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（写真）大衆意志党 “３月２１日 ロベルト・マレロ大統領府担当官（グアイド議長側）SEBIN に拘束される” 

 

 

２０１９年３月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「国連バチェレ弁務官 ミッション団の一次報告 

～人権侵害、経済危機を認識、制裁強化を警戒～」 

「在米与党支持者 ワシントン大使館を占拠」 

「元 DGICIM 軍人 軍の内情を訴え」 

経 済                     

「CitiBank 不払いを理由に担保 GOLD を現金化」 

「BIMBO 操業停止 労働者が抗議行動」 

「１９年２月 基礎食料費は BsS.１２７．２万」 

社 会                     

「幸福度ランキング １５６カ国中１０８位」 

２０１９年３月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長の大統領府担当官 拘束される 

～マドゥロ政権はテロリストと認識～」 

「国連人権委員会 制裁非難の決議を承認」 

「野党アドバイザー 与党関係者は離反したい」 

「米国軍用機 ベネズエラ近海を飛行」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 自動車産業代表を任命」 

「預金準備率の引き上げでボリバル融資不可 

～経済低迷、インフレ・並行レート抑制～」 

「IMF マドゥロ政権の SDR 引き出しを否定」 
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２０１９年３月２０日（水曜）             

政 治                       

「国連バチェレ弁務官 ミッション団の一次報告    

 ～人権侵害、経済危機を認識、制裁強化を警戒～」       

 

ベネズエラの人権状況、経済情勢を確認するため先週か

ら国連の調査団がベネズエラを訪問している。 

 

調査団は国営病院、刑務所、与野党関係者らと会談した。 

 

３月２０日 ミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官は

同ミッションの報告を実施。 

 

要旨は以下の通り。 

 

１．ベネズエラ医療の危機的な状況を政権は十分に認識

していない。 

 

２．ベネズエラの人権危機は極めて懸念されるべき状況

にある。また、政権が情勢を不安定にしていること

を懸念している。 

 

３．反政府デモを犯罪視する姿勢を懸念している。同時

に治安当局や武装集団による暴力的な対応も懸念

している。 

 

４．被害の実態は今回の調査では全容を明らかにするこ

とはできない。長期間にわたる停電でベネズエラは

甚大な被害を受けた。交通機関、公共サービスの著

しい問題を確認している。 

 

５．また、報道機関の制限についても懸念している。政

治家の発言の自由が制限されている点についても

懸念している。これらの制限は国民の知る権利を侵

害している。 

 

６．経済の状況は２０１８年６月から劇的に悪化してい

る。児童、妊婦、高齢者、先住民などが特に被害を

受けている。 

 

７．ガス、水、公共交通機関など公共サービスに問題が

起きており、国民生活に悪影響を及ぼしている。ま

た、ハイパーインフレーションにより極めて異常が

経済情勢になっており、数千の抗議行動が起きた。 

 

８．１００万人以上の児童が必要な食事を食べること合

出来ていない。 

 

９．２０１７年の経済制裁前からベネズエラにも経済悪

化が確認されていたが、昨今の制裁によりベネズエ

ラの問題が悪化することを懸念している。 

 

と報告した。 

 

「在米与党支持者 ワシントン大使館を占拠」         

 

グアイド議長率いる野党政権は、米国のニューヨーク領

事館、ワシントンの武官室をマドゥロ政権から取り返し

たと発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.267」参照）。 

 

米国の外交官がベネズエラ米国大使館から離れたのと

同様にベネズエラの外交官も在米国ベネズエラ大使館

を離れており、ワシントンのベネズエラ大使館は誰もい

ない状態になっていた。 

 

３月２０日 在米ベネズエラ人記者Maibort Petit氏は、

ツイッターで 

「ワシントンのベネズエラ大使館が与党支持者に占拠

されている」 

と投稿した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年３月２０日～３月２１日報道            No.２６８   ２０１９年３月２２日（金曜） 

3 / 8 

 

占領した与党支持者らは大使館の明け渡しを拒否し、大

使館内で寝泊まりしているようだ（下写真）。 

 

 

（写真）Maibort Petit 記者 

 

「元 DGCIM 軍人 軍の内情を訴え」                  

 

空軍中尉で軍部内の警察組織 DGCIM に勤務していた

ドゥアルテ・シルバ氏は、米州機構（OAS）の会合にイ

ンターネットを通じて参加。 

 

軍の内情について訴えた。 

 

シルバ中尉は、キューバ軍人がベネズエラの将軍に命令

をしていると告発。軍部で拷問が行われているとも言及。 

実際の拷問の映像を公開した。 

 

 

 

また、与党を支持するコレクティーボと呼ばれる武装集

団が DGCIM の内部を自由に出入りしているとも告発

した。 

 

他、１７年８月にパラマカイ駐屯地で起きたクーデター

の首謀者として拘束されたファン・カグアリパーノ大将

の拘束されている映像を公開。 

 

カグアリパーノ大将は体調不良で医者のアテンドを求

めているが、DGCIM が適切な医療を施さないので、ス

トライキで食事を拒んでいるという。 

 

 

（写真）OAS 

“拘束されているファン・カグアリパーノ氏の映像” 

 

経 済                        

「CitiBank 不払いを理由に担保 GOLD を現金化」           

 

ロイター通信は、マドゥロ政権が CitiBank から借りた

融資を期限内に返済しなかったため、CitiBank は担保に

していた GOLD を売却すると報じた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.258」の通り、Citibank は

２０１５年にベネズエラ政府に１６億ドルを融資して

いた。 

１９年３月１１日に１１億ドル、２０年に残りの５億ド

ルを返済する約束だったようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
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しかし、１９年３月１１日に返済は実行されず、担保に

していた GOLD を売却するという。 

 

担保にしていた GOLD の売却額は１３億５，８００万

ドルになるようだ。１１億ドルの差額２億５，８００万

ドルは米国の凍結口座に入金されるという。 

 

なお、グアイド議長率いる野党国会は Citibank に対し

て融資の返済期限を１２０日延長することを求めてい

たが、Citibank はこの要求には応じないようだ（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.261」３月５日付の記事参照）。 

 

「BIMBO 操業停止 労働者が抗議行動」         

 

メキシコ系のパンメーカー「BIMBO」のベネズエラ工

場が小麦粉不足を理由に稼働を停止した。 

 

工場の稼働停止を理由に労働組合がベネズエラ政府に

対して小麦粉の供給を求めて３月１８日から抗議行動

を起こしている。 

 

Mayorin Mendez 労組代表は、BINBO の労働者１，４

００名の雇用が危機にさらされていると訴えた。 

 

 

 

「１９年２月 基礎食料費は BsS.１２７．２万」                  

 

３月２０日 家計コストを調査する CENDAS-FVM は

１９年２月の食費（５人家族）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、１９年２月の食費は

月額 BsS１，２７２，６９５で、先月（BsS.９０７，２

８９）と比べて４０．３％上昇した。 

 

現在の最低賃金は月額 BsS.１８，０００、食料補助金を

含めた実質最低賃金は BsS.１９，８００。つまり、実質

最低賃金の６５倍かかることになる。 

 

なお、物価上昇率についてはこれまで先月比３ケタ超が

続いていたが、国会の発表も含めて１９年２月はややイ

ンフレが抑制されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.265」参照）。 

 

これまでの物価推移は以下の通り。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：ボリバル・ソベラーノ）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
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社 会                        

「幸福度ランキング １５６カ国中１０８位」           

 

３月２０日、国連の関連団体ギャラップは、世界の幸福

度調査ランキング２０１９を発表した（「オリジナル報

告書」）。 

 

調査対象は１５６カ国。 

 

調査項目は、一人当たり GDP、社会的支援、健康寿命、

汚職度合い、社会的寛容さ、人生の選択の自由度および

全項目が最低である架空の国（ディストピア）との比較

の７項目で構成される。 

 

最も幸福度が高いと評価されたのは、フィンランド。 

２位はデンマーク、３位はノルウェー、４位はアイスラ

ンド、５位はオランダ、６位はスイスと続く。 

日本は５８位だった。 

 

ベネズエラは１０８位。 

 

南米でベネズエラよりも低い順位だったのはハイチ（１

４７位）のみだった。なお、ラテンアメリカ地域で最も

順位が高かったのはコスタリカで１２位だった。 

 

２０１９年３月２１日（木曜）             

政 治                       

「グアイド議長の大統領府担当官 拘束される      

    ～マドゥロ政権はテロリストと認識～」        

 

３月２１日の深夜、ロベルト・マレロ氏が SEBIN に拘

束された。マレロ氏はグアイド議長の側近で、２月に大

統領府担当官に任命されていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.251」参照）。 

 

 

 

（写真）ロベルト・マレロ氏ツイッター（写真右の人物） 

 

大衆意志党のセルヒオ・ベルガラ議員はマレロ氏が拘束

された当時、現場にいたと証言。 

 

マレロ氏は、SEBIN が自分の自宅に手りゅう弾や銃器

を置いていると訴えていたとコメントした。 

 

同日、ネストル・リベロ―ル内務司法平和相は、ロベル

ト・マレロ氏がテロ行為を企てていたと発表。彼の自宅

から銃器やドル札が発見されたとして押収した物品の

写真を公開した。 

 

国連、米国政府、野党、欧州各国らはマレロ氏の拘束に

強く抗議。米国政府のエイブラム・ベネズエラ担当官は

「今回の行動には必ず責任が伴う」として何らかの制裁

を講じる姿勢を示した。 

 

SEBIN が拘束の実行犯だとしても、検察庁が拘束指示

を出す必要がある。 

 

従って、マレロ氏の拘束は検察庁のトップであるタレ

ク・ウィリアム・サアブ検事総長の指示によるものと言

われている。 

そして、そのサアブ検事総長に指示を出したのはディオ

スダード・カベジョ制憲議長と言われている。 

 

 

http://worldhappiness.report/
http://worldhappiness.report/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8055be78e31cfe4417ca89085e771c0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8055be78e31cfe4417ca89085e771c0.pdf
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マレロ氏が拘束される前日、サアブ検事総長とカベジョ

制憲議長が話し合いを実施。 

 

国民間の対立を煽る行為を犯罪として取り締まる必要

性について議論、検察庁は法律に基づいた措置を取ると

宣言していた。 

 

おそらく、グアイド議長が最高裁の決定に従わず、出国

し、ベネズエラに帰国したにも拘らず、拘束されていな

いことに不満を持つ意見が与党内部にあったことと想

像される。 

 

 
（写真）ウィリアム・サアブ検事総長ツイッター 

“サアブ検事総長（左）とカベジョ制憲議長（右）” 

 

「国連人権委員会 制裁非難の決議を承認」           

 

３月２１日 国連の人権委員会は、「一方的な制裁がベ

ネズエラに悪影響を与えている」との声明を承認した。 

 

この声明は、冷戦時代に米露いずれの陣営にも加盟しな

い諸国で構成される「非同盟国会議」が提案したもの。

なお、ベネズエラも非同盟国会議のメンバー。 

 

この声明に賛成したのは２７カ国（アンゴラ、バハマ、

バーレーン、バングラディシュ、ブルキナファソ、カメ

ルーン、チリ、中国、キューバ、コンゴ共和国、エジプ

ト、エリトリア、フィジー、インド、イラク、ネパール、

ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、カタール、ル

ワンダ、サウジアラビア、ソマリア、南アフリカ、トー

ゴ、チュニジア、ウルグアイ）。 

 

反対は１５カ国（日本、オーストラリア、オーストリア、

ブラジル、ブルキナファソ、クロアチア、チェコ、デン

マーク、ハンガリー、アイスランド、イタリア、スロベ

ニア、スペイン、ウクライナ、英国）。 

 

棄権は５カ国（アフガニスタン、アルゼンチン、メキシ

コ、ペルー、セネガル）だった。 

 

 

（写真）アレアサ外相 

“一方的な制裁を非難する声明の決議結果” 

 

「野党アドバイザー 与党関係者は離反したい」         

 

３月２１日 現地メディア「Venepress」は、スペイン

人の政治学者で野党の政治アドバイザーを務めている

カルロス・モリナ氏にインタビューを実施。 
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モリナ氏は与党政治関係者がパニックに陥っており、交

渉をしたがっているとコメントした。 

 

「与党関係者は完全に狼狽している。どのようにこの状

況から逃げることが出来るかを考えている。数日前に与

党関係者と話をした。彼らはパニックに陥っており、交

渉したがっている。 

彼らは状況を脱出したいと考えているが、行く場所がな

い。どの国に行けば自由で人間的な生活が出来るのか分

からない。」と説明した。 

 

「米国軍用機 ベネズエラ近海を飛行」         

 

３月２１日 世界の軍用機の移動経路を監視、報告する

ツイッター@AircraftSpot は、米国の軍用機がベネズエ

ラ近海を飛行したと投稿した。 

 

同ツイッターよると米国軍用機RC-135W 62-4130がプ

エルトリコを出発し、ベネズエラのカラカス付近の海域

を飛行したようだ。 

 

現地メディア「Venepress」によると同機体はボーイン

グ社製で遠方の情報を傍受するために使用されると報

じている。 

 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 自動車産業代表を任命」            

 

３月２１日 マドゥロ大統領はアラグア州にある中国

の自動車エーカー「奇瑞汽車（チェリー）」の組み立て

工場を視察。 

 

工場で新組織「モトール・アウトモトリス」の発足を発

表。イポリト・アブレウ氏を同組織の代表に任命すると

した。同団体が具体的に何をするのかはよく分からない。 

 

アブレウ氏は、１８年６月から運輸相を務めている。政

党は TUPAMARO 所属。２０１５年１２月の国会議員

選ではアラグア州４区の候補として出馬していた。ツイ

ッターの投稿やこれまでの発言を見る限り、

TUPAMARO への帰属意識がかなり高いようだ。 

 

なお、１９年１月１４日にはタレク・エル・アイサミ経

済担当副大統領が自動車産業の担当に任命されていた。 

 

最近はテレビの露出が減っているアイサミ経済担当副

大統領だが、同日はマドゥロ大統領とともにテレビに出

演。「モトール・アウトモトリス」の発足を祝福した。 

 

 
（写真）Tuamaro メディア “イポリト・アブレウ氏” 
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「預金準備率の引き上げでボリバル融資不可      

   ～経済低迷、インフレ・並行レート抑制～」         

 

本稿「１９年２月 基礎食料費は BsS.１２７．２万」で

もある通り、２月のインフレ率はこれまでよりも下がっ

ている。最も大きな理由は預金準備率の引き上げと言わ

れている。 

 

１月２９日 中央銀行は２月１１日から預金準備率を

５７％に引き上げ、マージン預金準備率を６０％から１

００％に引き上げると発表した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.246」）。 

 

マージン預金準備率とは、直近１週間の間に増えた預金

分を意味する。つまり、金融機関は直近１週間の預金増

加分は全て中央銀行に留保しなければいけないことに

なる。 

 

多くの資金が中央銀行に留保されることで市中への融

資が減少。その結果、ボリバルの使用が制限されている

ようだ。 

 

しかし、同時に企業向け、個人向けの融資が制限される

ことで経済活動が縮小する。多くの企業がこれまで受け

られていたボリバル建ての融資が受けられないと訴え

ている。 

 

経済調査会社 Econometrica のヘンケル・ガルシア氏は

「預金準備率引上げは融資の面で極めてネガティブな

効果があった 

 

ハイパーインフレで経済縮小が起きているにもかかわ

らず、個人、法人は金融機関から融資を受けられない。 

多くの企業が資金的に活動を続けることが出来ない状

況に追いやられている。」 

とコメントした。 

 

「IMF マドゥロ政権の SDR 引き出しを否定」              

 

IMF は、加盟国が緊急時に使用できる「特別引き出し権

（SDR）」という資金枠を設定し、毎月使用可能な残額

を公表している。 

 

IMF が公表する２０１９年２月のベネズエラの SDR 使

用枠が先月よりも８９６万ドル減っていたことを受け

て、一部のメディアは IMF がマドゥロ政権の要請に従

い SDR の引き出し権を許可したと報じていた。 

 

３月２１日 IMF は声明を発表し、この報道を否定。 

８９６万ドルを SDR から減額した理由はすでに引き出

している SDR の使用枠の利息分を使用残額から減らし

たことが理由だと説明した。 

 

現在、ベネズエラにはマドゥロ大統領とグアイド議長の

２名の大統領が存在しており、外国の公的組織が誰をベ

ネズエラの国家元首と認識するかは極めてセンシティ

ブなテーマとなっている。 

 

３月２１日時点で IMF の Gurry Rice 報道官は 

「我々は IMF に加盟する各国の認識をベースに国家元

首を認識する。現時点ではベネズエラの国家元首が誰な

のかは不透明なままだ。現状を注意深く観察している。」 

と説明するにとどまった。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf

