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（写真）TELEVEN “３月２８日 会計監査総長、グアイド議長に１５年間の公職選挙参加禁止を決定” 

 

 

２０１９年３月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 自由オペレーションの内容発表 

～４月６日に２０～３０地点から行進実施～」 

「グアイド議長妻 トランプ大統領夫妻と面談」 

経 済                     

「SENIAT 所得税支払い期限を４月末まで延長」 

「Gazprom ベネズエラ事業の継続意思を表明」 

「デジタル通貨での制裁回避を検討？」 

社 会                     

「電力一時復旧するも再び停電 

～３月２９日早朝時点でカラカスはほぼ復旧～」 

２０１９年３月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「会計監査総長 グアイド議長に罰則 

～１５年間は公職選に参加できない～」 

「マレロ大統領府担当官 ４５日間の収容決定」 

「OAS ４月１日にベネズエラ代表野党側に？」 

「ロシア軍 マドゥロ政権が必要とするだけ滞在」 

経 済                    

「CITGO １２億ドルの融資調達に成功」 

社 会                     

「国連 国民の約４分の１は緊急援助が必要」 

「タチラ州 ガソリンの供給制限を開始」 
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２０１９年３月２７日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 自由オペレーションの内容発表    

  ～４月６日に２０～３０地点から行進実施～」       

 

３月２７日 グアイド議長は「自由オペレーション」と

題して、これまで以上にマドゥロ政権への圧力を強める

と主張。 

 

手始めに４月６日（土曜）に１回目のオペレーションを

実施すると発表した。 

 

カティア地区、ラベガ地区、アンティマノ地区、エルバ

ジェ地区などカラカス市内の２０～３０地点から行進

を実施するようだ。 

 

行進の拠点を増やすことで治安維持部隊の分断を誘い、

目的地に到達しやすくすることが狙いだという。目的地

がどこかはまだ発表されていない。 

 

なお、３月３０日（土曜）には全国的な抗議行動が行わ

れる予定。こちらも具体的な内容は示されていない。 

 

 

「グアイド議長妻 トランプ大統領夫妻と面談」         

 

グアイド議長の妻、ファビアナ・ロサレス氏は外国の政

府要人と面談し、マドゥロ政権の独裁制を訴えている。 

 

既に１週間ほど前からチリ、ペルーを訪問。チリのピネ

ラ大統領やペルーのポポリシオ外相らと会談している。 

 

３月２７日からは米国で活動を開始。 

２７日はトランプ大統領、ペンス副大統領、ボルトン大

統領補佐官らと会談した。 

 

トランプ大統領はロサレス夫人に対して、独裁政権を倒

壊させ、ベネズエラに民主主義を回復させるため可能な

限り対応すると改めて協力意志を示した。 

 

 

 

翌３月２８日にはトランプ大統領の妻、メラニア・トラ

ンプ氏と会談。 

 

会談後、トランプ夫人はツイッターで 

「ロサレス夫人との会談は私にインスピレーションを

与えるものだった。彼女と感情や考えを共有し、ベネズ

エラの民主主義の回復やベネズエラの児童保護につい

て意見交換をした。我々はあなたとグアイド大統領の傍

についている。」と投稿した。 
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（写真）メラニア夫人ツイッターより抜粋 

“ファビアナ・ロサレス夫人（左）とメラニア夫人（右）” 

 

経 済                        

「SENIAT 所得税支払い期限を４月末まで延長」           

 

３月２７日 SENIAT のホセ・デビッド・カベジョ長官

（ディオスダード・カベジョ制憲議長の弟）は、所得税

の支払い期限を３月末から４月３０日に延長すると発

表した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.270」で紹介した通り、長

引く停電により所得税を支払うためのシステムがダウ

ンしており、３月末が支払い期限の所得税支払いが困難

になっていた。 

 

今回の措置で所得税支払いに一定の猶予が与えられた

ことになる。 

 

 

 

 

（写真）カベジョ SENIAT 長官ツイッターより抜粋 

 

「Gazprom ベネズエラ事業の継続意思を表明」                  

 

３月２７日 「Gazprom」は、ベネズエラ事業からの撤

退は検討していないとの姿勢を示した。Gazprom は、

オリノコ流域 JUNIN６区で PDVSA と共同プロジェク

トを行っている 

 

２月に Gazprombank は PDVSA の口座を凍結したと報

じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.254」参照）。 

 

他、ロシアの国営会社 Rosneft もベネズエラ産原油の購

入を控える方針を示すなど、ロシアとベネズエラの政治

的な関係とは裏腹に経済面ではベネズエラを敬遠する

動きが見られていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8944dc3c09f341c1551617c09c7ea8fa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63442ec1cfd21e99ef9c7debe535383e.pdf
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Alexander Diukov 幹部は、ロシア系メディア TASS の

取材に対応 

「我々はベネズエラで進めているプロジェクトを手放

す意思は無い。同プロジェクトは現在「採掘」の段階に

ある。既に産油も出来ており、現金をねん出している。

この現金をもとに我々はプロジェクトを遂行している。」 

と回答。 

 

新規資金を投じているのではなく、プロジェクトでねん

出した資金でプロジェクトを回していると理解できる

コメントをした。 

 

「デジタル通貨での制裁回避を検討？」         

 

３月２２日 米国政府はベネズエラの国営金融機関

BANDES や Banco de Venezuela、Banco Bientenario な

どに制裁を科した。 

 

デジタル通貨に関する情報サイト「Coin Crispy」による

と、ベネズエラ政府は制裁を回避するためにデジタル通

貨を使用しようとしていると報じた。 

 

デジタル通貨を通じた制裁回避の試みは以前から行わ

れている。 

 

２０１７年１２月には政府主導でデジタル通貨

「PETRO」の開始を宣言したが、実際は全く浸透しな

いまま現在に至っている。 

 

とは言え、通常の金融システムを通じた決済は困難な状

況にあり、デジタル通貨を使用した新たな試みが発表さ

れる可能性は否定できない。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「電力一時復旧するも再び停電            

 ～３月２９日早朝時点でカラカスはほぼ復旧～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.270」で紹介した通り、

３月２５日に全国２３州中１８州に影響を与える大停

電が起きた。 

 

３月７日～１２日にも同様の大規模な停電が起きてい

たので、これで２回目だ。 

 

３月２５日の停電は首都カラカスについて言えば翌２

６日にはある程度、復旧していたようだが、３月２７日 

早朝の５時頃、再び停電が起きた。停電により地下鉄は

２５日から動いていないという。 

 

３月２７日１３時３０分時点で、１９州１首都が停電の

影響を受けている。特にスリア州については３月２５日

（月曜）からほぼ電力が戻っていないという。 

 

なお、３月２８日午後から再びカラカスでは電力が戻り

始めたようだ。ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は２９日

から学校や事業者は通常営業を再開するとしているが、

電力供給は不安定な状況が続いており、引き続き店舗を

閉める店も多い。 

 

また、カラカスに水を供給する水道供給システム TuyⅠ、

Ⅱ、Ⅲはメンテナンスを実施しているようで、電力が復

旧した地域でも水道は通っていない。 

 

市民はアビラ山の水や川の水を使用しているようだ。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8944dc3c09f341c1551617c09c7ea8fa.pdf
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２０１９年３月２８日（木曜）             

政 治                       

「会計監査総長 グアイド議長に罰則        

     ～１５年間は公職選に参加できない～」        

 

３月２８日 エルビス・アモロソ会計監査総長は、グア

イド議長に対して１５年間、公職選挙に参加できないと

いう罰則を科すと発表した。 

 

理由は、資産報告に虚偽の申請があった罪。 

２０１６年から現在までグアイド議長は９１回の外遊

（外国の滞在期間は合計２４８日）を行ったが、報告書

に記載された個人資産ではこれだけの外遊は出来ない

とし、予算の源泉は明らかにされていないとして不適切

会計を指摘。また、公職の強奪や社会を混乱させた罪に

ついても指摘した。 

 

与党は、３月２１日にグアイド議長の右腕とされるロベ

ルト・マレロ大統領府担当官を拘束（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.268」参照）。 

 

その後、グアイド議長の従兄弟とされるファン・プラン

チャート氏を野党の資金協力者として拘束するなど締

め付けを強めている。 

 

今回の決定について、多くの国が非難している。 

 

同日、エクアドルで会合を行っていた「コンタクト・グ

ループ」と呼ばれる欧州連合とラテンアメリカ諸国のグ

ループは、 

「今回の措置により政治的な解決が一層困難になる」 

と懸念を表明。 

 

ベネズエラの問題を解決する手段は自由で透明な選挙

しかないとマドゥロ政権に方針転換を求めた。 

 

 

他にも米国、チリ、コロンビア、米州機構（OAS）など

が今回の措置を非難している。 

 

「マレロ大統領府担当官 ４５日間の収容決定」              

 

３月２８日 テロ容疑で SEBIN に拘束されていたロベ

ルト・マレロ大統領府担当官が収容所に収監されること

が正式に決定した。 

 

マレロ大統領府担当官の弁護士を務めるジョエル・ガル

シア氏は、 

「裁判所はマレロ氏に対して、SEBIN の収容施設

HERICOIDE に４５日間、収監することをと命じた。こ

の期間で容疑について調査が実施される。 

 

マレロ氏と一緒に逮捕された運転手（ルイス・パエス氏）

は執行猶予、出国禁止措置を命じられた。」 

とコメントした。 

 

また、ジョエル弁護士は、マレロ氏からグアイド議長へ

のメッセージとして、 

「自身がしなければいけないことを続けろ。本件に気を

逸らしてはいけない。」 

と伝えられたという。 

 

「OAS ４月１日にベネズエラ代表野党側に？」           

 

スペイン系メディア「EFE」は、米国政府が、グアイド

議長率いる野党多数の国会が任命したグスターボ・ター

レ氏を米州機構（OAS）の大使にしようとしていると報

じた。 

 

現在のところ OAS のベネズエラ代表大使はマドゥロ政

権が任命したサミュエル・モンカーダ大使。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
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ベネズエラは２０１７年４月２７日に OAS から離脱を

表明したが、OAS の規定により離脱表明から２年間は

OAS を脱退することが出来ない。 

 

つまり、１９年４月２７日にベネズエラは OAS から正

式に離脱することになるが、グアイド議長側の代表がベ

ネズエラの OAS 代表大使であれば OAS 加盟が継続さ

れることになると考えられる（実際のところ、モンカー

ダ大使がベネズエラ代表大使のままでも、米国が離脱を

容認するとは考えにくい）。 

 

ベネズエラの OAS 代表大使を決定するため４月１日に

加盟国の投票があると報じられている。 

 

米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチンなど OAS に加

盟する主要国はグアイド議長を明確に支持しているが、

カリブ海諸国のスタンスは微妙ではある。 

 

数日前にトランプ大統領はカリブ海諸国の代表を集め

面談を実施。カリブ海諸国への投資を約束しており、こ

のやり取りも票に影響する可能性がありそうだ。 

 

「ロシア軍 マドゥロ政権が必要とするだけ滞在」         

 

３月２３日にロシアの軍用機およびロシア軍人１００

名弱がベネズエラに到着したことを受けて、米国政府は

ロシアへの非難を強めている。 

 

トランプ大統領は 

「ロシアは出ていかなければいけない。マドゥロ政権は

非常に強い圧力を受けている。彼らは資金がない。原油

がない。電気もない。何もない。軍も機能していない。 

 

このような状況下で国民が餓死しているにもかかわら

ず、マドゥロ政権が人道支援を受け入れないことは残念

なことだ。 

 

人道支援を受け入れるよりも人が死ぬ方を選ぶ政権だ。

ロシアがマドゥロ政権を擁護するのは政治的に良い考

えではない。 

 

米国政府は全てのオプションを机上に置いている。よく

考えるべきだ。」 

と訴えた。 

 

ペンス副大統領は 

「ロシアの軍用機がベネズエラに到着したことは不必

要に政治的な緊張を高めている。我々はロシア政府に対

してマドゥロ政権への支持をやめ、グアイド大統領を認

識するよう求める。」 

とコメントした。 

 

これらの発言について、ロシアの Maria Zajarova 報道

官が記者から質問を受けると 

「我々は締結した軍事協定に基づき軍の技術協力を行

っている。いつまで留まるのか？必要なだけベネズエラ

に留まる。ベネズエラ政府が必要とするだけ留まること

になる。」 

と回答した。 

 

経 済                       

「CITGO １２億ドルの融資調達に成功」            

 

CITGOは１２億ドルの融資調達に成功したと発表した。 

返済期限は５年間。３５の金融機関から資金を調達した

と発表した。 

 

この条件は３月１２日に Citgo が希望していた融資条

件と同じとされる（「ベネズエラ・トゥデイ No.265」参

照）。 

しかし、その後融資額を１８億ドルに増額、返済期限３

年間の条件に変更したと報じられていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
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当初の条件に戻った経緯については明らかにされてい

ない。 

 

社 会                       

「国連 国民の約４分の１は緊急援助が必要」            

 

AFP 通信は、国連が作成したベネズエラの人道問題報

告書（現時点で非公開）の内容を報じた。同報告書はマ

ドゥロ政権に提出済みだという。 

 

同報告書には、ベネズエラの人道危機の深刻さが具体的

に記載されているようで、４５ページ目には 

「７００万人（ベネズエラ人口の２４％）は緊急的な人

道支援を必要とする」 

と国民の約４分の１は緊急援助が必要と報告されてい

る。 

 

また、２０１８年時点で国民の９４％は貧困状態にあり、

６０％は極めて貧しい状態。２０１４年から１７年の間

に牛乳の消費量は７７％も減少したという。 

 

マドゥロ政権は米国主導の人道支援は拒否しているが、

国連を通じた人道支援は受け入れたい姿勢を示してい

る。 

 

他方、国連が人道支援を行うことでベネズエラの経済情

勢が緩和するとマドゥロ政権の長期化につながる。 

 

米国政府や近隣国としては国連主導の人道支援は歓迎

できないものと思われ、政治的な難しさがあるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

「タチラ州 ガソリンの供給制限を開始」         

 

タチラ州で４月１日から新たなガソリンの供給制限が

施行される。ナンバープレートで供給できる車が制限さ

れる。 

 

月曜、木曜はナンバープレートの末尾が０、１、２、３ 

火曜、金曜は４，５，６ 

水曜、土曜は７，８，９ 

日曜日は全てのナンバープレートで給油可能。 

 

コロンビアと国境を面するタチラ州では、異常に安価な

ベネズエラのガソリンを購入し、コロンビアで販売する

行為が横行しており、この取引には軍部も深く関与して

いるとされている。 

 

マドゥロ政権はタチラ州については、ガソリンがコロン

ビアに流れることを抑えるため、車ごとにガソリンの給

油量に制限を設けていた。今回の制度により供給量に加

えて、供給できる日にちが指定されることになる。 

 

（出所）タチラ州警察 

以上 


