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（写真）国会 “２月１９日 アマゾナス州２議員が議員就任を宣誓” 

 

 

２０１９年２月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「トランプ大統領 マイアミで演説 

～オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官を称賛～」 

「西ボレル外相 米国軍の介入に懸念 

～ドゥケ大統領 米国軍の受け入れ否定せず～」 

「与党 ２月２２日、２３日に国境でコンサート」 

「レオポルド・ロペス党首 拘束から５年経過」 

経 済                     

「国会 ベネズエラ政府の外国７２口座を特定」 

「Citgo 施設近代化プロジェクトの停止を発表 

～アルーバ ３００名の雇用に影響～」 

２０１９年２月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「日本政府 グアイド議長を暫定大統領と認識」 

「マドゥロ大統領 グアイド議長に選挙要請？」 

「グアイド議長 元制憲議員・欧州大使らと会合」 

「国会 欧州１８カ国でベネズエラ大使を任命」 

「国会 アマゾナス州議員２名が宣誓」 

「政府 ABC 諸島との交通を遮断」 

経 済                    

「Citgo 役員３名 米国から離れる」 

「１９年１月物価 先月の約３倍 

基礎食料費 BsS.９１万、生活費は BsS.１４０万」 
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２０１９年２月１８日（月曜）             

政 治                       

「トランプ大統領 マイアミで演説          

 ～オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官を称賛～」       

 

２月１８日 トランプ大統領はフロリダ州マイアミの

国際フロリダ大学で演説を行った。 

 

フロリダはベネズエラ人、特に急進野党が多い地域。 

 

同日、トランプ大統領は１７年６月に内務平和省のヘリ

コプターを奪い、最高裁・内務司法平和省に手りゅう弾

を投下したオスカル・ペレス元 CICPC 捜査官を称賛。 

 

壇上にオスカル・ペレス氏の母親を呼び、「彼はベネズ

エラのために命を捧げた」と称賛の言葉を送った。 

 

オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官は、１８年１月に治

安部隊との銃撃戦の末に殺害された。ペレス捜査官は投

降していたにもかかわらず、射殺されたとの噂もあるが

遺体はすぐに焼却されてしまい真相は究明できていな

い（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」１月１５日付の記

事参照）。 

 

ペレス捜査官の母親は、トランプ大統領のベネズエラを

支持する姿勢に感謝を表明。また、２月１８日はペレス

捜査官の誕生日であると涙を流し、息子を殺害した政権

に対して正義と裁きを求めた。 

 

会場にいた聴衆は「正義を！」「正義を！」とペレス氏

の母親に呼応した。 

 

今回のトランプ大統領の演説は、野党への連帯を示し、

与党を非難するだけでなく、武力行使を英雄視する趣旨

のイベントだった点は特筆に値する。 

 

手榴弾を上空から投下したペレス捜査官の行為は、暴力

的であることから（急進野党を除き）ベネズエラの野党

政治家はオスカル・ペレス捜査官を英雄視することを避

けていた。 

 

グアイド議長が暫定大統領就任を宣言したことで、野党

が急進寄りになっているが、今でもペレス捜査官の扱い

は野党内で統一していない。 

 

そのペレス捜査官を英雄視する行為は、武力行使を肯定

する行動であり、米国政府がマドゥロ政権に対する武力

行使を視野に入れていることの表れと言える。 

 

１年ほど前であれば、中南米諸国は米国の軍事介入に強

く反対意見を表明していたが、昨今は「外交的な解決を

念頭にする」と述べるにとどまり、軍事介入を否定する

トーンはかなり抑えられている。 

 

 

（写真）TVV Venezuela Noticias 

“ペレス元捜査官の母親を壇上に招くトランプ大統領” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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「西ボレル外相 米国軍の介入に懸念         

 ～ドゥケ大統領 米国軍の受け入れ否定せず～」         

 

２月１８日 スペインのボレル外相は、米国軍がコロン

ビアとベネズエラの国境でプレゼンスを拡大させてい

るようだと言及。ただし、正確な情報は確認できておら

ず調査中であると補足した。 

 

ボレル外相は、 

「米国はグアイド議長を正式に当選した大統領だと認

識するよう各国に呼びかけている。しかし、我々はグア

イド議長のことを暫定大統領だと認識している。彼の役

割は選挙を呼びかけることだ。 

 

我々は武力の拡大を抑止するために可能なことをする。 

コロンビアとベネズエラの国境に米軍の兵力が拡大し

ていることに懸念を感じている。この情報は現在調査中

だ。 

 

欧州連合は進歩と調整の勢力だ。武力による解決はあり

得ない。外交ルートを通じた圧力、紛争や対立を生まな

い解決、これが我々の進むべき道だ。」 

と米国の介入と武力行使に警鐘を鳴らした。 

 

２月１６日 米国のペンス副大統領は欧州連合に対し

て、EU としてグアイド議長をベネズエラの暫定大統領

と認識するよう要請。 

 

ボレル外相は EU としてベネズエラの大統領を定める

権限はないとペンス副大統領の求めに否定的な見解を

示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.254」参照）。 

 

 

 

 

 

 

「与党 ２月２２日、２３日に国境でコンサート」                  

 

グアイド議長は２月２３日に人道支援物資がベネズエ

ラに搬入されると明言している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.252」２月１２日付の記事参照）。 

 

また、同日は人道支援を受け入れるためにコロンビアと

ベネズエラの国境付近で大規模な反政府デモを呼びか

けている。 

 

加 え て 、 国 境 で は 英 国 人 ミ ュ ー ジ シ ャ ン Richard 

Branson 氏らが人道支援を支持するキャンペーンとし

てククタで無料コンサートを企画しているようだ。 

２月２２日には ベネズエラの有名な２人組ドゥオ

「Chino y Nacho」（意見の対立から現在はソロで活動）

が再結成する可能性も報じられている。 

 

政府はこの動きに対抗。２月２２日、２３日に国境付近

でコンサートを開催すると発表した。 

 

ただし、コンサートに出演するアーティストは不明。 

メディアでは複数のミュージシャンが与党側の申し出

を断ったと報じられている。 

 

「レオポルド・ロペス党首 拘束から５年経過」                  

 

２０１４年２月１２日 グアイド議長が所属する大衆

意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首は「青年の日」

に打倒マドゥロ政権を掲げ、抗議行動を呼びかけた。 

 

同日、検察庁で治安維持部隊と衝突が起き、１４年２月

１８日に事件の責任者としてロペス党首が逮捕された。 

 

２月１８日はロペス党首拘束から５年が経過した日で、

グアイド議長、ロペス党首の妻リリアン・ティントリ氏

らがマドゥロ政権の独裁制を強く非難した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63442ec1cfd21e99ef9c7debe535383e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d945dc5553bd13a9d7f18c7469b21afb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d945dc5553bd13a9d7f18c7469b21afb.pdf
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筆者が疑問に感じているのは、グアイド議長は自身を暫

定大統領と宣言した今、国会の承認を経てレオポルド・

ロペス党首を解放することが出来ないのかという点。 

 

ロペス党首が SEBIN の収容所に入れられているのであ

れば、解放することはできないだろうが、現在ロペス党

首は自宅軟禁であり、出ようと思えば出られる。 

 

もちろんマドゥロ政権は、それを認めないだろうが、国

際圧力が異常に高まった現在、マドゥロ政権が強権性を

示せば武力行使が現実的な段階にある。 

 

実際、国会は PDVSA、Citgo の役員を任命し、各国に

大使などの代表者を送り込んでおり、マドゥロ政権から

攻撃を受けそうなものだが、現状は特筆するべき攻撃を

受けていない。 

 

レオポルド・ロペス党首だけが解放されることに世論の

反対があることを恐れているのかもしれないが、今後の

野党の戦略の一つとして、ロペス党首の解放も上がって

くるのかもしれない。 

 

経 済                        

「国会 ベネズエラ政府の外国７２口座を特定」           

 

カルロス・パパローニ議員（国会財務委員長）は、記者

会見を開き、ベネズエラの対外資産の８０％を特定した

と説明した。 

 

「我々はベネズエラ政府が関係する７２の外国口座を

特定することに成功した。これはベネズエラの対外流動

資産の８０％に相当すると考えている。 

 

Citgo 口座や中央銀行口座など米国にある資産は既に保

護下にある。 

 

 

我々は特に強奪されるリスクが高いドミニカ国とマル

ティニーク（フランス領土アンティル諸島にある小島）

にある３２億ドルの資産の保護を最優先事項としてい

る。 

 

３２億ドルは、ベネズエラの対外資産の２９％に相当す

る。この資産について優先的に凍結させ、資金を盗まれ

ないようにする。」 

と説明した。 

 

「Citgo 施設近代化プロジェクトの停止を発表      

     ～アルーバ ３００名の雇用に影響～」         

 

ロイター通信は、米国の制裁を理由に６億８，５００万

ドルをかけて実施される予定だった Citgo Aruba の原油

精製施設近代化プロジェクトが停止したと報じた。 

 

「Citgo Aruba」は同情報を裏付ける声明を発表してい

る。 

 

声明によると、同プロジェクトは２０１６年に承認され

たが、米国の制裁で資金が動かせなくなり停止を余儀な

くされたという。 

 

２月１５日 アルーバの Cores 首相は、「Citgo から労

働者を解雇するとの通知を受けた」と発表した。労働者

解雇の理由は同プロジェクトの停止によるもので、３０

０名の労働者が解雇されると報じられている。 
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２０１９年２月１９日（火曜）             

政 治                       

「日本政府 グアイド議長を暫定大統領と認識」        

 

２月１９日 日本の河野外相は記者会見で「我が国とし

てグアイド暫定大統領を明確に指示する」と発言。グア

イド議長を暫定大統領と認識する方針を示した。 

 

日本政府はこれまでマドゥロ政権を非難し、国会を支持

する姿勢を示していたが、グアイド議長をベネズエラの

暫定大統領と認識するかどうかについて見解を保留に

していた。 

 

グアイド議長を暫定大統領として認めない日本政府の

姿勢については、マドゥロ政権に共感的なメキシコ政府

やウルグアイ政府と同列に並べられるなど、野党系メデ

ィアでは多少フラストレーションを含んだ報じられ方

をされていたのも事実（「ベネズエラ・トゥデイ No.249」

参照）。 

 

国際世論の動きを受けて、日本政府としてもグアイド議

長をベネズエラの暫定大統領と認識することにしたの

だろう。 

 

日本の支持を受けて、グアイド議長は自身のツイッター

で謝意を表明。 

 

「我々の方針は引き続き国際社会から認識されている。 

我々は、民主主義秩序に基づいた自由で公平な選挙実現

を求める日本政府の努力に感謝する。」 

と投稿した。 

 

日本政府の発表について、在日ベネズエラ大使館、ベネ

ズエラ外務省のサイトを確認したが、原稿を執筆してい

る現時点では何らリアクションは確認できていない。 

 

 

なお、２月２１日に日本記者クラブでマドゥロ政権を擁

護する専門家らによる記者会見が予定されているよう

だ。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「マドゥロ大統領 グアイド議長に選挙要請？」           

 

これは深く考えすぎなのかもしれないが、これまでのマ

ドゥロ大統領の演説からすると違和感のある発言があ

ったので紹介したい。 

 

２月１９日 マドゥロ大統領はグアイド議長に対して、 

「この国には自分を暫定大統領だと主張するピエロが

いる。 

 

そのピエロが暫定大統領であれば、彼が最初にしなけれ

ばいけない、あるいはしなければいけなかったのは選挙

を実施することだ。どうして選挙を実施しなかったのか。 

 

彼は勝手に自分が大統領だと宣言した。どうして選挙を

呼びかけない。選挙を実施して国民の声を聞け。Mr.ピ

エロ、選挙を呼びかけろ！もし国民の声を無効にしたい

というなら選挙をしろ！」と主張した。 

 

マドゥロ大統領は、これまで「大統領選挙はしない。米

国の圧力には屈しない。」と主張してきたが、今回は「選

挙をしろ」と発言している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d9bc6533871f5ac5f8ed553c5b33b1d.pdf
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ただの演説の中の１コマでそこまで気にする必要はな

いのかもしれないが、違和感を覚える発言だ。 

 

なお、グアイド議長は選挙を実施したいが、選挙管理委

員会（CNE）と選挙制度が政府に有利になっており公平

な選挙が出来ないとして即時選挙は実施しない姿勢を

示している。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV 

“グアイド議長に選挙を呼びかけるマドゥロ大統領” 

 

「グアイド議長 元制憲議員・欧州大使らと会合」             

 

グアイド議長率いる国会は与党陣営を取り込もうとし

ている。 

 

２月１９日 グアイド議長らは元制憲議員グループと

会合。民主的な秩序を取る戻す必要があることで合意し

た。 

 

また、同日に EU の大使らと会合。人道支援のためイタ

リア、スペイン、英国、ドイツ、フランスから１，８０

０万ドルの人道支援援助を受け入れると発表した。 

 

 

 

 

 

「国会 欧州１８カ国でベネズエラ大使を任命」         

 

２月１９日 国会はドイツ、フランス、ポルトガル、ス

ペイン、マルタ、スウェーデン、ポーランド、オースト

リア、デンマーク、スイス、英国、ベルギー、オースト

ラリア、ルクセンブルク、ルーマニア、アンドラ公国、

オランダ、ドミニカ共和国の１８カ国のベネズエラ大使

を任命した。 

 

以下が各国大使に任命された１８名。なお、１７カ国と

いう報道もあるが、国会は正式公表していない。 

 

1.- Otto Gebauer ドイツ大使 

2.- Isadora de Zubillaga フランス大使 

3.- José Rafael Cots ポルトガル大使 

4.- Antonio Ecarri スペイン大使 

5.- Felipe Sotbi マルタ大使 

6.- Leon Poblete スウェーデン大使 

7.- José Ignacio Guedez ポーランド大使 

8.- Williams Dávila オーストリア大使 

9.- Enrique Terhorst デンマーク大使 

10.- María Alejandra Aristigueta Álvarez スイス大使 

11.- Paolo Romero 英国大使 

12.- Mary Ponte ベルギー大使 

13.- Alejandro Martínez オーストラリア大使 

14.- Angelina Jaffe ルクセンブルク大使 

15.- Memo Mazzone ルーマニア大使 

16.- Carmen Albindingue アンドラ公国大使 

17.- Gloria Notario オランダ大使 

18.- Eusébio Carlin ドミニカ共和国大使 

 

国会は１月末にリマグループ各国の代表大使を任命。 

それぞれの国が同国の大使と認識するとの見解を表明

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」１月２９日

付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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なお、マドゥロ政権下の大使は元大使として本国に送還

されるケースも確認されている。 

 

日本政府もグアイド議長を暫定大統領と認識したため、

近いうちに新たな大使を任命することになると思われ

る。 

 

「国会 アマゾナス州議員２名が宣誓」         

 

２月１９日 国会は２０１５年１２月の選挙で当選し

たアマゾナス州議員２名の宣誓式を行った。 

 

２０１５年１２月の国会議員選で野党（先住民枠３議席

含む）は１１２議席を獲得。対する与党は５５議席を獲

得。 

 

野党は議員１６７名のうち２／３を獲得し、憲法の規定

上、様々な権限を行使できるはずだった。 

 

しかし、アマゾナス州の選挙に不正疑惑があるとして

CNE・最高裁判所は、アマゾナス州議員の当選資格を停

止。調査が進むことなく、野党は２／３の議席を下回る

状況になっていた。 

 

野党はこの決定に反発。２０１６年にアマゾナス州議員

を宣誓させたが、これを理由に最高裁は国会の無効化を

宣言した。 

 

それ以来、アマゾナス州議員が正式な国会議員であるか

どうかは保留され、現在まで不明確な状況にある。 

 

なお、２名は Rosa Petit 議員と Mauglimer Baloa 議員。 

１５年１２月の議員選結果を見直したところ Rosa Petit

議員は比例区補欠で当選しているが、Mauglimer Baloa

議員の指名は補欠でも名前が確認できなかった。彼女が

どのように選ばれたかは不明。 

 

「政府 ABC 諸島との交通を遮断」         

 

２月１９日 ABC 諸島と呼ばれるアルーバ、ボナイレ、

クラサオの３島とベネズエラの海路、空路が閉鎖された。 

統合防衛地域（ZODI）のミゲル・モラレス副総司令官

による発表。メディアによると、副大統領府からの命令

のようだ。 

 

理由は、オランダ政府がクラサオで人道支援受け入れ施

設を設けることを承認したためだろう。 

 

既にクラサオには米国南部軍総司令官が訪問し、ロジス

ティクス面での調整を進めるなど米軍が入っている。 

 

野党は、２月２３日に陸海空から人道支援がベネズエラ

に入ってくると発表しており、マドゥロ政権が ABC 諸

島経由の人道支援を警戒したことが理由と思われる。 

 

経 済                       

「Citgo 役員３名 米国から離れる」            

 

２月１９日 ロイター通信は３名の Citgo 役員が解任

されたと報じた。ロイターによると、３名はアスドゥル

バル・チャベス Citgo 社長（故チャベス元大統領の従兄

弟）と関係が深い人物だという。 

 

２月１３日 国会は PDVSA、Citgo、PDV Holdings ら

の役員を任命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.253」参

照）。 

 

米国はグアイド議長を暫定大統領と認識しており、米国

の法律では既に役員は変わったと認識されていても不

思議ではない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
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「１９年１月物価 先月の約３倍             

 基礎食料費 BsS.９１万、生活費は BsS.１４０万」         

 

２月１９日 家計コストを調査する CENDAS-FVM は

１９年１月の食費、生活費（５人家族）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、１９年１月の生活費

は月額 BsS１，３９６，５０７で、先月（BsS. ４６４，

９５１）と比べて２００．４％（約３倍）上昇した。 

 

食費については、月額 BsS.９０７，２８９と先月（BsS. 

３０７，９０６）と比べて１９４．７％（約３倍）上昇

した。 

 

これまでの物価推移は以下の通り。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：ボリバル・ソベラーノ）


