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（写真）ビクトル・カノ鉱物資源相ツイッター “米国政府 国営金公社ミネルベンに制裁” 

 

 

２０１９年３月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「野党 米国 NY 領事館、ワシントン武官室を奪取」 

「元社会保険庁長官 マドゥロ政権を離反」 

「バルガス州知事 州の名称変更を提案」 

「サパテロ西元首相 ベネズエラを訪問」 

経 済                     

「SENIAT 租税単位を改定」 

「Petro San Felix で火災を起こした被疑者を逮捕」 

「電力危機で SIDOR が稼働停止」 

社 会                     

「世論調査 水供給、不安定な状況続く」 

２０１９年３月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 大使６名任命、離反軍人の地位を保証」 

「解放されたドイツ人記者 ドイツ政府を訴え 

～自国民解放のための努力をしなかった～」 

経 済                    

「米国政府 国営金公社ミネルベンに制裁」 

「Inlaca ベネズエラ事業を売却」 

社 会                     

「アビラ山で火災発生」 

「電力公社職員 拘束中に死亡」 

「米国政府 ラウル・ゴリン氏らの制裁を解除」 
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２０１９年３月１８日（月曜）             

政 治                       

「野党 米国NY領事館、ワシントン武官室を奪取」       

 

３月１８日 グアイド議長率いる国会に米国の代表大

使に任命されているカルロス・ベッキオ氏（大衆意志党

の党員）は記者会見を実施。 

 

米国ワシントンにある武官室２施設とニューヨークに

あるベネズエラ領事館を奪取したと発表した。 

 

１月２６日 米国ワシントンで武官を務めていたルイ

ス・シルバ大佐は、マドゥロ政権を支持せず、グアイド

議長をベネズエラの暫定大統領と認識すると発表。 

同日以降、ワシントン武官室は野党に指揮権が移ってい

たようだ（「ベネズエラ・トゥデイNo.245」参照）。 

 

米国政府が管轄するベネズエラ政府の施設は次々に野

党のコントロール下に入っている。 

 

PDVSA の米国子会社「Citgo」の役員も既に国会が任命

した役員に交代した。 

 

国際機関ではあるものの、米国政府の影響力が強い米州

開発銀行（BID）のベネズエラ代表もリカルド・ハウス

マン教授に交代した。 

 

今回、ニューヨーク領事館、ワシントン武官室も野党の

コントロール下に入ったことになる。 

 

なお、米国政府は国連のベネズエラ代表団も野党側に変

える方針を示している。 

 

定例の構成国メンバーのローテーションで、１９年５月

からベネズエラが国連軍縮委員会に加わる。 

 

３月１９日、米国の Yleem Poblete 秘書官は１９年５月

のローテーションで軍縮委員会に入るメンバーはグア

イド暫定大統領の指名する代表が就くべきだとの見解

を示している。 

 

なお、ベッキオ氏は武官室の内部が著し劣化していると

指摘。以下の内部写真を公開した。 

 

 

（写真）カルロス・ベッキオ駐米ベネズエラ代表大使 

 

「元社会保険庁長官 マドゥロ政権を離反」         

 

３月１８日 チャベス政権下で社会保険庁（IVSS）長官

や保健相を務めていたカルロス・ロトンダロ中将がコロ

ンビアの「NTN２４」に出演。マドゥロ政権からの離反

を宣言した。 

 

同氏は、ディオスダード・カベジョ制憲議長と親交の深

い人物として知られている。 

 

同氏は８７年軍人士官学校を卒業。２００３年から社会

保険庁（IVSS）に勤務。２００７年には IVSS 代表に就

任した。その後、０９年に保健相。２０１０年には再び

IVSS に戻り、その後は公の場には登場しなくなってい

た。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年３月１８日～３月１９日報道            No.２６７   ２０１９年３月２０日（水曜） 

3 / 9 

 

当時、保健相を降ろされた理由について、キューバ人医

師の受け入れプロジェクトに反対したことが理由と噂

されていた。 

 

なお、ロトンダロ氏は２０１８年３月に米国政府の制裁

を受けており、米国への入国は禁止、同国の資産は凍結

されている。米国政府は制裁の理由についてロトンダロ

氏が汚職に関与したためと指摘している。また、カナダ、

パナマもロトンダロ氏に制裁を科している。 

 

ロトンダロ氏は、キューバ人が軍部の中で権限を握って

いると主張。大統領府のインテリジェンス機能を担うグ

ループの構成員はベネズエラ人よりもキューバ人の方

が多いとコメント。国の方針はキューバ人に決められて

いると主張した。 

 

また、選挙がある時だけ医薬品を供給していたとコメン

ト。憲法に従うのであれば、透明な選挙により政権交代

が行われなければいけないと主張した。 

 

 

（写真）NTN２４ 

“マドゥロ政権からの離反を宣言するロトンダロ中将” 

 

 

 

「バルガス州知事 州の名称変更を提案」                  

 

ベネズエラの玄関口「マイケティア国際空港」があるバ

ルガス州のルイス・ガルシア・カルネイロ知事は、バル

ガス州という現在の名称を変えると提案した。 

 

カルネイロ知事が提案する新しい州名は「ラ・グアイラ」。

ラ・グアイラとはバルガス州にある地域の地名でビーチ

として有名な場所だ。 

 

「私はバルガス州の地名をラ・グアイラ州に変えること

を検討する時期が来たと考えている。なぜなら一般的に

バルガス州はラ・グアイラの名前で知られている。誰で

もバルガスに行くとは言わず、ラ・グアイラに行くと言

う。州議会で提案し、議論する予定だ。 

 

バルガス州議会は与党が多数派を占めており、承認され

ると確信している。」 

とコメントした。 

 

どうやらカルネイロ知事は２００８年からバルガス州

の名称を変えたがっていたようだ。当時、バルガス州は

オルガルキア（特権階級）が付けた名前だからだと主張

していたようだ。 

 

この提案は３月２０日にバルガス州の通常国会で議論

されるようだ。 

 

なお、記事によるとバルガス州市民としては州の名前が

バルガスだろうとラ・グアイラであろうがあまり重要で

はないとの意見が多いようだ。 
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「サパテロ西元首相 ベネズエラを訪問」                  

 

３月１８日 スペインのロドリゲス・サパテロ元首相が

ベネズエラに到着したようだ。 

 

サパテロ元首相は与野党対話を強く求める政治家。 

 

「対話＝与党を延命させるツール」と主張する野党とそ

の支持者からサパテロ元首相は嫌悪されており、同氏の

ベネズエラ到着をバッシングする主張がメディアで散

見されている。 

 

メディアによると、ベネズエラに訪れた趣旨はやはり対

話による解決を模索するためのようだ。 

 

スペイン政府は、サパテロ元首相のベネズエラ訪問につ

いて「彼の個人的な旅行」と説明しており、「公務では

ないので旅程については承知していない」と、スペイン

政府とは無関係であると説明した。 

 

現在のところサパテロ元首相の活動内容を確認できる

ような報道は確認できていない。 

 

なお、グアイド議長は「サパテロ元首相と面談する予定

はあるか？」と記者から聞かれると 

「本当にベネズエラに来ているかどうかはしらない。噂

だけでは決断できない。ただ、おそらく会わないと思う。」 

と回答した。 

 

経 済                        

「SENIAT 租税単位を改定」           

 

３月１８日 徴税庁（SENIAT）は租税単位（UT）を１

UNT＝BsS.５０．００に改定した。 

 

 

 

租税単位はベネズエラの行政サービスの手数料や罰金、

税金支払いの際に使用される単位。 

 

ただし、今回の租税単位の改定は「罰金支払い」「税金

の計算時」にのみ適用され、行政サービスの手数料は据

え置くという。 

 

つまり、行政サービス手数料はこれまで通り１UT＝

BsS.０．０１２のまま据え置かれる。 

 

「Petro San Felixで火災を起こした被疑者を逮捕」         

 

３月１３日 Petro San Felix の原油貯蔵庫で火災が起

きた（「ベネズエラ・トゥデイNo.265」参照）。 

 

本件に関連して、国会のホセ・ブリト議員は火災を起こ

したとして Petro San Felix の労働者が SEBIN（公安の

ような組織）に拘束されたと訴えた。 

 

拘束されたのは Petro San Felix でオペレーション管理

をしているエドゥアルド・トーレス氏。 

 

ホセ・ブリト議員曰く、トーレス氏は与党の非効率なオ

ペレーションの責任を押し付けられ、火災の主犯格にさ

れようとしていると主張した。 

 

なお、本稿「電力公社職員 拘束中に死亡」の通り、電

力公社（Corpoelec）の職員は SEBIN に拘束され、死亡

しており、拷問死が疑われている。 

 

１８年１２月にはネルソン・マルティネス PDVSA前総

裁も収監中に死亡しており、拘束される環境が劣悪であ

ることが伺える（「ベネズエラ・トゥデイNo.228」参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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「電力危機で SIDORが稼働停止」                  

 

停電の影響でボリバル州の製鉄公社「SIDOR」の稼働が

停止しているようだ。 

 

SIDOR は生産過程で大量の電力を消費するため、電力

使用に制限がある状況下では稼働が出来ない。 

 

経済学者のルイス・アルコセル氏は 

「SIDOR は２００７年には４３０万トンのリキッドア

イアンを生産していたが、０８年に３６０万トンに減少。

その後も０９年に３１０万トン、１０年に深刻な電力危

機の影響で１８０万トンまで減少。１６年の電力危機の

際には３１万トンにまで減少していた。 

 

１８年１月～８月までのSIDORのリキッドアイアン生

産量は５万９，１２９トン。それ以降もほとんど稼働し

ていなかったが、今回の停電で SIDORは完全に停止し

ている。」 

と語った。 

 

社 会                        

「世論調査 水供給、不安定な状況続く」           

 

３月１２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は全国の８

０％で電力が復旧し、すぐに水にもアクセスできるよう

になると発表していた。 

 

しかし、野党系メディア「Caraota Digital」がツイッタ

ーで実施した世論調査では引き続き水のアクセスに問

題があるとの回答が多かったようだ。 

 

質問は 

「３月１５日（金曜）、あなたは自宅に水が来ているか？」 

 

 

 

「水が出ている」と回答したのは１４％ 

「水が出ていない」と回答したのは３９％ 

「時々出る」と回答したのは２０％ 

「７日以上、水が来ていない」と回答したのは２７％ 

 

つまり、回答者の中では「時々出る」も含めて３４％し

か水が届いていないことになる。 

 

 

 

他方、同メディアを閲覧するのは野党支持者で同ツイッ

ターに回答するのも野党支持者のため、結果は実態より

も政府に批判的な数字を出している可能性もありそう

だ。 

 

２０１９年３月１９日（火曜）             

政 治                       

「国会 大使６名任命、離反軍人の地位を保証」        

 

３月１９日 定例国会を実施。国会はグアイド議長を暫

定大統領と認識した６カ国の代表大使を任命した。 

 

野党が代表大使を任命した国はアイルランド、ハンガリ

ー、ブルガリア、チェコ、ポーランド、フィンランド。 
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国会は、これまで２７カ国の代表大使を任命していた。

６カ国が新たに加わることで３３カ国の代表大使が存

在することになるが、英国向けの代表大使は取り消した

ようで、現在は３２カ国だという。 

 

国会は、英国の代表大使を取り消した理由については明

らかにしていない。 

 

同日、国会は「軍の繁栄と組織再生と加入のための合意」

を承認。マドゥロ政権から離反した軍人は、政権交代後

に引き続き同じ役職で軍人職を継続できると決定した。 

 

２月２７日 マドゥロ政権は離反した軍人１００名の

リストを公開。１００名を解任すると発表していた。こ

の点について、国会は１００名の軍人は引き続きベネズ

エラの軍人として活動すると発表した。 

 

ベネズエラの政権交代には軍部の協力が不可欠。 

 

グアイド議長率いる野党は軍部の離反を促進するため、

恩赦法を制定するなど離反軍人を罪に問わない姿勢を

示している。 

 

「解放されたドイツ人記者 ドイツ政府を訴え      

  ～自国民解放のための努力をしなかった～」           

 

意外な記事があったので紹介したい。 

 

ドイツ人のビリー・シックス記者という人物は１８年１

１月にファルコン州ロス・テケスで拘束され、そのまま

４カ月 SEBIN の収容施設に留置されていた。 

 

３月１５日、ビリー氏は解放されドイツに帰国したが、

帰国後に最初にしたのはドイツ政府への訴えだった。 

今後、正式にドイツの裁判所に訴えを起こすようだ。 

 

 

訴えの理由は、ドイツ政府が自身の解放に向けて努力を

しなかったこと。 

 

ビリー記者は 

「ドイツ政府は自国民が困難な状況に置かれていた場

合、支援する義務がある。しかしドイツ政府は十分な注

意を払わなかった。 

 

それどころかドイツ政府がベネズエラの内部対立に介

入したために解放の障害になった。」 

と語った。 

 

ドイツ大使館はグアイド議長を積極的に支援しており、

グアイド議長がマイケティア国際空港に到着した際に

も各国大使を呼び、グアイド議長を保護、カラカスまで

の移動中もグアイド議長を護衛した。 

 

これを理由にマドゥロ政権は駐ベネズエラ・ドイツ大使

を国外追放していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.262」

参照）。 

 

また、ビリー氏は自身が解放されたのはロシアのセルベ

イ外相のおかげだと述べ、感謝の意を示した。 

 

ビリー氏はベネズエラの人道危機について番組を作成

するためにベネズエラに滞在していたという。 

 

４カ月も逮捕されていたからには、野党を支持するスタ

ンスを持っていると考えていたので、今回の訴えは多少

意外ではある。 

 

なお、ドイツ政府はビリー氏の主張について「我々は収

容中に彼に適切な対応をした」と説明している。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
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経 済                       

「米国政府 国営金公社ミネルベンに制裁」            

 

３月１９日  米国政府はベネズエラの国営金公社

「Minerven（ミネルベン）」を制裁リストに追加した。 

 

１月２８日には国営石油公社 PDVSA に制裁を科して

いる。制裁の効果は強力でベネズエラ産原油の主要購入

国インドもベネズエラ産原油の購入を控える方針を示

している。 

 

ベネズエラの第２の外貨収入源である GOLD取引につ

いて、制裁を強化することでマドゥロ政権の資金源を制

限することが狙いだ。 

 

制裁理由について、ムニューシン財務長官は 

「非合法なマドゥロ政権はベネズエラの富を収奪して

いる。これにより原住民が危険にさらされており、自然

保護区が違法採掘で荒らされている。 

 

ここ数年、GOLD など鉱物の売却はマドゥロ政権に巨

額の資産をもたらしている。GOLD 採掘は全て軍人が

仕切っており、犯罪組織に資金が流れている。」 

と説明した。 

 

「Inlaca ベネズエラ事業を売却」         

 

「Mirona Food」は、ニュージーランド資本の「Inlaca」

のベネズエラ会社を購入したと発表した。 

 

ベネズエラに駐在したことのある人は右上写真の

Inlaca のシンボルマークを見たことがあるのではない

か。 

 

Inlacaは飲料、乳製品のメーカー。ベネズエラではバレ

ンシアとチバコアに工場がある。 

 

ベネズエラ事業は７０年の歴史がありカラボボ州の主

要な会社の一つだったが、長引く経済不況を受けてベネ

ズエラ事業を売却したようだ。 

 

同社を購入した「Mirona Food」のことを筆者は知らな

い。ネットで検索しようと同社のホームページにアクセ

スしようとしたが、「安全なアクセスを保証できません」

という表示が出て、ページを閲覧することが出来なかっ

た。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ベネズエラ事業を売却した Inlaca 社バレンシア工場” 

 

社 会                       

「アビラ山で火災発生」                

 

ベネズエラの首都カラカスのシンボル的存在と言えば

「アビラ山」を挙げる人は多いだろう。 

 

３月１９日 アビラ山で火災が発生した。アビラ山では

時々火災が発生しているが、今回の火災はいつもよりも

大きいようだ。ツイッターではアビラ山火災の写真・映

像がたくさん投稿されている。 

 

ネストール・リベロール内務司法平和相は火災発生から

１２時間経過した頃に消火作業に当たっているとテレ

ビで発表。対応の遅さを指摘する声がネットに殺到した。 
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「電力公社職員 拘束中に死亡」              

 

国営電力公社 Corpoelecの社員で技術者のアンヘル・ハ

ビエル・ロメロ氏が死亡した。 

 

現地メディア「El Pitazo」によると、同氏は３月１日に

Corpoelecの重要物資（具体的に何かは不明）を盗難し、

逮捕された。 

 

その後、停電の最中、３月９日にボリバル州の犯罪科学

捜査班（CICPC）San Felix 収容所で死亡したという。 

 

野党、野党支持者らは拷問死だとマドゥロ政権への圧力

を強めている。 

 

１８年１０月には第一正義党（PJ）に所属するリベルタ

ドール市議のフェルナンド・アルバン氏が SEBIN 拘束

中に死亡した。 

 

アルバン氏の死について、サアブ検事総長は飛び降り自

殺としているが、野党は拷問死だと主張。主張を裏付け

る証拠は見つかっておらず真相が判明していない。 

 

「米国政府 ラウル・ゴリン氏らの制裁を解除」              

 

３月１９日 米国政府の外国資産管理局（OFAC）は、

グスタボ・ペルドモ氏の家族、加えて Globovision のオ

ーナーであるラウル・ゴリン氏が所有する会社への制裁

を解除した。 

 

ペルドモ氏およびゴリン氏の関係会社は１９年１月に

汚職に関与したとして制裁を科されていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.237」参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
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ムニューシン財務長官は制裁解除の理由について、 

「制裁は永続的なものではない。米国政府はベネズエラ

に自由と民主主義を取り戻すためにポジティブだと判

断すれば制裁を解除する。」 

と説明。 

 

具体的な理由については語らなかったが、情報提供の見

返りの司法取引などがあったことと想像される。 

 

制裁が解除されたグスタボ・ペルドモ氏の家族は以下の

通り。 

 

1.- PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra 

2.- PERDOMO, Maria Alexandra 

3.- PERDOMO-ROSALES, Maria 

4.- DE PERDOMO, Maria A 

5.- DE PERDOMO, Maria Alejandra 

6.- TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina 

7.- TARASCIO-PEREZ, Mayela 

8.- TARASCIO, Mayela 

9.- DE PERDOMO, Mayela T 

10.- TARASCIO DE PERDOMO, Mayela A 

11.- TARASCIO DE PERDOMO, Mayela Antonina 

12.-DE PERDOMO, Mayela Tarascio 

 

ラウル・ゴリン氏がオーナーの会社で制裁が解除された

のは以下の７社。 

 

1.- CONSTELLO INC., Saint Kitts and Nevis 

2.- CONSTELLO NO. 1 CORPORATION 

3.- MAGUS HOLDINGS USA, CORP 

4.- RIM GROUP INVESTMENTS I CORP 

5.- RIM GROUP INVESTMENTS II CORP 

6.- RIM GROUP INVESTMENTS III CORP 

7.- RIM GROUP INVESTMENTS, CORP 

 

以上 

 


