月３日に飛行機でベネズエラに帰国。マドゥロ政権に拘束されることもな

く、無事カラカスに戻った（「ベネズエラ・トゥデイ No.261」参照）。 

 

ただし、この日、トランプ大統領はボルトン氏に「グアイドは次の一手が無い。

少し距離を置こう。」と伝えたという。 

 

 

POINT 

 

 

 

 

期待していた軍部高官

らの離反が起きず、人

道支援物資の搬入に失

敗。 

 

 

トランプ大統領 ベネ

ズエラから少し距離を

置くよう指示。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
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       全国的な停電と在ベネズエラ米国大使館の撤退             

 

グアイド議長の帰国後、ベネズエラではカラカスを含む全国的な大停電が一週

間以上続いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.262」参照）。 

 

マドゥロ政権は、停電の責任を米国に押し付けようとしたが、国民はマドゥロ

政権が長年電力施設のメンテナンスを怠り、投資を汚職資金に流してきたこと

を理解しており、マドゥロ政権の主張に耳を傾けなかった。 

 

米国政府は引き続きマドゥロ政権への制裁を強化する方針を継続したという。 

なお、制裁についてボルトン氏は「制裁の施行までに必要な行政手続きに時間

がかかるため、その間にマドゥロ政権が制裁を回避する手段を確立してしまう」

と懸念を表明している。 

 

全国的な停電が続いていた３月１１日 米国国務省は在ベネズエラ米国大使

館の外交官を全員コロンビアへ撤収させ、大使館を閉鎖することを発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.264」参照）。 

 

大使館の撤収は、ベネズエラ国内での米国のプレゼンスを低下させる。 

また、現地情報へのアクセスが制限されるデメリットもある。 

 

しかし、１２年９月に中東で起きた「アメリカ在外公館襲撃事件」の二の舞に

なることを懸念し、ポンペオ国務長官は大使館閉鎖を決めたという。 

 

     「自由オペレーション」 司法・軍部の離反促しに失敗               

 

Claver-Carone 大統領顧問とジェームス・ストーリー・ベネズエラ米国代表大

使は、４月２０日にクリストファー・フィゲロア SEBIN 長官（当時）を含む

軍関係者がグアイド政権のメンバーと交渉するとの情報を得た。 

 

フィゲロア SEBIN 長官（当時）は「マドゥロは終わった」と信じており、パ

ドリーノ国防相を含め、政権移行を念頭にマイケル・モレノ最高裁判長がマド

ゥロ政権を離反する可能性を探っていると述べた。 

 

マドゥロ政権崩壊には内部関係者の協力が不可欠だが、協力を仰ぐためには内

部関係者に配慮する必要がある。 

POINT 

 

 

３月１１日 在ベネズ

エラ米国大使館の閉鎖

を発表。大使館機能を

コロンビアへ移転。 

 

クリストファー・フィ

ゲロア SEBIN 長官ら

の協力を得て、「自由オ

ペレーション」を実施。 

クリストファー・フィゲロア 

SEBIN 長官（当時） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf
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協力者の提案は、マイケル・モレノ最高裁判長が「制憲議会を憲法に違反した

組織で国会こそが正当な立法機関である」と宣言し、国軍高官が「マドゥロ政

権からの離反を宣言し、マドゥロ大統領を拘束し、辞任を求める」というもの。 

 

ただし、モレノ最高裁は政権移行後も最高裁判長の役職を維持し、軍部高官も

現職を保証されるという内容だった。 

 

この提案について、ボルトン氏は「非常に魅力的であるが、マドゥロ政権関係

者が引き続き行政に関与することでリスクを抱えることになる」との見解を示

している。 

 

本書では、最終的にこの提案を拒否したか、受け入れたかどうかは書かれてい

ない。当時メディアは、この提案が原因で「自由オペレーション」は成功しな

かったと報じている（「ウィークリーレポート No.96」参照）が、ボルトン氏は

計画が失敗した理由について別の理由を挙げており（別の理由は後述）、米国・

野党が協力者の提案を受け入れていた可能性もありそうだ。 

 

そして、「自由オペレーション」の実行日が４月３０日に決まった。 

なお、計画実行日は４月３０日だったが、対外的には翌５月１日を「自由オペ

レーション」の実施日と宣言していた。 

 

米国側は計画実行日が早すぎる印象を持っており、トランプ大統領は２月の

「人道支援物資搬入イベント」の失敗もあり、グアイド議長の決定に懸念を感

じていたという。 

 

そして、４月３０日午前５時２５分にグアイド議長がビデオメッセージを投稿。 

 

グアイド議長は、数十人の軍人、および自宅軟禁措置を命じられていた「大衆

意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首と共にカラカスのカルロタ空軍基地

の前で「自由オペレーション」の実施を宣言。軍部にマドゥロ政権からの離反

を求めた。 

 

その後、ポンペオ国務長官はボルトン氏に 

「パドリーノ・ロペス国防相がグアイド議長と接触し、その後３００名の軍人

らとともにキューバの工作員を撃退。マドゥロ大統領に辞任を求めている。」

との情報を伝えたが、後にそれが偽の情報であることが判明した。 

POINT 

 

 

最高裁・国防相もマド

ゥロ政権倒壊に協力。 

 

内部協力者に配慮する

必要に迫られる。 

マイケル・モレノ 

最高裁判長（現職） 

パドリーノ・ロペス 

国防相（現職） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
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また、軍部の協力者がテレビ局・ラジオ局を占拠したとの報道も流れたが、こ

れもフェイクニュースであることが判明した。加えて、グアイド議長のビデオ

メッセージの映像では、グアイド議長らがカルロタ空軍基地内にいるように見

えたが、実際は空軍基地の中にはいなかった。 

 

「自由オペレーション」の開始から情報が錯綜しており、ベネズエラ国内に人

員をおいていない米国は内側の情報をほとんど得られなかったという。 

 

最初にボルトン氏のもとに外電が入ったのは午前６時１６分。 

外電には、モレノ最高裁判長が他の判事らを召集したと書かれていた。 

 

前述の提案の通り、モレノ最高裁判長の行動は軍部の行動を促すうえで非常に

重要だった。しかし、午後まで動きが無かった時点で、ボルトン氏は、モレノ

最高裁判長もパドリーノ・ロペス国防相もマドゥロ政権を離反しなかったと認

識したという。 

 

レオポルド・ロペス VP 党首を自宅軟禁から解放したクリストファー・フィゲ

ロア SEBIN 長官（当時）によると、キューバ人工作員が同計画に気付き予定

が少し早まったという。パドリーノ・ロペス国防相は計画の変更を嫌がったが

計画は続行された。ボルトン氏は、これが原因で計画が失敗に終わったのでは

ないかと推測している。 

 

「自由オペレーション」の宣言後、野党支持者と軍部との間で衝突が起きたが、

軍部に離反の動きが無かったことで計画はとん挫。 

グアイド議長は翌５月１日に抗議行動を呼びかけていたが、軍部と激しい衝突

が起きる可能性が高かったこともあり、参加者は伸び悩んだ。最終的に大統領

府への行進もせず、抗議行動は解散。計画の失敗が浮き彫りになった。 

 

マドゥロ大統領は「自由オペレーション」実施後、しばらく雲隠れしていたが

５月１日にはマドゥロ政権主要閣僚およびロペス国防相らと共にテレビの前

に姿を現し、引き続き政権を掌握していることをアピールした。 

 

ボルトン氏は「人道支援物資搬入イベント」「自由オペレーション」ともに失

敗だが、一つの試合に負けただけでゲームは続いていると指摘。ベネズエラに

自由をもたらすまで米国政府は現在の対ベネズエラ方針は変えるべきではな

いと締めくくった。 

POINT 

 

 

 

 

 

キューバ人工作員が事

前に計画に気付いたた

めか、モレノ最高裁、国

防相は離反せず、失敗

に終わる。 
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３．ベネズエラ債券・経済指標の増減（６月２６日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 6.75 0.00  

PDVSA 3.50 0.00  

カラカス電力 2.00 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 38.49 -3.17   

Brent 39.92 -3.92   

Venezolano - N/A  

GOLD（オンス） 1,771.0  1.15   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,400  0.09   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 202,332  -0.25   

並行レート 210,124  2.44   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

 

ベネズエラ国債・PDVSA 社債

については今週も増減なし。 

 

原油価格は、WTI、ブレント

共に先週比３％超のマイナス

を記録した。 

ベネズエラ産原油は引き続き

価格の更新を停止している。 

 

為替レートは公定レートであ

る「両替テーブル」がボリバ

ル高に推移したのに対して、

「並行レート」はボリバル安

に推移。両者の乖離は広がっ

たが、誤差の範囲と言える水

準だろう。 

 

以上 


