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（写真）国会 “１月２３日に抗議行動を呼びかけ” 

 

 

２０１９年１月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「カラカスで軍部離反 市民も参加し治安悪化 

～離反軍人は投降、２７名が逮捕される～」 

「在コロンビア元軍人 政権から離反を宣言」 

「グアイド議長 軍部にクーデター停止を要請」 

「急進野党 軍部の離反を称賛」 

「最高裁 国会役員を無効にすると発表」 

「欧州連合 対話窓口の継続を発表」 

経 済                     

「ドイツ銀行に債務返済 GOLD１７トン回収」 

「８５回目 DICOM １ドル BsS.１，３２４．９」 

２０１９年１月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「２３日 デモ行進目的地は Plaza Juan Pablo II 

～与党の最終目的地から遠い場所に設定～」 

「米国ペンス副大統領 ベネズエラに向け演説 

～マドゥロ大統領 米国と抜本的な国交見直し～」 

「国会 米州機構の特別代表を任命」 

「１月２２日も治安部隊との衝突が続く」 

「恩赦法 第一セッションを通過」 

経 済                     

「１８年１２月の基礎生活費 BsS.４６４，９５１    

～１８年のインフレ率は年率１８．５万％～」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月２１日～１月２２日報道            No.２４３   ２０１９年１月２３日（水曜） 

2 / 9 

 

２０１９年１月２１日（月曜）             

政 治                       

「カラカスで軍部離反 市民も参加し治安悪化      

   ～離反軍人は投降、２７名が逮捕される～」       

 

１月２１日 軍人の離反が起きた。 

 

報道によると事件は２１日早朝。４０名超の離反軍人が

カラカスのスクレ市ペタレ地区にある軍部施設から拳

銃、銃弾、防弾チョッキ、車などを奪い逃走。 

 

旧市街地 Cotiza 地区で軍部・警察と対峙した。離反軍

部はしばらくして投稿したが、離反軍人らがネットにあ

げた国民の決起を求める映像に地元住民が触発され、街

頭での抗議行動を開始。街頭で車やタイヤを燃やすなど

行動が過激化し、治安維持部隊と衝突した。 

 

その後、「コレクティーボ」と呼ばれる与党を支持する

武装勢力らも混ざり、抗議行動をしていた市民らの抑圧

を始め、Cotiza 地区の治安は著しく悪化した。 

 

抗議行動に関連して女性１名が死亡。 

現地メディアは、コレクティーボが混乱に乗じて女性の

携帯電話を奪うために射殺したと報じている。 

 

負傷者も出ている。また、治安維持部隊が催涙弾を発砲

したことでぜんそく持ちの児童５名が窒息し、病院に運

ばれる事態になった。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長は、今回の離反軍人

は既に２７名が逮捕されている、残党も近いうちに全員

逮捕されるだろうと発言している。 

 

本件についての詳細は「ウィークリーレポート No.81」

で過去の経緯も含めて紹介しているので参照いただき

たい。 

 

（写真）NTN２４ “治安部隊と対峙する Cotiza 市民” 

 

また、同日は２０１４年に殺害された与党議員ロベル

ト・セラ氏の生家が火事で焼失した。 

 

ロベルト・セラ議員は与党若手政治家として将来を有

望視されていたが、２０１４年に殺害されている。マ

ドゥロ大統領はコロンビアの工作で暗殺されたと訴え

ており、彼の生家を文化施設とし、図書館や地元住民

のレクリエーション施設として使用していた。 

Venepress のインタビューでは今回の放火について、野

党を非難する趣旨のコメントが多い。 

 

 

（写真）Venepress “焼失したロベルト・セラ議員生家” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c1b9b625b63b114f8c2e33961ff981ee.pdf
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「在コロンビア元軍人 政権から離反を宣言」         

 

１月２１日 コロンビアの野党系メディア「NTN２４」

は、コロンビアに住んでいる元ベネズエラ軍人がマドゥ

ロ大統領を非難する映像を報じた。 

 

内容は、ニコラス・マドゥロは大統領の役職を奪ってお

り、軍部は彼を大統領と認識しない。グアイド議長に対

して、大統領に就任し、軍部に命令を出すよう求めると

いう内容。 

 

１月１７日にはペルーでも同様の宣誓をしていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.241」１月１７日付の記事参照）。 

国外に逃亡した離反軍人の間で一定の協力関係がある

のかもしれない。 

 

なお、同日コロンビアのドゥケ大統領は、ドイツ系メデ

ィア DW の取材の中でベネズエラ問題について言及。

グアイド議長に対して、大統領就任を要請した。 

 

 

（写真）NTN24 “離反を呼びかける元軍人グループ” 

 

「グアイド議長 軍部にクーデター停止を要請」                  

 

主要野党グループは、軍部による暴力的な行為を歓迎し

ない姿勢を示した。 

 

グアイド議長は Cotiza での軍部反乱について、 

「我々は憲法に準じた民主主義回復の道を歩んでいる。

汚職政権が軍部の名誉を棄損していることは知ってい

る。 

 

我々は反乱を呼びかけているわけではない。我々は軍部

に対して憲法に従う姿勢を支持することを求めている。

クーデターを起こすよう求めていない。マドゥロに銃を

発砲することを求めているわけではなく、国民に銃を発

砲しないことを求めている。」 

とクーデターによる政権交代を望まない姿勢を示した。 

 

また、野党支持者が起こしたとされるロベルト・セラ議

員生家の放火事件について 

 

「私はロベルト・セラ議員と同期だった。カルロス・ア

ンドレス・ベジョ大学で一緒に勉強をする仲間だった。

私があのような暴力行為を擁護すると考えているので

あれば、それは間違いだ。私は全てのベネズエラ国民へ

の尊重を求める。 

 

我々は現政権が行っていることを正しいと考えていな

いチャビスタにも手を差し伸べたい。明日は我々と一緒

に行動しよう。我々には水がない。食料がない。ガスが

ない。今のままではベネズエラに安定がない。」 

と発言した。 

 

エドガー・サンブラーノ第１副議長も、我々はクーデタ

ーを促進するようなことはしないと発言している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6706aa502e310a8055fa6fa9d9985cd0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6706aa502e310a8055fa6fa9d9985cd0.pdf
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「急進野党 軍部の離反を称賛」                  

 

主要野党が軍部のクーデターを制止するような発言を

する一方で、急進野党は軍部の離反を称賛するスタンス

を示している。 

 

急進野党のリーダーであるベネズエラ主導党（VV）の

マリア・コリナ・マチャド党首は、２１日の軍部離反を

受けてツイッターで以下の投稿をしている。 

 

 

「１．Cotiza で起きた国軍軍曹の声は軍人が歴史的な瞬

間に何をするべきかを理解していることを示している。

これは自由になると決めた国の声だ。 

 

２．まさに今が市民と軍部が協力して強権政治と完全に

決別する時だ。そして、ベネズエラの再構築と家族の再

会のために移行政権が進む。 

 

３．軍部はどのようにマドゥロ政権がキューバにベネズ

エラの主権を渡してきたかを知っている。どのように

ELN や FARC の麻薬密売組織に領土を渡してきたかを

知っている。 

 

４．国は我々、国民、軍人、議員に対して義務を果たす

よう求めている。自由を求める国民をとどめることがで

きる脅しは存在しない。」 

 

 

また、２２日にはツイッターで、 

「１月２３日にはグアイド大統領と共に抗議行動に参

加しよう」と２３日の反政府デモへの参加を呼び掛けた。 

 

 

 

 

 

 

（写真）マチャド VV 党首ツイッター抜粋 

 

「最高裁 国会役員を無効にすると発表」                  

 

政府グループは野党の勢いを阻害する方策を見いだせ

ていない。 

 

１月２１日 最高裁判所（ベネズエラ国内）の憲法法廷

は改めて「国会は無効状態にあり、国会に役員は存在し

ない」と発表した。 

 

「最高裁憲法法廷は国会が有効な役員メンバーを持っ

ていないことを宣言する。２０１９年１月５日に選ばれ

た役員はもちろん、１７年、１８年も国会に役員メンバ

ーは存在していない。 

 

彼らの行動は憲法規定に違反する行為で、マドゥロ大統

領に役職を奪われているという主張は、不服従のメカニ

ズムを進めるための戦略である。」 

と説明した。 
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つまり、国会議長は存在していないので、憲法２３３条

に規定されている国会議長への大統領権限移譲は出来

ないと言いたいのだろう。 

 

他方、国際社会、野党は最高裁の決定に従う意志はなく、

与野党の対決は決定的なものとなりつつある。 

 

「欧州連合 対話窓口の継続を発表」                  

 

１月１９日、２０日に欧州連合の代表大使らが、マドゥ

ロ大統領および国会役員と面談した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.242」１月１９日～２０日付の記事参照）。 

 

１月２１日 EU 会合でベネズエラ問題について議論し、

スペイン、フランス、イタリア、ポルトガル、オランダ

は対話を通じた問題の解決を支持する声明を発表した。 

 

フェデリカ・モゲリーニ EU 外交委員長は、ベネズエラ

の政治危機を解決するための交渉グループを２月に発

表しようと考えていると発言した。 

 

ポルトガルのサントス・シルバ外相は 

「対話による政治的な解決を図ることが重要だ。政治的

な解決を経ない場合、ベネズエラの深刻な経済社会問題

は解決しない。」との姿勢を示した。 

 

米国、コロンビア、ブラジル、ペルーなど米州首脳は、

マドゥロ政権との完全対決を呼びかけており、EU の方

針と食い違っていることが浮き彫りとなった。 

 

他方、同日に起きた軍部の離反とそれを受けた支持者の

盛り上がりを見る限り、しばらくは対話による解決を検

討する余地はないように思える。 

 

 

 

 

経 済                        

「ドイツ銀行に債務返済 GOLD１７トン回収」           

 

ロイター通信は、内部関係者から入手した情報として、

「ベネズエラ政府が英国銀行に保管する GOLD が急増

した」と報じた。 

 

理由は、ドイツ銀行に対して GOLD を担保としていた

融資借入を返済したためと報じている。 

 

内部関係者の証言によると、１８年１０月時点で、中央

銀行が外国に保有していると発表していた GOLD の量

は１４トンだったが、現在は３１トンに増加、つまり１

７トン増えたという。 

 

ロイター通信によると、１７トンは１２億ドルに相当す

るようだ。 

 

ただし、英国銀行にある GOLD をベネズエラ政府が使

用できるかどうかは別の問題だろう。 

 

ベネズエラ政府は英国銀行に保管している GOLD を別

の場所に移動させようとしているが、英国銀行側は米国

の制裁を理由に GOLD の移動を拒んでいる（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.213」１１月８日付の記事参照）。 

 

「８５回目 DICOM １ドル BsS.１，３２４．９」         

 

１月２１日、８５回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.１，３２４．９。  

１月１８日の１ドル BsS. １，１２３．４６から１７．

９％ボリバル安に傾いた。  

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6da179fc6068ce05fc55a5452357c3a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6da179fc6068ce05fc55a5452357c3a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
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DICOM の外貨供給額はドル建てで１４３万９５０．８

ドル。 

 

外貨割り当ては、法人４１社に対してドル建てで１２１

万８，７１５．３６ドル、個人２３３名に対してドル建

てで２１万２，２３５．４４ドルが割り当てられた。  

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Zein Import」（業

種不明）で１６．５万ユーロ（１８万８，１５６．９５

ドル）。完成品輸入が目的。  

 

また、「Fito Shop」（業種不明）は１１万８，９６５ユー

ロ（１３万５，２５１，３１ドル）。完成品輸入が目的。  

 

３番目が「Abdu Electronic」（電気製品と思われる）で

１１万６，６８９ユーロ。完成品輸入が目的だった。 

 

２０１９年１月２２日（火曜）             

政 治                        

「２３日 デモ行進目的地は Plaza Juan Pablo II     

  ～与党の最終目的地から遠い場所に設定～」        

 

１月２２日 グアイド議長は２３日の反政府デモの目

的地を発表した。目的地は「Plaza Juan Pablo II」（下の

写真）。チャカオ市の公園だ。 

 

 

（写真）Maduradas  

 

１月２３日は野党だけでなく与党支持者も行進を予定

している。与党の更新開始は AM９時からと野党よりも

１時間早い。 

 

与党は、「Plaza Brion」、「Nueva Granada」、「Plaza Catia」

の３カ所から移動を始め、エル・シレンシオ地区の

「Plaza O’Leary」（下の写真）に集まる。 

 

 

（写真）Wikipedia 

 

「米国ペンス副大統領 ベネズエラに向け演説      

 ～マドゥロ大統領 米国と抜本的な国交見直し～」           

 

１月２２日 米国のペンス副大統領は自身のツイッタ

ーを通じて、ベネズエラ国民に向けてビデオメッセージ

を発信。 

 

米国はベネズエラに民主主義を取り戻そうとする国会

を完全に支援するとの意志を示した。また、支持者に対

して１月２３日には我々に対して、あなた方の声を聞か

せてほしい。と抗議行動への参加を呼び掛けた。 

 

「米国トランプ政権、米国国民はベネズエラ国民に絶対

的な支援の意を示す。国民は自由を勝ち取るために声を

挙げよう。 
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マドゥロは独裁者で政権として力を持っていない。彼は

自由選挙で当選していない。国会こそが自由な選挙で選

ばれた最後の公的組織だ。 

 

米国は、マドゥロ政権が大統領の役職を奪っており移行

政権を発足しなければいけないというファン・グアイド

議長の勇敢な決断を称賛する。 

 

明日はあなた方の声を聞かせてほしい。米国は常に良い

ベネズエラの人を支持する。また、民主主義が回復する

ことを願っている。」 

とのメッセージを送った。 

 

 

（写真）ペンス副大統領のツイッターより抜粋 

 

１月２２日、マドゥロ大統領はテレビでペンス副大統領

のメッセージについて言及。 

 

「米国政府がファシスタにクーデターを実行するよう

命令を下した。」 

とペンス副大統領を強く非難した。 

 

 

 

また、アレアサ外相について、米国との外交・政治関係

を全面的に見直すよう指示を出したと発表した。 

 

マドゥロ政権は、米国大使館を完全に追い出す可能性も

ある。他方、米国政府は、ベネズエラの石油産業に対す

る制裁を科すとされており、米国との関係がキューバの

ようになる可能性もあるだろう。 

 

マドゥロ大統領の発表に先立ち、ホルヘ・ロドリゲス情

報通信相は、米国がテロリスト集団に暴力行為を働くよ

うに指令を出したと非難していた。 

また、グアイド議長が属する大衆意志党（VP）はテロリ

ストグループだと非難している。 

 

「国会 米州機構の特別代表を任命」           

 

１月２２日 国会は、グスターボ・ブリセーニョ氏を米

州機構（OAS）特別代表に任命することを承認した。 

 

憲法に従えば、OAS 代表を国会が承認する権限はある

が、選定する権限はない。 

その意味で国会の対応も憲法を順守しているとは言え

ないが、もはやそういう問題ではないのだろう。 

 

グスターボ・ブリセーニョ氏は、チャベス政権前の国会

でキリスト教社会党（Copei）所属の議員を務めた経験

のある人物。野党系メディア「El Nacional」のコラムニ

ストを務め、ベネズエラ中央大学、シモンボリバル大学

で教鞭をとったこともある。 

 

ベネズエラは２０１７年４月に米州機構からの離脱を

表明した。しかし、OAS の規定上、離脱意志表明後、２

年間は OAS を抜けることが出来ない。１９年４月には

OAS から正式に脱退する予定だったが、今回の一件で

ベネズエラが OAS を抜けない方向に進んでいくだろう。 
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（写真）El Estimulo “グスターボ・ブリセーニョ氏” 

 

「１月２２日も治安部隊との衝突が続く」        

 

１月２１日の軍部離反から一夜明けた２２日、野党支持

者の抗議は続いており、治安部隊と対峙した。 

 

１月２２日 カラカスのサンタ・ロサリア地区で野党の

演説を聞くため集まった支持者と演説を妨害するため

に登場した与党支持者が衝突。 

 

警察も催涙弾を発砲するなど治安維持活動を始め、同地

区は騒然となった。 

 

第一正義党（PJ）に所属するホセ・ゲラ議員は、国会の

前で与党支持者に止められ、携帯電話を強奪される被害

に合った。 

 

２２日の夜間も反対意志を示すための鍋叩き（カセロラ

ソ）が鳴り響き、与党の牙城である Catia 地区を含めて

２０カ所以上で抗議行動が起きたようだ。 

 

明日は大規模な反政府デモが行われる。混乱が拡大する

懸念が強まっている。 

 

 

 

 

 

（写真）@Lohena Reveron 氏ツイッター 

“１月２２日 Catia 地区 PM９時４５分頃の状況” 

 

「恩赦法 第一セッションを通過」              

 

１月１５日 野党多数の国会は恩赦法を承認した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.240」１月１５日付の記事参照）。 

 

ただし、恩赦法の具体的な内容（どのような人物を恩赦

の対象にするのかなど）についてはまだ詳細が詰め切れ

ていないようだ。 

 

１月２１日 国会は恩赦法の詳細を詰めるための議論

を行い、恩赦法は第一セッションを通過した。 

ベネズエラの憲法規定に従えば、第２セッションを通過

すると大統領の署名を経て、官報に公開され、ベネズエ

ラの国内法として有効になる。 

 

つまり、恩赦法はまだベネズエラ国内では有効な状態で

はないようだ。次回の通常国会は１月２４日に予定され

ており、同日には恩赦法が第２セッションを通過し、正

式に発効するかもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf
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経 済                       

「１８年１２月の基礎生活費 BsS.４６４，９５１    

  ～１８年のインフレ率は年率１８．５万％～」          

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年１２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、１８年１２月の生活

費は月額 BsS４６４，９５１で、先月（BsS. １８３，７

１５．２２）と比べて１５３．１％上昇した。 

食費については、月額 BsS.３０７，９０６と先月（BsS. 

１２１，７１９）と比べて１５３％上昇した。 

 

CENSAS-FVM の調査では、２０１８年の年間インフレ

率は基礎生活費で前年比１８万４，９６６．８％増。 

基礎食料費は前年比１８万６，４９４．３％増になる。 

 

他方、国会が公表する２０１８年のインフレ率は１６９

万８，４８８．２％と１０倍近い差が生じている。 

 

以上 
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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）


