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（写真）国会情報通信センター “１１月１６日 全国で抗議行動を実施” 

 

 

２０１９年１１月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「大衆意志党の本部をマドゥロ政権が占拠 

～グアイド政権の資金援助者の口座を凍結～」 

「ボリビアの抗議行動 PSUV 関係者を逮捕 

～モラレス大統領 自分はまだ大統領と主張～」 

「イタリアでマドゥロ大統領の汚職口座の捜査」 

「バチェレ弁務官 南米の情勢に懸念表明」 

経 済                     

「OPEC １０月の産油量は日量６８．７万バレル」 

「原油価格 １バレル５０．９８ドル」 

「Covidea 代表 制裁と経済危機の関係を否定」 

19 年 11 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党 抗議デモを実施 

～来週からは毎日のように抗議行動～」 

「１２月５日に TIAR 加盟国が会合」 

「米国 マドゥロ政権支援理由にキューバ制裁」 

「野党 ノルウェーの対話再開？」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 経済ドル化を肯定的に認識」 

「マドゥロ大統領 補助金で BsS.９万を給付 

ペトロ建てで年末ボーナスを支払う」 

「PDVSA 制裁被害は１，３７０億ドル？」 
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２０１９年１１月１５日（金曜）             

政 治                       

「大衆意志党の本部をマドゥロ政権が占拠         

 ～グアイド政権の資金援助者の口座を凍結～」       

 

１１月１５日の午後６時頃  国家警察の特殊部隊

（FAES）は、カラカスのセントロ・プラサにある大衆

意志党（VP）本部を占拠した。特殊部隊の隊員は覆面を

かぶり、銃器を所持していた。 

 

また、関係者の証言によると FAES の部隊は事務所にい

たスタッフが所持する携帯電話、カメラ、パソコンなど

を押収し、抵抗する者に殴るなど暴力をふるったという。

また、スタッフ４３名を連行し、事情聴取を行った。 

 

その後、スタッフ４０名が解放されたと報じられたが、

全員が解放されたかどうかは不明。 

 

 

（写真）Lawewnce Castro 議員 

“VP 本部を占拠する FAES 部隊隊員” 

 

 

 

 

 

また、１１月１５日に銀行監督局（SUDEBAN）はグ

アイド政権を資金援助しているとされる１５名の口座

を凍結したと発表した。口座を凍結されたのは以下の

１５名。なお、彼らの罪は「資金洗浄とテロ行為支

援」だという。 

 

1.- Rafael Ángel Domínguez Mendoza 

2.- Rafael Alejandro Rico Ramos 

3.- Marco Aurelio Quiñones Gómez 

4.- Roberto Campos Silva 

5.- Rina Liseth Díaz Sánchez 

6.- Juan José Guerrero López 

7.- Mario Antonio Hernández Dongellini 

8.- Jesús Alberto Georges Parra 

9.- Juan José Henríquez Conti 

10.- Maximilian Andrés Camino Beran 

11.- María Carolina González Hernández 

12.- Blas Antonio Santander Tovar 

13.- Zoraida Guevara Marcano 

14.- María Badiola Pagola 

15.- Pablo Martínez Carpio 

 

グアイド議長は１１月１６日に大規模な抗議行動を呼

びかけていた。 

 

ボリビアの一件もあり、マドゥロ大統領はクーデター

への警戒感を強めており、準備を妨害するための作戦

と思われる。 

 

「ボリビアの抗議行動 PSUV 関係者を逮捕       

 ～モラレス大統領 自分はまだ大統領と主張～」         

 

１１月１０日 ボリビアのモラレス大統領は辞任を表

明。メキシコに亡命した。 
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ただし、自身の辞任は軍部の裏切りと圧力があったため

と説明。大統領の辞任を表明したものの、国会でまだ辞

任は承認されていないので今は自分がボリビアの大統

領だと主張している。 

 

とは言え、現在のボリビアは国会第２副議長を務めてい

たヘアニネ・アニェス氏が暫定大統領を務めている。 

 

アニェス暫定大統領は、モラレス大統領と正反対の方針

を示しており、ベネズエラについてはグアイド政権をベ

ネズエラ政府と認識すると発表。マドゥロ政権の外交官

を国外に追放した。 

 

また、キューバについても独裁政権と非難し、ボリビア

で活動していたキューバ人医師らをキューバに帰国さ

せると発表。既に２５０名のキューバ人が自国に送還さ

れた。 

 

これまでボリビアでは不正選挙に抗議する国民の抗議

行動が続いていたが、モラレス大統領の辞任を受けて今

度はモラレス大統領支持者が抗議行動を開始した。 

 

また、政府との衝突も過激さを増しているようだ。モラ

レス大統領が辞任を表明してからの６日間で抗議行動

を理由とする死者が１４名にのぼった。 

 

モラレス大統領が辞任を表明する以前も３週間ほど抗

議行動が続いていたが、この間の死者数は３名だったの

で状況が悪化している。 

 

１１月１５日 アニェス暫定政権は、抗議行動で拘束し

た者の中にマドゥロ政権関係者がいたと発表。 

ベネズエラ与党 PSUV の身分証や国家警察（PNB）の

身分証があったという。 

 

 

 

 

アニェス暫定政権は、ボリビアの社会を混乱させるため

にマドゥロ政権やキューバ政府が工作員を派遣し、治安

を意図的に乱していると説明している。 

 

 

（写真）@opinion Bolivia 

“拘束されたマドゥロ政権関係者と思われる人物” 

 

「イタリアでマドゥロ大統領の汚職資産差し押さえ」                  

 

１ １ 月 １ ５ 日  イ タ リ ア 人 記 者 Marinellys 

Tremamunno 氏は、自身のツイッターでイタリアの財

務当局がマドゥロ大統領の資産隠しに協力しているア

レックス・サアブ氏の資産とされる１８０万ユーロとロ

ーマの邸宅（４８０万ユーロ相当）を差し押さえたと投

稿した。 

 

Tremamunno 氏によると、現在ローマ検察がサアブ氏

の資金洗浄の方法などを調査しているようだ。 

 

また、サアブ氏の妻とされるイタリア人 Camilla Fabri

氏は邸宅を差し押さえられた当日にロシアに逃亡して

いるようでイタリア政府の内部に情報提供者がいると

されている。 
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「バチェレ弁務官 南米の情勢に懸念表明」                  

 

国連のバチェレ人権高等弁務官は、１１月１６日にベネ

ズエラで行われる抗議行動に伴う治安悪化を警戒した。 

 

「１１月１６日にベネズエラで抗議行動が予定されて

いる。ベネズエラ政府当局に対して、平和的な抗議行動

の権利を尊重するよう要請する。また、抗議行動の参加

者、記者、政治関係者に対して抑圧行為を行わないよう

求める。」 

との声明を発表した。 

 

また、ベネズエラだけではなくボリビア情勢についても

言及。 

 

モラレス大統領が辞任を表明して６日間で１４名の死

者が出ていると指摘。ボリビア警察当局が必要以上に武

力を行使しているとの認識を示した。 

 

これに対してカベジョ制憲議長は 

「バチェレはベネズエラで起きていることには興味が

あるようだが、チリで起きている凄惨な抗議行動につい

ては全く触れない。 

バチェレが人権問題を訴えるべき状況になっているの

はベネズエラよりもチリであるべきだ。」 

と皮肉的な発言をしている。 

 

経 済                        

「OPEC １０月の産油量は日量６８．７万バレル」           

 

OPEC は、加盟国の１０月の産油量を発表した。 

 

第三者の専門家による１９年１０月のベネズエラの産

油量（セカンダリーソース）は日量６８．７万バレル。 

先月の６４．４万バレルから４．２万バレル上昇した。 

 

 

 

 

また、ベネズエラ自身が申請している１９年１０月のベ

ネズエラ産油量は日量７６．１万バレル。こちらも先月

の７４．９万バレルから１．２万バレルと微増している。 

 

 

 

１９年に入り産油量の下落が続いていたが、ここにきて

底が見えてきたのかもしれない。 

 

「原油価格 １バレル５０．９８ドル」                  

 

石油省によると、１１月１１日～１１月１５日までのベ

ネズエラ産原油の平均価格は１バレル５０．９８ドル。 

 

先週の１バレル５１．８６ドルから下落した。 

以下は１７年１月から現在までの原油価格の推移。 

 

１７年と比較するとだいぶ回復しているが、全体として

は１バレル５０ドル代で推移している。 
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「Covidea 代表 制裁と経済危機の関係を否定」         

 

非営利団体「生活医療権団体（Covidea）」のフランシス

コ・バレンシア代表は、TVV のインタビュー番組に出

演。 

 

バレンシア代表は、米州機構（OAS）アルマグロ事務局

長の要望を受けてベネズエラの深刻な状況を数値とし

て認識できるような活動をしていると説明した。 

 

「ベネズエラでは移住が問題になっているが、国内の状

況も深刻だ。この３年間でベネズエラ国内では人工透析

ができないことで９，０００人が亡くなった。 

また、エイズを理由に５，０００人がなくなった。がん

で５５，０００人が亡くなった。これらの問題の解決策

はマドゥロ政権の崩壊しかない。 

 

我々はアルマグロ事務局長に国内で起きている深刻な

問題を見える形で報告している。」 

と説明した。 

 

 

 

また、現在のベネズエラの危機と制裁には一切の関係が

ないと主張した。 

 

２０１９年１１月１６～１７日（土曜・日曜）             

政 治                       

「野党 抗議デモを実施                

     ～来週からは毎日のように抗議行動～」        

 

１１月１６日 グアイド議長が１カ月以上前から呼び

かけていた抗議行動の当日となった。 

 

ボリビアのクーデターの件もあり、マドゥロ政権は事前

にかなり入念な準備をしていたと思われる。当日はカラ

カス地下鉄の運航は停止。ネットの通信障害。その他、

ガソリンの販売を制限。公共バスなど公共交通機関も止

まった。 

 

また、治安維持部隊は反政府デモの進路を妨害するため、

早朝から待機。行進を妨げた。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

当日は大動員とまではいかないがかなり多くの支持者

が抗議行動に参加した。また、スリア州、ボリバル州な

ど全国各地でもデモ行動を実施。米国マイアミなど外国

でもグアイド政権への連帯を示す意味で抗議行動が行

われた。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年１１月）

（出所）ベネズエラ石油省
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コンサルタント会社「De Vengoechea ＆ Associates」

は地方も含めて７５万人のベネズエラ人が今回の抗議

行動に参加したと予想している。 

 

グアイド議長は演説で、マドゥロ政権の崩壊に最も必要

なのは国民の意志だと主張。来週以降、抗議行動を行う

と宣言した。 

 

具体的には１１月１８日～２１日までは毎日抗議行動

を実施する予定。１９日は看護士らを中心とした抗議行

動。２０日は教員を中心とした抗議行動。２１日は学生

を中心とした抗議行動。 

最も治安悪化の懸念が高いのは１１月２１日の学生を

中心とした抗議行動だろう。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「１２月５日に TIAR 加盟国が会合」           

 

１１月１７日 グアイド政権に在米ベネズエラ代表大

使に任命されたカルロス・ベッキオ大使は、１２月５日

に米州相互援助条約（TIAR）の加盟国がマドゥロ政権

に制裁を科すために会合を行うと発表した。 

 

 

 

 

「グアイド暫定大統領は、欧州連合と米国に対してマド

ゥロ政権への圧力を強化するよう要請した。 

 

我々は引き続きベネズエラの政治的変革のために活動

を続ける。独裁政権が崩壊し、自由を取り戻すまで戦い

続ける。」と宣言した。 

 

また、ボリビアでは軍部の圧力を受けて政権が倒壊した

ことを受けて、ベネズエラでも軍部の協力があれば国を

救うことが出来ると主張。 

ベネズエラ軍部に対してマドゥロ政権からの離反を呼

びかけた。 

 

「米国 マドゥロ政権支援理由にキューバ制裁」         

 

１１月１６日 米国のポンペオ国務長官は、マドゥロ政

権への支援とベネズエラでの人権侵害を理由にキュー

バのフリオ・セサル・グランディージャ内務大臣に制裁

を科すと発表した。 

 

また、グランディージャ内務相の二人の息子セサル・グ

ランディージャ・サルミエント氏とアレハンドロ・グラ

ンディージャ・サルミエント氏にも制裁が科された。 

 

この制裁により対象者は米国に入国することが禁止さ

れる。 

 

 

（写真）Maduradas 

“フリオ・セサル・グランディージャ内務大臣” 
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「野党 ノルウェーの対話再開？」         

 

１１月１７日 マドゥロ大統領は、古株政治家ホセ・ビ

センテ・ランヘル氏のインタビュー番組に出演（ランヘ

ル氏は病気治療で暫く公の場に姿を現さなかった）。 

 

ノルウェー政府の仲裁による与野党交渉が再開する可

能性があると述べた。 

 

「ホルヘ・ロドリゲス情報通信相がノルウェー政府と意

見交換した。野党側もノルウェー政府とコンタクトを継

続している。今週、グアイド派の野党はヨーロッパに向

かいノルウェーの代表と対話再開について意見交換を

する予定だ。」 

 

「グアイド派の野党は、選挙への参加を望んでいる。実

際に国会では与党議員と継続的に CNE 役員の任命につ

いて協議している。」 

と説明。 

 

グアイド政権側との交渉が進んでいると理解できるよ

うなコメントをした。 

 

確かに、グアイド議長は抗議行動を加速させる一方で、

国会では与党議員団と選挙管理委員会（CNE）役員の任

命を議論している。 

 

グアイド政権側の方針は一貫しておらず、１１月１６日

の抗議行動でもグアイド政権の方針を非難する人物が

抗議行動に現れ方針の矛盾を指摘。集まった支持者らと

衝突する事件も起きている。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 経済ドル化を肯定的に認識」            

 

マドゥロ大統領は、ホセ・ビセンテ・ランヘル氏のイン

タビュー番組で経済テーマについても語った。 

 

特に注目を集めた発言は経済のドル化を肯定的に見る

発言。 

 

「この世界はドルに支配されている。ベネズエラもそう

だ。原油価格が高く、制裁を受けていなかった時もベネ

ズエラ経済は実質的にはドル化していた。しかし、以前

のベネズエラは原油輸出による外貨をベースとしたド

ル化だった。 

 

しかし、今のベネズエラは民間セクターによる自活的な

ドル経済が回り始めている。この傾向は良いことだと考

えている。 

 

経済のドル化は経済の回復に資する。国内の生産を加速

させる可能性がある。この手段があることを神に感謝し

ている。 

 

この発言は聞く人が聞けば、悪く受け取られるかもしれ

ない。しかし、私は経済のドル化を悪いと思っていない。」 

と述べた。 

 

ベネズエラでは経済のドル化が進んでおり、マドゥロ政

権側はこれを取り締まる意思はあまり見せてこなかっ

た。今回の発言を受けて、経済のドル化が今まで以上に

加速するかもしれない。 
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「マドゥロ大統領 補助金で BsS.９万を給付       

     ペトロ建てで年末ボーナスを支払う」         

 

マドゥロ大統領は、１１月１８日から祖国カード保有者

に対して「平和と幸福ボーナス」と題して BsS.９万の給

付を開始すると発表した。 

 

現在の最低賃金が月額 BsS.１５万なので、最低賃金生

活者にとっては決して小さい金額ではないだろう。 

 

また、マドゥロ大統領は年末賞与の支払いについてデジ

タル通貨ペトロ建てで支払うとコメント。 

 

「先週時点で、ペトロは４００店舗で決済手段として認

められていたが、今週に入り２．７万の店舗がペトロ建

ての決済を認めるようになった。来週には更に２．７万

の店舗でペトロが使用できるようになる。 

 

来月には４５０万人の年金受給者と公務員に対してペ

トロで給料を支払う。これで１２月に必要な買い物が出

来るようになる。」 

と説明した。 

 

「PDVSA 制裁被害は１，３７０億ドル？」              

 

現地メディア「Bancaynegocios」は、PDVSA の２０１

８年報告書の内容を紹介。 

 

報告書には 

「PDVSA は制裁により債券の発行を禁止され、生産・

開発の機会を失い通常のビジネスが出来ない環境とな

った。また、資金不足がメンテナンスを困難にすること

で既存の施設を劣化させ状況を悪化させた。」 

と記載されており、米国の経済制裁により１，３７０億

ドルの損害を被ったとした。 

 

 

なお、この金額には米国政府に凍結された７０億ドルの

資金と３００億ドル相当の PDVSA 資産が含まれてい

るという。 

 

 

以上 

 

 


