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（写真）国営報道局 “サアブ検事総長 拘束中に死亡した軍人の死因について調査開始を宣言” 

 

 

２０１９年６月２８日（金曜） 

 

政 治                     

「米国政府 マドゥロ大統領の息子に制裁」 

「OAS 総会 全ての加盟国が軍事介入に否定的 

～米国軍南部総督 耐えるのが最良の選択～」 

「グアイド議長 ７月５日に反政府デモ呼びかけ」 

経 済                     

「ユートンのバス ２，０００台到着を発表」 

「シェブロン 原油輸入が先月の３倍増」 

「１９年１月～３月 ATM４３９台減少」 

社 会                     

「ドミニカ共和国 現金の運び屋を再び拘束」 

2019 年 6 月 29～30 日（土・日） 

 

政 治                    

「クーデター容疑者 拘束中に死亡 

拷問死との非難、相次ぐ」 

「国防省 事情聴取前に倒れたと発表」 

「拘束されていたコロンビア人 ５９名解放」 

「今週 与野党交渉再開の見通し」 

「プーチン大統領 ベネズエラ問題を語る」 

経 済                    

「Air Europa ベネズエラの定期便再開」 

社 会                     

「犯罪者集団 放棄工場の備品を盗難」 
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２０１９年６月２８日（金曜）             

政 治                       

「米国政府 マドゥロ大統領の息子に制裁」       

 

６月２８日 米国政府はマドゥロ大統領の息子である

ニコラス・エルネスト・マドゥロ・ゲラ氏を制裁リスト

に追加すると発表した。 

 

理由は鉱物取引を通じて不正に蓄財したため。 

 

制裁によりゲラ氏は、米国に所有している資産が凍結さ

れ、米国の個人・法人とはいかなる取引・交渉もできな

くなる。もちろん、米国への入国も禁止となる。 

 

数日前、マドゥロ政権を離反したクリストファー元

SEBIN 長官は、ゲラ氏が GOLD 取引を通じて不正を働

いていると訴えており、その訴えを受けたものと思われ

る。 

 

ゲラ氏自身は今回の制裁について 

「米国政府の制裁を受けることは私にとっての勲章だ。」 

とコメントしている。 

 

 

（写真）マドゥロ・ゲラ氏ツイッター 

 

「OAS 総会 全ての加盟国が軍事介入に否定的     

 ～米国軍南部総督 耐えるのが最良の選択～」         

 

６月２６日～２８日にかけてコロンビアのメデジンで

開催されていた OAS 総会が終了した。 

 

最終日に 

「ベネズエラが自由で公平で透明で合法的な大統領選

挙を早期に実施するように要請する」 

とのタイトルの文章を OAS 加盟国の賛成多数で承認し

た。 

 

同文書に賛成票を投じたのは１９カ国（アルゼンチン、

バハマ、ブラジル、カナダ、コロンビア、チリ、コスタ

リカ、エクアドル、米国、グアテマラ、ハイチ、ホンジ

ュラス、ジャマイカ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ド

ミニカ共和国、サンタルシア、ベネズエラ）、反対票は

８カ国、棄権票は６カ国だった。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.310」で紹介し

た通り、ウルグアイはベネズエラ問題を巡り同総会を退

席したため、この投票には含まれていない。 

 

ベネズエラ問題について、同総会で最も注目に値する発

言は新たにベネズエラの OAS 代表大使に就任したグス

ターボ・ブリセーニョ氏の 

「軍事介入に関する議論は一切なかった。兵士をベネズ

エラへ派遣することに肯定的な見解を持つ国は１カ国

もなかった。」 

という発言。 

 

時を同じくしてアルゼンチンとチリを訪問していた米

国軍南部総督は 

「軍部の離反という観点で言えば、ベネズエラ問題は行

き詰まっている。今は戦略的に耐える時期だ」 

と発言している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
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「グアイド議長 ７月５日に反政府デモ呼びかけ」                  

 

６月２８日 グアイド議長は支持者に対して７月５日

に再び反政府デモを呼びかけた。 

 

４月３０日の自由オペレーションの失敗以降、街頭での

抗議行動は勢いを失い、今回の呼びかけは久しぶりのこ

とになる。 

 

グアイド議長はツイッターで 

「近日中に、我々は次なる戦いを始めるための重要な発

表をする。国際社会の力とともに７月５日に街頭で反政

府デモを呼びかける。重要なことは行動を続けること

だ。」と投稿した。 

 

今の状況からすると、そこまで多くの支持者が集まると

は考えにくいが、野党支持者の多いチャカオ市は治安維

持部隊との衝突が予見される。 

 

経 済                        

「ユートンのバス ２，０００台到着を発表」           

 

６月２８日 マドゥロ大統領は、近日中に中国の宇通汽

車（ユートン）の大型バス２，０００台が到着すると発

表。ユートンのバスは公共バスとして全国で使用される

とした。 

 

また、ベネズエラ国内にある中国の自動車アッセンブラ

ー「Chery」についても、生産の更なる拡大を望むと発

言した。 

 

「ウィークリーレポート No.100」で紹介した通り、自

動車産業はベネズエラ国内の産業の中でも、最も経済低

迷の影響が大きい産業となっている。ユートンも Chery

もベネズエラ国内に組み立て工場はあるが、ほとんど稼

働していないと言われている。 

 

「シェブロン 原油輸入が先月の３倍増」         

 

エネルギー情報サービス会社「Argus」は、１９年４月

に「シェブロン」がベネズエラから輸入した原油は日量

１０．４万バレルで、３月の日量３．１万バレルから３

倍以上増えたと報じた。 

 

１９年１月に米国政府が PDVSA への制裁を発表して

から最も輸入量が多い月となった。 

 

米国政府は制裁により、事実上ベネズエラからの原油輸

入を禁止しているが、米国系の石油事業者については７

月２８日まで有効のライセンスを発行しており、制裁の

適用を一部免除している。 

 

また、「Argus」は４月に米国がベネズエラから輸入した

原油量は日量１１．４万バレルと予想しており、大部分

が「シェブロン」による輸入ということになる。 

 

とは言え、一年前の１８年４月には日量５６．１万バレ

ルをベネズエラから輸入しており、当時と比較すれば輸

入量は著しく減少している。 

 

制裁を受けて、メキシコ湾の石油会社はベネズエラ以外

の原油を調達しており、主にコロンビア、メキシコから

の輸入が増加しているようだ。 

 

「１９年１月～３月 ATM４３９台減少」                  

 

中央銀行は、１９年３月末時点でベネズエラ国内には８，

３５０台の ATM が稼働していると発表した。 

 

１８年１２月時点では８，７８９台の ATM が稼働して

いたため、３カ月で４３９台減ったことを意味する。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f135928e4367d4500177d1e59f7f2f0e.pdf
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経済系メディア「Banca y Negocios」は、「物価が高まり

続けるため、紙幣は価値を失っていく。紙幣の使用が減

ると同時に ATM もベネズエラから減少傾向にある」と

している。 

 

「Banca y Negocios」によると、１日で引き出せる紙幣

の上限額は顧客であれば BsS.６，０００まで。別の銀行

の顧客の場合は BsS.３，０００が上限だという。 

 

現在の「両替テーブル」のレートは１ドル BsS６，７０

０程度なので、１ドルも引き出せないことになる。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.304」で BsS.５万札、

BsS.２万札、BsS.１万札を新たに発行すると報じたが、

現在でも新札は市中に流通していないようだ。 

 

ATM が減少する一方で、カード決済の利用は増えてい

る。中央銀行の発表によると１９年３月末時点で、ベネ

ズエラ国内のカード決済機の数は４６４，５１５個。１

８年１２月末から９，８２７個（２．２％増）増えた。 

 

また、カード決済が可能な店舗は３４９，５２２店舗。

１８年１２月末の３４０，５６２店舗から８，９６０店

舗増えているという。 

 

社 会                        

「ドミニカ共和国 現金の運び屋を再び拘束」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.310」で、１２０万ド

ルの現金を乗せたプライベート機がドミニカ共和国で

見つかったとの記事を紹介した。 

 

６月２８日 ドミニカ共和国のロライマ国際空港で再

び現金１３５．５万ドルを運ぼうとした別のベネズエラ

人３名が拘束された。 

 

 

また、３名が所持していた２万３，１７８ドルも押収さ

れた。 

 

前回逮捕された件を含めて、この数日で６名のベネズエ

ラ人が逮捕されている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ドミニカ共和国で押収された現金約１３０万ドル” 

 

２０１９年６月２９日～３０日（土曜・日曜）              

政 治                        

「クーデター容疑者 拘束中に死亡           

          拷問死との非難、相次ぐ」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.308」で、６月２１日に軍

人６名が拘束されたとの記事を紹介した。 

 

その後、６月２４日にホルヘ・ロドリゲス情報通信相は

２１日に拘束した軍人はクーデターを計画していたと

公表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.310」参照）。 

 

６月２９日 この拘束された軍人のうちの１名が拘束

中に死亡したことが明らかになった。死亡したのは海軍

将校のラファエル・アコスタ・アレバロ氏。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
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最初は野党側から、拘束された軍人が拷問により死亡し

たとの非難が流れた。その後、死亡した軍人の妻が拷問

により死亡したと告発。 

 

「軍人裁判所でアコスタ氏と会話した時には、彼は車椅

子に乗っており、顔には殴打された跡が残っていた」 

と明らかに拷問されていたと主張している。 

 

その後、マドゥロ大統領がテレビで正式にアコスタ将校

が拘束中に死亡したと発表。検察庁に対して徹底的な調

査を行うよう要請。サアブ検事総長は、マドゥロ大統領

の指令を受けて、調査の開始を発表した。 

 

本件を受けて世界中がマドゥロ政権の非人道性を非難

している。 

 

米国国務省は「マドゥロが差し向けた暴漢とキューバ人

顧問らによって拘束中に死亡した」「米国は、アコスタ

氏の殺害と拷問を激しく非難する」と発表した。 

他、リマグループ、米州機構のアルマグロ事務局長らが

マドゥロ政権を強く非難している。 

 

野党は今回の事件について、国連と国際司法裁判所に訴

えて、中立的な調査を要請するとしている。 

 

 

（写真）拘束中に死亡したラファエル・アコスタ氏 

 

「国防省 事情聴取前に倒れたと発表」           

 

検察庁が調査の開始を発表した後、国防省は文書を公表。 

 

「アコスタ氏は軍人裁判所判事が事情聴取を開始する

前に倒れ、軍人病院に搬送され、適切な処置を受けたが

死亡した」と発表。 

 

「規則に従い、知的犯罪捜査班、検察庁の調査員らの調

査要請に応じ、事件の真相を究明している。」 

と発表した。 

 

文書にはパドリーノ・ロペス国防相のサインも入ってい

る。 

 

「事情聴取を開始する前に倒れた」という部分は、軍部

による聴取が死亡の原因ではないということを暗に主

張しているように見える。 

 

「拘束されていたコロンビア人 ５９名解放」         

 

アコスタ氏の拷問死の報道で、メディアではほとんど報

じられていないが、６月２９日にテロ容疑で拘束されて

いたコロンビア人５９名（男性５８名、女性１名）が解

放され、コロンビアに送還された。 

 

今回の解放は、バチェレ弁務官の帰国の数日後で弁務官

訪問が今回の解放のきっかけになったのではないかと

報じられている。 

 

国連人権高等弁務官事務所は、公式ツイッターで今回の

解放を祝福するツイートを投稿している。 

 

他方、アコスタ氏の拷問死についてはコメントをしてお

らず、急進野党派の政治家からはマドゥロ政権に配慮し

すぎているとの非難が出ている。 
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解放されたコロンビア人は、拘束中の状況について 

「１日に１回しか食事を与えられなかった」 

と拘束中の待遇を非難している。 

 

 

（写真）人権団体「FORO PENAL」 

“解放されたコロンビア人と FORO PENAL 関係者” 

 

「今週 与野党交渉再開の見通し」           

 

５月にノルウェー政府の仲裁による与野党交渉の模索

が始まってから１カ月半が経過した。 

この間、ノルウェーで２回交渉の模索が行われたが、目

立った成果は出ていない。 

 

６月３０日 「The Associated Press」は、匿名関係者か

らの情報として、今週にでも３回目の交渉の模索が行わ

れると報じた。 

 

また、ロイター通信は、３回目の交渉会場はノルウェー

ではなく、カリブ海のバルバドスで実施されると報じて

いる。 

 

なお、与党を擁護しているとして野党に強い非難を受け

ているロドリゲス・サパテロ元スペイン大統領は今回の

交渉には直接関与せず、過去の交渉経緯などを仲裁当事

者らに共有していると報じられている。 

 

 

 

「プーチン大統領 ベネズエラ問題を語る」           

 

ロシアのプーチン大統領は「Financial Times 誌」のイ

ンタビューに応じ、ベネズエラ問題について言及した。 

 

「誰かが公共の広場で大統領就任を宣誓し、日本や米国

やドイツがこの宣誓を受け入れたら何が起こるだろう

か。混沌が起きるだけだ。 

 

グアイド氏は素晴らしい人物かもしれない。また、混乱

を脱出させるための良い計画を持っているかもしれな

い。しかし、公共の広場で宣誓するだけでは大統領と認

識できない。 

 

我々は選挙に参加して、勝利し、その後一緒に働きたい

と考えている。」 

と述べた。 

 

プーチン大統領は、６月の始めにグアイド議長について

「好感を持っている」とコメントしていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.301」参照）。 

 

将来的に政権交代が予見される中、マドゥロ政権への支

援を維持しつつも、グアイド議長と対立したくないとい

うロシア側の意志を感じるスタンスと言えそうだ。 

 

経 済                       

「Air Europa ベネズエラの定期便再開」            

 

１９年３月１１日 スペイン系の航空会社「Air Europa」

の搭乗員が翌日の便のため、ベネズエラで宿泊した際に

強盗に襲われた事件があった。 

 

この事件を受けて、「Air Europa」は搭乗員がベネズエラ

で宿泊しないよう変更。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
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日中にカラカスに到着し、同日中にベネズエラを発ち、

ドミニカ共和国で宿泊するスケジュールに変更してい

た。 

 

しかし、６月３０日にベネズエラの治安状況に一定の改

善が見られるとの理由から搭乗員をベネズエラで一泊

するプランに戻すと報じられた。 

 

ベネズエラ民間航空局（INAC）によると、ベネズエラ

で搭乗員が宿泊する航空会社は、「Air Europa」以外に

「Air France」（フランス）、「Turkish Airlines」（トルコ）、

「TAP」（ポルトガル）などがある。 

 

 
（写真）ベネズエラ民間航空局（INAC） 

 

社 会                       

「犯罪者集団 放棄工場の備品を盗難」            

 

３月に起きた全国規模の大停電で最も深刻な状況だっ

たのはスリア州マラカイボだっただろう（「ベネズエラ・

トゥデイ No.264」参照）。 

 

 

 

量販店「マクロ」や「Pepsi」工場が略奪被害にあってい

た。 

 

この略奪から４カ月近くが経過し、今や略奪被害を受け

た「マクロ」「Pepsi」は廃墟のようになっている。 

 

特に６月２７日から犯罪組織が施設を破壊し、売却目的

でパイプや電線など資材を強奪しているようだ。 

 

近隣住民は犯罪者がこの付近を出入りしているとして

治安当局の介入を求めているが、放置されたままだと訴

えている。 

 

 

（写真）El Nacional   “スリア州の「Pepsi」工場” 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf

