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「ネオ・モンロー主義」とベネズエラ 

I. メディアのナラティブ～「停滞感が漂う米国のベネズエラ政策」 

                                            
1 パナマのマヌエル・ノリエガ体制に対する資産凍結（1988 年）、ニカラグアのサンディニスタ政権に対する禁輸（エ

ンバーゴ）（1985 年）。正確にはノリエガ体制の転覆に直接影響したのは米軍による侵攻（1989 年）。 

2 メディアでは広く「クーデター」という表現が使用されているが、米政府の公式な立場：グアイドはベネズエラの正

当な大統領であるため「クーデター」ではない。 

マドゥロ退陣を目指すト

ランプ政権、経済制裁

を通じた圧力を継続 

ニュースによるとベネズエラ情勢は停滞感が強まっている。今

年 1 月に暫定大統領就任を宣言したフアン・グアイド国会議長

が起こしたクーデター（4 月 30 日）は不発に終わり、その後も

米国による制裁は逐次強化されているが、同国のニコラス・マ

ドゥロ大統領は健在。こうした中、米政府は 8 月 5 日、ベネズ

エラ政府との取引を対象とした制裁を発表。同国の対ベネズエ

ラ政策の当事者であるジョン・ボルトン大統領補佐官（国家安

全保障担当）は 8 月 6 日のリマ・グループ会合で「西半球で他

国政府に対する資産凍結を講じたのは 30 年ぶりのこと」と説

明し、「（制裁による政権転覆は）パナマ、ニカラグアでも成

功した1」「ベネズエラとキューバでも成功する」と述べた。

制裁で他国政府・海外企業によるベネズエラ取引のコストを引

き上げ、マドゥロ政権の資金源を断ち、政権転覆（マドゥロ退

陣）に追い込む狙いだ。 

 

“It worked in Panama, it worked in Nicaragua once, and it will 

work there again, and it will work in Venezuela and Cuba”  

National Security Adviser, John Bolton, August 6, 2019  

クーデター失敗の背景 グアイドがクーデター2を画策していた当初、米政府の一部で

は「4～8 週間以内に解決できる」と楽観視されていたが、結果

的に期待されていたベネズエラ軍の大規模な離反は実現せず、

4 月 30 日の蜂起は不発に終わった。失敗の理由は様々だが、関

係者によると、(1)クーデターを事前に察知していたキューバ

工作員が関係者をあぶり出すための囮作戦だったという説と、
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II. トランプの関心度 

（2）計画がマドゥロ政権に漏れ、焦ったグアイドが予定を繰

り上げた結果、計画が不完全燃焼で失敗したなどの説がある。

何れにしても米政府のインテリジェンスの大誤算とも解釈でき

る事態であり、グアイドをはじめとする反体制派を危険にさら

した作戦であったことは確かだ。（米政府が支援したとされる

故ウゴ・チャベス前大統領に対する 2002 年のクーデター未遂

を彷彿させる事件ともいえる。）当地では、戦略の欠如が浮き

彫りになった事件と指摘する専門家も少なくない。 

ベネズエラ政策の停滞

を訴えるメディア 

トランプ政権のイラン政策のような、複数の省庁が関わる、経

済制裁、隠密行動、人道支援、軍事介入などの要素を整合させ

た包括的な戦略というより、暗中模索の末に失敗した作戦とい

う一部の専門家の評価が正しいとすれば、出口の見えない消耗

戦に突入したという解釈もできる。米国ベネズエラ特使のエリ

オット・エイブラムスは引き続きマドゥロの退陣を“not if but 

when”と語るが、ロシア、中国、キューバの支援を受けるマド

ゥロに退陣するインセンティブがない。他方、ノルウェー政府

が主催する交渉も手詰まり状態だ。その間に現場の状況が更に

悪化する心配もある。これまで国外に脱出した難民は 400 万人

を超えており、治安の悪化だけでなく、停電、水道施設・衛生

施設の不備、伝染病の蔓延などで地域が更に不安定になるリス

クが高まる。本稿ではこうしたメディアのナラティブとその背

景、及び米政策の当事者の背景と外交理念を精査した上で、今

後のベネズエラ政策について考えてみた。 

トラン プのベネズエラに

対する関心度が低下し

たという解説 

米政府の政策に充てられるリソース（人、資金、組織など）は

総責任者である米大統領の意思が大きく影響する。言うまでも

ないことかもしれないが、トランプ政権ではイラン、アフガニ

スタン、北朝鮮など、優先順位の高い課題では大統領自らの積

極的な取組みもみられ、通常以上のリソースが配分されてい

る。そこでトランプ大統領のベネズエラに対する関心度を計る

目安となるツィッターだが、4 月 30 日のクーデター未遂以後、

ベネズエラに関するツィートが殆ど見られなくなり、6 月に入

るとトランプがベネズエラに無関心になったと説明する記事も

増え始めた。 
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3 https://www.washingtonpost.com/politics/how-an-oval-office-meeting-led-to-a-trump-tweet-that-changed-

us-policy-toward-venezuela/2017/10/06/87e9b178-a52b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html 

予定外の展開にトラン

プは激怒／政策それか

ら停滞したという解説 

その背景には、短期間で解決されると楽観視したボルトン大統

領補佐官（安全保障担当）を「グアイドとマドゥロに踊らされ

た」とトランプが叱責したという話もある。マドゥロを退陣さ

せ、ベネズエラを独裁社会主義体制から救い、民政復帰に向け

たプロセスを可能にすることでオバマ前政権ができなかったこ

と を 達 成 す るは ず だ った 。 ベ ネ ズ エラ 問 題 は “low hanging 

fruit”であり、再選に使える“easy political win”だったと理解し

ていたトランプは、4 月 30 日のクーデター未遂を踏まえて簡単

に片付かないことが分かりベネズエラへの関心度が薄れたとメ

ディアは報じた。こうしたナラティブは 6～7 月にかけて定着

し、ベネズエラ政策の停滞感が一層深まった。 

ビジネスマン・トランプと

ベネズエラの関係 

4/30 のクーデタ未遂以後、イランや北朝鮮が優先されるように

なり、ベネズエラはトランプが常時フォローしているイシュー

から外れたという解釈は否定できないものの、トランプは今で

もマドゥロの排除を “political win” とみており、現在もその視

点から関心は高いと推測する。トランプ政権初期の NSC 西半

球ディレクターだったファン・クルーズによれば、トランプは

ミス・ユニバース・オーガナイゼーションのオーナーとしてベ

ネズエラを数回訪れており、それなりのつながりはあったとい

う説明もある。 

ベネズエラ政策の切欠

となった、ティントリ夫人

のホワイトハウス訪問 

だが、それ以上に、ベネズエラの有力野党指導者のレオポル

ド・ロペス夫人のリリアン・ティントリがペンス副大統領との

面談でホワイトハウスに訪れた 2017 年 2 月、就任直後のトラ

ンプとの面談が急遽アレンジされ、メラニア夫人を交えて 40 分

間の面談を行ったことがトランプの心を揺さぶった出来事だっ

たという意見もある。マドゥロ政権に対する反対デモを扇動し

たとして拘束され、国家扇動罪で 2014 年から収監されていた

夫の事情を伝え、それを切欠にトランプのベネズエラに対する

関心が一気に上昇したと言われている。3 

常にオバマのレガシーと

競うトランプ 

また、トランプ政策の共通のテーマだが「オバマができなかっ

たことをやり遂げる」という「意地」もある。ベネズエラとの

緊密な関係にあるキューバと接近し、2015 年 7 月に国交正常化

を実現させたオバマ前大統領の政策を撤回することを 2016 年

https://www.washingtonpost.com/politics/how-an-oval-office-meeting-led-to-a-trump-tweet-that-changed-us-policy-toward-venezuela/2017/10/06/87e9b178-a52b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/how-an-oval-office-meeting-led-to-a-trump-tweet-that-changed-us-policy-toward-venezuela/2017/10/06/87e9b178-a52b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/how-an-oval-office-meeting-led-to-a-trump-tweet-that-changed-us-policy-toward-venezuela/2017/10/06/87e9b178-a52b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/how-an-oval-office-meeting-led-to-a-trump-tweet-that-changed-us-policy-toward-venezuela/2017/10/06/87e9b178-a52b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html
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III. 抜擢された人材とベネズエラ政策の方向性 

                                            
4 https://www.state.gov/u-s-government-support-for-the-democratic-aspirations-of-the-venezuelan-people/ 

 

の選挙キャンペーンで公約したトランプはこれまで、キューバ

との金融取引や渡航を制限している。ベネズエラの民政復帰は

選挙公約ではなかったものの、同じようにベネズエラでもオバ

マが達成できなかった目標を実現することが大きなモチベーシ

ョンになっていると考えられる。 

トランプのモチベーション

に基づく国務省の政策

目標を達成するために

起用された外交のプロ 

こうしたトランプのモチベーションが原動力となり、「安定し

た民主主義の復帰に向け、ベネズエラ国民、暫定政権、国民議

会を支援すること」という公式な国務省の政策目標4に向かって

いるという見方は多くの専門家の間で共通している。この目標

に向けてトランプ政権は、ベネズエラ政策の要人となる「ベネ

ズエラ特使」のポジションを新たに設け、エリオット・エイブ

ラムス（71）を抜擢した。 

ある程度の自治権を持

つ特使 

ベネズエラ特使にエイブラムスというレーガン時代の外交のベ

テランを抜擢したことの意味は今後の政策方針を考える上で重

要なヒントになるが、その前に、トランプ政権における「特

使」というポジションを理解する必要がある。「特使」のポジ

ションは上院承認を不要とし、独自のスタッフと予算を持つ。

特定のミッションを達成するためのポジションであり、国務長

官、場合によっては大統領に直接報告する要職である。ティラ

ーソン前国務長官による国務省の大規模なリストラで特使の数

は激減したが、ポンペオ体制では優先される外交政策に関して

特使が任命されている。 

大統領に与えられたミッ

ションを達成するために

特使を起用するポンペ

オ長官 

例えば、スティーブン・ビーガン北朝鮮特使、ジェームス・ジ

ェフリーIS 特使（シリア問題特使を歴任）、ハリルザド・アフ

ガン特使、ブライアン・フック・イラン担当特別代表などが代

表的だ。今年に入り、ベネズエラのフアン・グアイド国会議長

が暫定大統領就任を宣言した 1 月 10 日から 2 週間後にエイブ

ラムスの任命が発表された。この他、スーダンで発生した軍事

クーデター（4 月）に応じて、ドナルド・ブースがスーダン特

使に任命されている。即ち、トランプの中で優先順位が高く、

https://www.state.gov/u-s-government-support-for-the-democratic-aspirations-of-the-venezuelan-people/
https://www.state.gov/u-s-government-support-for-the-democratic-aspirations-of-the-venezuelan-people/
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5 ポンペオがインタビューなのでしばしば使う “mission set”という表現は軍のミッションを彷彿させる。大統領に与え

られたミッションを達成する忠実な “yes man”という人物像を裏付ける表現という意見もある。

https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/26/mike-pompeo-the-secretary-of-trump 

6 https://www.washingtonpost.com/politics/these-republicans-signed-the-never-trump-letters-in-2016-now-

some-are-having-second-thoughts/2019/07/12/a7e7a49a-a3ed-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html 

上院承認を必要とする要職の場合、任命された候補がトランプを過去に非難した事実が上院公聴会で公になり、「エス

タブリッシュメントに随従するトランプ」というナラティブが浮き彫りになるリスクがあった。これはトランプにとっ

て「超えてはならない一線」だったと言われている。 

ポンペオ国務長官に特別な「ミッション・セット」5が命じられ

た場合、目標達成に向けて有能な外交官を抜擢するというパタ

ーンが伺える。 

目標達成のためなら「ネ

バー・トランパー」の起用

も黙認 

前述の人材だが、共和党エスタブリッシュメントを代表する外

交のプロが揃っている。また、フック、ジェフリー、エイブラ

ムスの 3 人は 2016 年の「候補トランプ」を非難。自らの大統

領就任に反対した人材を一切受け入れないはずのトランプだ

が、上院の承認が不要なポジションなら容認できるという抜け

道があるらしい。6   

反共産・社会主義のイ

デオロギーとトランプの政

治利益が重複する部分

で形成されるベネ政策 

この他、ボルトン、マウリシオ・クラベール・カローネ NSC

ディレクター（西半球担当）、マルコ・ルビオ上院議員などが

ベネズエラ政策の中心人物だと言われている。ここで重要なの

は冷戦時代から反共産・反社会主義を基本理念とした政策立案

者のイデオロギーと、再選を目指すトランプの政治的利益が重

複する部分である。 

 2020 年大統領選が近づく中、勿論のこと「政治家トランプ」は

全てを再選のレンズで見ており、ベネズエラ政策も例外ではな

い。昨今のトランプ集会では民主党を「過激な社会主義者た

ち」と呼び、社会主義からアメリカを守るというメッセージで

再選に挑んでいる。「私が再選しなければ、社会主義者が当選

するぞ」。次期大統領選のテーマは最早、自由と民主主義の実

存危機だとトランプは訴える。こうしたメッセージは、MAGA

（make America great again）を唱える熱狂支持者ではなく、

トランプへの支持が生温い中道寄りの共和党支持者を引き寄せ

る戦略と言われている。同時に、この選挙テーマは「社会主義

の暴君マドゥロ」の退陣、即ちベネズエラを舞台に集結する社

会主義勢力の一掃を目指す外交政策とも一致している。 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/08/26/mike-pompeo-the-secretary-of-trump
https://www.washingtonpost.com/politics/these-republicans-signed-the-never-trump-letters-in-2016-now-some-are-having-second-thoughts/2019/07/12/a7e7a49a-a3ed-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/these-republicans-signed-the-never-trump-letters-in-2016-now-some-are-having-second-thoughts/2019/07/12/a7e7a49a-a3ed-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/these-republicans-signed-the-never-trump-letters-in-2016-now-some-are-having-second-thoughts/2019/07/12/a7e7a49a-a3ed-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/these-republicans-signed-the-never-trump-letters-in-2016-now-some-are-having-second-thoughts/2019/07/12/a7e7a49a-a3ed-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html


丸紅ワシントン報告 

2019年 9月 6日 
  

 

6 

                                            
7 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-venezuelan-american-community/ 

 

“As the United States stands up for democracy in Venezuela, 

we reaffirm the solidarity with the longsuffering people of 

Cuba, and Nicaragua, and people everywhere living under 

socialist and communist regimes, and to those who would try to 

impose socialism on the United States, we again deliver a very 

simple message: America will never be a socialist country. We 

are born free and we will stay free, now and forever. 

President Donald Trump, February 18, 2019 7 

モンロー主義の復活 そこで登場したのが「反左翼・反社会主義」を理念とするボル

トンと、ニカラグアの左翼サンディニスタ体制の撃退政策をレ

ーガン政権の西半球担当国務次官補として実践してきたエイブ

ラムス。1980 年代にレーガン政権がイラン向け武器輸出からの

収入を違法でニカラグアの反左翼武装団体「コントラ」に援助

した「イラン・コントラ事件」について、当時、国務次官補だ

ったエイブラムスは議会に偽証し 1991 年に有罪判決を下され

た（翌年、ジョージ・H・W・ブッシュが恩赦）。この両者の

下で「ネオ・モンロー主義」をイデオロギーとしたマドゥロ体

制の転覆政策が進められている。 

 モンロー主義とは、米国のジェームズ・モンロー大統領（5 代

目）が 1823 年に議会への一般教書演説の中で、欧州諸国の既

存の植民地への不干渉を約束する一方で、欧州諸国から独立し

た国家への干渉を不当介入とみなすポリシー、即ち米州大陸を

欧州から独立した勢力圏と主張したドクトリンである。冷戦で

はソ連によるキューバやニカラグアへの介入に対抗する根拠と

されていた。 

選挙とイデオロギーの衝

突を関連付ける大統領

補佐官 

今年 4 月 17 日、ピッグス湾事件（1961 年）の 58 周年を記念

した行事で、キューバ侵攻作戦に参加した「2506 部隊」の退役

軍人（在米亡命キューバ人部隊）への演説でボルトンは、キュ

ーバ、ベネズエラ、ニカラグアを「暴政のトロイカ」と呼び、

「モンロー主義は健在だ」「西半球、我が国における共産主義

と社会主義を撃破せねばならない」「58 年前に開始した作戦を

最後までやり遂げなくてはならない」と訴え、同じ 3 か国に対

する制裁措置を発表した。同時に、ベネズエラを支援する中国

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-venezuelan-american-community/
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IV. シナリオ・プランニング～担当者の考えに基づく見通し 

                                            
8 https://www.politico.com/story/2019/04/17/trump-bolton-sanctions-latin-america-1279709  

9 https://www.stitcher.com/podcast/cbs-radio-news/intelligence-matters/e/63196891 

やロシアなど、米国の縄張りに介入しようとするアウトサイダ

ー勢力をけん制した演説でもあった。大統領選挙を左右する激

戦地のフロリダで、「ネオ・モンロー主義」を唱えて露骨に選

挙演説を行う安全保障補佐官と言われても過言ではない。8 

 

“Today, we proudly proclaim for all to hear: the Monroe 

Doctrine is alive and well” 

National Security Adviser, John Bolton, April 17, 2019  

 前出の元 NSC 西半球ディレクター、フアン・クルーズは、マ

イケル・モレル元 CIA 長官代理とのインタビュー9で「対話、

クーデター、軍事介入」の 3 つの選択肢について語った。この

3 つの選択肢について、エイブラムスの過去の発言を参考に、

米政府の方向性を考えてみた。 

対話を通じた政治的和

解に悲観的なエイブラム

ス 

まず「対話」だが、ノルウェー主導の政治和解交渉は行き詰ま

っており、エイブラムスは否定的だ。何等かの政治和解でマド

ゥロが「自由で公平な選挙」の実施に合意したとしても、選挙

が操作されるリスクは残ると同氏は語る。要するに、マドゥロ

体制を信用することは不可能であり、最低でもマドゥロ退陣を

前提とした解決策以外は検討していないと言われている。 

やはりマドゥロ退陣のた

めには「力」が必要 

そこで残るのが、「クーデター」か「軍事介入」。正確には、

マドゥロ体制の内輪割れを誘発させ、マドゥロ退陣、暫定政権

発足、総選挙という運びで民政復帰を目指していると言われて

いる。その手段としてまず制裁強化の継続（CITGO 取引の GL

撤回、原油取引に関する二次制裁）、内輪割れを狙ったマドゥ

ロ側近との接触、そして必要に応じてマドゥロを拘束するため

の限定的軍事介入（多国籍）が考えられる。 

継続される制裁強化／

更なる制裁強化も検討

されている 

制裁強化はこれまでの政策を継続する形になるが、先日の対ベ

ネズエラ制裁（同国政府との取引を禁じ、同国政府への援助を

二次制裁対象とする措置）に続いて、PDV Holding・CITGO

取引を許可する財務省許可の撤回、ベネズエラの原油購入に関

https://www.politico.com/story/2019/04/17/trump-bolton-sanctions-latin-america-1279709
https://www.politico.com/story/2019/04/17/trump-bolton-sanctions-latin-america-1279709
https://www.stitcher.com/podcast/cbs-radio-news/intelligence-matters/e/63196891
https://www.stitcher.com/podcast/cbs-radio-news/intelligence-matters/e/63196891
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する二次制裁などで、マドゥロ政権の収入源を縮小させ、体制

内の管理を困難にすることが考えられる。またトランプは最

近、ベネズエラに対するブロッケード（禁輸を目的とした物理

的包囲政策）を検討していると発言している。これまでも同国

に対する制裁措置は、ほぼ週 1 回というペースで発表されてお

り、最低でもこうした動きは続くと考えられる。 

マドゥロ体制内の内輪

割れを目的とした接触

や、クーデターの示唆も 

クーデターを通じた政権転覆に関して言えば、AP 通信（8 月

18 日付）によると、米政府はベネズエラ政府の事実上＃3 のデ

ィオスダド・カベロ第一副党首と秘密裏で接触した模様であ

る。ベネズエラ社会、国際社会による責任追及を恐れる PSUV

幹部や軍幹部を説得することでマドゥロ体制の内輪割れ、或は

クーデターを誘発させるという解釈はごく自然だ。カベロと米

政府の秘密交渉を米政府がリークしたのも、マドゥロ体制内の

内輪割れを目的とした行動だと有識者は語っている。マドゥロ

もこの秘密交渉を認めたが、それは反体制派の裏で米政府と直

接交渉していることを宣伝し、グアイドを動揺させるという目

的があったという見方もある。何らかの和解に向けて両政府が

交渉しているという解釈は、少なくとも当地ではマイノリティ

だが、何れにせよ真相は不透明だ。 

PSUV 関係者に対する

恩赦は検討するが、「麻

薬売買」への関与は対

象外 

ただ、エイブラムスは当地シンクタンクとのインタビューで、

「過去 30 年間におけるラ米諸国の民主主義への移行では、（前

政権関係者の）恩赦が一つの要素だった。だが、我々（米国）

は麻薬売人とは交渉しない」と述べており、民政復帰のプロセ

スにおいて PSUV 関係者の参加も受け入れる方針を示してい

る。但し、麻薬取引の制裁対象は除外するということだ。よっ

てカベロや、タレク・エルアイサミ経済担当副大統領は恩赦の

対象外ということになる。更に言えば、南方国境問題で「ドラ

ッグと犯罪を持ってくる違法移民」と盛んに主張してきたトラ

ンプが、麻薬密輸の制裁対象者とまともに交渉することも考え

難い。 

クーデターで重要となる

軍 部 の 協 力 。 「 カ ー ネ

ル」のクーデターを示唆す

るエイブラムス 

しかし、クーデターによるマドゥロの国外追放が狙いであるな

ら、国軍の協力も必要になる。そこで同国のウラジミール・パ

ドリノ国防相と諜報組織（SEBIN）のグスタボ・ゴンザレス・

ロペス長官がキーパーソンになる。両者は米陸軍の西半球安全
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10 第二次大戦後に設立された米陸軍組織。米州における反米左翼政権に対抗する親米のゲリラ組織や独裁体制の関係者

を招き、暗殺、拷問、尋問術などの講習を実施。 

保障協力研究所（通称：スクール・オブ・アメリカズ）10の受

講生であり、米軍とのつながりもあるはずで、軍幹部との交渉

は十分考えられる。ただ、エイブラムス氏によれば、マドゥロ

体制の腐敗は軍幹部にも蔓延しており、トップダウンのクーデ

ターへの期待は低く、比較的に腐敗が及んでいない中佐レベル

のボトムアップによるクーデターの方が現実的と指摘してい

る。同氏は、「もしクーデターが起きるなら、エジプトのナセ

ル「中佐」（1952 年）、リビアのカダフィ「中尉」（1969

年）、ベネズエラのチャベス「中佐」（1992 年）のような、ボ

トムアップのクーデターになるだろう」と説明した。 

 “The corruption is extremely widespread...It’s mostly true with 

the higher ranks, which is why one of the things I wonder is if 

there were a military coup, would it be a “colonel’s coup” not a 

“general’s coup”. 

Special Envoy to Venezuela, Elliott Abrams, August 2019  

軍事介入？ 最後に、軍事介入の可能性は極めて低いと当地専門家の間では

言われているが、もし実行されるなら、例えばベネズエラ政府

によるグアイドの逮捕、治安部隊やコレクティーボ（政権を支

持する武装民兵組織）による国民の大量虐殺、難民問題の更な

る深刻化など、隣国への波及効果が「多国籍軍」による限定的

な介入を招くシナリオも考えられる。エイブラムス氏は、米軍

が単独でベネズエラ侵攻をすれば、グアイドを暫定大統領と認

めた 55 か国の連合が崩壊すると警戒する。その一方で 、

「1988 年当時のブッシュ大統領は数年後にパナマを侵攻すると

は思いもしなかっただろう」とも示唆している。 
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V. 最後に～”the day after”のベネズエラ 

 

以上／上原 

 

本稿は 8月 26日に執筆されております。 

 

本資料は公開情報に基づいて作成されていますが、丸紅米国会社ワシントン事務所（以下、当事務所）はその正確

性、相当性、完全性を保証するものではありません。 

本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、当事務所は何らの責任を負うも

のではありません。 

本資料に掲載している内容は予告なしに変更することがあります。 

本資料に掲載している個々の文章、写真、イラストなど(以下「情報」といいます）は、当事務所の著作物であり、

日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。個人の私的使用および引用な

ど、著作権法により認められている場合を除き、本資料に掲載している情報を、著作権者に無断で、複製、頒布、改

変、翻訳、翻案、公衆送信、送信可能化などすることは著作権法違反となります。 

 本稿のスコープを超えるが、民政復帰のプロセスが開始すると

同時に、ベネズエラ経済・社会の再建も視野に入れる必要があ

る。これまで、グアイド暫定政権が今年 4 月に発表した“Plan 

País”や、米国のウィルバー・ロス商務長官が 8 月 1 日に発表し

た再建計画（非公開）などが発表されているが、詳細は不明

だ。民政復帰プロセスが開始される環境次第だが、暫定政権の

発足と選挙、人道危機、治安強化、公共サービスの回復などが

優先されるだろう。中長期的には経済復興とその基盤となる石

油産業の再建、対外債務（国際金融協会によれば 1550 億㌦）

の処理、インフラ投資などに焦点は移る。前出のフアン・クル

ーズは、「韓国、台湾、特に日本とはベネズエラの再建に向け

て真剣に議論していると聞く」と説明しており、少なくとも当

地専門家の間では多国間による復興支援について議論されてい

る模様だ。何れにせよ、“the day after”に関する議論はまだ初

期段階にあり、引き続き米政府、国際金融機関、米州機構など

の動きを見守る必要がある。 


