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（写真）グアイド議長ツイッター “国会に非常事態を宣言するよう求めるグアイド議長、国会役員” 

 

 

2019 年 3 月 8～9 日（金・土） 

 

政 治                     

「米国政府 アイサミ経済担当副大統領を訴え 

～自身の権限を利用し麻薬取引を支援～」 

「米国議員団 ベネズエラへの金融制裁を非難」 

「マドゥロ大統領 停電の原因は電磁波攻撃」 

「グアイド議長 大統領府への行進を宣言」 

経 済                     

「ベナルム 大停電で稼働停止」 

「SIDOR 変電所で爆発」 

社 会                     

「大停電の原因は雑草による火事？」 

２０１９年３月１０日（日曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 停電問題で日独と協議中 

～国会に非常事態宣言を求める～」 

経 済                    

「BID ベネズエラ代表の任命を投票で決定」 

「イベリア航空 停電で運航休止」 

「ICSID ベネズエラに８７億ドルの支払い命令」 

「インド向け原油輸出 ３０～４０％割引」 

社 会                     

「大停電解決せず ３月１１日は休日に 

～抗議行動、スーパー略奪、病院機能不全～」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年３月８日～３月１０日報道             No.２６３   ２０１９年３月１１日（月曜） 

2 / 7 

 

２０１９年３月８日～９日（金・土）             

政 治                       

「米国政府 アイサミ経済担当副大統領を訴え     

    ～自身の権限を利用し麻薬取引を支援～」       

 

３月８日 米国政府は、タレク・エル・アイサミ経済担

当副大統領への訴えをニューヨーク裁判所に提出した。 

 

理由は「外国麻薬中心人物指定法（Foreign Narcotics 

Kingpin Act）」の違反。同法が適用されることで対象者

が保有する米国内の資産は全て凍結、米国への入国は禁

止され、当該者が関わる取引は禁止される。 

 

とは言え、アイサミ経済担当副大統領は１７年２月に既

に制裁を受けているため、この罰則自体は今までも実行

されていた。 

 

国家安全保障省のアンヘル・メレンデス特別担当員によ

ると、 

「アイサミ元経済担当副大統領（米国政府の認識ではア

イサミ氏の役職は「元経済担当副大統領」になっている）

は、自身の職権を利用し、国際的な麻薬の密売に関与し

ていた。 

 

アイサミ氏、サマーク・ベジョ氏らはベネズエラから出

国するにあたりニューヨーク法の制約を受ける。」 

と説明した。 

 

アイサミ経済担当副大統領と併せてサマーク・ロペス・

ベジョ氏、ビクトール、モネス氏、アレハンドロ・ミゲ

ル・レオン氏、ミハエル・キンテロ氏、アレハンドロ・

キンタバジェ氏らも同じ容疑で訴えられている。 

 

ミハエル・キンテロ氏、アレハンドロ・キンタバジェ氏

はこの訴えを提出した３月８日（金曜）の午前中に逮捕

されている。 

両名は、アイサミ氏とサマーク・ベジョ氏がベネズエラ、

ロシア、トルコ、ドミニカ共和国など外国へ移動するに

あたり、米国の会社を通じて彼らが乗る飛行機をレンタ

ルしていたという。 

 

アイサミ経済担当副大統領は、以前から麻薬取引や中東

テロ組織との関りを報じられていた人物。米国政府から

繰り返し非難されてきたが、正式な訴えを起こされたの

は今回が初めてとなる。 

 

 

（写真）アイサミ経済担当副大統領ツイッターより 

“赤いネクタイの人物がアイサミ経済担当副大統領” 

 

「米国議員団 ベネズエラへの金融制裁を非難」         

 

３月８日 米国のアレクサンドリア・オカシオ・コルテ

ス下院議員（ニューヨーク州ブロンクス区選出）らを中

心に民主党議員１６名がトランプ政権のベネズエラへ

の制裁を訴える文書をポンペオ国務長官に提出した。 

 

コルテス議員はプエルトリコ系移民。１８年６月、ブロ

ンクス区の下院議員を１０期務めたジョー・クローリー

元議員を破り、番狂わせをしたことで、メディアでも話

題になった人物。 
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彼女は政治団体「アメリカ民主社会主義者」のメンバー。 

 

今回の訴えを提出する前にはマドゥロ大統領を「独裁者」

と呼ぶことには複雑な問題がある。との見解を示し、野

党支持者やメディアから非難を浴びていた。 

 

文書では、 

「我々はトランプ政権がベネズエラに対してとってい

る政治方針に懸念を表明する。特に軍事介入を言及する

姿勢、一方的な広範囲な制裁、野党リーダーを大統領と

認識する姿勢に強い懸念を表明する。 

 

昨今の経済制裁はベネズエラの深刻な経済危機を悪化

させる要因になり、何の責任もない社会的弱者を苦しめ

ることになる。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）オカシオ・コルテス議員 FaceBook 

 

「マドゥロ大統領 停電の原因は電磁波攻撃」                  

 

全国２３州中２２州に影響を及ぼしている大停電は未

だに収束していない（停電が起きた当時の記事は「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.262」参照）。 

 

首都カラカスを含めて、３月８日、９日と一時的に電気

が復旧する地域もあったが、再び停電が起き、状況は改

善していない。 

 

３月９日 マドゥロ大統領は演説で 

「３月９日の午前中６時～７時頃には７０％の電力が

復旧していた。最初はボリバル州、次にアンソアテギ州、

モナガス州、そしてカラカスまで復旧し始めていた。 

 

しかし、我々は再び攻撃を受けた。我々の電力プラント

は電磁波攻撃を受けた。国民はサイバー攻撃が存在して

いることを理解しなければいけない。 

 

我々の内部には工作者がいる。実際に２００２年～２０

０３年のストライキは工作者の仕業だった。しかし、そ

れらの人物は逮捕される。」 

と主張した。 

 

「グアイド議長 大統領府への行進を宣言」                  

 

３月８日 グアイド議長は３月９日に首都カラカスの

ビクトリア通りを目指すデモ行進を呼びかけ、大勢の支

持者が参加した。 

 

行進を妨げる治安維持部隊との衝突も確認されたが最

終的に野党支持者らはビクトリア通りに到着し、目的を

達成することができた。 

 

グアイド議長は、メガフォンを手にマドゥロ政権を非難。 

また、地方遊説を発表した。そして、「彼らをカラカス

に引き連れて、近いうちに権力の中枢に向かう」と大統

領府（ミラフローレス）への行進を宣言した。 

 

２００２年に故チャベス元大統領が一時的に失脚した

ことがある（当時クーデターには米国中央情報局（CIA）

が関与していたとされている）。 

 

当時、野党の呼びかけで野党支持者が大統領府に向かい

行進を実施。軍部高官が行進を妨げることを拒否し、チ

ャベス大統領（当時）が拘束された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
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同じようなシナリオが繰り返される可能性はあるだろ

う。他方、軍高官がマドゥロ政権に反旗を翻さず、行進

を妨害すれば、大惨事になる恐れがある。 

 

経 済                        

「ベナルム 大停電で稼働停止」            

 

日本企業との関係が深いアルミニウム精錬会社「ベナル

ム」の工場が３月７日の停電によって稼働停止に陥って

いるようだ。 

 

ボリバル州の中堅政党「LCR」のアンドレス・ベラスケ

ス党首はツイッターで 

「遺憾！停電はベナルムで稼働していた数少ない炉を

使用できなくした。炉は稼働を停止すると使用できなく

なる。悪い状況には悪いことが重なる。この悪循環を出

来るだけ早く終わらせなければならない。」 

と投稿した。 

 

また、ベナルム労働組合のアンヘル・ブリト氏も停電に

より炉が使用できなくなった事実を認めた。炉を１つ復

旧させるためには２５万ドル（２，８００万円）ほどか

かると言及した。 

 

「SIDOR 変電所で爆発」                

 

３月９日早朝 鉄鋼公社「SIDOR」の変電所で爆発が起

きた。 

 

３月７日から続く停電と関係しているのではないかと

報じられているが、正確なところは分からない。 

 

変電所から火が出ている様子はツイッターで拡散され

ている。 

 

 

 

 

（写真）一般人の投稿 

 

社 会                        

「大停電の原因は雑草による火事？」            

 

マドゥロ政権は停電の原因についてサボタージュ説を

主張するが、客観的に見れば整備不足による停電と考え

るのが妥当だろう。 

 

３月１０日 グアイド議長は電力公社（Corpoelec）の

内部関係者からの情報として、停電の発端はグリと

「Malena 変電所」「San Geronimo B 変電所」の間に生

えていた雑草が燃え、設備に引火したことが原因だと発

表した。 

 

「必要な剪定を行わず、予防的なメンテナンスが出来て

いなかった。その結果、発電施設は引火しやすい状況に

なっていた。 

 

カラカスに供給される８０％超のエネルギーは 765kv

ラインを通じている。引火により施設が熱せられオーバ

ーヒートし、タービンが稼働しなくなった。このタービ

ンを復旧させるには電力が必要だが、２０１８年から４

つの施設は稼働を停止しており、電力が供給できない。」 

と主張した。 

 

電気エネルギー産業労働組合の代表も雑草の火事が停

電の原因と指摘をしており、同説が濃厚だ。 
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２０１９年３月１０日（日曜）              

政 治                        

「グアイド議長 停電問題で日独と協議中        

      ～国会に非常事態宣言を求める～」        

 

３月１０日 グアイド議長は、停電について復旧のため

に日本とドイツと対話をしているとツイッターで投稿

した。 

 

「我々は技術者、専門家のチームを組織した。このチー

ムと協力し危機を乗り越える。 

 

同様にドイツと日本と対話をしている。彼らはベネズエ

ラの問題を解決するために協力する姿勢を見せている。

これは不当に大統領の役職を奪った強奪政権には出来

ないことだ。」 

 

ベネズエラの発電システムには日本企業も深くかかわ

っており、外国の専門技術者が必要な場合は日本、ドイ

ツの協力は必要になるだろう。 

 

現地メディア「El Nacional」のフェルナンド・セルパ記

者によると、現在の危機を克服するためには外国の技術

者の助けが必要だという。 

 

グリダムで２４年間務めている技術者は 

「タービンと発電施設は極めて繊細な作りになってい

る。発電施設の製造者とシステム提供者の協力がなけれ

ば短期間で問題が解決することはない。」 

とコメントしている。 

 

他方、ベネズエラの電気エネルギー産業労働組合の代表

によると、ベネズエラの電力設備の７０％は耐用年数を

過ぎており、専門家でも問題解決は容易ではないとコメ

ントしている。 

 

 

また、グアイド議長は３月１１日に国会で緊急会合を行

うと発表。国際社会の支援を求めるため、「非常事態

（Estado Alarma）」を宣言すると発表した。 

 

「月曜、国会は緊急会合を実施する。迅速に必要な人道

支援を求めるためだ。」 

とコメントした。 

 

停電により冷蔵施設が機能しなくなっている。本稿「大

停電解決せず ３月１１日は休日」にある通り、空腹に

耐えかねた市民がスーパーの略奪を始める事件も起き

ており、危機的な状況にある。 

 

経 済                       

「BID ベネズエラ代表の任命を投票で決定」            

 

グアイド議長率いる国会は、米州開発銀行（BID）の代

表にハーバード大学のリカルド・ハウスマン教授を指名

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.261」）。 

 

これを受けて、BID は代表指名の是非を決めるため、加

盟国の投票を行うと発表した。 

 

加盟各国は３月１５日までにハウスマン教授をベネズ

エラの BID 代表と認めるかどうかを通知。賛成票が議

決権の５０％を越えれば承認される。 

 

投票ではあるが、実際はハウスマン教授が BID 代表に

なることはほぼ決まっていると言えよう。 

 

議決権は加盟国の出資金に応じて決まる。米国は議決権

の３０％、アルゼンチン、ブラジルはそれぞれ議決権の

１１％。この３カ国だけで既に承認要件の５０％を超え

ている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
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「イベリア航空 停電で運航休止」           

 

マイケティア空港も電気が使用できない。 

 

空港利用者のツイッター投稿を見る限り、フライトが全

面的に中止になっているわけではないようだが、ほとん

どのフライトは延期になっている。インタビューに応じ

た乗客は空港施設のトイレも使用できないと嘆いた。 

 

一部のフライトでは正式に運航停止を発表している。イ

ベリア空港は３月１０日のフライト（カラカス―マドリ

ッド）を終日休止すると発表。 

 

また、同じスペイン系の航空会社「エアー・ヨーロッパ」

は飛行機の搭乗員がホテルに向かう途中に襲われたと

報じられている。襲われた人物にケガはなかったようだ。 

 

なお、停電の影響かマイケティア空港のウェブサイトは

ダウンしており、弊社 PC からはアクセスできなかった。 

 

 

（写真）@Paola Rojas 

“３月１０日時点のマイケティア国際空港” 

 

「ICSID ベネズエラに８７億ドルの支払い命令」         

 

世界銀行の国際投資紛争解決センター（ICSID）は、

ConocoPhillips への接収に関してベネズエラ政府に約

８７億ドルの賠償金支払いを命じた。 

 

具体的には、ConocoPhillips の資産 Petrozuata の接収

を理由に３３億８，６００万ドル、Hamaca の接収を理

由に４４億９，８００万ドル、パリア湾地域の

ConocoPhillips 資産の接収を理由に５億６，２１４万ド

ルなどの支払いを命じた。 

 

１８年のベネズエラの年間原油輸出額は約３００億ド

ル。１９年は更なる減少が予見される状況で、とても支

払える金額ではないだろう。 

 

「インド向け原油輸出 ３０～４０％割引」         

 

大衆意志党（VP）のヨン・ゴイコチェア氏（野党が掲げ

る「Plan Pais（国家計画）」のエネルギー部門担当）は、

石油産業情報誌「Petroguia」の取材に対して、PDVSA

がインドに対して代物取引を打診しているとコメント

した。 

 

「ロスネフチと PDVSA はインドで代物取引をしてい

る。我々は原油トレーダーと率直な意見交換を行ってい

るが、原油取引には３０～４０％のディスカウントが入

っている。 

 

ベネズエラの悲惨な状況を享受するカラスのような行

為だ。Trafigura もそのグループの１社だ。マドゥロ政

権は４０％のディスカウントで原油とガソリンとの代

物取引をしている。」 

と語った。 
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社 会                       

「大停電解決せず ３月１１日は休日に        

 ～抗議行動、スーパー略奪、病院機能不全～」            

 

３月１０日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は３月１１

日を休日にすると発表したが、復旧のめどなどについて

は語らなかった。 

 

３月７日から続く大規模な停電によりベネズエラは異

常事態に陥っている。 

 

長引く停電に耐えかねた市民の間では、カセロラソ（鍋

を叩いて抗議の意志を示す南米の伝統的な抗議）や街頭

でタイヤを燃やすなどの抗議が起きている。 

 

また、空腹になっている一部の抗議者は暴徒化し、スー

パーマーケットを略奪するなどの事件も起きている。 

 

３月１０日  バルータ市のスーパーマーケット

「Central Madeirense」を襲った５７名が逮捕された（以

下、写真）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月９日にはラ・フロリダ地区のスーパーマーケット

「Luvebras」でも略奪が起きた（以下、写真）。 

 

 

 

また、停電は病院でも深刻な事態を引き起こしている。 

 

停電で人工透析が出来なくなり腎不全で死亡する患者

が増えているという。 

 

正確な人数を把握することはできないが、グアイド議長

は３月１０日の２１時時点で２１名が死亡したと発表

している。新生児の死亡も３名含まれる。 

 

他、停電を理由に病院が対応を拒んだため、娘がそのま

ま息絶えてしまったと訴える人もいる。実質的な停電に

よる死者は２１名よりも多そうだ。 

 

以上 


