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（写真）Daily Maverick “英政府 野党系メディア等に資金援助、マドゥロ政権がメディアへの圧力強化” 

 

 

２０２１年１月８日（金曜） 

 

政 治                     

「英政府 ベネのメディア・非営利団体に資金援助 

～民主主義擁護か世論操作か～」 

「マドゥロ政権 野党系メディアの捜査開始」 

「スペイン政府 与野党と対話再開のため協議」 

経 済                     

「ハリバートン労働者 労働省に解決求める」 

「イラン産ガソリン １月末頃に到着か」 

社 会                     

「西 ２０年にベネズエラ移民４万人超受け入れ」 

「ベネズエラ人 入国時にビザが必要な９７カ国」 

2021 年 1 月 9～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「バイデン政権 ラ米地域担当官を任命」 

経 済                    

「元野球選手アレックス・カブレラ 

国営ホテル Venetur Merida の経営権を獲得」 

「為替レート １月に入り急激にボリバル安に」 

「Favenpa ２０年の組み立て台数は８７台」 

社 会                     

「La Vega 地区で軍・警察とマフィア団が衝突 

～少なくとも１８名が死亡～」 

「２０年の犯罪件数 １６年から４０％減少？」 
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２０２１年１月８日（金曜）             

政 治                       

「英政府 ベネのメディア・非営利団体に資金援助     

       ～民主主義擁護か世論操作か～」       

 

１月８日 英国政府がベネズエラのメディア・非政府系

団体に資金援助を行っていたことが明らかになった。 

 

この記事は１月６日に南アフリカのメディア「Dail 

Maverick」が報じて明らかになったものだ。 

 

同記事によると、２０１６年から資金拠出が確認されて

おり、２年間で１００万ドルを超えている可能性がある

という。 

 

正確には、この資金援助は「ウェストミンスター民主主

義財団」が「民主主義促進プログラム」として拠出した

資金だが、同財団の資金は英国政府から出ており、同団

体のトップも英国政府が任命している。 

 

また、英国政府が最初に同財団の支出実績について公表

した際、ベネズエラのメディア・非政府系団体への資金

援助について書かれておらず、記者からの情報開示要求

で明らかになったという。 

 

英国政府が資金拠出を行った組織は以下の通り。 

 

・Centro de Justicia y Paz (Cepaz),  

・Fundación Efecto Cocuyo,  

・Conejo Nacional de Inversiones (Conapri),  

・Instituto Radiofónico Fe y Alegría,  

・ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa 

(Sntp), 

・EXODO A.C.,  

・Westminister Foundation for Democracy,  

・PROVITA A.C,  

・ Centro Iberamericano de Formación en Derecho 

Internacional y Derechos Humanos A.C. (Cifodidh)  

・Transparecia Venezuela. 

 

現地メディア「El Universal」は、具体的なメディア名と

して、「Efecto Cocuyo」「Caraota Digital」「El Pitazo」

の名前を挙げている。これらは野党系メディアと認識さ

れている組織である。 

 

個人的には「Conapri」や「Fe y Alegria」は、野党系と

言えるほど野党寄りの印象が強い組織ではない印象だ

が、それ以外の組織は与党に批判的な組織と言える。 

 

「Dail Maverick」は、英国政府が世論操作を行い、ベネ

ズエラ社会を不安定化させる意図で、野党系メディアや

非政府系組織に資金援助を行っていると批判的に報じ

ている。 

 

１月８日 英国政府は世論操作を訴える「Dail Maverick」

の記事に反論。 

 

在ベネズエラ英国大使館は、表現の自由と自由な報道は

民主主義に必要なもので、英国政府が重要視しているも

のだと主張。 

市民団体の活動と人権・民主主義促進のために英国政府

は今後も支援を継続するとの姿勢を示した。 

 

 

（写真）在ベネズエラ英国大使館 
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「マドゥロ政権 野党系メディアの捜査開始」         

 

英国政府が野党系メディア・非営利団体に資金援助をし

ていたとの報道を受け、「徴税庁（SENIAT）」「国家通信

監理局（Conatel）」は、野党系メディアに対して一斉捜

索に入った。 

 

査察対象は、英国の資金援助が報じられた組織だけでは

なく、少なくとも「Radio Fe y Alegria」「VPITV」「Tal 

Cual」「Efecto Cocuyo」「El Panorama」が査察に入られ

ている。 

 

この査察の結果、コロンビア系の野党系テレビメディア

「VPITV」が営業を一時停止すると発表。再開の日程は

決まっていない。 

 

SENIAT、CONATEL は「VPITV」の資材を押収。 

また、設備等の購入にかかる支払い実績を証明できる書

類などを提出するよう要求した。 

 

他、１月８日にスリア州のメディア「El Panorama」も

SENIAT の査察を受け５日間の営業停止処分を受けた

（１月１２日に再開予定）。 

 

また、「Tal Cual」は、ウェブサイトの閲覧が妨害されて

いるという。 

 

グアイド政権は、マドゥロ政権によるメディア、非政府

系団体への査察を非難。「報道の自由に対して非合法な

手続きを行っている。マドゥロ政権は、組織的に表現の

自由を侵害している」と訴えた。 

 

他、米国政府、コロンビア政府、英国政府らがマドゥロ

政権のメディアへの査察行為を非難している。 

 

 

 

「スペイン政府 与野党と対話再開のため協議」                  

 

スペイン政府のアランチャ・ゴンサレス外相は、 

「ベネズエラの政治問題解決を進展させるためにマド

ゥロ政権および野党関係者とのコンタクトを継続して

いる」と述べ、「ベネズエラの問題の唯一の解決手段は

対話であり、外国政府の介入ではない」と発言。 

「これは、欧州連合２７カ国が合意したポジションであ

り、スペイン政府のポジションでもある」との見解を示

した。 

 

この発言は、マドゥロ政権の友好国であるトルコの

Mevlüt Çavusoglu 外相とともに発表している。 

 

トルコの Çavusoglu 外相は、 

「我々はベネズエラと密接な関係にある。ゴンサレス外

相と欧州連合のボレル外交政策委員長とベネズエラ問

題の対話による問題解決の手段ついて多くの点につい

て協議した。」 

と述べている。 

 

経 済                        

「ハリバートン労働者 労働省に解決求める」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.543」で、米国の石油・天

然ガス事業者「ハリバートン」が、ベネズエラでのオペ

レーション・商活動を停止するため労働者を一斉に解雇

するとの記事を紹介した。 

 

これを受けて「ハリバートン」の労働者が労働省に問題

解決を求めた。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、訴え

を起こした労働者の数は３８０名。報道によると、退職

金は既に各労働者の口座に支払われているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8386edf39dbdca5e097c102e07973395.pdf
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今回のように外国企業がベネズエラでの事業停止と労

働者の一斉解雇を通知した際、労働法違反を理由に労働

省が「労働者による占拠」を命じ、旧経営陣を排除し、

労働者が会社のオペレーションを続けるという事例は

多い。 

 

「イラン産ガソリン １月末頃に到着か」         

 

現在、イラン産のガソリンがベネズエラに向かっている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.539」）。 

 

世界中の船舶の動きを監視する「Tanker Trackers」によ

ると、現在ベネズエラに「Forest」「Fortune」「Faxon」

が向かっており、約２週間後（１月末頃）に到着する可

能性が高いと報じている。 

 

これらのタンカーは追跡機能を停止しており、あくまで

「Tanker Trackers」の予想だが、「Faxon」は現在南ア

フリカのケープタウンを越えて数日が経過した段階に

あるとしている。 

 

社 会                        

「西 ２０年にベネズエラ移民４万人超受け入れ」           

 

スペイン内務省は、２０２０年の１年間に３，８９４名

に対して難民ステータスを許可。１，２３３名に補足的

保護ステータスを許可。また、４０．５９２名を人道的

な理由から保護したと発表した。 

また、６２，３５１名の難民申請者は承認されなかった

としている。 

 

難民保護ステータスを得た３，８９４名について、国別

ではニカラグアが最も多く９６３名、次いでホンジュラ

スが５６６名、シリアが５１５名、エルサルバドルが３

７４名だった。 

 

 

難民ステータスを許可されたベネズエラ人は多くない

が、人道的な理由から保護された４０．５９２名のほと

んどはベネズエラ人で、その数は４０，２６５名。 

次いで、コロンビアが１５３名、ウクライナが５９名、

ペルーが１７名、パナマが１２名となっている。 

 

「ベネズエラ人 入国時にビザが必要な９７カ国」                  

 

「Henley ＆ Partners」は、２０２１年の「パスポート

インデックス」（ビザを要求する国が少ないほど順位が

高い）を公表した。 

 

ベネズエラの順位は１１０位中４２位。 

コロンビアとニカラグアと同一順位だった。 

 

ベネズエラ人が入国時にビザの提示を求める国は９７

カ国。逆にビザ提示を求めない国は１２９カ国だという

（詳細は「Henley ＆ Partners ウェブサイト」参照）。

日本はベネズエラ人の入国時にビザを要求している。 

 

なお、日本の順位は１位。 

２位はシンガポール、３位は韓国、ドイツ、４位はイタ

リア、フィンランドとなっている。 

 

２０２１年１月９～１０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「バイデン政権 ラ米地域担当官を任命」        

 

バイデン次期大統領は、国家安全保障会議（米国の安全

保障と外交政策の最高決定機関の１つ）の西半球問題担

当ダイレクターにコロンビア人ファン・ゴンサレス氏を

任命した。 

 

ファン・ゴンサレス氏はラテンアメリカ問題を担当する

トップでもあり、ベネズエラは同氏の管轄対象となる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf
https://www.henleypassportindex.com/passport
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ファン・ゴンサレス氏は、オバマ政権下では、米国務省

西半球問題担当次官で、バイデン副大統領（当時）の特

別アドバイザーだったという。 

 

ゴンサレス氏は、昨年インタビューでベネズエラ問題に

ついて、 

「トランプ政権の対ラテンアメリカ政策の最大の敗北

者はベネズエラとキューバだ。 

 

トランプ政権の両国への政治方針はフロリダ南部の票

を目的としている。 

 

トランプ大統領は自身の再選のためにベネズエラとキ

ューバへ対応しており、両国に民主主義をもたらすこと

を目的としていない。」 

との見解を示していた。 

 

現在のゴンサレス氏の対ベネズエラ問題への方針は、明

らかではないが、これまでのトランプ政権の方針に批判

的な見方をしていることは間違いないだろう。 

 

 

（写真）@Cartajuanero 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「元野球選手アレックス・カブレラ            

  国営ホテル Venetur Merida の経営権を獲得」            

 

ベネズエラのアリ・パドロン観光相は、元野球選手アレ

ックス・カブレラ氏に国営ホテル「Venetur」がメリダ

州に持つホテルの経営権を移譲したと発表した。 

 

アレックス・カブレラ氏は、２００１年～１２年まで日

本のプロ野球リーグで活躍した選手。 

 

ソフトバンク退団後は、ベネズエラのプロ野球リーグ

「ティブロネス・デ・ラグアイラ」でプレーを続け、数

年後に現役を引退していた。 

 

マドゥロ政権は、「経済妨害対策法」を通じて国営企業

の経営権を民間セクターに移譲しており、今回の国営ホ

テルの経営権移譲も「経済妨害対策法」のスキームを受

けたものと思われる。 

 

 

（写真）アリ・パドロン観光相インスタグラム 

“国営ホテル「Venetur Merida」の経営権移譲で合意す

るアレックス・カブレラ氏とパドロン観光相” 
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「為替レート １月に入り急激にボリバル安に」         

 

１月に入り並行レートが急激にボリバル安に推移して

いる。 

 

１２月末 並行レートの参考サイト「Dolar Today」は

１ドル BsS.９９．９万だったが、１月８日には１ドル

BsS.１６０．２万まで上昇している。 

 

日本円に置き換えると、１２月末に１万円だった商品が、

一週間後に１万６，０００円になっていることを意味す

る。 

 

政府公認「両替テーブル」の１２月末の為替レートは、

１ドル BsS.１１０．７万だったが、１月８日時点の為替

レートは１ドル BsS.１４６．８万となっている。 

 

「Favenpa ２０年の組み立て台数は８７台」           

 

「自動車部品生産者商工会（Favenpa）」のオマール・バ

ウティスタ代表は、２０２０年の自動車部品産業につい

て、４０％の企業は操業を停止していたと述べた。 

また、うち３社は会社を閉鎖する必要に迫られたとして

いる。 

 

バウティスタ代表は、ベネズエラ国内での自動車組み立

て台数については、年間で８７台だったと説明。 

燃料不足の影響もあり、自動車業界は極めて厳しい状況

にあるとした。 

 

また、２１年に Covid-１９のワクチンが流通し、外出禁

止措置が停止し、自動車産業が再び回復することを願う

とした。 

 

 

 

 

社 会                       

「La Vega 地区で軍・警察とマフィア団が衝突       

     ～少なくとも１８名の死亡を確認～」            

 

１月８日からカラカスの「La Vega 地区」の「Cota９０

５」と呼ばれる地域で国軍および国家警察ら１５０名が

同地域をコントロールしようとするマフィア団と対峙。 

同地域の治安が著しく悪化している。 

 

マフィア団は、カルロス・ルイス・レベテ氏をリーダー

とする「El Coqui」と呼ばれるグループ。少し前からこ

の地域を支配下に置き、悪事を働いていた。 

 

地元住民が、「銃や手榴弾を所持した男性がいる」と警

察に通報し衝突が始まったという。 

 

１月９日 グアイド政権側の人権委員会代表を務める

ウンベルト・パラド氏は、少なくとも１８名の死者が出

たと発表。被害者の中には、５０歳の一般人男性（音楽

教師）も含まれているという（２３名の死者が出たとの

報道もある）。 

 

また、グアイド議長は今回の一件について、「マドゥロ

政権が銃を犯罪者集団に売却した結果」と訴えた。 

 

 

（写真）@JoanCamargo 
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「２０年の犯罪件数 １６年から４０％減少？」           

 

２１年の始まりから前述のような騒動が起きているが、

マドゥロ政権によると、ここ数年で犯罪件数は大きく減

少しているという。 

 

内務司法省のエンドレス・パレンシア市民安全次官は、

１６年から２０年にかけてコンスタントに犯罪数が減

少していると説明した。 

 

年ごとに１０万人当たりの殺人発生件数を比較すると、

２０１６年の殺人発生件数は１０万人当たり５６人だ

ったが、１７年は４７人、１８年は３３人、１９年は２

４人、２０年は１３人に減少したという。 

 

また、一般犯罪を含む犯罪件数については、１６年と２

０年を比較して、４０％減少したとしている。 

 

 

（写真）内務司法平和省 

 

以上 


