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今 

 

(出所：国連人権理事会報告書より) 
 

    反政府デモの総括      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

年の４月～７月にかけて連日のように反政

府デモが起き、多数の死者、負傷者が出た。 

いつまでも続くかと思われた反政府デモは、制憲議

会の発足と野党の州知事選への参加により急速に縮

小した。今でもチャカオ市では小規模なデモがつづ

いているが、これまでのような大衆を動員するよう

な動きには至っていない。 

今回の反政府デモがどのようなものだったのか、国

連や人権団体のレポートを参考にして振り返ってみ

たい。 

 

 

多くの報道は４月１日～７月までの反政府デモで約

１２５名の死者が出た。と報じている。 

 

これは７月末時点で１２４名の死者が出ているとい

う検察庁の発表に、８月中に死亡した２名（２名とも

７月の抗議行動で負傷し、８月に病院で死亡が確認さ

れた）を加えて１２６名を意味していると思われる。 

 

７月末時点の統計では、死者１２４名のうち、１０２

名（８２％）は男性、７名は女性（６％）、１５名（１

２％）は未成年であった。 

 

少なくとも４６名（３７．１％）は国軍など治安部隊

による殺人だった。 

反政府デモによる死者数は１２５名超 
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一般的に政府（治安部隊）が１２５名を殺害したと認

識されがちだが、政府関係者による殺人は４６名で死

者全体の３割強である点はあまり認識されていない。 

 

最も多い殺人方法は銃殺で２７件。他にゴム弾が１４

件。催涙ガスの吸引による死亡が２件。プラスチック

弾の被弾による死亡が１件。催涙弾の弾筒の被弾によ

る死亡が２件。 

 

 

 

銃殺が最も多いが、殺傷能力が低いゴム弾や催涙弾に

よる死者も多い。殺傷能力が低いとはいえ、当たり所

が悪ければ死亡する。 

 

実際に２５～３０メートルくらいの距離から催涙弾

を発砲し、胸部に直撃し、衝撃で呼吸が停止し死亡し

た事例もある。 

 

国際的な基準に則れば、拳銃の使用は生命の危険が及

ぶ場合にのみ使用が許可される。また、催涙弾やゴム

弾についても同様に身体に危険が及ぶ可能性が低け

れば使用は禁止されている。 

国際基準に照らせば、これらの武器の使用は基準未満

の域で使用されていたと認識される。 

 

なお、検察庁によると治安部隊による４６件の殺人の

うち３３名を逮捕している。 

 

 

 

 

残りの１３件は、治安部隊による殺人であることは分

かっているが、部隊の協力が得られず実際に殺した人

物を特定出来ていないケースも多い。 

 

また、死亡の２７名（２１．８％）はコレクティーボ

と呼ばれる暴力的な組織による殺人である。 

 

コレクティーボは特定の土地を縄張りとする組織で、

一般的には現政権支持の集団で構成されている。 

現政権を支持する団体であるがゆえに、反政府デモが

起きると縄張りの秩序を守り、与党政権を支持するた

めに暴力的な行為を行う。 

 

治安部隊とコレクティーボによる殺人が全体の約６

割を占めることになる。 

 

 

（写真）WikiCommons“コレクティーボ” 

 

また、道路封鎖による死者が１５名（１２．１％）。

反政府デモ参加者によるリンチや治安部隊を狙った

殺人が１３名（１０．５％）。 

 

抗議行動が起きている間に略奪に発展し、結果的に１

２名（９．７％）の死者がでた。 

抗議行動中にビルから重い物体を投げられ死亡する

など、どれにも当てはまらない殺人も２件起きている。 

 

 

27
14

1
2 2 銃殺

ゴム弾

プラスチック弾

催涙ガスの吸引

催涙弾の被弾
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一方で、人権団体「フォロ・ペナル」は４月～７月に

かけて１３３名の死者が出たと公表している。 

 

数字の誤差は認識の違いによるもの。抗議行動を要因

とした死者かどうかを決める明確な定義は存在せず、

定義によって抗議行動による死者数は微妙に違って

くる。 

 

例えば、フォロ・ペナルは１３３名の死者のうち、抗

議行動が直接の原因で死亡した人数は１０１名（抗議

行動参加中に起きた銃殺やリンチなど）と発表してい

る。 

 

間接的な要因での死亡（道路の封鎖が原因で交通事故

や抗議行動を発端に店舗の略奪が起きた結果、銃殺な

どで死亡したケース）は３２名と発表している。 

 

 

 

 

 

 

 

負傷者数では、少なくとも１，９５８件の被害届が検

察庁に提出されている。 

 

被害届のうち６０％は治安部隊の攻撃による負傷。残

りの４０％はコレクティーボなど民間人の攻撃によ

る負傷。未成年の被害は５３件登録されている。 

 

ただし、上記は被害届を提出した数で、実際の負傷者

数はこれよりもはるかに多い。多くの反政府デモ参加

者は公権力を信頼しておらず、被害届を提出する者は

わずかであることが理由。 

 

医師の推測によると、反政府デモを理由とする負傷者

は実際のところ１万～１．２万人程度と思われる。 

 

被害届の多くは催涙弾やゴム弾の被弾。至近距離から

の放水による負傷、骨折など。なお、負傷者の中には

治安部隊が拘束に来ることを恐れて病院に行くこと

を拒むケースも報告されている。 

 

 

逮捕者数は正確な報告が存在していないがフォロ・ペ

ナルの発表によると４月から７月末までの間に５，０

５１名（うち未成年が４１０名）が逮捕され、１，３

８３名は引き続き拘束されている（８月末時点では８

２２名に減少）。 

単純計算すると、全国で１日平均４１名が逮捕されて

いたことになる。 

 

逮捕者が最も多かったのはカラカスで７６６名（１５．

１％）、次いでスリア州が６３０名（１２．５％）、カ

ラボボ州が６０８名（１２％）と続く。人口が多いの

で逮捕者が多いのはある意味自然なことと思われる。 

 

表：　反政府デモによる死因の内訳

人数

治安部隊よる殺人 46

国軍 26

地域警察 16

国家警察 3

空軍 1

反社会勢力よる殺人 27

道路封鎖による交通事故 15

略奪から派生した殺人 12

原因が特定出来ない殺人 9

治安部隊を狙った殺人 8

反政府活動参加者によるリンチ 5

抗議をきっかけとするその他事故 2

124

（出所）国連報告書からベネインベストメント作成

（注）５１件の殺人は未解決

合計

理由

逮捕者が多いのは都市部 

負傷者は１万～１．２万人と予想 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０１３   ２０１７年９月２７日（水曜） 

4 

 

 

 

また、逮捕後に家族への通知が遅れることも問題にな

っている。インタビューを行った家族は治安部隊によ

る逮捕後、２週間は逮捕されているとの連絡を受けな

かったため、町中を探したという。 

 

拘束中には拷問される場合もある。検察庁は２件の拷

問被害と１２２件の悪待遇（狭く空調設備のない場所

で体操座りのまま何時間も放置されるなど）の訴えを

受けている。 

 

解放された者の証言によると、反政府活動の情報を引

き出すために電気ショックや殴打、ストレスの強い姿

勢で維持させる、窒息などの拷問行為が行われていた。 

 

また、拘束されたうち約６００名は軍人裁判所で裁か

れている。軍人裁判所は戦争行為の裁判を下すもので

反政府デモの抗議者を軍人裁判所でかけることは違

法行為だと認識している。 

 

軍人裁判所にかけられた逮捕者が最も多い州はカラ

ボボ州で１４４名、次いでスリア州で１３４名、アン

ソアテギ州で８５名、カラカスの８２名となった（軍

人裁判にかけられた正確な人数は分からないため各

州の割合は不明）。 

 

 

 

 

 

 

 

次ページの表は州別で抗議行動が起きた回数、逮捕者

数、死者数の割合を並べたもの。 

 

カラカスとミランダ州で抗議行動の発生数が多い。一

方で人口が多いスリア州は抗議行動の回数は決して

多くないが、逮捕者数が多い。 

ララ州とバリナス州は抗議行動の発生数はそこまで

多くないわりに死者数が多いことが確認できる。 

 

また、コヘーデス州、ファルコン州、グアリコ州、モ

ナガス州、ヌエバエスパルタ州、ポルトゥゲサ州、ト

ゥルヒージョ州、ヤラクイ州、バルガス州など地方に

は逮捕者数、死者数ともに少ないところもある。 

 

現在、野党の政治家が知事職に就いているのはミラン

ダ州、ララ州、アマゾナス州の３州で残りの２０州は

与党政治家が知事職に就いている。 

また、一般的に野党勢力が強いと言われる地域はこの

３州以外にスリア州、メリダ州、タチラ州と言われる。

これらの州はやはり抗議行動が多い地域で死者や逮

捕数が多い地域であることが確認できる。なお、アマ

ゾナス州とデルタアマクロ州はそもそも情報が集め

られていないようだ。 
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（出所）国連報告書より作成

表： 州別の抗議行動による逮捕者数（１７年４月～７月）
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（出所）国連報告書より作成

表： 州別の軍人裁判所にかけられた人数（１７年４月～７月）

地方の反政府デモは少ない 
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なお、これらの抗議行動は各州の国民が持つ不満のバ

ロメーターと認識することもできるだろう。 

 

１０月１５日の州知事選は普通に考えれば与党が大

敗する。仮に与党が勝利できるとすれば抗議行動が少

ないコヘーデス州、ファルコン州、グアリコ州、モナ

ガス州、ヌエバエスパルタ州、ポルトゥゲサ州、ヤラ

クイ州、トゥルヒージョ州、バルガス州のいずれかの

州の可能性が高いのではないか。 

 

 

国連報告書では、治安部隊は本来の必要性以上に組織

的な暴力行為を行っていると非難し、捜査への協力姿

勢の欠如についても非難している。 

 

加えて、軍人裁判所での裁判の停止。逮捕者の釈放と

拷問行為を非難し、逮捕者の家族への迅速な通達と弁

護士の保護を求める権利を保証することを求めた。 

 

一方で反政府デモの参加者に対しても必要以上の暴

力行為や公共施設の破壊が確認されていることを非

難し、行動の自制を求めた。 

 

国連報告書の結論では抗議行動は国民の現状への不

満の表れであり、暴力ではなく建設的な対話と国民参

加による解決策の模索が必要であると締めくくって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

国連 治安部隊の過度な対応を非難 
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最後に国連報告書に治安部隊の指示系統が図で示されていた。どの組織が誰の管轄にあるのかを理解するのに

役に立つ興味深い資料なので以下の通り紹介したい。 

 

 

 

以上 

副大統領府 地域戦略

司令官

SEBIN CICPC PNB DGCIM

REDI

　文民組織 ZODI

　軍人組織

CONAS 国軍 ADI

REDI 統合防衛地域戦略隊 DGCIM 軍部知的戦略統括舞台

ZODI 統合防衛実務地域隊 CICPC 犯罪科学捜査班

ADI 統合防衛隊 PNB 国家警察

CONAS 対誘拐、汚職司令部 SEBIN 国家諜報部

（出所）国連報告書より作成

最高委員会

内務司法平和省

大統領

防衛省

図：　治安部隊の指示系統


