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（写真）人権団体 PROVEA ”カラボボ州警察収容施設での事件を受け、情報開示を求めて抗議する関係者” 

 

２０１８年３月２８日（水曜） 

 

政 治                     

 「スイス ベネズエラ政府関係者７名に制裁」 

「米州首脳会議 米の最重要テーマはベネズエラ」 

 「プエルトリコの提案 急進野党が非難」 

経 済                     

 「フロリダ州知事 ベネ政府との取引制裁法に署名」 

 「プエルト・ラ・クルス製油所で６００人辞職」 

社 会                     

「カラボボ州警察 囚人収容施設で暴動 

～火事が起き少なくとも６８名の死亡を確認～」 

２０１８年３月２９日（木曜） 

 

政 治                     

 「国連 選挙監視団の派遣を否定」 

 「バルボサ議長 選挙日と条件を変えれば参加」 

「CNE 大統領選、州議会選の有権者数発表」 

「マドゥロ大統領 ロシア政府に連帯を示す」 

経 済                     

 「GOLD２．１トンをアラブ首長国連邦へ輸送」 

社 会                     

「米国検察庁 テスタフェロの捜査を進める」 

「囚人２１名が武器を所持し脱走」 
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２０１８年３月２８日（水曜）             

政 治                       

「スイス ベネズエラ政府関係者７名に制裁」       

 

３月２８日 永世中立国で欧州連合に加盟していない

スイスがベネズエラ政府関係者７名に制裁を科した。 

 

制裁の対象者はスイスの資産が凍結され、スイス国内へ

の入国が禁止される。 

 

制裁対象者は以下の通り。この７名は１月に欧州連合が

制裁した人物と同じ（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」

１月２２日付の記事参照）。 

 

汚職資金調査でスイスの銀行が関係している報道が散

見される。なお、政府高官は名義を借りて資産を持つ場

合がある。別人の名義で資産を持っている可能性もある

だろう。 

 

 

（写真）La Patilla “欧州連合に制裁を科せられた７名” 

“左上からディオスダード・カベジョ PSUV 副党首、ネ

ストール・リベロール内務司法平和相、グスターボ・ゴ

ンサレス・ロペス諜報局長官、アントニオ・ベナビデス

元国軍総司令官、ティビサイ・ルセナ CNE 長官、マイ

ケル・モレノ最高裁判長、タレク・ウィリアム・サアブ

検事総長” 

 

「米州首脳会議 米の最重要テーマはベネズエラ」          

 

４月１３日、１４日にペルーで米州首脳会議（米州機構

加盟国の首脳が一堂に会する会議）が開催される。 

 

ベネズエラのマドゥロ大統領は会議への参加を表明し

たが、反マドゥロ政権の加盟国に拒否され、招待を取り

消されている。 

 

３月２８日 米国報道局「La Voz de America」は国務

省ケビン・サリバン氏への取材で、米州首脳会合でのト

ランプ政権の最重要テーマはベネズエラだと語った。 

 

「米州機構（OAS）の首脳会合では差し迫った問題につ

いて加盟国の代表が議論する。私はベネズエラの政治経

済社会危機が現在、加盟国にとって最も差し迫ったテー

マだと考えている。」 

とコメントした。 

 

また、具体的にどのような方法があるのかについて、加

盟国全体としてより強硬な制裁措置を取ることを望ん

でいるようだ。 

 

「過去、OAS として強硬な措置を取ることに反対した

カリブ海諸国が方針を変えるために議論をする良い機

会だと考えている。現在、OAS 加盟国と接触しており、

多くの国から支持を受けている。」 

とコメントした。 

 

１７年５月、OAS のアルマグロ事務局長はベネズエラ

政府の統治が民主主義的ではないとして、民主主義憲章

を発動するかどうか、加盟国に稟議を諮ったが、カリブ

海諸国などの反対を受けて暗礁に乗り上げた（「ウィー

クリー・レポ―ト No.18」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年３月２８日～３月２９日報道            No.１１７   ２０１８年３月３０日（金曜） 

3 / 8 

 

米州機構のアルマグロ事務局長は、ベネズエラ政府を

「人道に対する犯罪」で国際司法裁判所に訴えるために

関係者からの事情聴取など情報収集を行っていた。 

 

遅くとも１７年中には結論が出ると発言していたが、当

議論は沈黙のまま現在に至る。議論が停止している要因

はカリブ海諸国の反対だろう。 

 

４月１３、１４日の米州首脳会合でカリブ海諸国が米国

側になびいた場合、OAS として様々な措置が採れるよ

うになるだろう。 

 

なお、首脳会合への参加が取り消されたマドゥロ政権は

４月１３、１４日にリマで開催される「Cumbre de los 

Pueblos」というイベントに参加する可能性がある。 

 

トランプ政権に反対する趣旨のイベントらしく、米州首

脳会合を２週間後に控え、政治的な緊張が高まっている。 

 

「プエルトリコの提案 急進野党が非難」                 

 

３月２７日にプエルトリコが大衆意志党（VP）のルイ

ス・フロリダ議員へ米国政府と野党の対話窓口を務める

趣旨の提案を行った（「ベネズエラ・トゥデイ No.116」

３月２７日付の記事参照）。 

 

本件について、プエルトリコ政府がベネズエラ政府と野

党との交渉仲裁を申し出たとの報道が多く流れた。 

 

これを受けて、急進野党がツイッターなどでプエルトリ

コ政府の提案を非難する声明を投稿している。 

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首は、 

 

 

 

「麻薬の暴政と４年間も対話を続けてきた。１４、１６、

１７年と対話を行ったが、バチカンと各国外相を侮辱し

ただけだった。新たに対話を再開するのは弱さの現れと

政権を放棄することを意味する。」と投稿した。 

 

 
（写真）マリア・コリナ氏ツイッター抜粋 

 

スペインに亡命したアントニオ・レデスマ元カラカス大

首都区長は 

「あらゆる内容の人道支援、更なる制裁、国際司法裁判

所。これがベネズエラを麻薬の暴政から解放する手段だ。

対話はドミニカ共和国で殺された。ファン・マニュエル・

ガラン議員（コロンビア）のベネズエラへの連帯の姿勢

に感謝する。」と投稿した。 

 

（写真）アントニオ・レデスマ氏ツイッター抜粋 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5f47b6e001abbc9cef276be9cf98112.pdf
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しかし、同日２８日に野党連合（MUD）は、プエルト

リコでベネズエラ政府と交渉を再開する意志は無い。と

の声明を発表した。 

 

「重要：MUD は政府との交渉再開を検討していない。

その機会は既に実施した。そして、政府はその試みを侮

辱した。不正な選挙に対する我々のスタンスは引き続き

固い。」と投稿している、 

 

（写真）野党連合（MUD）ツイッターより抜粋 

 

実際にプエルトリコ政府から書簡を受け取ったルイス・

フロリダ議員は、プエルトリコ政府から受け取った提案

は、ベネズエラ政府と野党との交渉窓口になることを提

案したものではなく、米国政府がベネズエラの危機脱出

に貢献するための方法を野党議員と協議する窓口を務

める提案だったと補足した。 

 

経 済                         

「フロリダ州知事 ベネ政府との取引制裁法に署名」          

 

３月２８日 米国フロリダ州のリック・スコット知事は

ベネズエラ政府との取引を禁止する法案に署名した。 

 

本件は３月８日にフロリダ州議会で可決した法案（詳細

は「ベネズエラ・トゥデイ No.108」３月８日付の記事

参照）。リック・スコット知事の署名をもって、法律制

定のプロセスが終了することになる。 

 

ただし、法律の発効は１８年７月１日から。 

 

「プエルト・ラ・クルス製油所で６００人辞職」        

 

アルマンド・アルマ議員は PDVSA のプエルト・ラ・ク

ルス製油所で約６００名の労働者が辞職したと訴えた。 

 

現地メディア「El Estimulo」によると、アルマ議員は 

 

「プエルト・ラ・クルス製油所では６００名の労働者が

辞職した。同製油所の精製能力は日量１８．７万バレル

だが、現在の精製量は日量９万バレル以下。稼働率は２

０％まで下がることもあり得る。 

 

数日前に労働者との集団契約が合意された。合意により、

労働者の新たな給料は６０万ボリバル／週になる（月額

約２４０万ボリバル）。 

 

１８年２月の一カ月の食費が３，７００万ボリバルなの

に、その給料がどれだけ生活の足しになるだろうか（１

８年２月の食費については「ベネズエラ・トゥデイ

No.113」３月１９日付の記事参照）。 

 

今は連休中だが、退職者や年金生活者など多くの人が

PDVSA の食堂に来ている。彼らは食べるのに十分なお

金をもらっていない。 

 

年金受給者については、長年の労働に対して十分な報酬

を受けていない。PDVSA が積立金の利息支払いを拒否

しており、毎日のように退職者が抗議行動を起こしてい

る。 

 

国会は引き続き労働者を支援する。国際労働機関に人道

問題を訴える。」 

と述べた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
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社 会                       

「カラボボ州警察 囚人収容施設で暴動          

 ～火事が起き少なくとも６８名の死亡を確認～」          

 

３月２８日午前 カラボボ州警察の収容施設で暴動が

起き、少なくとも６８名が死亡した。負傷者数は不明。 

 

現時点では公式な情報は少ない。情報が明らかにされな

いため、囚人の家族が警察と衝突した。 

 

ウィリアム・サアブ検事総長は６８名（男性６６名、女

性２名）の死亡を発表した。他、サアブ検事総長は、４

名の検事を本件の担当にして事件を解明すると発表し

た。 

 

翌２９日にファン・ミゲル・マテウス議員は今回の事件

で男性６８名、女性１０名が死亡したと訴えている。 

 

報道によると、事件が起きたのは２８日の早朝６時頃か

ら。６時には治安部隊が集まり始めていたようだ。 

発砲によるけが人も確認されているが、死者のほとんど

は火事が原因のようだ。 

 

なお、この収容施設に収容されていた囚人の数は３２，

６００名超で、想定収容人数の４００％を超えていたと

いう。施設内でも武器や麻薬が流通していたようだ。 

 

他、事件が起きた午前６時時点でも囚人の家族が施設内

にいた。亡くなった２名の女性は収容施設で一泊してい

た。看守に賄賂を支払うことで家族は夜間でも囚人と過

ごすことが出来たと報道されている。 

 

今回の事件は刑務所で起きた暴動としては過去最大級

の事件になる。 

 

 

 

現地メディア「Maduradas」によると、ここ１０年間で

起きた刑務所・収容施設の暴動で最も死者が多い。 

 

・０７年１月 ウルビナ刑務所で暴動。１７名死亡。 

・０７年１２月 サンクリストバル刑務所で暴動。少な

くとも１５名が死亡。 

・０８年８月 マラカイボのサバネタ刑務所で囚人の

内部衝突。手榴弾により少なくとも１０名死亡。 

・１０年９月 トコロン刑務所で囚人と看守が衝突。１

６名が死亡。 

・１１年６月 エル・ロデオ刑務所 囚人グループで抗

争が勃発。２２名が死亡。 

・１１年７月 エル・ロデオ刑務所 １７名死亡。 

・１２年７月 メリダ刑務所 暴動鎮圧のため軍人が

鎮圧し２２名死亡。 

・１２年８月 ヤーレ刑務所で囚人が抗争。２６名死亡。 

・１３年１月 ウルビナ刑務所で大暴動。６１名死亡。 

・１３年９月 サバネタ刑務所で暴動。１６名死亡。 

・１７年８月 アマゾナス州で囚人が反乱。３８名死亡。 

（「ベネズエラ・トゥデイ No.21」８月１６日付の記事） 

・１８年３月 カラボボ州警察収容施設で６８名死亡 

 

これを見る限り、過去１０年でも最も死者の多い刑務所

で起きた事件になる。 

 

 

（写真）Caraota Digital “カラボボ州警察の収容施設” 
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２０１８年３月２９日（木曜）             

政 治                       

「国連 選挙監視団の派遣を否定」           

 

３月２９日 国連はベネズエラに選挙監視団を送るこ

とは検討していないと発表した。 

 

国連のジェフェリー・フェルトマン政治担当官は記者会

見を開き 

「我々はベネズエラの選挙に直接関与することは無い。

選挙は国内プロセスだ。 

 

これまで、国連は選挙法や選挙オペレーションなど投票

システムを改善するためのサポートをしてきた。システ

ム改良へのサポートであれば毎年５０カ国ほどで支援

をしている。 

 

国連が選挙監視団を派遣することは稀である。最近では

ブルンジの選挙で選挙監視団を派遣したが数年前の話

である。」 

とコメントした。 

 

また、選挙結果について国連として何らかの結論を出す

かとの質問に対して、 

「加盟国の選挙について国連がアナウンスをすること

はほとんどない。」 

と述べた。 

 

この発言は、そのまま受け取ると「選挙監視団の派遣」

を否定しただけと言える。 

 

国連は選挙監視団以外に選挙をサポートする仕組みが

ある。監視ではなく同伴などの趣旨でのミッション団派

遣は否定されていない。 

 

 

 

「バルボサ議長 選挙日と条件を変えれば参加」              

 

３月２９日 オマール・バルボサ国会議長は５月２０日

に予定されている大統領選について、適切な日程に変更

されなければならないとの見解を示した。 

 

「選挙は１２月に行われなければいけない。もし、選挙

日と諸条件を変更するのであれば、我々は大統領選に参

加する。 

 

我々は選挙を放棄することを支持しているわけではな

い。むしろ現状を解決する手段として選挙を求めている。

ただし、詐欺まがいの自由がない選挙に参加することは

容認できない。」 

と述べた。 

 

また、大統領選に出馬しているヘンリー・ファルコン AP

党首について彼の方針は間違っているとの見解を示し

た。 

 

「ファルコン氏の出馬について、彼や彼の関係者と協議

した。しかし、彼らの認識は間違っていると考えている。 

 

例えば、ファルコン氏は国連のミッション団が派遣され

なければ出馬を止めると発言した。既に国連はミッショ

ン団を派遣しない方針を示した。今回の大統領選に同伴

するのは政府に近いグループばかりだ。 

 

この状況でベネズエラ国民が求めている民主的な選挙

を行うことができるとは誰も信じない。透明性の無い手

段に応じることはマドゥロ政権を存続させることに手

を貸すことと同じだ。」 

と述べた。 
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「CNE 大統領選、州議会選の有権者数発表」           

 

３月２９日 選挙管理委員会（CNE）は５月２０日の大

統領選および州議会・市議会議員選挙の有権者数を確定

させた。 

 

CNE はプレスリリースで 

「CNE は１８年の大統領選有権者数を２，０５２万６，

９７８名とすることで合意した。同様に州議会選では１，

８９１万９，３６４名に投票を呼び掛ける。」 

と発表した。 

 

州議会議員選は、大統領選と違い外国在住のベネズエラ

人に投票権がない。また、カラカス首都区（Destrito 

Capital）は特別法が制定されており、同地域市民には州

議会選の選挙権がないため、有権者数が異なる。 

 

「マドゥロ大統領 ロシア政府に連帯を示す」         

 

３月２９日 マドゥロ大統領は米国と欧州連合による

ロシアへの制裁に連帯の意を示すと発言した。 

 

ロシアは３月１８日に大統領選が行われ、プーチン大統

領が７割超の得票率で再選を決めている。今回の再選に

よりプーチン大統領は２４年まで政権を運営すること

になる。 

 

一方、英国で起きた元ロシア情報機関職員の暗殺未遂事

件について、英国政府はロシア政府が関与したと非難。

一方でロシアは関与を否定している。この事件を受けて、

ロシア政府は欧州連合や米国との対立を強めている。 

 

３月２６日 米国政府はロシア政府が前述の暗殺未遂

事件に関与したとして、米国内のロシア外交官６０名を

国外追放、シアトルのロシア領事館を閉鎖した。欧州連

合１４カ国もロシア政府外交官を追放している。 

 

３月２９日には対抗措置として、ロシア政府も在サンク

トペテルブルク米総領事館の閉鎖を命じ、米国外交官６

０名を国外退去処分にすると発表した。 

 

米国は中国に対して、貿易関税や中国企業への投資を制

限する制裁を科したばかりだ。 

 

このように国際的な政治環境は著しく悪化している。 

３月２９日に国連のグティエレス事務局長は冷戦に近

づいていると警戒のコメントを発している。 

 

政治的な緊張が強まるほど、ロシア・中国にとって、米

国に近くエネルギー資源が豊富なベネズエラの重要性

は高まる。米国もその重要性ゆえに、ベネズエラ政権を

崩壊させるため更に圧力をかけることになるだろう。 

 

最終的に、大国の利害に翻弄され、被害を受けるのはベ

ネズエラ国民と言える。 

 

経 済                       

「GOLD２．１トンをアラブ首長国連邦へ輸送」            

 

新聞記者のハビエル・イグナシオ氏はツイッターで、マ

イケティア国際空港からアラブ首長国連邦に向けて、２．

１トンの金が運ばれたと投稿した。 

 

中央銀行から５７箱の GOLD が軍人の護衛で空港まで

運ばれたとしている。 
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現在のGOLDの価格は約１キロ４万２，６５０ドル。 

１トンが４，２６５万ドルなので、約９，０００万ド

ルが運ばれたことになる。 

 

社 会                       

「米国検察庁 テスタフェロの捜査を進める」          

 

ベネズエラでは政治家が汚職資金との関与が分からな

いように友人の名義で資金や不動産を購入することが

よくある。 

この名義貸しを行う人のことを「テスタフェロ

（Testafero）」と呼ぶ。 

 

フロリダ州南部の検察庁は、ベネズエラ政府高官のテス

タフェロの取り締まり調査を進めているようだ。 

 

新聞記者カスト・オカンド氏は自身のツイッターで 

 

「フロリダ州南部検察庁がタレク・ウィリアム・サアブ

検事総長、マイケル・モレノ最高裁判長、フランシスコ・

ランゲル・ゴメス元トゥルヒージョ州知事、モッタ・ド

ミンゲス電気エネルギー相のテスタフェロの調査を進

めている。 

テスタフェロは引き続き米国に出入国が可能で、マイア

ミを拠点にビジネスを継続している。」 

と投稿した。 

 

 
（写真）カスト・オカンド氏ツイッター抜粋 

 

 

「囚人２１名が武器を所持し脱走」              

 

３月２９日 治安当局は、アラグア州マラカイ市のヒ

ラルド警察収容施設から２１名の囚人が脱獄したと発

表した。 

 

記者の報道によると、脱獄者は武器を所持しており、

バイクを使って逃走したようだ。 

 

他、現地情報メディア「La Patilla」によると、脱獄の

最中に囚人２名が射殺され、１名が拘束されたとして

いる。 

 

１カ月前にもヒラルド収容施設で囚人が脱獄している。

その時は、囚人が守衛に麻薬を摂取させ、隙をついて脱

獄したようだ。 

 

以上 

 

 

 

 

 


