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（写真）政府が発表したビデオ映像抜粋 “８月４日 マドゥロ大統領演説時に爆発したドローン” 

 

 

２０１８年８月６日（月曜） 

 

政 治                     

 「交通部門の国勢調査 約１００万人が登録」 

「SEBIN Hotel Pestana Caracas を捜索」 

「与党支持者がマドゥロ支持を示す行進を実施」 

経 済                     

 「財務省 BANESCO の管理措置を９０日延長」 

 「国内の自動車４０％は動いていない」 

 「国会 ７月のインフレ率は先月比１２５％増」 

社 会                     

 「伯 ベネズエラ人の国境移動を巡り混乱」 

「１３年の大統領宣誓式に乱入した男性が死亡」 

２０１８年８月７日（火曜） 

 

政 治                    

 「大統領暗殺未遂事件 外国の関与を主張 

～米ジャーナリスト 事前に犯行知っていた～」 

 「ファン・レケセンス議員を逮捕 

～制憲議会 不逮捕特権のはく奪を議論～」 

経 済                    

 「PDVSA １８年 Rosneft に１０億ドル返済」 

 「ケベド総裁 コノコと交渉中と説明」 

「１８年前期 米国との貿易取引５％減」 

社 会                    

「豪雨によりボリバル州など６州で水災」 
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２０１８年８月６日（月曜）             

政 治                       

「交通部門の国勢調査 約１００万人が登録」       

 

政府は８月３日～５日にかけて「祖国カード」保有者を

対象とした国勢調査を行っていた。 

 

８月６日 イポリート・アブレウ国土交通相は国営放送

の番組に出演し、３日間の登録期間で約１００万人の祖

国カード保有者の登録をすることが出来たとコメント

した。 

 

「SEBIN Hotel Pestana Caracas を捜索」              

 

８月６日  SEBIN がサンタ・エドゥビヒスにある

「Hotel Pestana de Caracas（ペスターナ・ホテル）」を

捜索した。 

 

目的は８月４日に起きたマドゥロ大統領暗殺未遂事件

の犯人逮捕。 

 

現地情報サイト「Talqual」がホテルの監視員から入手し

た情報によると、５日から SEBIN 関係者は同ホテルの

捜索を開始しており、宿泊者は別のホテルへ移動するこ

とになったようだ。 

その後、２名が顔を覆われた状態で SEBIN の車に乗せ

られたと報じられている。 

 

このホテルは立地、値段、施設などの観点から宿泊に便

利なため日本人出張者も度々利用するホテル。 

 

また、同ホテルは居住用マンションとつながっており、

少なくとも筆者が駐在していた１年ほど前までは日本

人駐在員も多く利用していた。 

 

（写真）情報サイト「Vision publica」ツイッター 

 

「与党支持者がマドゥロ支持を示す行進を実施」                  

 

８月６日 マドゥロ大統領暗殺未遂事件を受けて、情報

通信省は与党支持者に対してマドゥロ大統領支持を示

すための集会への参加を呼び掛けた。 

 

写真を見る限り、多くの支持者が集まっているように見

えるがこういった類のイベントは公務員が仕事として

駆り出されることが多い。 

 

また、水や食料、赤色のシャツが配られることを期待し

て参加する者もいる。 

 

本当に政府支持を示すために参加している支持者は決

して多くないと理解している。 
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（写真）大統領府ツイッター 

 

経 済                        

「財務省 BANESCO の管理措置を９０日延長」           

 

並行レートの取締りのため５月から民間最大手の金融

機関「BANESCO」が政府の管理下に置かれていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.132」５月３日付の記事参照）。 

 

当時、政府による管理措置は９０日間としており、政府

の管理を嫌う口座保有者や銀行関係者は８月に管理措

置が解除されることを期待していた。 

 

しかし、財務省は BANESCO の政府管理措置を更に９

０日延長した。８月７日から９０日間の延長ということ

で１１月上旬に解除される見通しだ。 

 

なお、現在の BANESCO はジョマナ・コテッチ貿易国

際投資相が管理を担っている。 

 

この発表を受けて、BANESCO のファン・エスコテト頭

取は抗議を示している。 

 

 

 

「我々は管理措置延長の通知を受けて完全に困惑して

いる。我々からすれば、この措置は馬鹿げており、公平

なものではなく、法的なベースも存在しない。 

状況を分析し、その後記者会見を開き我々のスタンスを

示す。」 

とツイッターに投稿した。 

 

「国内の自動車４０％は動いていない」           

 

ベネズエラ自動車部品製造業協会（FAVENPA）のオマ

ール・バウティスタ代表によると、自動車の４０％、４

００万台超が動いていないようだ。 

 

「我々はハイパーインフレーションを撲滅するための

政府の対策を切望している。なぜなら物価の高騰により

国民の購買力が著しく減退しており、我々の自動車部品

産業にも悪影響を及ぼしているからだ。 

 

国内にある４０％の自動車は動いていない。 

理由は、必要な部品が不足しているか、メンテナンス費

用が高すぎる、あるいは自動車保険加入者が十分な保険

料を受け取ることが出来ないことだ。」 

と現状について訴えた。 

 

「国会 ７月のインフレ率は先月比１２５％増」                  

 

野党多数の国会は１８年７月のインフレ率が先月比１

２５％増だったと発表した。 

 

１８年に入ってから７カ月間のインフレ率は１０，６６

４％増で、１７年７月から１２カ月間のインフレ率は８

２，７６６％になる。 

 

国会が毎月公表しているインフレ率（１７年１月～１８

年７月の推移）は次ページ参照。今年５月からは先月比

３ケタのインフレが続いている。

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
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（写真）BANCAYNEGOCIOS

 

社 会                        

「伯 ベネズエラ人の国境移動を巡り混乱」           

 

８月６日 ブラジルの Girao Barreto 判事はベネズエラ

とブラジルを陸路でつなぐ国境についてベネズエラ人

の入国を禁止するよう決定した。 

 

同決定に従い、同日１７時からロライマ県などベネズエ

ラ人が多く入国している地域の検問所はベネズエラ人

の入国を禁止した。 

 

しかし、翌７日には同決定が取り消され、同日１０時に

は再びベネズエラ人のブラジルへの入国が出来るよう

になった。 

 

経済危機により外国へ移住あるいは食材などを買いに

行くベネズエラ人は増加しており、多くの住民がベネズ

エラ人の急増に危機感を感じている。 

 

 

 

 

「１３年の大統領宣誓式に乱入した男性が死亡」                  

 

８月５日 スリア州でジェンドリー・サンチェス氏が遺

体で発見された。 

 

サンチェス氏の遺体は隣人によって発見された。 

記事によると８月１日からサンチェス氏を見かけてお

らず、５日に同氏の部屋から強い腐敗臭がしたため部屋

に入ったところ死亡しているサンチェス氏を発見した

とのこと。 

 

死亡した理由は不明だが、サンチェス氏の頭部はビニー

ル袋に入れられており他殺と見られている。 

 

サンチェス氏は、大きなイベントの際に、会場に乱入し

度々騒ぎを起こしていた。 

最も有名なのは１３年４月、マドゥロ大統領が選挙後に

国会で就任宣誓式を行った際の乱入だろう。 
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サンチェス氏はマドゥロ大統領の演説中に護衛をかい

くぐって壇上に上がり、マドゥロ大統領からマイクを奪

うと「ニコラス（マドゥロ大統領のこと）、私はサンチ

ェスだ！助けてくれ！」と大声で叫び、会場が混乱した。 

 

他にも故チャベス元大統領の演説中、カプリレス元ミラ

ンダ州知事の大統領選挙キャンペーン中、マニュエル・

ロサレス元スリア州知事（UNT 党首）の選挙イベント

で会場に乱入。 

 

ミス・ベネズエラの大会では優勝者の王冠を奪い会場か

ら逃げたこともあった。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領演説中に乱入したサンチェス氏 

 

２０１８年８月７日（火曜）             

政 治                       

「大統領暗殺未遂事件 外国の関与を主張         

 ～米ジャーナリスト 事前に犯行知っていた～」        

 

８月７日 マドゥロ大統領はテレビで４日に起きたド

ローン爆発事件の捜査状況についてテレビで発表した。 

 

マドゥロ大統領が公開したビデオによると事件の首謀

者はコロンビア在住のベネズエラ人 Rayder Russo 氏

（あだ名はピコ）と米国在住のベネズエラ人 Osman 

Delgado 氏。 

 

両氏は一年前にバレンシアのパラマカイ駐屯地で起き

たクーデター未遂事件に関与していたとして政府から

指名手配されていた。 

 

ビデオでは今回の一件で逮捕されたファン・カルロス・

モナステリオ退役軍人（あだ名はボンス）とされる人物

による証言を公開。 

 

同氏の証言ビデオによると、第一正義党（PJ）のファン・

レケセンス議員とフリオ・ボルヘス前国会議長が本件に

関わっていると発言している。 

 

本来であれば７月に実施する予定だったが、コロンビア

から送られる予定だったドローンがベネズエラに到着

せず、８月４日に延期されたと語っている。 

他、事件に関わった他の人物はペスターナ・ホテルとカ

バーニャ・スイーツ・ホテルに滞在していたとも語った。 

 

また、モナステリオ退役軍人は、１４年、１７年に起き

た反政府デモの参加者１１名をリクルートし、コロンビ

アに派遣。コロンビアにいるルッソ氏は彼らにドローン

操作の訓練を施して犯行を実行したと報じている。 

実行犯は５，０００万ドルと米国に住む権利を約束され

ていたとも補足している。 

 

この証言がどこまで正確なのかは分からず、鵜呑みには

出来ないだろう。 

 

また、報道では１８年１月に政府に殺害されたオスカ

ル・ペレス CICPC 捜査官が、１７年１２月の時点で

Russo 氏と Delgado 氏が政府に情報を売っていたとし

て裏切り者と非難していたとのツイッター情報が流れ

ている。 

 

確かに同氏のツイッターには１２月１日付でこの記事

が投稿されている。 
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なお、筆者自身はツイッターをしていないが、調べたと

ころでは過去の日付で記事を投稿することは可能なよ

うだ。 

 

もちろん１７年１２月当時からオスカル・ペレス捜査官

はベネズエラで注目の人物だった。彼がこのような投稿

をした場合、どこかのメディアがこの投稿を記事にしそ

うなものだが、投稿日でフィルターをかけて検索したと

ころ、この時期にオスカル・ペレス捜査官のツイッター

を記事にしたメディアは確認できなかった。 

 

こちらもフェイクニュースの可能性がありそうだ。 

 

なお、本件に関連して米国に住むペルー人ジャーナリス

ト（野党系）、ハイメ・バーリー氏は事件が起きる前か

らドローン爆破事件の計画を知人から聞いていたと語

った。 

 

彼曰く、一週間ほど前に知人との会合に呼ばれ、計画に

ついて聞かされた。彼らはドローンもベネズエラにあり、

準備も整っていると話していた。私は虚言だと思い真面

目に受け取らず、「（出来るなら）計画を実行してほしい」

と発言したと語った。 

また、私の知人は権限があり、今後も事件は続くだろう

との見解を示し、もし次にドローンが必要になれば私に

相談してほしいともコメントした。 

 

またバーリー氏はドローンがうまく機能しなかった理

由について、軍部が仕掛けた電波妨害と説明。マドゥロ

大統領が公開した事件の説明ビデオでも同様の説明が

されている。 

 

また証拠は提示されていないものの制憲議会のウィリ

アム・ファリーニョ議員は、ベネズエラ主導党（VV）の

マリア・コリナ・マチャド党首も事件に関わっていた可

能性があると発言。また、事件を支援したコロンビア政

府とは外交関係を断絶するべきだとの見解を示した。 

 

「ファン・レケセンス議員を逮捕            

  ～制憲議会 不逮捕特権のはく奪を議論～」           

 

前述の記事にある通り、第一正義党（PJ）のファン・レ

ケセンス議員（写真下の人物）が今回の事件に関与して

いたとのビデオが公開された。 

これを受けて８月７日 SEBIN はファン・レケセンス

議員と妹のラファエラ・レケセンス氏を拘束した。 

なお、ラファエラ・レケセンス氏はベネズエラ中央大学

の学生運動組合の代表を務めている。 

 

なお、レケセンス議員は５月１５日に報道関係者の国会

入場を巡り軍部と衝突し、軍人女性に暴行を加えたとし

て政府から非難されたことがある。 

他方、メディアではビデオをスローモーションで流し、

軍人女性は殴られていなかったと報じている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.137」５月１５日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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その後、ラファエラ・レケセンス氏は解放された。 

国会議員には不逮捕特権があるが、制憲議会は今後、レ

ケセンス議員とボルヘス議員の不逮捕特権はく奪を議

論するようだ。 

 

経 済                       

「PDVSA １８年 Rosneft に１０億ドル返済」            

 

８月７日 ロスネフチは１８年１月～６月にかけて

PDVSAから合計で１０億ドル（１月～３月に６億ドル、

４月～６月に４億ドル）の返済を受けたと発表。 

現在、ロスネフチが PDVSA に貸している金額は３６億

ドルに減ったとしている。 

 

これは１４～１６年にかけてロスネフチが石油代金の

前払いとして PDVSA に支払った資金の返済で、貸付金

の合計額は６５億ドル、２０２０年までに返済すること

になっている。 

 

なお、１７年１１月にベネズエラ政府とロシアが債務再

編で合意したとの記事があった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.60」１１月１５日付の記事参照）。 

 

これはロシア政府の債務再編であり、ロスネフチは債務

再編をしていない。 

 

「ケベド総裁 コノコと交渉中と説明」         

 

PDVSA のマニュエル・ケベド総裁は、賠償金回収のた

めカリブ海で PDVSA が使用していた施設を差し押さ

えている ConocoPhillips と交渉をしていることを明ら

かにした。 

 

ケベド総裁は交渉の内容は機密契約が結ばれており、内

容は明らかにすることが出来ないが、交渉は進んでおり

近日中に結果を明らかにできるだろうと語った。 

 

「１８年前期 米国との貿易取引５％減」              

 

経済情報サイト「Banca y Negocios」は１８年１月～６

月までの米国とベネズエラの貿易取引データに関する

レポートを公開。 

 

同期間の二国間取引は合計８６．１億ドルで、ベネズエ

ラから米国向けの輸出が５８．７億ドル（前年同期比１

４．７％減）。米国からベネズエラ向けの輸出が２７．

４億ドル（前年同期比２３％増）だったと報じた。 

 

また、米国からベネズエラ向けの輸出の６３％は原油製

品（ベネズエラ国内の製油所の精製のために必要な石油

製品）。 

前年同期比で大きく増えており、米国の金融制裁はベネ

ズエラ経済に影響を与えていないと分析した。 

 

しかし、この分析は金融制裁の狙いを理解していないま

ま結論を出しているように思える。 

 

米国の狙いは金融制裁を通じて、ベネズエラ国内の原油

生産を減らし、且つ外国からの融資を制限し、資金的に

ベネズエラ政府を苦しい立場に追いやることだろう。 

 

このレポートでは、石油製品の輸入が出来ていることを

理由に金融制裁がベネズエラ経済に悪影響を与えてい

ないと結論付けているが、米国の制裁の狙いは原油輸入

を制限することではない。 

 

PDVSA の国内オペレーションが低下すれば、ベネズエ

ラは石油製品輸入の必要に迫られる。 

 

米国からベネズエラ向けの石油製品輸出が増えている

ことはむしろ米国政府にとって制裁が狙い通り機能し

ていることの証明ともいえる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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筆者は１～６月の実績はまだ確認していないが、１～４

月までの実績で言えば米国からベネズエラ向けの機械

類輸出は前年比４２．４％減少している。 

 

PDVSAの産油量が減っている理由はメンテナンス不足

が大きく、機械類の輸入減はメンテナンス不足を深刻化

させる。 

 

また、以前は曲がりなりにも融資をしてくれていた欧米

系の金融機関は制裁後にベネズエラ向けの融資を停止

している。 

 

その意味では米国制裁はベネズエラ経済に悪影響を与

えているはずだ。 

 

社 会                       

「豪雨によりボリバル州など６州で水災」            

 

８月７日 ベネズエラのボリバル州、アマゾナス州、ア

プレ州、デルタ・アマクロ州、グアリコ州、タチラ州を

豪雨が襲い、多くの被災者がでた。 

報道を見る限り最も被害が大きいのはボリバル州のよ

うだ。 

 

ネストール・リベロル内務司法平和相は９４５世帯の被

害が出たと発表。該当地域に９０カ所の避難所を設置し

たと説明した。 

 

他方、アマゾナス州の野党系政治家ロメル・グスマン氏

はアマゾナス州だけで１，５００世帯の被害が出ている

と発表。ブラジルやコロンビアに物資を要請しなければ

いけないと訴えている。 

 

また、ボリバル州の現地紙「Correo del Caroni」による

と豪雨による同州の被災者は６，８９３人と報じている。 

 

 

 

 

（写真）Correo del Caroni 

 

 

以上 

 

 


