
 VENEZUELA TODAY 
２０１９年９月２日～９月３日報道               No.３３９   ２０１９年９月４日（水曜） 

1 / 6 

（写真）大統領府 “９月３日 マドゥロ大統領 軍人に対してコロンビア国境で厳戒態勢を敷くよう命令” 

 

 

２０１９年９月２日（月曜） 

 

政 治                     

「アルバン市議 死亡めぐり SEBIN 職員に罰則」 

「難民高等弁務官事務所 

難民問題が深刻な国トップ５からベネズエラ除外」 

「国会第２副議長 与野党交渉に言及」 

経 済                     

「グアイド政権 Conoco Phillips 賠償金を削減」 

「現在の生活費は月額３００ドル」 

社 会                     

「カラカスの老舗モデル学校 CICPC の査察入る 

～小児犯罪の促進を理由で関係者３名逮捕～」 

２０１９年９月３日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 コロンビア国境で厳戒態勢 

～国境でベネズエラ軍人の配備増える～」 

「ラミレス元 PDVSA 総裁 

幹部はマドゥロ大統領の退陣交渉している」 

「内務司法相 違法ガソリン販売者の逮捕発表」 

経 済                    

「GOLD の外貨準備 ６カ月で１０億ドル減」 

「不動産価格 一等地でも１０００ドル／平米」 

社 会                     

「カラカスの囚人収容所で暴動 ３名が死亡」 
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２０１９年９月２日（月曜）             

政 治                       

「アルバン市議 死亡めぐり SEBIN 職員に罰則」       

 

９月２日 検察庁は、１８年１０月に起きたリベルタド

ール市議会議員のフェルナンド・アルバン市議の死亡事

件について、囚人拘束時の規則を違反したとして２名の

SEBIN 職員（ミゲル・ドス・サントス氏とケイベス・シ

レーリ氏）に罰則を科した。 

 

１８年９月 マドゥロ政権は、ニューヨークで開催され

た国連総会から戻ってきたアルバン市議に対して、同年

８月に起きた大統領ドローン襲撃事件に関与したとの

理由で拘束。 

 

それから数日後、SEBIN 拘束中に死亡した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.200」参照）。 

 

マドゥロ政権側はアルバン市議が取り調べ中に、トイレ

に行くと言い、監視の目を逃れた瞬間に飛び降りたとし

ていたが、野党側は SEBIN 職員による拷問で死亡した

と訴えていた。 

 

検察庁が罰則を科した理由は「上職の許可なくアルバン

市議の手錠を外すなど、複数の規則を違反したため」と

しており、あくまで拷問の事実は認めていない。 

 

「難民高等弁務官事務所                

 難民問題が深刻な国トップ５からベネズエラ除外」         

 

国連の難民高等弁務官事務所は、難民問題が深刻な国ト

ップ５からベネズエラを除外した。 

 

難民問題が深刻な国１位は、シリアで６７０万人。 

 

２位はアフガニスタンで２７０万人。３位は南スーダン

で２３０万人。４位はミャンマーで１１０万人。５位は

ソマリアで９４．９万人。 

 

国連はベネズエラの難民・移民数を４２９万６，７７０

人としており、人数では２位に位置する。 

 

ただ、客観的に言ってアフガニスタンや南スーダンとは

問題の質が異なるように感じる。ベネズエラの場合は、

「難民」というより「移民」という表現が適切なように

感じる。 

 

その点で国連はベネズエラを難民問題の深刻な国トッ

プ５から除いたと思われるが、アントニオ・レデスマ元

カラカス大首都区長など急進野党の関係者は、この国連

の決定について「説明をしろ」と強く反発している。 

 

 

（写真）レデスマ元カラカス大首都区長ツイッター 

“難民が深刻な国トップ５からのベネズエラ除外を非難” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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「国会第２副議長 与野党交渉に言及」                  

 

８月５日に米国政府が科したベネズエラ政府への追加

制裁を受けて、マドゥロ政権は５月から継続していた与

野党交渉の模索を離脱した。 

 

ただし、マドゥロ政権側としては対話を完全に放棄した

わけではなく、あくまで「中断」というスタンスを示し

ている。 

 

９月２日 スターリン・ゴンサレス国会第２副議長はビ

デオメッセージで与野党交渉の模索について発表。 

 

交渉が中断した責任は野党にあるのではなく、与党側に

あると主張した。 

 

「我々はマドゥロ政権に対して提案を残した。マドゥロ

政権は我々の提案を検討したくなかった。これが、マド

ゥロ政権が交渉を破談させた理由だ。」 

とコメント。暗に米国の制裁が交渉中断の理由ではない

と主張した。 

 

 

（写真）野党連合（MUD）ツイッター 

 

経 済                        

「グアイド政権 Conoco Phillips 賠償金を削減」           

 

グアイド政権は、国際投資紛争解決センター（ICSID）

が判決を下した Conoco Phillips への賠償金を２億２，

７００万ドル削減することに成功したと発表した。 

 

削減に成功した理由は接収案件の資産評価。これにより

Conoco Phillips の損害評価などを減らすことに成功し

たため。 

 

Conoco Phillips は故チャベス前政権下でオリノコ川流

域の「Petrozuata」、「Hamaca」鉱区を接収された。 

 

Conoco Phillips は ICSID にチャベス政権を提訴し、８

７億ドルの賠償金を勝ち取ったが、今回２億ドル超が減

ったことにより約８５億ドルの賠償金となった。 

 

「現在の生活費は月額３００ドル」            

 

９月２日 生活費の定点観測を行う団体「CENDAS」の

オスカル・メサ氏は、１家族の生活費は月額３００ドル

必要だとした。 

 

同団体の調査では、７月の生活費は月額 BsS.３２４．７

万。最低賃金だけでは、１．２％しか賄うことが出来ず、

残りの９８．８％を何らかの手段で確保しなければいけ

ないとした。 

 

「７月時点では、一日当たり BsS.１０．８万が必要にな

る。これは月額最低賃金３回分、つまり３カ月の給料が

１日の生活費と同額ということになる。」 

と言及。 

 

状況の改善は政治が変わらない限り期待できないとの

見解を示した。 
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社 会                        

「検察庁 カラカスの老舗モデル学校を捜査      

 ～小児犯罪の促進を理由で関係者３名逮捕～」           

 

昨日、今日とベネズエラのメディアを最も騒がせていた

のはモデル学校の事件だろう。 

 

９月２日  ３０年続くベネズエラのモデル学校

「Academia BelanKazar」が、過度に露出した女児の写

真などを同社サイトにアップ、一部の会員に小児のわい

せつな動画をドル建てで販売、ロシアの女児売春あっせ

ん業者のサイトなどをリンク先に付けるなど不適切な

運営が発覚し問題になっている。 

 

問題が発覚したのは Irrael Gomez という人物のソーシ

ャルメディアでの告発。同氏が「Academia BelanKazar」

の実態を訴え、問題が明るみに出た。 

 

この告発をメディアが取り上げ、瞬く間にベネズエラの

一大ニュースとなった。 

 

９月３日 サアブ検事総長は「Academia BelanKazar」

を捜査すると発表。 

 

同日、犯罪科学捜査班（CICPC）は、「Academia 

BelanKazar」の捜査に入り、役員３名を小児わいせつ行

為斡旋の容疑で逮捕した。 

 

 

 

２０１９年９月３日（火曜）              

政 治                        

「マドゥロ大統領 コロンビア国境で厳戒態勢     

   ～国境でベネズエラ軍人の配備増える～」        

 

９月３日 マドゥロ大統領は軍人を前にした演説でコ

ロンビア政府がテロリストを送り込んでいると言及。証

拠も既につかんでいると宣言した。 

 

また、国境警備軍に対してコロンビアの攻撃に対して厳

戒態勢を取るよう命じたとコメント。 

コロンビアとベネズエラの国境にベネズエラ軍の配備

が増加していると報じられている。 

 

８月末 FARC は、ドゥケ大統領を非難し、再武装化を

宣言（「ベネズエラ・トゥデイ No.337」参照）。 

これに対して、ドゥケ大統領は、FARC 再武装の裏には

マドゥロ政権の支援があると訴えた。 

 

他方、マドゥロ政権はコロンビア政府の支援を受けたテ

ロリストが爆破事件を起こそうとしていたと訴えてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.338」参照）。 

 

これらの事件をきっかけに、ベネズエラとコロンビアの

政治的な緊張はこれまで以上に高まっている。 

 

なお、グアイド政権はドゥケ大統領と連携し、テロ撲滅

を目指すと宣言。 

 

コロンビア政府と共同で国連に対してマドゥロ政権の

FARC 支援を訴えると述べた。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1ad622295cd4551486ad3dedfe34e330.pdf
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「ラミレス元 PDVSA 総裁              

  幹部はマドゥロ大統領の退陣交渉している」           

 

９月３日 ラミレス元 PDVSA 総裁は、「Tal Cual」の

インタビューに応じ、「与党幹部がマドゥロ政権退陣に

向けて米国政府と水面下で交渉をしている」と述べた。 

 

具体的に上がった名前は、ディオスダード・カベジョ制

憲議長、パドリーノ・ロペス国防相、マイケル・モレノ

最高裁判長、マドゥロ大統領の資金隠しに協力している

とされる「Globovision」のオーナーであるラウル・ゴリ

ン氏。また、大統領夫人のシリア・フローレス氏の名前

も挙げた。 

 

「全ての関係者が政権退陣について交渉している。交渉

していることが明るみになると、カベジョ氏は「マドゥ

ロ大統領の承認のもと交渉をしている」と言い訳をした

が、それは真実ではない。 

 

様々な与党関係者が交渉のためのメッセンジャーを送

り込み米国政府と政権交代時の合意を結ぼうとしてい

る。 

 

与党幹部は今の状況を維持できないことを理解してい

る。このまま何も起きない可能性は無い。彼らは政権交

代が起きた時に何か保証を欲しがっている。」 

と述べた。 

 

「内務司法相 違法ガソリン販売者の逮捕発表」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.338」で、マドゥロ大

統領がタチラ州の国境でガソリンをコロンビアに違法

に販売している軍人らを逮捕したとコメントした記事

を紹介した。 

 

 

 

９月３日 ネストル・リベロ―ル内務司法平和相は、本

件について具体的な発表をした。 

 

逮捕されたのは電力公社（Corpoelec）職員が５名、

PDVSA 職員が１０名、軍人が２名の計１７名。 

 

犯罪を行ったグループが所有する資産を凍結するよう

検察庁に申請を出したと述べた。 

 

犯罪者グループは、Corpoelec の申請として、本来必要

な量以上の石油製品を PDVSA に送るよう申請。 

一部をコロンビアに横流しすることで不当に金銭を得

ていたとした。 

 

リベロール内務司法平和相によると、この犯罪行為によ

り月額２，０００万ドルほどの収入を得ていたという。 

 

また、引き続き捜査を継続しており、今後も逮捕者が増

える可能性があると補足した。 

 

経 済                       

「GOLD の外貨準備 ６カ月で１０億ドル減」            

 

９月３日 ロイター通信は、中央銀行が１９年６月まで

の外貨準備の内訳詳細を公表したと報じた。 

 

公表された情報によると、外貨準備のうち GOLD の評

価額は４６．２億ドル。 

２０１８年１２月末の５６．７億ドルから１０億ドル超

（１８．５％）減少したことになる。 

 

１９年６月時点でベネズエラ中央銀行が保有する

GOLD は重量にして１０２．４トン。１８年１２月か

ら６カ月間で２６．３６トンが減少したことになる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1ad622295cd4551486ad3dedfe34e330.pdf
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１９年６月時点の外貨準備内訳詳細については本日付

けの「ウィークリーレポート No.113」を参照されたい。 

 

「不動産価格 一等地でも１０００ドル／平米」         

 

南米不動産商工会のカルロス・アルベルト・ゴンサレル

代表は、ベネズエラの不動産価格が２０年前と比べて７

５％下落したとコメントした。 

 

現在、カラカスの中央部の住居の価値は１平米辺り３０

０～４００ドル、高級住宅街に分類されるアルタミラ地

区、ロス・パロス・グランデス地区でも１平米辺り１，

０００ドル程度で取引されていると説明した。 

 

また、住宅の建設業界について、 

「２００９年に建設業者（民間セクター）は年間で８万

戸の住居を完成させた。平米数にして５６０万平米（１

戸の面積は平均７０平米）だった。 

 

それが、今年は多く見積もって年間で１，０００戸程度

にとどまる。平米数にして７万平米程度で、当時から９

８．７５％減少することになる。」 

と説明した。 

 

社 会                       

「カラカスの囚人収容所で暴動 ３名が死亡」            

 

９月３日 ミランダ州ボレイタ地区の囚人収容所で暴

動が起きた。 

 

脱獄ではなく、性犯罪者への囚人の処罰だという。殺さ

れたのはルイス・ギジェルモ・メサ氏。メサ氏は女児へ

の性的暴行を理由に逮捕された人物。また、暴動の最中

に他の２名も殺害されたという。 

 

 

 

囚人がメサ氏に暴行を加える様子は携帯電話で撮影さ

れ、その様子は動画で公開されている。 

 

動画では、複数の囚人がメサ氏に殴るけるなどの暴行を

加え、周りの囚人は暴行している回りを囲み、国歌を謳

うなどまさに異様な状況だった。 

 

非公式情報ではあるが、報道によると最終的にメサ氏は

首を切られ、ナイフで複数カ所が刺されていたという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9efcf31142ad3c8bc5de573224472f97.pdf

