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（写真）インスタグラム Equilibriogv ”犯罪科学捜査班（CICPC）時代のオスカル・ペレス元捜査官（中央）” 

 

２０１８年１月１５日（月曜） 

 

政 治                    

 「ペレス元 CICPC 捜査官ら抗争の末、死亡 

～野党 政府による意図的な殺人を非難～」 

 「武装民間組織（コレクティーボ）の幹部が死亡」 

「メンドーサ氏への大統領選出馬集会を実施」 

 「急進野党 １月２２日にデモ集会を呼びかけ」 

 「大統領 司教に対して嫌悪流布罪で調査要請」 

経 済                    

 「大統領 制憲議会で１７年次報告 

～発言要旨 ５つのポイント～」 

 「企業団体 価格統制は経済活動に悪影響」 

２０１８年１月１６日（火曜） 

 

政 治                   

 「政府 ペレス捜査官の潜伏地は野党からの情報 

～野党連合は事実無根と否定～」 

 「国軍総司令官が交代」 

 「パレスチナ外相がベネズエラ訪問 

～非同盟諸国連合の打ち合わせ～」 

経 済                   

 「米国政府 ペトロ購入は制裁対象に当たる」 

 「ペトロ 額面６０％での競売を提案」 

社 会                    

 「メンドーサ社長の姉妹が死亡」 
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２０１８年１月１５日（月曜）             

政 治                       

「ペレス元 CICPC 捜査官ら抗争の末、死亡       

   ～野党 政府による意図的な殺人を非難～」       

 

１月１５日に元犯罪科学捜査班（CICPC）のオスカル・

ペレス捜査官が銃撃戦の末に死亡した。ペレス元捜査官

以外にその場にいた６名の協力者も死亡している。 

 

ペレス元捜査官は１７年６月末に内務司法平和省のヘ

リコプターを奪い、上空から最高裁判所および内務司法

平和省に手りゅう弾や発砲を行った人物。 

その後も軍部の施設を襲い、武器や弾薬を奪うなど反政

府ゲリラ的な活動をしていた。 

 

銃撃戦が起きた場所はカラカス首都区のエル・フンキー

ト地区アラグアネイ山中の家。国軍を中心とした治安部

隊がペレス元捜査官らの潜伏していた場所を特定し、警

察などと共同で襲撃した。 

 

真実は分からないが、銃撃戦の最中にペレス元捜査官は

軍部らに出頭を申し出たが拒否されたと告白する動画

をインターネットに公開している。 

 

個人的にはペレス元捜査官が故チャベス元大統領と同

じような位置付けになることを恐れ、予防策として殺し

た可能性もあると考えている。 

 

故チャベス元大統領も軍人として政府に反旗を翻した

人物だ。同クーデター事件の際、故チャベス元大統領は

出頭の条件として、テレビで自身の主張を放送すること

を求め、当時の政府はこれを受け入れた。 

 

 

 

 

故チャベス元大統領は出頭後に刑務所に収容されたが、

当時の演説が国民の心を打ち、刑務所からの釈放要求が

増え、最終的に大統領までのし上がった人物だ。 

 

ペレス元捜査官の状況は当時の故チャベス元大統領の

状況と酷似している。仮にペレス元捜査官を生きたまま

逮捕するとペレス元捜査官を英雄視する国民が出てく

る可能性もあっただろう。 

 

故チャベス元大統領の前例を踏まえたうえで、ペレス元

捜査官の出頭を認めなかったというのは筋が通ってい

るように思える。 

 

なお、野党は明白な犯罪行為を働いているペレス捜査官

を表立って擁護するようなことはしない。 

 

一方で、ペレス元捜査官が出頭の申し出をしたにもかか

わらず、軍部がそれを受け入れなかったという告発を受

けて、政府の非人道性を非難している。 

 

ペレス元捜査官の顔は血を浴びており、かなり衝撃的な

動画になっている。お勧めはしないが興味のある人はイ

ンスタグラムの equilibriogvで検索するとペレス元捜査

官が死亡直前の動画が掲載されている（インスタグラム

運営側が削除する可能性が高い）。 

 

 

（写真）El Estimulo  

“銃撃戦が起きたフンキートの家 

無数の銃弾後が確認できる“ 
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「武装民間組織（コレクティーボ）の幹部が死亡」         

 

ベネズエラにはコレクティーボと呼ばれる武装した民

間組織がいることは有名な話である。 

 

カラカス首都区には多くのコレクティーボの組織があ

り、それぞれが自身の縄張り争いをしている。 

 

彼らは麻薬の密売、誘拐、強盗など犯罪行為を行う凶悪

グループとして認知されるが、他のコレクティーボに自

分の縄張りを荒らされないための自警団的な役割も果

たしている。そして縄張りの治安を守っているという名

目で、その土地に居住する人々から半ば強制的にお金を

徴収している。 

 

いくつかのコレクティーボは治安当局と協力しており、

共同で土地の治安を守る、あるいは法律の制約があり警

察では対応しにくいような事件に対応するなど並行治

安組織的な役割を担っている。 

 

そのコレクティーボの１グループ「Tres Raices」のリー

ダーを務めていた Heyker Vazquez 氏が死亡したとの報

道が流れている。 

 

彼の死亡はペレス捜査官の襲撃と関連があるようだ。

「Tres Raices」は政府治安部隊と共同でペレス捜査官の

銃撃に加わっていたようだが、Vazquez 氏は何らかのア

クシデントに巻き込まれ死亡したと報道されている。 

 

なお、オルテガ元検事総長と関係が深い人物によると、

Vazquez 氏は５人を殺した犯罪者として検察庁から追

われている身でもある。 

 

 

 

 

 

「メンドーサ氏への大統領選出馬集会を実施」                  

 

１月１５日 大手食品メーカー「ポラール」のロレンソ・

メンドーサ社長の大統領選出馬を求める国民がポラー

ル本社に集まった。 

 

この集会は全国独立同盟（MINAS）という団体が呼びか

けたもので、ほとんど知られていない組織であることも

あり、参加者は数百名程度にとどまった。 

 

反政府デモに関連して１７年７月に逮捕され、１２月に

解放されたカルロス・フリオ・ロハス氏も同イベントに

参加し、メンドーサ社長の大統領選出馬を求めた。 

 

 

（写真）Carlos Julio 野党系記者 

 

（写真）NTN２４Daniella Zambrano 記者のツイッター 

“メンドーサ社長の大統領選出馬を求める集会” 
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「急進野党 １月２２日にデモ集会を呼びかけ」             

 

１月１５日 急進野党として知られるベネズエラ主導

党（VV）マリア・コリナ・マチャド党首は、１月２２日

に反政府デモを呼びかけた。 

 

「ベネズエラ国民一人一人にメッセージを送る。我々を

空腹にする独裁政権に対峙するためにはほかの手段は

無い。解決策は明確だ。 

 

ベネズエラを結束させたいと考えている国民は我々に

コンタクトしてほしい。これまでに起きたことが無いよ

うな大きな抗議行動を支援したいと考えている国民は

我々にコンタクトしてほしい。」 

 

これまでも何度かコメントしているがマリア・コリナ・

マチャド氏ではベネズエラ国民の意志を分断させるこ

とは出来ても、まとめることは出来ないだろう。 

 

理由は彼女がエリート過ぎるからだ。アイロンが良くか

かった白い服を着て、白人貴族のような顔立ちで空腹だ

と訴えてもベネズエラ大衆の心には響かない。一般大衆

に受け入れられる存在になるには、まずは顔を黒くして、

服を汚すことから始めるべきだと思われる。 

 

 

（写真）マリア・コリナ情報サイト 

“１月２２日の反政府デモを呼びかけるコリナVV党首” 

 

「大統領 司教に対して嫌悪流布罪で調査要請」         

 

１月１５日 マドゥロ大統領は検察庁、司法権力に対し

てロペス・カスティージョ司教とビクトール・ウーゴ司

教を嫌悪流布罪で調査することを求めた。 

 

２名はバルキシメトで行われるマリア信仰のイベント

「ディビナ・パストーラ」（同イベントについては「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.85」１月１４日付の記事参照）

において間接的に政府を非難する演説を行った。 

 

ロペス・カスティージョ司教は 

「ディビナ・パストーラは空腹や汚職から解放させてく

れる。空腹に耐えることは出来ない。食料品が欲しい。」 

と訴えた。 

 

また、ビクトール・ウーゴ司教は 

「ベネズエラ人はひどい飢餓に襲われている。町ではゴ

ミ箱をあさる姿も見える。ベネズエラにこのような日が

来るとは思わなかった。厳しい状況の中で、ベネズエラ

人は自国を見捨てなければいけない。 

 

ベネズエラを出ていかなければいけないのはあなた方

ではない。ベネズエラを出ていくべきなのは、このよう

な状況に追いやった者たちだ。」 

 

１月４日にはカラボボ州で２名が嫌悪流布罪で逮捕さ

れた。この２名は嫌悪流布罪を適用して逮捕された最初

の２名だった。司教も嫌悪流布罪で逮捕される可能性は

否定できない。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55f7dbcdc49a5e1d56cb1816377dfd05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55f7dbcdc49a5e1d56cb1816377dfd05.pdf
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経 済                        

「大統領 制憲議会で１７年次報告            

       ～発言要旨 ５つのポイント～」           

 

１月１５日 マドゥロ大統領は制憲議会に出席し、２０

１７年の年次報告を述べた。 

 

憲法上では前年の年次報告は大統領が国会に対して述

べるものだが、制憲議会の承認により制憲議会で演説す

ることになった。 

 

同日の演説では、際立った発言は無かった。主な発言は

以下の６ポイント。 

 

1. 一般的には１７年の経済成長率やインフレ率など

について述べられるが、マドゥロ大統領は経済指標

についてはほとんど述べなかった。 

述べたのは失業率と貧困率など。 

失業率は１６年の７．５％から下がり、１７年の平

均失業率は６％。６０．８％がフォーマルセクター

での就労で、３９．２％はインフォーマルセクター

での就労と説明した。また、１８年には４～４．５％

まで失業率を下げるとの目標を示した。 

極貧層については４．４％で１６年と変わらなかっ

たと説明した。 

 

2. 新 DICOM を運用させることで国外からの送金を

合法的にボリバルに変えるとコメントした。外貨制

度では新 DICOM とペトロの運用準備が進められ

ており、２つの外貨制度は独立した制度ではなく、

関連している。と説明した。 

 

3. 国内で生産した商品の７０％は CLAP に対して販

売させるとコメントした。 

 

 

 

4. ２０１８年は「祖国カード」を保有する家族、妊婦、

障碍者向けのボーナスを支払うと約束した。 

 

家族向けの支給額は人数によって変わる。 

 

２名の子供がいる家族は月額３２万ボリバル 

３名の子供がいる家族は月額４９万ボリバル 

４名の子供がいる家族は月額６６万ボリバル 

５名の子供がいる家族は月額８３万ボリバル 

６名の子供がいる家族は月額１００万ボリバル 

７名の子供がいる家族は月額１１７万ボリバル 

８名の子供がいる家族は月額１３４万ボリバル 

９名の子供がいる家族は月額１５１万ボリバル 

10 名の子供がいる家族は月額１６８万ボリバル 

 

妊婦には７０万ボリバルを支給。出産後には出産祝

い金として１００万ボリバルを支給する。 

 

障害者には月額７０万ボリバルを支給。 

 

これらのボーナスを受けるには「祖国カード」への登録

が必須だと説明した。 

 

5. インフレを抑制するために価格統制を強化すると

発言した。デルシー・ロドリゲス制憲議長も価格統

制法案を見直すとコメントしている。 

 

「企業団体 価格統制は経済活動に悪影響」         

 

１１月頃から物価が急激に高騰している。価格統制庁

（SUNDDE）は店舗査察を通して強制的に小売価格を

下げるなど、国民の不満を抑えるための対応に奔走して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.82」１月６日付の記

事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
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日本でいう経団連に近いベネズエラの経済団体

FEDECAMARA のカルロス・ララサバル代表は一連の

価格統制策について、否定的な見解を示した。 

 

「政府のインフレ対策はベネズエラの経済状況を悪化

させる。為替レートを自由化させることで企業の活動を

活発にする必要がある。 

 

為替レートを自由化すれば一時的に物価が上がる可能

性がある。一方で、国内での生産が増えることで物価を

落ち着かせることが出来る。 

 

政府が行っているのは、正反対で国内企業の活動を阻害

し、モノ不足と物価高を誘発させている。」 

 

他、商品の輸送途中で起きる強盗などについて 

「田舎道は道路が舗装されておらず、トラックが転倒し

商品が奪われることがある。政府は道路の舗装と治安対

策について必要な措置を講じなければいけない」 

とコメントした。 

 

２０１８年１月１６日（火曜）             

政 治                       

「政府 ペレス捜査官の潜伏地は野党からの情報     

        ～野党連合は事実無根と否定～」        

 

ネストール・リベロール内務司法平和相は１月１５日に

オスカル・ペレス元捜査官、他６名が死亡したと正式に

報告した。加えて、本件に関連して、これまで６名（男

性４名、女性２名）を拘束していると報告した。 

 

１５日の銃撃戦で死亡が確認されたのは 

Oscar Perez（３６歳）、Daniel Soto（３０歳）、Abraha 

Ramos（３０歳）、Jose Diaz（年齢不明）、Jairo Ramos

（年齢不明）、Abraham Agostini（３６歳）、氏名は明ら

かにされていないが女性１名（２６歳） 

 

また、治安部隊側も数人が負傷、２名が死亡したと発表

した。 

加えて、リベロール内務司法平和相は 

「与野党交渉の際にペレス捜査官の潜伏地について某

政治家から情報を入手した。」と補足した。 

 

一方で野党連合は野党がペレス捜査官の情報を提供し

たという発言を否定している。 

 

カルロス・マルケス議員（新時代党）はリベロール内務

司法平和相の発言に対して 

 

「オスカル・ペレス氏と野党連合は密接な関係にはない。

政府がオスカル・ペレス氏について虚偽の情報を流し、

与野党交渉を妨害しようとしている。 

 

野党交渉団は今回の一件について、交渉付添国の外相、

ドミニカ共和国のメディナ大統領、ロドリゲス・サパテ

ロ元西大統領に訴えるつもりだ。 

 

内務司法平和相の発言は間違っているだけではなく卑

怯である。もし政府が対話を望まないのであれば、はっ

きり言うべきだ。」と発言した。 

 

与野党交渉は１月１８日に予定されているが、再び暗礁

に乗り上げる新材料が登場したと言えよう。 

 

（写真）VTV “リベロ―ル内務司法平和相の報告” 
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「国軍総司令官が交代」                 

 

１月１６日 リチャード・ロペス大将が国軍総司令官に

就任した。同職は元々、セルヒオ・リベロ・マルカーノ

大将が務めていた。 

 

オスカル・ペレス元捜査官銃撃事件の翌日であり、その

関連を疑うマスコミもあるが、個人的には無関係だと考

えている。 

 

大将人事は一日で決まるものではなく、当然イベントの

準備は数日前から予定されていたはずだ。 

 

前日にペレス元捜査官の一件があったが、偶然だったの

ではないかと思われる。 

 

 

（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッターより抜粋 

“リチャード・ロペス大将を総司令官に任命するマドゥ

ロ大統領” 

 

「パレスチナ外相がベネズエラ訪問           

      ～非同盟諸国連合の打ち合わせ～」         

 

１月１６日 パレスチナの Riad Al Malki 外相がベネズ

エラを訪問した。 

 

 

訪問の目的は２０１８年にエチオピアで開催される非

同盟諸国連合（MNOAL）の首脳会議について、すり合

わせを行うため。 

 

ベネズエラは１９年まで MNOAL の代表を務めること

になっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.36」９月２

１日付の記事参照）。 

 

MNOAL はアフリカ、インド、中東諸国の反米色の強い

国で組織されている国際グループ。１７年 9 月に行われ

た国連首脳会議でも米国の制裁を非難し、ベネズエラ政

府に連帯を表明している。 

 

欧米や南米主要国からの非難を受けて国際的に孤立傾

向にあるベネズエラ政府を支える国際組織として重要

な位置づけにある。 

 

経 済                         

「米国政府 ペトロ購入は制裁対象に当たる」            

 

１月１６日 米国財務省の関係者がロイター通信に対

して、ベネズエラ政府が運用を検討している「ペトロ」

建ての取引を行った場合は、制裁の適用対象になる可能

性があると伝えた。 

 

米国財務省関係者は 

「現時点で我々が得ている情報から推測するに、デジタ

ル通貨ペトロを受け取ることはベネズエラ政府への融

資の供与にあたると考えている。」 

とコメントしたようだ。 

 

考えてみれば、ペトロは米国の制裁の対象になると考え

るのが自然だろう。 

 

通貨の発行とは政府側からすると国の借金を増やすこ

とになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
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１７年８月に始まった米国の金融制裁は、ベネズエラ政

府が所有する資産を担保とした長期融資を禁止してい

る。 

 

ペトロはベネズエラ産原油を担保にしており、その原油

はベネズエラ政府の資産だ（PDVSA はベネズエラの資

産を販売する権利を得ているに過ぎない）。 

 

つまり、ペトロ建ての取引は原油を担保に取引をしてい

ることになり、金融制裁の対象になると考えるのが自然

に思われる。 

 

「ペトロ 額面６０％での競売を提案」         

 

ロイター通信が入手した情報によると、ペトロを施行す

るための民間アドバイザーグループ（VIBE）は、デジタ

ル通貨の最初の発行は一般公募ではなく、限定的な私募

での割り当てとし、額面の６０％のディスカウントをし

てはどうかと提案しているようだ。 

 

また、ロイターが確認した資料によると２月中旬からペ

トロの３８．４％（２３億ドル）を市場に流通させるこ

とを勧めているようだ。 

 

マドゥロ大統領は１ペトロとベネズエラ産原油１バレ

ルの価値があると説明している。ベネズエラ産原油の価

格は現在１バレル約６０ドル。マドゥロ大統領は１億ペ

トロの発行を承認したため、ドルで言えば６０億ドル相

当の価値になる。 

 

６０億ドルの３８．４％は２３億ドルに相当する。２３

億ドルの額面の６０％ディスカウントであれば、市場価

格は９．２億ドルになる。 

 

 

 

 

また、１カ月後には４４％を市場に供給し、残りはベネ

ズエラ政府と本件のアドバイザーをしているグループ

が保有することで提案しているようだ。 

 

社 会                       

「メンドーサ社長の姉妹が死亡」            

 

民放テレビ局「グロボビシオン」は、野党の大統領選統

一候補として国民の期待が高まっているメンドーサ社

長の姉妹が死亡したと報じた。 

 

メンドーサ社長姉妹についての情報は少なく、調べた限

りでは写真は確認できないし、姉なのか妹なのかも確認

できなかった。また、現時点では死因も確認できていな

い。 

 

メンドーサ氏は１９６５年生まれで現在５２歳。年が離

れた姉がいるとしても早すぎる死になるだろう。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


