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（写真）国会 “５月１日 無期限ストライキの実施を宣言するグアイド議長” 

 

 

２０１９年５月１日（水曜） 

 

政 治                     

「自由オペレーション本番 政権交代ならず 

～公務員含め無期限ストライキの実施を宣言～」 

「治安部隊 引き続きグアイド派支持者を抑圧 

～抗議行動に参加していない女性 １名死亡～」 

「離反者はクリストファーSEBIN 長官 

～ロペス国防相、モレノ最高裁判長も離反か～」 

「ロペス VP 党首 スペイン大使公邸に移動」 

「米国 マドゥロ政権高官との交渉内容に言及」 

経 済                     

「Rosneft ベネズエラでの産油量前年比７％増」 

２０１９年５月２日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 今後の予定を公表 

～軍部に方針転換を求める～」 

「米国政府 ベネズエラへの軍事介入検討？ 

～民間軍事会社 軍人５０００名の派兵提案～」 

「カベジョ制憲議長が野党提案を拒絶？」 

経 済                    

「５つの民間金融機関 DICOM 参加を停止」 

「S＆P ４月の原油輸出は日量４７．６万バレル」 

「最低賃金の改定で混乱」 

「祖国カードの補助金支給額を増額」 
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２０１９年５月１日（水曜）             

政 治                       

「自由オペレーション本番 政権交代ならず      

 ～公務員含め無期限ストライキの実施を宣言～」       

 

５月１日はグアイド議長が呼びかけていた自由オペレ

ーションの本番。グアイド議長は先だって「５月１日に

ベネズエラ史上、最も大規模な反政府デモを実施する」

と呼びかけていた。 

 

映像を見る限り、大規模な反政府デモであったことは間

違いないが、「ベネズエラ史上、最も大規模」とは言え

ず、デモ参加者の中には、集まりが悪いと不平を言うコ

メントも見られた。 

 

５月１日の反政府デモについて、多くの国民は大統領府

へ行進すると考えており、治安部隊と大きな衝突が起き

ると考えていた。同日の抗議行動に参加した場合、身体

に危険がおよぶ可能性が高かったことが、参加者が伸び

悩んだ理由の一つだろう。 

 

４月３０日～５月１日の主な状況は「ウィークリーレポ

ート No.86 / ベネズエラ・トゥデイ No.285 合併号」を

参照されたい。 

 

結論としては、５月１日の自由オペレーションは多くの

市民の考えに反して、大統領府に行進しなかった。 

 

１２時３０分頃、グアイド議長は 

「明日以降、公務員も含めてマドゥロ政権が崩壊するま

でストライキを実施しよう」と呼びかけた。 

 

明日の話をしたということは、この時点で５月１日中に

大統領府に行進する意思は無いと暗に示していたのだ

ろう。実際に同日は政治集会を行うにとどまった。 

 

５月２日以降のストライキについて、野党側の狙いは公

務員も含めてグアイド議長の決定に従っているという

事実を示すことで、マドゥロ政権による国内での実効支

配を断ち切ろうとしているのではないか。 

 

また、演説中にグアイド議長は 

「我々はこれまで通り平和的な問題解決を目指す」 

と宣言。 

 

主張を端的にまとめると、 

「軍部高官の完全な支持が取り付けられていない段階

で、大統領府へ行進する意志はない」 

と理解できる演説をした。 

 

「治安部隊 引き続きグアイド派支持者を抑圧           

 ～抗議行動に参加していない女性 １名死亡～」         

 

前述の通り、大統領府への行進は起きず、政権交代にも

至っていないが、５月１日 街頭に出た多くの野党支持

者は治安部隊と対峙した。 

 

カラカスでは１５カ所の集合場所が示されていたが、地

域によって治安部隊の対応は異なった。 

 

特に暴力的な衝突が起きたのはカルロタ空軍基地周辺

のアルタミラ・ジャンクション、サンタフェ地区、フロ

リダ地区、エルパライソ地区だろう。 

 

これらの地区ではバイクに乗った複数の治安部隊が催

涙弾、ゴム弾を発砲。放水車などを使用し、抗議行動を

抑制した。野党支持者も石、火炎瓶を投げるなどして応

戦し、治安が著しく悪化した。 

 

治安部隊が発砲した催涙弾が記者の顔に直撃し重傷を

負った。また、野党支持者側も軍人に対して発砲したと

報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
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負傷者の数については情報が錯綜しており正確な数字

を知ることは不可能だろうが、カラカスで２７名の負傷

者が出たという情報がある。 

 

また、アルタミラ地区で抗議行動に参加していない女性

Jurubith Rausseo 氏（２７歳）が流れ弾に当たり死亡し

た。夫のバイクの後部座席に乗って移動していたところ、

銃弾が頭部に直撃。アビラ病院に運ばれたが、間もなく

死亡した。 

 

報道によると、死亡した女性には２歳と４歳になる子供

がいた。極めて悲惨な事件と言える。 

 

確かな情報ではないが、４月３０日～５月２日までの間、

本件を含めて４名の死者が出たようだ。 

 

「離反者はクリストファーSEBIN 長官          

 ～ロペス国防相、モレノ最高裁判長も離反か～」                  

 

４月３０日 自宅軟禁措置を命じられていた大衆意志

党（VP）のレオポルド・ロペス党首が自宅から出て自由

オペレーションに参加した。 

 

レオポルド・ロペス党首は「軍関係者に開放してもらっ

た」と述べている。 

ロペス VP 党首はマドゥロ政権にとって、最も重要な囚

人であり、彼を解放できる軍人は政権の中枢にいる人物

だろう。その意味で、レオポルド・ロペス党首の解放（軍

部高官の離反）は多くの国民にとって政権交代を感じさ

せる出来事となった。 

 

現時点では、離反した軍部高官が誰であるかは明確にな

っていないが、報道を見る限りリカルド・クリストファ

ーSEBIN 長官が離反したと思われる。 

 

 

 

クリストファーSEBIN 長官はグスターボ・ゴンサレス・

ロペス氏の後任として１８年１０月に SEBIN 長官とな

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.209」参照）。 

 

１８年１０月時点の報道によると、クリストファー

SEBIN 長官はマドゥロ大統領の信頼を得ている人物で、

野党政治家から「拷問を促進する人物」として非難され

ている人物だという。 

 

 

（写真）Caraota Digital 

“離反したとされるクリストファーSEBIN 長官” 

 

しかし、４月３０日に（本物かどうかは不明だが）クリ

ストファーSEBIN 長官がマドゥロ大統領に宛てた文書

が報じられた。文書はマドゥロ大統領に辞任を求める内

容だった。 

 

４月３０日 マドゥロ大統領がクリストファーSEBIN

長官を解任し、１８年１０月まで SEIBN 長官を務めて

いたグスターボ・ゴンサレス・ロペス氏を再任させたこ

とで彼の離反の信ぴょう性が高まっている。 

 

また、米国のボルトン大統領補佐官は、 

「４月３０日時点でパドリーノ・ロペス国防相、マイケ

ル・モレノ最高裁判長、イバン・エルナンデス大統領護

衛官長が政権引き渡しに合意していたが、ロシアが妨害

した。」と発言。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
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他にも「パドリーノ・ロペス国防相が政権引き渡しに合

意していたが、キューバ、ロシアが交渉に関する情報を

察知した」との報道もある。 

 

とは言え、色々と考えると米国側の主張は合点がいかな

い。 

 

仮に、これ（パドリーノ・ロペス国防相、マイケル・モ

レノ最高裁判長、イバン・エルナンデス大統領護衛官長

らが離反因子であること）が事実であったならば、米国

政府がなぜ離反因子を暴露するのか疑問である。 

 

離反因子の存在を告げ口するのは、マドゥロ政権内部の

人物であるべきで、米国政府ではないだろう。 

 

本当に彼らが離反因子ならば、マドゥロ政権側には気づ

かれない方が得策ではないか。また、政権崩壊のために

水面下で動いている協力者を裏切る（暴露する）ことは

米国・野党にとってプラスに働かないだろう。 

 

「ロシアが妨害した」という情報も、国際的にロシアの

イメージを悪化させ、リマグループに非難させるための

戦略の一環のようにも見える。 

 

実際に、５月１日に行われたリマグループの会合で、加

盟国がロシア政府に対して、マドゥロ政権への支援を停

止するよう要請する声明を発表した。 

 

その意味で、ポンペオ国務長官らの発言は、マドゥロ大

統領の彼らへの不信感を拡大させることで、内部崩壊を

狙った虚偽の可能性は否定できない。 

 

また、こういった発言をすることでグアイド派の市民と

国際世論の勢いが増すことを見越しての発言の可能性

もありそうだ。 

 

 

 

「ロペス VP 党首 スペイン大使公邸に移動」                  

 

４月３０日 自宅軟禁から解放されたレオポルド・ロペ

ス VP 党首とその家族は、一時チリ大使公邸にかくまわ

れた。しかし、その後、スペイン大使公邸に移動し、保

護されている。 

 

５月１日 カラカス地方裁判所はレオポルド・ロペス氏

の拘束を命じ、警察がロペス VP 党首の自宅に入り捜索

した。 

 

一方で、スペイン側はロペス党首を引き渡す予定はない

ようだ。 

５月１日 スペイン政府報道官は「現時点でレオポル

ド・ロペス氏を引き渡す意思は無い。ベネズエラ当局が

スペイン大使住居の不可侵原則を違反しないことを信

じている。」とコメントしている。 

 

「米国 マドゥロ政権高官との交渉内容に言及」         

 

５月１日 米国国務省でベネズエラ問題を担当するエ

リオット・エイブラム担当官は取材に応じ、「マドゥロ

政権高官３名と交渉をしている」と明言した。 

 

３名というのはポンペオ国務長官の言及したロペス国

防相、モレノ最高裁、エルナンデス護衛官長のことを言

及していると思われる。 

 

エイブラム担当官は、３名は概ね政権移譲に合意してお

り、「彼らは１５の条件を出してきた。文書もある。」と

コメント。 

 

１５の条件の全ては説明しなかったが、 

１．軍人の保証 

２．マドゥロの尊厳ある退陣 

と要求している中の２つを明らかにした。 
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なお、米国政府はこの交渉プロレスに関与していないと

補足。 

 

ポンペオ国務長官のコメントにせよ、エイブラム担当官

のコメントにせよ、ベネズエラ野党が言及していない極

秘情報をどうして米国政府関係者が率先して暴露する

のか大いに疑問である。 

 

 

（写真）@Caterina valentine 

“マドゥロ政権高官との交渉内容についてコメントする

エリオット・エイブラム担当官” 

 

経 済                        

「Rosneft ベネズエラでの産油量前年比７％増」           

 

Rosneft は２０１８年の年次報告書を公開した。 

 

同報告書によると、Rosneft は PDVSA と合弁会社を設

立し、ベネズエラに５つのプロジェクトを持っている。

これらのプロジェクトによる産油量は８６３万トン

（Rosneft 側の取り分は３３６万トン）で前年から７％

増加したという。 

 

増産は Petrocarabobo のプロジェクトが軌道に乗った

ためとしている。 

 

２０１９年５月２日（木曜）              

政 治                        

「グアイド議長 今後の予定を発表                

        ～軍部の方針転換を求める～」       

 

５月２日は反政府デモの呼びかけが無かったこともあ

り、前日と比べて街は比較的落ち着いていた。 

 

５月２日 グアイド議長は自身のツイッターに今後の

反政府デモの予定を告知。 

 

５月３日： 全国各地で政治集会を実施。 

 

５月４日： 主要な軍部施設に集合。軍部に対して、憲

法に従うよう要請。 

 

５月５日： 徹夜で犠牲者を追悼。自由を祈る。 

 

また、全国的なストライキを実施すると宣言した。 
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「米国政府 ベネズエラへの軍事介入検討？        

 ～民間軍事会社 軍人５０００名の派兵提案～」           

 

５月２日  ロイター通信は、米国の民間軍事会社

「Blackwater」の関係者４名に取材を実施。 

 

「Blackwater」の創始者エリック・プリンス氏が、トラ

ンプ政権に対して、自社の兵士４０００～５０００名を

ベネズエラに投入する提案をしたと報じた。 

 

この計画を実現するには４，０００万ドルが必要だとい

う。 

 

この提案は４月中頃から始まっており、複数回会合をし

ているという。ロイター通信が、ホワイトハウスの国家

安全保障問題担当の報道官に対して真偽を確認したと

ころ、報道官からの回答は無かったという。 

 

なお、グアイド議長側で報道官を担っているエドワー

ド・ロドリゲス氏にも同様の質問をしたところ、エドワ

ード報道官は 

「プリンス氏と軍事オペレーションに関する相談をし

たことはない。」 

と回答した。 

 

「カベジョ制憲議長が野党提案を拒絶？」         

 

本号「離反者はクリストファーSEBIN 長官」で触れた通

り、米国のポンペオ国務長官は、「ロシアがマドゥロ大

統領の辞任を妨害した」とコメントしているが、別の報

道もある。 

 

カベジョ制憲議長が野党側の提案を拒絶したというも

のだ。 

 

 

 

スペイン系メディア「El Espanol」は、ロペス国防相や

ロシアのプーチン大統領を含めて、マドゥロ政権は野党

側の提案を受け入れていたが、カベジョ制憲議長が野党

側の提案を拒絶したと報じた。 

 

カベジョ制憲議長はマドゥロ政権のナンバー２。 

国際麻薬取引の主犯格として、米国の麻薬捜査局から指

名手配を受けている。米国政府はカベジョ制憲議長の逮

捕を狙っていることもあり、カベジョ氏はこの提案に反

対したという。 

 

なお、SEBIN 長官に返り咲いたグスターボ・ゴンサレ

ス・ロペス氏はカベジョ制憲議長と関係が深い人物とさ

れている。 

 

経 済                       

「民間金融機関 DICOM 参加を停止」            

 

現地メディア「Discifurado」によると、民間金融機関が

DICOM の外貨取引への参加を停止したという。 

 

理由は米国の制裁。 

中央銀行との取引を禁止したため、米国側のコレスポン

デント銀行で関連の外貨取引が出来なくなったことが

理由だという。 

 

現在、DICOM の外貨競売に参加できるのは原則、国営

銀行に限るという。 

 

確かに制裁以降、DICOM を通じた外貨取引が減少して

いる。 

 

中央銀行側で送金が困難になっていることが理由かと

考えているが、民間金融機関が DICOM に参加できな

くなっていることも取引額が伸びない理由の１つだろ

う。 
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「S＆P ４月の原油輸出は日量４７．６万バレル」         

 

「S＆P Global Platts」は、４月のベネズエラの原油輸出

量が日量４７．６万バレルになったと報じた。 

 

同社は３月のベネズエラの原油輸出量を日量７３．２万

バレルと報じており、激減したことになる。 

 

また、「Bloomberg」によると、３月の原油輸出はインド

向けで日量２４．２万バレル、次いで中国向けが２１万

バレルなど、合計で６９．７万バレルを輸出したとして

いる。 

 

しかし、PDVSA は海上で原油を引き渡す、別の港に寄

港し商品の最終目的地を分からなくするなど、制裁回避

の対応をしており、正確な情報を確認することが困難に

なっているようだ。 

 

「最低賃金の改定で混乱」               

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.284」で最低賃金が月額 BsS.

４０，０００になったとの記事を紹介した。 

 

この記事は特別官報６，４５２号の内容をベースに書か

れているが、どうやらこの官報は正式に公布されていな

いようだ。 

 

ベネズエラ中央銀行は既に１ペトロを BsS.８０，００

０に変更している。最低賃金は０．５ペトロという原則

に従ってペトロのレートが変更されている。 

つまり、中央銀行も最低賃金が月額 BsS.４０，０００に

なったと認識しているだろう。 

 

しかし、ベネズエラ中央大学のヘスス・ランヘル教授は、

官報で正式な公布が無ければベネズエラの国内法では

有効にならないとしている。 

 

「祖国カードの補助金支給額を増額」               

 

マドゥロ政権は、「祖国カード」保有者の家族の人数に

応じて補助金を支給する「祖国の家庭プログラム」、 

産前・産後の女性を対象に補助金を支給する「人権的な

出産プログラム」、難病患者を持つ家族を対象に補助金

を支給する「ホセ・グレゴリオ・エルナンデス・プログ

ラム」などを実施している。 

 

マドゥロ政権は５月１日付けで各種プログラムの支給

金額を増額すると発表した。 

 

「祖国の家庭プログラム」については、 

５人家族にはこれまで月額 BsS.１２，０００を支給し

ていたが、５月から月額 BsS.３３，３００に増額する。 

 

「人権的な出産プログラム」については、 

これまで月額 BsS.９，６００を支給していたが、５月か

ら月額 BsS.２６，６００に増額する。 

 

「ホセ・グレゴリオ・エルナンデス・プログラム」につ

いては、これまで月額BsS.７，２００を支給していたが、

５月から月額 BsS.１６，０００に増額する。 

 

他にも様々なプログラムがあるが、どのプログラムも基

本的に１７７％（３倍弱）支給額が増加している。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/666e9c47a95ee9fffddbc36641c2431f.pdf

