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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド議長に発砲しようとする与党支持者と思われる男性” 

グ 

 

 

ララ州で起きた抗議行動の意味       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

アイド議長が米国から帰国して以降、ベネズ

エラ国内の政治的緊張は深化している。 

 

野党は、マドゥロ政権崩壊には国内外の圧力が不可

欠という方針を示している。外国からの圧力は米国

を中心に動きが見えるが、国内からの圧力について

は１年前のような盛り上がりは確認できていない。 

 

グアイド議長は、３月１０日に大規模な抗議行動を

呼びかけており、ララ州で起きた抗議行動は流れを

変えるかもしれない。 

 

 

２月２９日 ララ州の州都バルキシメト市で抗議行

動が起きた。 

 

この抗議行動には、グアイド議長も参加。 

支持者に対して、以前から呼びかけている３月１０

日の抗議行動への参加を改めて求めた。 

 

しかし、当日問題が起きた。 

 

複数名のバイクに乗った与党支持者が抗議行動に乱

入し、拳銃を発砲。抗議行動に参加した支持者、野

党政治家らに暴行を働いた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.413」参照）。 

 

与党支持者 グアイド議長らを攻撃？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
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与党支持者は、グアイド議長を護送するキャラバン

隊にも発砲。防弾車に打ち付けられた生々しい銃弾

の跡が写真で公開されている。 

 

（写真）Maduradas 

“発砲されたグアイド議長キャラバン隊の護送車” 

 

また、１ページ目の写真の通り、与党支持者（上の

矢印の男性）が、グアイド議長（下の矢印の男性）

に向けて、拳銃を発砲しようとしている写真も公開

された。 

 

この写真を受けて、国際社会がマドゥロ政権を非難

し、下火になっていた国民の抗議熱が加熱する可能

性が出てきた。 

 

ただ、今回の一件には表面的に見える事実とは別の

視点も出てくる。 

 

 

１つ目は、事件が起きたタイミングである。 

 

多くのメディアが、マドゥロ政権による差し金だと

指摘している。 

 

もう少し突っ込んだ主張だと、野党系メディア「La 

Patilla」の創設者であるフェデリコ・ラベル記者

は、今回グアイド議長を襲った与党支持者はカベジ

ョ政権議長の刺客だと訴えている。 

 

では、このタイミングで刺客を送るとすれば、与党

側のメリットは何だろうか。 

 

最初に考えられるのは、今後、抗議行動が激化しな

いよう野党支持者に恐怖を植え付けることだろう。 

 

ただし、過去の抗議行動の経験からすれば、こうい

った抑圧は逆に抗議行動を加熱させてきた経緯があ

る。 

 

野党側が抗議熱を拡大させたいと考えている今のタ

イミングに、このような事件を起こすことは敵に塩

を送るようなものとも言える。 

 

国際社会がマドゥロ政権を非難するきっかけを与え

ることになり、外国からの制裁を正当化させる効果

もある。 

 

上記を踏まえると、今回の事件はマドゥロ政権にと

ってデメリットの方が大きいように感じる。 

 

 

野党自身の自作自演の可能性も 
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マドゥロ政権は意外としたたかにやってきた。 

タイミングで見た場合、メリットよりもデメリット

が大きく見える。 

 

２つ目は、当日の写真について。 

 

グアイド議長が行動する際には多くの野党系記者が

ついて回る。 

バルキシメトの抗議行動でも数十名の記者が同行し

たことだろう。しかし、当日の写真が少ない。 

 

ウェブ上で確認できる与党支持者が人々に攻撃をし

ている写真は１ページ目の写真、２ページ目の写真

くらい。他の関連写真は２・３枚しかない。 

 

他の関連写真も、下の写真のように野党政治家（服

装から VP 党員と思われる）と問題の与党支持者が

のんびり会話しているように見える写真など、１ペ

ージ目、２ページ目の写真と比べるとインパクトに

欠ける写真だ。 

 

 

なお、第一正義党の政治家が頭部を負傷している写

真が公開されているが、暴動の最中の証拠となる写

真は確認できていない。 

 

 

加えて、最も不自然なのは１ページ目の写真（与党

支持者の男性がグアイド議長に拳銃を向けている写

真）だ。 

 

仮にグアイド議長がここまで堂々と与党支持者に拳

銃を向けられた場合、グアイド議長およびその護衛

陣はこんなにのんびりしていられるだろうか。 

 

この点は、カベジョ政権議長も自身の関与を否定す

る際に「銃を向けられて、誰も伏せていないなんて

おかしいだろ。 

これが野党の自作自演でなければ、グアイド議長の

ボディーガードは解雇するべきだ。」 

と皮肉を込めて指摘していた。 

 

確かに、グアイド議長に拳銃を向けられればボディ

ーガードがすぐにグアイド議長に被さり、グアイド

議長も含めて周りにいる政治家は全員身を伏せるだ

ろう。しかし、そのような写真は確認できない。 

 

また、銃をグアイド議長に向けたとすれば、その後

の混乱が予想されるが、その後の写真は一切ない。 

 

であるにもかかわらず、１ページ目の写真では丁寧

にグアイド議長の顔がしっかり写っており、明確に

与党支持者とされる人物に拳銃で襲われているのが

目視できる。 

 

ちなみに、周りの人物は野党支持者ではなく、政治

家が多いように見える。 

 

推測の域を出ないが、彼らはこの与党支持者とされ

る人物に危険がないことを予め認識していたような

印象を受ける。 
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また、２ページ目の防弾車に発砲している写真につ

いて、実際に発砲されている映像が確認できていな

い。 

 

こういった事件は、参加者が I-phone などで映像を

公開することが多いが、そのような映像が確認でき

ないのも不自然といえる。 

 

３つ目は、与党支持者の人数だ。 

 

写真に出てくる与党支持者は多く見て５名ほど。 

かなり限られた人数しか、抗議行動に乱入していな

い。 

 

バイクに乗った与党支持者は集団で行動することが

多く、ここまで少数なのも不自然だ。 

 

丁度、野党が雇いやすい人数と思われるほどだ。 

 

結論として、今回の事件は与党支持者の独断あるい

は与党の刺客ではなく、野党側の自作自演の可能性

があるとにらんでいる。 

 

１つ目で指摘した通り、野党は３月１０日に向けて

抗議行動を拡大させ、国内からのプレッシャーを高

めることに腐心している。 

 

そのきっかけとして、今回の事件は野党にとって望

ましいことであり、彼らが自作自演をする理由は存

在する。 

 

グアイド議長がトランプ大統領と面談して以降、ベ

ネズエラの政治問題は新たなステージに突入してい

る。 

 

２月１８日 米国は「Rosneft Trading」に制裁を

発動。インドで「Reliance」「Nayara Energy」に対

して PDVSA との取引を自粛するよう働きかけた。 

 

この働きかけが功を奏し、インド企業は４月以降、

PDVSA との取引を自粛する可能性が報じられてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.413」参照）。 

 

このように、外国の圧力については米国主導で着実

にマドゥロ政権を追い詰めているものの、国内から

の圧力について現状は不十分だ。 

 

ベネズエラ国内が大きく混乱していないにもかかわ

らず、米国が制裁を強化することは自国の政治意図

の押しつけに見えるため、ベネズエラ国内でもマド

ゥロ政権への圧力が強化されなければ米国の立場が

ない。 

 

つまり、国内からマドゥロ政権に圧力を高めるのは

米国・野党にとって重要な意味を持つ。 

 

 

ただ、野党がそのような工作をするのか疑問に感じ

る人は多いだろう。残念ながら、個人的には十分に

考えられると感じている。 

 

マドゥロ政権を擁護するわけではないが、これまで

野党・米国もマドゥロ政権を崩壊させるために様々

な工作を働いてきたと考えている。 

 

 

 

野党は聖人なのか 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
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以下に記載する内容は、報道ではあまり報じられて

おらず、筆者の私見が多く含まれている。 

 

本稿の内容とも直接は関係していないので、読みた

い方だけ読んでもらいたい。 

 

一般的な報道とかけ離れた推測で、野党を支持する

人にとっては気分を害するような内容かも知れない。 

 

批判もあるかもしれないが、ベネズエラ問題を語る

上で重要な点なのであえて記載しておきたい。 

 

 

ベネズエラのメディアは米国の影響力が強く、報道

が歪められていることは事実だ。 

 

日本では考えられないかもしれないが、ベネズエラ

では、ほぼ全てのメディアが記事全文を無料で公開

している。 

 

つまり、ベネズエラのメディアの収入源は購読料で

はない。彼らはスポンサーの出資金で成り立ってい

る。 

 

もちろん、スポンサーは流してほしい情報を流して

もらうことを前提にそのメディアに出資する。 

 

従って、ベネズエラのメディアの構造自体が、独立

性・中立性を重んじていないのだ。 

 

 

 

 

このスポンサーは、米国政府の予算を受けた外郭団

体やその下請け団体、政党お抱えの政治アドバイザ

リー会社、あるいは故チャベス政権前に財をなした

野党関係者であることはあまり報じられていないが

周知の事実である。 

 

つまり、意識せずに報道を読むと野党系スポンサー

の情報を浴びることになり、意識的に与党側の発信

も見なければ別の視点を得られないことも心に留め

ておくべきだろう。 

 

もちろん与党も彼らなりの手段で情報操作をしてい

るが、我々が目にする情報は米国メディアを通じた

情報であり、野党側の情報だろう。 

 

 

メディアがゆがんでいる典型的な例が、米国による

経済制裁だろう。 

 

現在のメディア論調は、概して経済制裁については

好意的な見方をしている。少なくとも批判的な報道

は少ない。 

 

しかし、経済制裁は本当に非難されるべきものでは

ないのだろうか。 

 

１７年８月、米国は事実上ベネズエラ政府・PDVSA

に対して債券の発行を禁止した。 

 

日本と同列に比較できるものではないが、仮に日本

が「明日から国債を発行できない」となったら赤字

国債の発行が常態化した日本経済は一瞬で崩壊する。 

ベネズエラメディアのゆがみ 

米国の経済制裁前のベネズエラ経済 



 
Venezuela Weekly Report 

No.１３８   ２０２０年３月４日（水曜） 

6 

 

ましてや、ベネズエラ経済は石油産業の一本足打法

で、外貨収入の 9 割は原油輸出に依存している。 

 

その国の石油産業が通常の活動をできなくなれば国

全体に甚大な影響を及ぼすのは自明だ。 

 

特に１３年には 1 バレル１００ドル近くあった原油

価格が、急落を始め１６年には２０ドル台前半まで

下がり、外貨収入は急激に減少した。 

 

０８年~１２年にかけて故チャベス政権は原油価格

の上昇が続くとたかをくくり、中国など外国から直

接融資を受け入れ、かつ外貨建て債券を乱発した。 

 

過去に発行した外債・外国政府からの融資の返済期

限が原油価格下落のタイミングと重なり、ベネズエ

ラ経済は急激に縮小した。 

 

原油価格が急落した１４年当時、経済学者リカルド・

ハウスマン（チャベス大統領前の時代の企画大臣）

は、「ベネズエラのデフォルトは不可避」と主張し、

多くの専門家がハウスマン教授の意見に同調した。 

 

一方、当時バンク・オブ・アメリカのベネズエラ担当

調査員を務めていたフランシスコ・ロドリゲス氏は、

「歳出を削ればデフォルト回避は可能」と主張。 

 

当時、ベネズエラのデフォルト問題は「ハウスマン

派」と「ロドリゲス派」に分かれていた。 

 

 

 

 

 

 

１６年前半までは、ハウスマン派が主流だったが、 

① １６年２月に原油価格が底を打ったこと 

② １４年~１６年にかけて政府が急激な輸入緊縮

策を施行し、むりやりに歳出を減らしたこと 

③ 外貨建ての債務の償還は、１７年を最後に比較的

軽くなる予定だったこと 

などを理由に主張の流れが変わっていった。 

 

そして、１６年後半には「１７年を乗り切ればマド

ゥロ政権は安定してしまう」との認識が経済専門家

の中で主流となった。 

 

しかし、その主張には「ベネズエラが外貨建ての国債・

PDVSA 社債を発行し、国の喫緊の問題を将来に回す

ことができれば」という暗黙の前提があった。 

 

国が債券を発行する行為は、どの国でも当然のよう

に行われており、専門家の前提が楽観的だったわけ

ではなかっただろう。 

 

しかし、１７年８月に専門家の前提を覆すサプライ

ズが起きた。米国の経済制裁だ。 

 

 

きっかけは、１７年２月。最高裁判所が「国会の権限

を、マドゥロ大統領の権限で別の公的機関に移転で

きる」との強引な決定を公布したことがきっかけ。 

 

これに対して、当時マドゥロ政権派閥として検事総

長を務めていたルイサ・オルテガ検事総長（当時）が

「憲法規範の亀裂」と最高裁の決定に抗議の声明を

発表。この声明をきっかけに抗議行動が過熱した。 

経済制裁のきっかけは抗議行動の激化 
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マドゥロ大統領は、通常の憲法規範では国の秩序を

維持できないと主張。結局憲法を改定するための組

織「制憲議会」が発足した。 

 

過去の事例で言えば、制憲議会を発足するべきかど

うかは「国民にとって重大な決定」であり、事前に国

民投票で国民の承認を仰ぐのが慣習だ。 

 

そして、過半数が賛成し承認されれば、制憲議会を

発足するための選挙が実施される流れとなる。 

 

しかし、マドゥロ政権は、第１ステップである制憲

議会を発足するべきかどうかを国民に問う「国民投

票」を飛ばして、５月１日に制憲議会選挙を断行し、

制憲議会を発足させた。 

 

これを受けて、米国政府がマドゥロ政権の人権侵害、

民主主義の崩壊を理由に経済制裁を発動。 

ベネズエラ問題は新たな局面に入った。 

 

１７年３月の抗議行動から８月の経済制裁までの一

連の流れは自然に見えるが、実際はトランプ政権の

工作である可能性が指摘されている。 

 

トランプ政権が発足したのは１７年１月。 

 

実際に筆者も抗議行動が過熱する前（１７年１月か

２月前半頃）に、野党関係者から野党がこれまで以

上に大規模な抗議行動を準備しているとの情報を入

手していた。 

 

つまり、オルテガ検事総長の離反と、その後の抗議

行動激化は偶発的なものではなく、事前に野党側で

準備されたものだったことになる。 

 

そして最後の仕上げとなるのが、１７年８月の米国

の経済制裁だった。 

 

筆者は、トランプ政権の発足と同時に野党と米国が

協力し、何かのタイミングで抗議行動を加熱させ、

経済制裁を正当化する環境を整えるという合意があ

ったと考えている。 

 

なお、オルテガ元検事総長（当時）は、オバマ政権時

代から制裁を科せられる最有力候補に上がっていた

が、オルテガ検事総長は自身の制裁検討を止めるた

めに弁護士を雇い、米国政府への働きかけを委託し

ていたことは報道でも報じられている。 

 

つまり、米国政府が制裁を科さないことと引き換え

に、オルテガ検事総長の行動を操作することは可能

だったということだ。 

 

 

なぜ当時、米国政府は経済制裁を科す必要があった

のか。 

 

それは米国政府・野党内に「このまま１７年を乗り

切ると、マドゥロ政権は安定してしまう」との認識

があったからだろう。 

 

国はどういった時に混乱するのか。 

 

どの世論調査でもはっきりしているが、ベネズエラ

国民の最大の不満は「経済問題（物不足、物価高、イ

ンフラ設備の不備など）」である。 

 

 

ベネズエラ国民の望むことは何か 
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どのアンケートでも「政治問題（人権侵害、民主主義

の亀裂など）」は国民の最大の不満にはなっていない。 

 

米国・野党はマドゥロ政権を崩壊させるため（国を

不安定な状況であり続けさせるため）に、ベネズエ

ラ経済を悪い状況で維持したかった。 

 

ただし、原油価格が回復基調にあり、債務返済額が

減少することが予見される中で、経済を悪化させる

には経済制裁を科す必要があった。 

 

ただし、理由なく経済制裁を科せば、逆に米国政府

が国際社会、ベネズエラ国内から非難を浴びる。 

 

それを避けるためには、国内側で問題を起こす必要

があった。これが１７年３月から始まった抗議行動

の背景だと考えている。 

 

マドゥロ政権は汚職が横行しており、民主的な政治

運営ができていない。経済制裁を受けるようなスキ

は与党が作り出したもので、現与党が非難される理

由は間違いなく存在する。 

 

ただし、経済制裁がベネズエラ国民のことを考えた

倫理的に正しい行為であるかは別問題だ。 

 

現在は、メディアの力で何となくベネズエラ経済悪

化の理由は「マドゥロ政権の責任」で「経済制裁は必

要悪」ということで押し通すことができているが、

１７年８月以降の経済混乱とそれに伴う社会不安に

ついて言えば、責任は米国と野党にも等しくあるだ

ろう。あるいは、現在で言えば米国と野党の方が責

任は大きいかもしれない。 

 

 

経済制裁によりベネズエラが１７年~２０年の間に

受けた損失は小さく見積もっても３００億ドルはく

だらない。この金額があれば、デフォルトは回避で

き、外国からの融資も期待できた。ベネズエラの食

糧不足・医療不足もかなり緩和できただろう。 

 

そうであれば、ベネズエラ国民を飢餓に陥れている

のはマドゥロ政権だろうか、あるいは米国や経済制

裁の強化を求める野党だろうか。 

 

経済制裁がベネズエラ経済を悪化させるとの主張は、

本来は極めて簡単に理解できる主張だが、多くのメ

ディアあるいは国際社会はこれを指摘しない。 

 

かくして、メディアから情報を受け取る人は、経済

制裁に疑問を持つきっかけが存在せず、経済混乱の

責任はマドゥロ政権の政治運営にのみあると信じる

ことになる。 

 

マドゥロ政権の言葉が信じるに値するかどうかは大

いに疑問があるところだが、「与党の主張を頭から否

定し、野党・米国の主張が正しい」という固定概念を

消すこととも重要だと考えている。 

 

いずれにしても、ベネズエラ国民が本当に望むこと

は何かを与党も野党も考えていないと感じている。 

 

おそらく、多くの国民がそう感じていることだろう。 

 

筆者は、政府の役割とは「国民全体の幸福」を追求す

ることだと思うが、ベネズエラ政治家のほとんどは

（与野党に限らず）自分の仲間内の利害を常に最優

先に考えていると感じている。 
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与党も野党も、ベネズエラ国民の総意を代弁してい

るように語るが、実際のところ自分たちの仲間内の

意見を国民の総意であるかのように主張しているだ

けである。 

 

しかし、実際のところ彼らの仲間内の意見は、大多

数の国民の代弁とは言えない。 

 

多くの世論調査で、与党支持でも野党支持でもない

「無派閥」の国民が５割を超えていることは、与野

党の主張・スタンスが過半数の国民の意見を置き去

りにしていることを意味しているのではないか。 

 

 

このように過去を振り返ると、当時の事件が今のベ

ネズエラにつながっていることが理解できる。 

 

今回、グアイド議長が過熱させようとしている抗議

行動も１７年の経済制裁のように、米国政府と合意

した何らかの終着点（例えば、海上封鎖、軍事介入、

PDVSA と取引する石油企業への二時制裁の加速な

ど）があるのかもしれない。 

 

グアイド議長は、国会の権限を野党に奪還するべく、

３月１０日に国会議事堂に集まるよう野党支持者に

呼びかけている。 

 

同日の参加者を増やし国内でプレッシャーを拡大さ

せた先に待ち受けているものは何なのか。 

 

 

 

 

グアイド議長と米国政府は、すでにその先を知って

いるのかもしれない。 

 

以上 

２０年の抗議行動の行く先は 


