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（写真）国会 “５月５日 反政府デモによる死者に哀悼の意を示す野党支持者” 

 

 

２０１９年５月３日（金曜） 

 

政 治                     

「４月３０日から死者５名、逮捕者２７３名 

～５月２日から暴力的な衝突は鎮静傾向～」 

「スペイン政府 ロペス VP 党首の政治活動を抑制」 

「検察庁 ４月３０日の実行犯１８名を指名手配 

～制憲議会 不逮捕特権のはく奪を検討～」 

「米国前フロリダ州知事 

ロシア政府とベネズエラから軍撤収で合意？」 

経 済                     

「燃料調達のためトルコ・カタールに接近」 

「アップグレーダー２基 引き続き稼働停止」 

2019 年 5 月 4～5 日（土・日） 

 

政 治                    

「フィゲロア SEBIN 元長官 インタビュー 

～マドゥロに忠実だが、国のため変革必要～」 

「マドゥロ大統領 軍部との関係強化に努める」 

「野党 軍部の離反を求め抗議行動」 

「４月３０日の離反軍人 所在不明」 

経 済                    

「Torino ベネズエラの対外債務予想 

～１８年末時点で１，６０８億ドル～」 

社 会                    

「ペルー 身分詐称のベネズエラ人は強制送還」 
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２０１９年５月３日（金曜）             

政 治                       

「４月３０日から死者５名、逮捕者２７３名      

  ～５月２日から暴力的な衝突は鎮静傾向～」       

 

５月３日  国連人権高等弁務官事務所の Ravina 

Shamdasani 報道官は、４月３０日からベネズエラで始

まった反政府デモで５名の死者が出たと発表した。 

 

同５名を含めて２０１９年に入ってから抗議行動に関

連して４９名が死亡したと補足した。 

 

５名は、メリダ州の１５歳男性。 

アラグア州の１６歳と２４歳男性。 

カラカスの１４歳男性と２７歳女性。 

 

また、５月１日に衝突現場を撮影していた報道記者１０

名が負傷。うち５名は与党支持者とされる人物に銃で撃

たれたという。 

 

また、５月２日 人権団体「FORO PENAL」は４月３

０日から現在までに全国で２７３件の逮捕が報告され

ていると発表した。 

 

州別ではスリア州が９２件。 

ララ州が４９件。 

カラボボ州が３６件。 

カラカスが１９件。 

アラグア州が１４件。 

タチラ州が１１件。 

メリダ州が９件。 

モナガス州が６件。 

アプレ州が６件。 

トゥルヒージョ州が３件。 

コヘーデス州が３件。 

 

ヤラクイ州が３件。 

アンソアテギ州が２件。 

ミランダ州が２件。 

バリナス州が１件。 

となっている。 

 

 

（写真）FORO PENAL 

“青色が負傷者数、赤色が死者数” 

 

「スペイン政府 ロペス VP 党首の政治活動を抑制」         

 

４月３０日 離反軍人の支援により、自宅軟禁から解放

された大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首は、

現在スペイン大使公邸にかくまわれている。 

 

カラカス地方裁判所は、ロペス党首の拘束を命じている

が、スペイン政府は「ロペス VP 党首を引き渡す予定は

ない」としている（「ベネズエラ・トゥデイ No.286」５

月１日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5030ab1c98b419ecb112ed15d998296.pdf
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５月３日 スペインのボレル外相は、 

「スペイン政府は在ベネズエラ・スペイン大使館が政治

活動の中心地になることを許容しない。」 

とし、ロペス党首の政治活動を抑制する方針を示した。 

 

また 

「我々はこの条件を信頼している。ベネズエラはスペイ

ン大使公邸の不可侵原則を尊重する。」 

として、マドゥロ政権が、ロペス党首の政治活動の抑制

を条件にスペイン大使公邸でかくまうことを許可した

と認識できるようなコメントをしている。 

 

２０１７年に反政府デモを主導したフレディ・ゲバラ元

国会第一副議長（大衆意志党（VP）所属）もチリ大使公

邸に同様の条件でかくまわれている。 

 

実際にゲバラ氏は、公共にむけて政治意思を発信してい

ない。 

 

レオポルド・ロペス党首も同様の状況になる可能性があ

りそうだ。 

 

「検察庁 ４月３０日の実行犯１８名を指名手配    

  ～制憲議会 不逮捕特権のはく奪を検討～」                  

 

検察庁は４月３０日のクーデター未遂事件（与党側は同

日の出来事をそのように呼んでいる）を主導した１８名

の民間人・軍人に逮捕命令を出したと発表した。加えて、

１７件の家宅捜索を命じた。 

 

逮捕命令が出された１８名の具体的な名前は明らかに

されていない。 

 

 

 

 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は 

「検察庁は、社会秩序を乱した犯罪者に対して法の裁き

を与える。彼らは祖国に対する犯罪者だ。」 

とコメントした。 

 

また、ディオスダード・カベジョ制憲議長は、 

「４月３０日のクーデター未遂事件主導者には法が適

用される。我々の中では、どうして“誰かさん（グアイ

ド議長）”を拘束しないのか分からないと言っている。

私は、彼を拘束することは軽率な行動だとは思わない。

彼がいたから４月３０日の事件が起きた。そして彼のせ

いで裏切り者が増えている。」 

と発言。 

 

グアイド議長を拘束したいとの意志を示した。 

 

「今後、制憲議会でクーデターを主導した国会議員の不

逮捕特権をはく奪することを議論する」としている。 

 

「米国前フロリダ州知事               

  ロシア政府とベネズエラから軍撤退で合意？」         

 

５月２日 米国の前フロリダ州知事で現在フロリダ州

選出議員を務めるリック・スコット氏は、自身のツイッ

ターで、ロシアのプーチン大統領とトランプ大統領が、

軍のベネズエラからの撤退で合意したと投稿した。 
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「平和的な問題の解決に向けて、プーチンはトランプと

ベネズエラから軍と資産を引き上げることで合意した。

軍の撤収が今週中に起きることを期待している。 

 

ロシアはマドゥロ政権を支え、大量虐殺を支援している。

もしプーチンが平和的な解決を望むのであれば、今すぐ

出ていけ！」 

と書かれている。 

 

他方、ロシアのラブロフ外相は米国政府による軍事介入

の危険性を指摘しており、引き続きマドゥロ政権を支持

する姿勢を見せている。 

 

スコット議員の発言の真偽は現時点ではまだ判明して

いない。 

 

経 済                        

「燃料調達のためトルコ、カタールに接近」           

 

現地メディア「Venepress」は、米国の制裁によりベネ

ズエラで燃料不足が本格化するとの記事を公開した。 

 

 

米国政府による制裁でベネズエラ産原油の販売は事実

上禁止されている。原油輸出減少による資金不足はマド

ゥロ政権を弱体化させる要因になり得る。 

 

また、制裁により短期的にベネズエラでは燃料不足が懸

念されている。 

 

マドゥロ政権は新たな原油購入者を探しているが、米国

の制裁により PDVSA との取引をしようとする企業は

少なく、ほとんど進展していない。 

インドの石油会社「Relaiance」は、一度は PDVSA のオ

ファーに合意したが、米国政府の圧力にあい辞退した。 

 

 

また、マドゥロ政権はガソリン、燃料不足を補うため、

供給元になり得るトルコとカタールとの合意を試みて

いる。 

 

石油分野専門家のラファエル・キロス氏は、 

「現在、短期的にベネズエラ国内の燃料が無くなる懸念

がある。ディーゼル燃料、ガソリンの在庫は１０日分し

か残っていない。ジェット燃料は２０日分しか残ってい

ない。」とコメントした。 

 

 

「アップグレーダー２基 引き続き稼働停止」         

 

ロイター通信は、ベネズエラにある４基のアップグレー

ダーのうち２基が引き続き稼働を停止していると報じ

た。 

 

ロイター通信は、停電によりアップグレーダーが稼働を

停止していると報じていた（当時のニュースは「ベネズ

エラ・トゥデイ No.274」参照）。 

 

ロイターが入手した情報によると、５月に入りアップグ

レーダーは日量３１．３万バレル～３２．６万バレルほ

ど精製している。 

 

４月上旬は日量２９．８万バレルだったため、やや回復

しているが、最大稼働能力の日量７０万バレルと比較す

ると引き続き低迷している。 

 

なお、４月に比べ多少ではあるが、アップグレーダーが

稼働しているため、原油の希釈用に使用するナフサの不

足量が縮小しているという。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d1fbf63f62f489308379390eac4474.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d1fbf63f62f489308379390eac4474.pdf
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２０１９年５月４日～５日（土・日）             

政 治                       

「フィゲロア SEBIN 元長官 インタビュー       

 ～マドゥロに忠実だが、国のため変革必要～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.286」でも触れたが、

４月３０日の一件はクリストファー・フィゲロア

SEBIN 元長官（以下、クリストファー元長官）が関与し

ていたとされていた。 

 

クリストファー元長官は４月３０日に解任され、後任は

１８年１０月まで SEBIN 長官を務めていたゴンサレ

ス・ロペス氏が再任している。 

 

しかし、与党も野党もクリストファー元長官についてコ

メントしておらず、同氏の状況が不明になっていた。 

 

５月５日 現地メディア「Alnavio」はクリストファー元

長官と接触。現在の状況と彼の考えを報じた。 

 

現在、クリストファー元長官は潜伏状態にある。 

 

クリストファー元長官は 

「マドゥロ大統領は一部のグループに捉えられた囚人

のようなもの」「一部のグループの利害で政権が維持さ

せられている。」とコメントした。 

 

マドゥロ政権内ではカベジョ制憲議長、アイサミ経済担

当副大統領、ロドリゲス兄妹、モレノ最高裁判長、ロペ

ス国防相らが離反しないよう監視している状況のよう

だ。そして彼らがマドゥロ政権を支え、維持している。 

 

クリストファー元長官は、他のグループの力があり、マ

ドゥロ大統領だけの意志では物事が決められないと考

えている。 

 

 

クリストファー元長官は、引き続きマドゥロ大統領がベ

ネズエラの大統領であり、国軍の最高司令官であると認

識している。また、マドゥロ大統領について「良い人だ」

と評価した。しかし、グアイド議長とロペス VP 党首の

陰謀に加担したと述べた。 

 

クリストファー元長官は、マドゥロ大統領に対して、辞

任の意向を伝える書簡を送った。 

 

その書簡で、マドゥロ大統領に対して新たな選挙管理委

員会（CNE）による再選挙を実施するよう求めたという。 

 

同時に、選挙を実施する条件で米国の制裁解除を求める

よう提案したという。 

 

また、クリストファー元長官は野党に拷問を主導する人

物として非難されている点について、「多くの罪を犯し

た」と拷問を認めるようなコメントをした。 

 

他方、 

「これまで自分がしてきたことは祖国のために必要な

ことだった。自身の行動はマドゥロ政権を維持すること

に貢献し、マドゥロ大統領を支援してきた。 

私は今でもマドゥロ大統領をベネズエラの国家元首と

して認識している。他方、現在の状況が悲惨であること

は明白である。米国の制裁だけが現在の状況を導いた理

由でないことは誰もが知っている。」 

と述べた。 

 

また、クリストファー元長官はベネズエラの法の裁きを

受ける用意があるとコメントした。 

 

最後にマドゥロ政権の内情は、キューバ諜報部はよく認

識しており、ロシア諜報部も同様によく認識しているだ

ろうとコメントした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5030ab1c98b419ecb112ed15d998296.pdf
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「マドゥロ大統領 軍部との関係強化に努める」           

 

５月４日 マドゥロ大統領は軍事演習施設を視察。 

 

軍部に対して米国や野党の攻撃から祖国を守るよう求

めた。 

 

翌５月５日には軍人士官学校を視察するなど、軍部と積

極的にコンタクトを取り、関係強化に努めている印象だ。 

 

 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

“５月４日 軍事演習施設を視察するマドゥロ大統領” 

 

 

 

「野党 軍部の離反を求め抗議行動」         

 

マドゥロ大統領が軍部との関係強化に努める一方、野党

は軍部の離反を求めている。 

 

グアイド議長は、５月４日に全国の主要な軍部施設で離

反を呼びかける抗議行動を行うよう呼びかけた。 

 

当日は、この呼びかけに答えた支持者らが軍部施設の前

でマドゥロ政権からの離反を求めた。 

 

また、５月５日にはこれまで反政府デモで亡くなったベ

ネズエラ人たちに哀悼を示すイベントを行った。 

 

ただ、率直に言って５月１日以降、野党支持者の政権交

代への意欲が減退している印象を受けている。 

 

今後、グアイド議長がどのような方針を取るのかは不明

だが、これまでと同じスタンスを維持するならば支持者

の勢いが遠くないうちに減退してしまうのではないか。 

 

 

（写真）国会 

“５月４日マドゥロ政権からの離反を求める野党支持者” 
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「４月３０日の離反軍人 所在不明」         

 

４月３０日早朝 グアイド議長はカルロタ空軍基地の

前で３０名ほどの軍人を従え軍部に離反を呼びかけた。 

 

グアイド議長は背後にいた軍人２５名についてブラジ

ル政府に対して亡命を求め、ボルソナロ大統領も亡命を

受け入れるとコメントしていた。 

 

しかし、野党関係者は、亡命を求めようとした時、ブラ

ジル大使館には軍部が張り付いており、大使館に逃げ込

むことは不可能だったとコメント。この２５名の所在が

分からなくなっているようだ。 

 

ブラジルの現地紙「O Globo」でも、 

「離反軍人はブラジル大使館に保護を求めようとした

が、事前に大使館に行くことができないとの警告があり

方針をかえた。唯一知っていることは、彼らは保護され

ていることだけ。身の危険があるため、彼らがどこにい

るのかは明らかにされていない。」 

と報じられている。 

 

一部ではパナマ大使館に亡命を求めたと報じられてい

るが、確かな情報は判明していない。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス党首ツイッターより抜粋 

“マドゥロ政権を離反した軍人ら” 

 

経 済                        

「Torino ベネズエラの対外債務予想          

     ～１８年末時点で１，６０８億ドル～」            

 

米国投資銀行「Torino Capital」のベネズエラ担当リサ

ーチャーであるフランシスコ・ロドリゲス氏は、２０１

８年のベネズエラの対外債務残高を１，６０８億３，１

００万ドルで前年比２．５％増と予想した。 

 

また、うち公的部門の債務は１，４１７億ドルで前年か

ら３８億ドルほど増加したとしている。 

 

また、２０１４年の頃の対外債務残高は対GDP比８１．

６％だったが、２０１８年時点で１８６％になっている

とした。 

 

１８年中、中国への融資返済、Rosneft への返済、接収

賠償金の支払い、PDVSA２０の元本などで合計７９億

ドルを返済したが、過去の未払金の延滞料、２０１８年

中に返済しなければいけなかった国債、PDVSA 債の不

履行などで合計の対外債務は増加したとしている。 

 

また、ロドリゲス氏は、２０１８年中にベネズエラ政府

は中央銀行が保有していた自国の債券の一部を流通市

場で売却したと予想している。 

 

流通市場で売却すれば一時的に資金が入るものの、将来

的に返済しなければいけない負担額が増えることにな

る（債務再編をしない場合）とした。 
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社 会                       

「ペルー 身分詐称のベネズエラ人は強制送還」            

 

南米諸国は、概してベネズエラ移民に寛容ではあるが、

その中で一番ベネズエラ蔑視が進んでいるのはペルー

だろう。 

 

５月５日 ペルーのカルロス・モラン内務相は、過去に

犯罪履歴があり、身分を偽ってペルーに入国したベネズ

エラ人は本国に送還すると発表した。 

 

「我々は多くのベネズエラ人が自身の身分を偽ってペ

ルーに入国してきたことを確認している。身分を詐称し

て入国した者は本国に送還する。」 

とコメント。 

 

実際に４月２９日にペルー政府は身分を詐称したベネ

ズエラ人を飛行機でベネズエラに送還している。この送

還はマドゥロ政権と協働で行っているようだ。 

 

また、ベネズエラ移民が増加してから犯罪件数が増える

傾向にあると述べた。加えて、強盗などの犯罪をベネズ

エラ移民による犯行だと訴えるペルー国民が増加して

おり、ベネズエラ人蔑視の傾向にあるとの認識を示した。 

 

ベネズエラ移民が犯罪を行っているという点について

は在ペルー・ベネズエラ移民協会のオスカル・ペレス代

表も「否定できない」として、一部のベネズエラ人がペ

ルー国内で犯罪をしているとした。 

 

 

以上 

 

 


