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（写真）ニコラス・マドゥロ大統領ツイッター “無償住居貸与ミッション ３００万戸の建設達成？を発表” 

 

 

２０１９年１２月２５日（水曜） 

 

政 治                     

「ラモベルデ軍事収容所に拘束された軍人脱走」 

「国防相 夜間の軍部施設のグループ外出を禁止」 

「グアイド議長 ２０年の議長続投に確信 

～マドゥロ大統領退陣が選挙の大前提～」 

経 済                     

「SIDOR ２０２０年の鉄リキッド生産ゼロ」 

社 会                     

「カベジョ一家のクリスマス」 

「１９年 ベネズエラ社会にポジティブな話題」 

「コロンビア ロシア製豚肉の越境禁止」 

２０１９年１２月２６日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 年末のバラマキ政策 

～無償住居貸与３００万戸、年金受給者増～」 

「急進野党レデスマ氏 グアイド議長を批判」 

「主要野党評論家 マチャド VV 党首批判」 

経 済                    

「PETRO 支払い受け入れ店舗で行列」 

社 会                     

「CLAP 豚肉輸送車が転倒、略奪に発展」 

「世界繁栄国ランキング １６７位中１４３位」 

「国際指名手配のベネズエラ人 ブラジルで逮捕」 
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２０１９年１２月２５日（水曜）             

政 治                       

「ラモベルデ軍事収容所に拘束された軍人脱走」       

 

１２月２５日 ２０１７年３月に拘束されていたアン

ジェロ・エレディア大将がラモベルデ軍人収容所（ミラ

ンダ州ロステケス地区）から脱走したとの報道が流れた。 

 

現地メディア「EL Nacional」によると、アンジェロ・エ

レディア大将は拘束される２０日前にタチラ州でガソ

リンの密売をしたと検察庁（当時の検察庁トップはルイ

サ・オルテガ検事総長だったが、その数日後にマドゥロ

政権に反旗を翻した）に訴えられていた。 

 

人権団体「Foro Penal」のアロンソ・メディナ弁護士に

よると、エレディア大将はまともな裁判にかけられるこ

となく刑務所に収容されたという。 

 

ラモベルデ軍事収容所は単独で脱獄できるような収容

所ではなく、脱獄には必ず内部協力者がいたと報じられ

た。翌１２月２６日、エレディア大将の脱獄で２名の軍

人が拘束されたと報じられた。 

 

 

（出所）Maduradas ”アンジェロ・エレディア大将” 

 

 

「国防相 夜間の軍部施設のグループ外出を禁止」         

 

１２月２３日 パドリーノ・ロペス国防相は、年末年始

にかけて暴動などが起きないよう、夜間の軍部施設を無

許可で外出することを禁止した。 

 

また、軍関係者に対して武器庫に武器、銃弾が保管され

ているか、食糧庫に適切に在庫が保管されているかを厳

重に管理するよう要請した。 

 

厳戒態勢の期間は１２月２３日～２０２０年１月５日

にかけて。 

 

この期間は夜９時以降、グループで外出することを禁止。 

陸軍３１１部隊が夜間の見回りを行う。 

 

この期間に夜９時以降に外出している者は拘束され、国

防省に連行される。 

 

「グアイド議長 ２０年の議長続投に確信       

   ～マドゥロ大統領退陣が選挙の大前提～」         

 

１２月２５日 グアイド議長はスペイン系メディア

「ABC」の取材に対応。来年の野党の方針について見解

を示した。 

 

その中で、２０年も自身が議長を続けることに確信を持

っていると発言した。 

 

「国会規則の変更は９３議員に承認された。この制度の

改定には過半数の８４議員の承認が必要だった。 

国会議長の就任も議会の過半数の承認を必要としてい

る。つまり、我々は必要要件よりも多くの議員から支持

を受けている。」 

と説明した。 
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また、与党側が賄賂で野党議員の票を買おうとしている

との報道について 

「２０１５年から続いているように国会の権限をマド

ゥロが奪おうとしていることを我々は認識している。し

かし、我々は議員の２／３の賛同を受けており、完全に

国会をコントロールしている。」 

と述べた。 

 

また、今後の野党の大方針としてマドゥロ大統領の退陣

が大統領選に向けた対話の大前提となるとの見解を示

した。 

「私はマドゥロが権力の座を降りる場合だけ大統領選

について対話を持つ。マドゥロ政権との対話の可能性を

我々は放棄する。」 

と述べた。 

 

経 済                        

「SIDOR ２０２０年の鉄リキッド生産ゼロ」           

 

ベネズエラの状況を報じるツイッターメディア

「Watcher」は、国営製鉄公社「SIDOR」の「鉄リキッ

ド」（鉄粉を配合した液状樹脂）の生産が２０１９年は

ゼロだったと報じた。 

 

「Watcher」が公表した「鉄リキッド」の生産統計によ

ると、２００７年をピークに生産が減少し、２０１９年

には生産がゼロになっている（右のグラフ参照）。 

 

２００８年に SIDOR が接収されており、接収を機に生

産が落ち込んでいると指摘している。 

 

なお、SIDOR が生産している商品は「鉄リキッド」だ

けではないので、全ての生産が停止していることを意味

しているわけではないが、他の商品の生産も著しく減少

していると言われている。 

 

 

 

（写真）Watcher “鉄リキッドの生産量推移” 

 

社 会                        

「カベジョ一家のクリスマス」             

 

１２月２５日 ベネズエラでは家族で過ごすことが一

般的だ。ディオスダード・カベジョ制憲議長は家族と一

緒にクリスマスを過ごす写真をインスタグラムに投稿。 
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妻のマルレニー・コントレラス元観光相とクリスマス料

理を作る写真や家族の集合写真を公開した。 

 

「１９年 ベネズエラ社会にポジティブな話題」         

 

政権交代の失敗、経済危機など悪い話の多かった２０１

９年のベネズエラではあるが、ポジティブな出来事もあ

った。 

 

現地メディア「Maduradas」は、社会テーマでベネズエ

ラに関するポジティブなイベントを紹介した。 

 

１．ハリウッド俳優エドガー・ラミレス氏 

 

２０年７月に公開予定のディズニー映画「ジャングル・

クルーズ」で重要な役割（具体的な役は不明）を演じる

事が決定。 

 

 

 

余談だが、ラミレス氏はベネズエラの文化大使も務めて

おり、複数のベネズエラ料理を自身のインスタグラムに

投稿するなどしている。 

 

 

（写真）エドガー・ラミレス氏インスタグラム 

“ベネズエラ料理 パペジョン・クリオージョ” 

 

２．モデル バレンティナ・フィゲラ氏 

 

１０月２５日に開催された世界の美女コンテスト「Miss 

Grand International ２０１９」優勝。 

 

 

（写真）The Times of India 

“中央女性がバレンティナ・フィゲラ氏” 
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３．スポーツ選手 ジュリマル・ロハス 

 

２０１９年 カタールのドーハで開催された世界陸上、

「３弾飛び」の種目でジュリマル・ロハス氏は１５．３

７メートルを記録。金メダルを獲得した。 

 

ロハス氏は１７年に英国ロンドンで開催された世界陸

上でも金メダルを獲得している。 

 

 

（写真）TUTOS “ジュリマル・ロハス氏” 

 

「コロンビア ロシア製豚肉の越境禁止」                  

 

ベネズエラとコロンビアの国境にあるククタ（コロンビ

ア側）の検問所は、ロシア製の豚肉のコロンビアへの持

ち込みを禁止すると発表した。 

 

 

 

CLAP を通じてロシア製の豚肉が配られている。 

CLAP の商品は通常の市場価格よりもかなり安い。 

この安く仕入れた豚肉をコロンビアに行き、一般価格で

販売する業者が多く存在することが理由。 

 

もちろん豚肉販売にはベネズエラ軍部が関与している

ケースも多く、軍人の小遣い稼ぎになっているようだ。 

 

２０１９年１２月２６日（木曜）             

政 治                        

「マドゥロ大統領 年末のバラマキ政策            

 ～無償住居貸与３００万戸、年金受給者増～」        

 

１２月２６日 マドゥロ大統領は、これまで年金積み立

てをしてこなかった高齢者１３万５，２７８名に年金を

受給すると発表した。 

 

この社会プログラムは「シミオン・アモール・マジョー

ル（高齢者への愛のミッション）」と呼ばれ、以前から

存在しているもの。 

 

この社会プログラムにより、新たに年金受給資格を得た

高齢者は毎月最低賃金相当の年金給付を受けられるよ

うになる。 

 

また、「グラン・ミシオン・ビビエンダ・ベネズエラ

（GMVV、ベネズエラ住居大ミッション）」の最新状況

についても説明。 

 

GMVV とは政府が住居を建設し、家を持たない家族を

その住居に無償で住まわせるという社会プログラム。 

 

これも資金が潤沢にあったチャベス政権時代には大々

的に進められていたが、経済混乱と共にすたれていき、

現在はほとんど聞かなくなった。 
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マドゥロ大統領は、GMVV を通じて、これまで３００

万戸の住居を建設したと発表。このような社会福祉を行

っているのはベネズエラだけだと訴えた。 

 

ベネズエラの人口は、約３，０００万人とされている。

仮に政府系住宅が３００万戸あったとすれば、１家族５

人だと仮定すると１，５００万人が政府系住宅に暮らし

ていることになる。 

 

実際はそのようなことはないと思われ、数字はかなり脚

色されていると考えるべきだろう。 

 

「急進野党レデスマ氏 グアイド議長を批判」         

 

急進野党に属するアントニオ・レデスマ元カラカス大首

都区長（自宅軟禁となったが脱走し、スペインに亡命）

は、スペイン系メディア「ABC」の取材に応じ、グアイ

ド政権の方針を非難した。 

 

「２０１９年の偉業は国民を行動させたことだ。 

また、３つの大方針（大統領職の強奪の停止、移行政権

の組織、自由選挙の実施）を宣言し、国際的にこれまで

なかったような支持を得たこと。また、CITGO を救出

することに成功したことだ。 

 

悪かったことは、大統領職の強奪を終わらせることが出

来ていないこと。間違いは２月に人道支援物資の搬入や、

４月の自由オペレーション、その後の対話など暫定大統

領就任を宣言してからの１１カ月。 

 

グアイドは本当の意味でベネズエラの大統領にならな

ければいけない。それは政党や利害関係を無視し、国民

のために行動することだ。 

 

私はチャビスタ議員を国会に復帰させるべきではなか

ったと考えている。 

 

しかし、彼らはチャビスタ議員を拍手で受け入れた。 

 

あれはマドゥロの戦略の１つだ。グアイドはモラルを持

った少数政党と対話をしなければいけない。野党自身で

対話を持たなければいけない。」 

と訴えた。 

 

「主要野党評論家 マチャド VV 党首批判」         

 

主要野党派の政治評論家で現地メディア「El Nuevo Pais」

の設立者でもあるラファエル・ポレオ氏は、急進野党の

リーダーであるベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリ

ナ・マチャド党首が野党の信頼を失わせる戦略を進めて

いると非難した。 

 

ポレオ氏はツイッターで 

「マチャド党首は民主的な政治家の信頼を失わせるキ

ャンペーンを開始した。しかし、見事に失敗した。 

 

女性を盾にした下手な戦略はアルゼンチンのキッチナ

ーやマドゥロ夫人の戦略と同じだ。」 

と投稿した。 

 

他方、この投稿についてポレオ氏を非難するコメントが

殺到している。 

 

毎回思うのだが、急進野党を批判する意見に対するソー

シャルメディアの反応は激しすぎる。主要野党を非難し

てもこのような反応にはならない。 

 

世論調査を見る限り、主要野党よりも急進野党の支持率

が低いにも関わらずだ。 

 

急進野党はソーシャルメディアを使って世論を操作し

ていると考えざるを得ない。 
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経 済                       

「PETRO 支払い受け入れ店舗で行列」            

 

マドゥロ政権はクリスマスを前にペトロ建てでボーナ

スを支給した。 

 

当初、ボーナスはペトロからボリバルに両替できると言

われていたが、現時点ではボリバルに両替することはで

きないと報じられている。 

 

これを受けて、ペトロ建てで取引ができる店舗には大量

の客が押し寄せている。 

 

下の写真は、ペトロ建てで豚肉を購入できる店。早朝か

ら大勢の客が押しかけている。 

 

 

他にも、薬局やスーパーマーケットなど、どの店舗がペ

トロ建てで決済できるかを確認するための店舗リスト

がソーシャルメディアで流れている。 

 

社 会                       

「CLAP 豚肉輸送車が転倒、略奪に発展」            

 

１２月２６日 CLAP で配給する豚肉を乗せたトラッ

クが、カラボボ州のバレンシア－プエルト・カベジョ間

の道路で転倒した。 

 

トラックが転倒したことで積んでいた豚肉が飛び出し、

近くを通行していた人々が豚肉を略奪する事件が起き

た。トラックが積んでいた豚肉の総量は２２トンを超え

ていたという。 

 

この事件でトラックに乗っていた運転手や転倒に巻き

込まれた人４名が死亡。５名が負傷したと報じられてい

る。 

 

 

（写真）Hector Gonzalez 氏ツイッターより抜粋 

“豚肉を拾う人々” 

 

「世界繁栄国ランキング １６７位中１４３位」         

 

「LEGATUM INSTITUTE」が毎年公表している世界

繁栄国ランキングが公表された。 

 

ベネズエラの総合順位は１６７位中１４３位。 

 

個別項目では、 

セキュリティ（１４６位）、個人の自由（１２８位）、政

府（１６７位）、社会投資（１３７位）、投資環境（１６

７位）、市場アクセス・インフラ（１２６位）、経済品質

（１６５位）、生活条件（９６位）、医療（７５位）、教

育（９３位）、自然環境（７１位）となった。 
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政府と投資環境は１６７位中最下位と評価されている

ことになる。 

 

総合順位の上位５位は順に、デンマーク、ノルウェー、

スイス、スウェーデン、フィンランドと北欧勢が続く。 

日本の総合順位は１９位。米国の１つ下で、マルタの１

つ上に位置する。 

 

「国際指名手配のベネズエラ人 ブラジルで逮捕」         

 

１２月２６日 ブラジル連邦警察は、麻薬取引、マネー

ロンダリングの容疑でインターポールから国際指名手

配されているベネズエラ人を逮捕した。 

 

逮捕されたのはロベルト・アントニオ・エスペホ・カマ

チョ氏。麻薬密売、マネーロンダリング以外に、ベネズ

エラ金鉱山での GOLD の違法採掘、アラブ首長国連邦

への売却などの容疑もかかっている。 

 

ブラジル連邦警察によると、２０１７年～１９年までに

１．２トン（５，７５０万ドル相当、約６３億円）の

GOLD を違法に売却したという。 

 

今回の逮捕はベネズエラ警察とブラジル警察の共同プ

ロジェクトだったようだ。 

 

ただし、ベネズエラはアラブ首長国連邦向けの GOLD

の売却が増えていたことは、統計などでも確認できてい

た。GOLD の輸出にはマドゥロ政権も関わっている可

能性はありそうだ。 

 

以上 

 

 


