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（写真）国営報道局（VTV） “拘束されたと噂されるグスターボ・ゴンサレス・ロペス元 SEBIN 司令官” 

 

 

２０１８年１１月１６日（金曜） 

 

政 治                     

「SEBIN ロペス元司令官 拘束された？ 

～解任・拘束理由で憶測が飛び交う～」 

「教会 選挙を前提とした対話仲介の意志あり」 

「世論調査 国民の政治離れ鮮明に」 

「OAS ベネズエラ政府に拷問賠償金の支払命令」 

経 済                     

「ロシア GOLD とコルタン産業への参入希望」 

「経済緊急事態令 更に６０日延長」 

「原油価格 １バレル６１．０３ドル」 

「６１回目 DICOM １ドル BsS.７０．０２」 

18 年 11 月 17～18 日（土・日） 

 

政 治                    

「アジュップ AD 幹事長 血腫除去手術を受ける」 

「Frente Amplio １１月２３日に集会呼びかけ」 

「急進野党 AD、PSUV、VP は共産主義？」 

「ドゥケ大統領 １月にベネズエラと国交断絶」 

「在外公館 ３６カ国の大使を一斉に交代」 

経 済                    

「Novo Banco ベネズエラから正式に撤退」 

「民間セクターは賃金改定準備ができていない」 

社 会                     

「インターネット速度 １３０カ国中１２８位」 
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２０１８年１１月１６日（金曜）             

政 治                       

「SEBIN ロペス元司令官 拘束された？         

    ～解任・拘束理由で憶測が飛び交う～」       

 

１０月２９日 SEBIN（副大統領府直轄の公安部隊）の

グスターボ・ゴンサレス・ロペス司令官の解任が報じら

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.209」１０月２９日付

の記事参照）。 

 

その後も多くのメディアがロペス司令官の解任に関す

る憶測を報じている。 

 

１１月１６日 野党系メディア「La Patilla」のオーナー

であるアルベルト・ラベル氏は自身のツイッターで 

「非公式情報！ゴンサレス・ロペスが拘束された？」 

と投稿し、インターネット上で話題になっている。 

 

なお、ベネズエラ政府として正式な発表は無い。 

 

政府から逃れ米国政府の情報提供者になっているガル

シア・プラサ元海上空運相は、ロペス司令官の逮捕につ

いて 

「もしこの報道が事実であれば、マドゥロ政権は、

SEBIN で起きたフェルナンド・アルバン市議の死亡、人

権侵害の責任をロペス司令官とカベジョ制憲議長に押

し付けようとしている。 

そうであればパドリーノ・ロペス国防相と祝杯を挙げる

だろう。」 

と投稿した。 

 

ロペス司令官はディオスダード・カベジョ制憲議長の派

閥に属する人物で、ロペス司令官の解任はカベジョ制憲

議長とマドゥロ大統領の亀裂の現れと主張する報道が

存在していた。 

 

他方、現地情報サイト「Venepress」では、軍関係者か

らの情報として、ロペス元司令官は事情聴取に協力して

いるが、拘束されたわけではないと話している。 

 

後任のクリストファー・フィゲラ氏はマドゥロ大統領が

信頼を置いている人物で、彼の仕事はゴンサレス・ロペ

ス司令官（当時）を監視することだったという。 

 

米国マイアミ紙「El Nuevo Heraldo」は、ガルシア・プ

ラサ元海上空運相が 

「クリストファー・フィゲラ氏はキューバで訓練を受け、

常にキューバ政府と連絡を取っている。彼がベネズエラ

国軍の特殊部隊（Dgcim）とキューバの軍関係をつない

だようなものだ。クリストファー・フィゲラ氏は、ほと

んどキューバの軍人だ」 

と語ったと報じている。 

 

この報道を受けて、現地メディアはベネズエラ国軍をキ

ューバに明け渡したと報じられている。 

 

なお、与党の古株政治家ホセ・ビセンテ・ランヘル氏は

ロペス元司令官が SEBIN を解任された理由について、 

「マドゥロ大統領の移動中に SEBIN に止められたこと

があり、セキュリティ対応に不備があった。」 

と語っているが、この説を信じる人は少ないだろう。 

 

「教会 選挙を前提とした対話仲介の意志あり」         

 

ベネズエラ・キリスト教会のウロサ・サビノ大司教は、

ベネズエラ政府と野党との対話による解決を仲裁する

意志があると発言した。 

 

１１月１３日 野党多数の国会は「透明で民主的な選挙

での問題解決」が書かれた決議を賛成多数で可決した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.215」１１月１３日付の記

事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/397189f903857131d868d46e56bd6c0f.pdf
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対話と選挙での解決を否定する急進野党と「La Causa R」

など一部の政党は、この決議に反対を示しているが、キ

リスト教会としては国会多数の方針と歩調を合わせた

ことになる。 

 

「誠実で明快で信頼できる対話のためには、ベネズエラ

政府が２０１６年１０月に合意した要求を順守しなけ

ればいけない。 

 

憲法の規定に則り、国会を正式な組織として認めること、

ベネズエラで起きている食料危機、医療機器を解決する

真の意思を示すこと、政治犯を解放すること、透明な選

挙を実施すること、政治的な均衡を守ること。これらが

２０１６年の対話で合意した内容だ。」 

とコメントした。 

 

２０１６年にキリスト教会は与野党対話の仲裁役にな

ったが、結局交渉は暗礁に乗り上げ、目立った成果を上

げることは出来なかった。 

 

「世論調査 国民の政治離れ鮮明に」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」は、国民１，０００名を対

象に支持政党についてアンケート調査を実施した。 

 

この調査の結果、「与党も野党も支持しない」との回答

が５８．７％を占めた。また、「与党」と回答したのは

２０％、「野党」と回答したのは１２．４％だった。 

 

また「与党も野党も支持しない」と回答した無党派の国

民に対して、「どちらかと言えば与野党どちらのスタン

スに近いか？」との質問について、１６．２％は「どち

らかと言えば野党側」、５．１％は「どちらかと言えば

与党側」、７８．２％は「本当にどちらも支持していな

い」と回答した。 

 

 

なお、３つの答えを全て足しても１００％にならない。

「与党も野党も支持しない」と回答した全員に聞いたわ

けではなさそうだ。 

 

また、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」に関

する評価では、約３３％が「とても悪い」と回答。 

約３１％は「悪い」と回答。約１０％が「どちらかと言

えば悪い」と回答。 

ネガティブな評価が全体の７４．４％を占めた。 

 
 

また、野党連合（MUD）に関する評価では約２１％が

「とても悪い」と回答。約４０％が「悪い」と回答。約

約１３％が「どちらかと言えば悪い」と回答。 

ネガティブな評価は７５．４％と与党を上回った。 

 

（写真）Venepress より抜粋 
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「OAS ベネズエラ政府に拷問賠償金の支払命令」                  

 

ベネズエラ人女性のリンダ・ロライサ・ロペス氏（当時

１８歳）は２００１年３月２７日～同年７月１９日まで

約４カ月間の拘束の末、脱走に成功。エル・ロサル地区

で警察に保護された。 

 

ロライサ氏の家族は、５月２６日に警察に失踪届を提出

し、捜索を求めたが、警察はこの届出を処理せず放置し

ていたと主張している。 

 

拘束されている間、ロライサ氏は身体的拷問や殺すと脅

され、薬漬けにされるなど暴行を受け続けたという。 

 

ロライサ氏が保護された時にはひどい重傷を負ってお

り、彼女は１年間入院し、１５回の手術を受けたという。 

 

また、加害者の裁判では政府が十分な捜査を行わず被害

者が満足いく求刑を受けなかったという（現在も最終判

決は出ていない）。 

 

米州機構（OAS）の米州人権法廷は、ベネズエラの警察、

司法当局が適切な手続きを行わなかったとして、ベネズ

エラ政府に対して賠償金を支払うよう命じた。 

 

３万ドルをロライサ氏の家族。 

１．５万ドルをロライサ氏の兄弟。 

本件を担当した弁護士に１．８万ドル。 

緊急手術で支出した費用４．５万ドル。 

就労機会を逸したことで結果的に失った収入２万ドル。

精神的苦痛を生んだ賠償金として８万ドル 

合計２０．８万ドル（約２，３５０万円）を支払うよう

命じた。 

 

 

 

 

経 済                        

「ロシア GOLD とコルタン産業への参入希望」           

 

１１月１６日 ロシアとベネズエラの政府高官は両国

の経済協力を深化させるための２国間協議を行った。 

 

会合後、アイサミ経済担当副大統領は 

「ベネズエラとロシアは戦略的関係について議論した。 

商業関係は深化しており、ロシア産の商品はベネズエラ

に増えている。また、ベネズエラで生産されている商品

もロシアで販売されている。 

 

ロシアは GOLD とコルタン（レアメタル）の開発に参

画したいと考えている。ベネズエラは世界で２番か３番

目の GOLD 埋蔵量を誇っている。 

 

また両国の平和構築のため軍事協力も重要なテーマで

ある。 

 

１２月１３日に再び両国の会合が行われ、鉱物分野と農

業分野で合意を結ぶ予定だ。」 

とコメントした。 

 

「経済緊急事態令 更に６０日間延長」          

 

１１月９日付の官報４１，５２１号で経済緊急事態令が

更に６０日間延長された。 

前回、延長したのは９月（「ベネズエラ・トゥデイ No.189」

９月１２日付の記事参照）。 

 

経済緊急事態令は１６年１１月１０日に発行し、６０日

毎に更新を続けている。 

 

今回の延長で経済緊急事態令が施行されてから２年が

経過したことになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45b3c9a2c0434711abf74b45502952ea.pdf
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「原油価格 １バレル６１．０３ドル」                  

 

１８年１１月１２日～１１月１６日のベネズエラ産原

油の平均価格は米ドル建てで６１．０３ドル／バレル。 

 

先々週が６８．５５ドル、先週が６４．９５ドルだった

ので徐々に下落していることが分かる。 

 

サウジアラビアの石油相は、OPEC 加盟国、非加盟国が

１９年以降の減産を示唆したものの原油価格の下落に

歯止めがかかっていない。 

 

 

 

「６１回目 DICOM １ドル BsS.７０．０２」                  

 

１１月１６日に６１回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.７０．０２（１ユーロ BsS.

７９．８１）。 

 

外貨供給額は合計で先週比２．７％減の４６７万７，５

１２．０６ドル。 

 

法人は１６３社に対して４２８万１，３９０．２１ドル

が割り当てられた。また、個人は８７６名に対して３９

万６，１２１．８５ドルが割り当てられた。 

 

なお、ドルで表記しているが法人はほとんどがユーロ建

だったが、個人向けの外貨割り当てはドル建ての方が多

かった。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、乳製品メーカーの

「General de Alimentos Nisa」で２５万６，７００ユー

ロ。原材料輸入が目的。 

 

次いで、タイヤメーカーの「Covencaucho Industrias」

が２０万ユーロ。完成品の輸入が目的。 

 

３番目は食料品卸業社の「FTG Invesment & Consulting」

で１７．５万ユーロ（約２０万ドル）。完成品の輸入が

目的。 

 

２０１８年１１月１７～１８日（土曜・日曜）             

政 治                       

「アジュップ AD 幹事長 血腫除去手術を受ける」        

 

１１月１７日 野党「行動民主党（AD）」のリーダーで

あるラモス・アジュップ幹事長が病院で手術を受けた。 

 

AD の発表によると、打撃を受けた結果 生じた血腫を

排膿する手術だという。 

 

突然の報道ではあったが、AD と関係が強い現地情報サ

イト「El Cooperante」によると、アジュップ幹事長の手

術は予定されていたものだったという。 

 

３週間ほど前に地方遊説中に負傷を負ったようだ（怪我

の理由は政治的なものではない）が、その結果できた血

腫を取り除くものだという。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１１月）

（出所）ベネズエラ石油省
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AD 関係者も医療関係者もアジュップ幹事長の状態は

良好だと報じている。 

 

なお、アジュップ幹事長は現在７５歳。地方を遊説し、

大声で演説をしておりとても元気そうに見えるが、年齢

は若くない。 

 

 

（写真）ラモス・アジュップ AD 幹事長 

 

「Frente Amplio １１月２３日に集会呼びかけ」           

 

１１月１７日 野党系の市民団体「Frente Amplio」は、

１１月２３日に「El Congreso Venezuela Libre（自由な

ベネズエラ会議）」を実施すると発表。 

 

同会合では、「いかにしてマドゥロ政権を交代させ、現

在の危機を解決するか」の意見交換を行う。 

 

「Frente Amplio」は、産業界、宗教界、大学、市民団体

など様々な組織がまとまった組織。 

「Frente Amplio」に属する団体は野党系で、無派閥グ

ループなどは含まれていないが、野党としては「市民の

代表組織」と位置付けられている。 

 

現在、「選挙と対話での解決」の是非を巡り、急進野党

とそれ以外が対立をしているが「Frente Amplio」がど

のようなスタンスを取るのか注目される。 

 

 

「急進野党 AD、PSUV、VP は共産主義？」         

 

野党系情報サイトの中でも AD と関係が深い「El 

Cooperante」は、急進野党の代表格「ベネズエラ主導党

（VV）」がスペインで行った講演会の内容について非難

する記事を投稿した。 

 

同イベントに講演者として招待された VV 党員の Pedro 

Urruchurtu 氏と Ricardo Olavarría 氏は、講演で 

「ベネズエラに存在する全ての野党政党が究極的には

共産主義党あるいは宗教団体に属する。マドゥロ独裁政

権と戦っている唯一の政党は我々だけだ」と発言。 

 

「El Cooperante」は、VV が根拠なく野党の他政党の名

誉を棄損する発言をしたと報じている。 

 

なお、VV が非難する政党には、軍事収容所に拘束され、

現在は自宅軟禁措置を受けているレオポルド・ロペス党

首の大衆意志党（VP）も含まれている。 

 

実際に同日、講演した際に使用したプレゼンテーション

資料が出回っている。以下の文章を読む限りでは「現在

の全ての政党は共産主義（AD、PSUV（与党）、VP）あ

るいは宗教団体（Copei、PJ、ORA）で、新たなステー

ジに不可欠な、完全な自由、機能する考え方の障害にな

っている。」と書かれている。 

 

 

（写真）El Cooperante 
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「ドゥケ大統領 １月にベネズエラと国交断絶」         

 

１１月１８日 コロンビアのドゥケ大統領は、コロンビ

ア報道社「El Tiempo」のインタビューを受け、１月１

０日以降、マドゥロ政権との国交を断絶するとコメント

した。 

 

「１月に独裁政権の新たな任期が始まる。我々は国連憲

章１，３７３条を無視した架空の政権と国交を維持しな

い。テロリストとは距離を置く。 

 

我々は自国民を傷つけ、人権侵害を行う犯罪者を認めな

い。現在のところベネズエラには領事関係、経済関係が

ある。」とコメントした。 

 

先日、アレアサ外相はコロンビア政府が国交を断絶して

いると非難していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.214」

１１月１０～１１日付の記事参照）。 

 

コロンビア政府がベネズエラ政府と連絡を取らなかっ

たのは上記の背景があるのかもしれない。 

 

コロンビアに限らず、多くの国が１８年５月に行われた

大統領選を認めておらず、コロンビア政府も同様のスタ

ンスを示している。 

 

マドゥロ政権を強く非難するリマグループの１３カ国

（メキシコ除く）は同様のスタンスを取ることが予想さ

れる。また、米国政府も１月１０日の大統領就任のタイ

ミングで新たな制裁を科すことと思われる。 

 

「在外公館 ３６カ国の大使を一斉に交代」                  

 

１１月１８日 野党系情報サイト「La Patilla」は、ベネ

ズエラ政府が在外公館３６カ国の大使を一斉に交代す

ると報じた。 

 

大使を交代させる国、大使の名前がリスト化されている。

確認したところ日本は含まれていない。 

 

気になった人物は、クウェート大使に就任するとされる

ルーベン・アビラ・アビラ元 Pequiven 社長、Corpovex

総裁や海上航空相を務めたことがあるジュゼップ・ジオ

フレダ氏など。 

 

1. バハマ 

2. ドミニカ国 

3. サンタルシア 

4. リニダード・トバゴ 

5. ベリース 

6. アンゴラ 

7. ベニン 

8. コンゴ共和国 

9. エジプト 

10. 赤道ギニア 

11. ケニア 

12. マリ 

13. モロッコ 

14. ナミビア 

15. ナイジェリア 

16. セネガル 

17. スーダン 

18. チュニジア 

19. サウジアラビア 

20. アゼルバイジャン 

21. インドネシア 

22. クウェート（Pequiven のアビラ・アビラ元社長） 

23. シリア 

24. ギリシャ 

25. バチカン（チャダートン元米州機構大使） 

26. ALADI — MERCOSUR 大使 

27. カタール（Corpovex ジオフレダ元総裁） 

28. イラン 

29. レバノン 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf
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30. ハイチ 

31. インド 

32. アンティグア・バーブーダ 

33. ガイアナ 

34. ハンガリー 

35. ノルウェー 

36. セルビア 

 

経 済                       

「Novo Banco ベネズエラから正式に撤退」            

 

ポルトガル系の金融機関「Novo Banco」はベネズエラ

から正式に撤退した。 

 

「Novo Banco」がベネズエラで事業を始めたのは２０

１０年１０月。しかし、その後「Novo Banco」自体が経

営危機に陥り、２０１７年３月に米国系金融機関「Lone 

Star」が「Novo Banco」を買収した。 

 

そして、１７年５月に「Lone Star」はベネズエラ事業を

ベネズエラ金融機関「Bancamiga」に売却した。 

 

その後、撤退のための法的手続きを進め、今年９月に政

府当局の承認を受け、１１月 9 日付の官報で「Novo 

Banco」の解体が掲載された。 

 

 

（写真）TalCual “カラカスの Novo Banco 入口” 

 

「民間セクターは賃金改定準備ができていない」              

 

１１月１５日 マドゥロ大統領は「８月の新経済改革が

始まって９０日が経過し、政策を調整する。」と発言し

ていた。 

 

この発言を受けて、ベネズエラ経団連（Fedecamaras）

のリカルド・クサノ副代表は、 

「仮にベネズエラ政府が新たな賃金改定を行うとすれ

ば、民間セクターは準備が出来ていない。」 

とコメントした。 

 

「賃金を上げること自体が問題だと言いたいわけでは

ない。今、政府がやろうとしているのは水にぬれた人を

雨にさらしているようなものだ。 

 

彼らの政策は２０年間変わっていない。これがハイパー

インフレを生み出した。ベネズエラ人の生活の質を悪化

させた。」とコメントした。 

 

社 会                       

「インターネット速度 １３０カ国中１２８位」            

 

インターネット速度を測定するサイト「Speedtest」によ

ると、ベネズエラのインターネット通信速度は調査対象

とした１３０カ国中１２８位だという（２０１８年１０

月時点）。ベネズエラより通信速度が遅かった国はアル

ジェリアとイエメンの２カ国。 

 

ベネズエラのダウンロード速度は４．０８Mbps。アッ

プロード速度は１．７１Mbps だった。 

 

なお、携帯電話の通信速度はもう少し早く、ダウンロー

ド速度は６．５８Mbps。アップロード速度は３．９８

Mbps だった。 
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この数字を見てもピンとくる人は少ないと思うので、筆

者の使用しているパソコンのインターネット速度を

「Speedtest」で調べてみた。筆者の使用しているパソコ

ンは日本人の感覚では普通と思われる。 

 

「Speedtest」の調査によると、ダウンロード速度は６０．

５Mbps（ベネズエラの約１５倍）。アップロード速度は

１２３．６Mbps（約７２．３倍）だった。 

 

 

 

以上 

 


