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（写真）グアイド議長ツイッター “医療問題を訴える抗議行動呼びかけ。Covid-１９下での動員に疑問の声も” 

 

 

２０２１年４月１４日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 アプレ州に民兵１０００人派遣 

～FARC マルケス氏 マドゥロ大統領を支持～」 

「グアイド政権 COVAX ワクチン代の折半提案」 

「グアイド政権 ２１年予算の暴露に反論」 

「医療分野の抗議行動 グアイド政権に逆風」 

経 済                     

「グアイド政権 Monomeros 役員を交代」 

「野党 鉄道建設プロジェクトの汚職を訴え」 

社 会                     

「ロスロケスにリゾート施設違法建設？」 

２０２１年４月１５日（木曜） 

 

政 治                    

「急進野党 ワクチン調達求める文書を公表」 

「ロシアから Sputnik V５万個が追加到着」 

経 済                    

「与党国会 過去接収した民間資本の返却を検討 

～民間セクターに赤い絨毯を敷く～」 

「ファルコン州 変電所の建設が完了」 

「コヘーデス州にイラン系卸売量販店オープン」 

「船舶レーダーの切断契約を禁止に」 

社 会                    

「新たなパスポート発行規則 詳細を説明」 
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２０２１年４月１４日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 アプレ州に民兵１０００人派遣       

 ～FARC マルケス氏 マドゥロ大統領を支持～」       

 

マドゥロ大統領は、アプレ州で起きている軍部と「コロ

ンビア革命軍（FARC）」の離反グループとされるゲリラ

組織との衝突について演説。 

 

アプレ州の土地を守るため、１，０００人の民兵を派遣

すると発表した。 

 

民兵は一般人で構成された軍のグループ。 

 

ベネズエラの軍部システムを大きく分けると「陸軍」「防

衛軍」「海軍」「空軍」の４つになるが、「防衛軍」の下

部組織として「民間自警団」というグループがあり、こ

のグループが民兵に当たる（詳細は「ウィークリーレポ

ート No.54」）。 

 

「民間自警団」のマニュエル・ベルナル・マルティネス

総司令官によると、１０００人の民兵は２２の部隊に分

かれ、軍の任務にあたるという。 

 

問題が起きているアプレ州 El Ripial 地区はコロンビア

との国境の町で、コロンビア軍だけではなく、米軍も周

辺に偵察機を送るなど国際問題になっている。 

 

本件について、アレアサ外相は国連専門家らと会談。 

アプレ州で起きているゲリラ組織との衝突について意

見交換を行った。 

 

 

 

 

 

マドゥロ政権は、このゲリラ組織を攻撃している理由に

ついて「同地域でベネズエラ人を強制的に働かせ、違法

な採掘行為を行っている」としており、アレアサ外相は

国連専門家に対して、マドゥロ政権のスタンスを改めて

説明。 

 

国連と違法採掘問題を解決するため協力することで合

意したという。 

 

一方で、この衝突の背景には、マドゥロ政権と協力関係

にある FARC のリーダー、イバン・マルケス氏らを支援

するためと報じられている。 

 

現在、軍部が衝突しているゲリラ組織は、同じ FARC の

中でもマルケス氏と敵対しており、マドゥロ政権がマル

ケス氏を支援するために攻撃をしていると言われてい

る。 

 

４月１４日 そのイバン・マルケス氏がビデオメッセー

ジを発表（下写真）。FARC の敵は、ベネズエラ、ブラ

ジル、ペルー、エクアドルなどの軍部ではなく、コロン

ビア国内を掌握している政府と政治家だと主張。 

 

また、マドゥロ政権について 

「ベネズエラのボリバル革命は、コロンビアの刺客、米

国の経済制裁の脅威にさらされている。」 

と主張。マドゥロ政権を擁護する発言をした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
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「グアイド政権 COVAX ワクチン代の折半を提案」                  

 

４月１０日 マドゥロ政権は COVAX へ５，９２０万

スイスフラン（約６，４００万ドル）を支払ったと発表。 

この金額は２０年９月に OPS と合意した総額１．２億

ドルの半分だと説明した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.585」）。 

 

つまり、マドゥロ政権はまだ半分を支払っていないこと

になる。 

 

４月１４日 グアイド議長は記者会見を実施。 

マドゥロ政権に対して、COVAX へ支払うワクチン代の

半分を支払うことを提案した。 

 

「我々は改めてワクチンを調達する意思を表明したい。

これまでも主張してきた通り、COVAX を通じたワクチ

ンの調達が最も透明性の高い手段だと考えている。 

 

現在ベネズエラで起きている人道的な問題は深刻な状

況にある。 

 

もし、彼らが半分を支払ったのであれば、我々はもう半

分を支払う意思がある。我々は冷蔵物流網を用意する。

これ以上ワクチン調達を妨害し、国民の生活を脅かすの

はやめろ。」 

と発言した。 

 

ただし、マドゥロ大統領は５，９２０万スイスフランの

支払い資金は「米国の制裁で凍結された資金」と説明し

ており、残りの半分の支払い資金も確保できていると述

べている（「ベネズエラ・トゥデイ No.586」）。 

 

欧州にあるベネズエラ政府口座からの支出かもしれな

い。そうであれば、マドゥロ政権がグアイド政権の提案

を受け入れる必要はないだろう。 

 

なお、前述の通りマドゥロ政権は５，９２０万スイスフ

ランを支払っている。この金額はドルに換算すると６，

４００万ドルになり、厳密に言うと OPS と合意した１．

２億ドルの半分ではない。 

 

どうやらこの追加経費は、「OPS が調達しようとしてい

るアストラゼネカ社以外のワクチンを調達するための

追加経費ではないか」との噂が流れている。 

 

「グアイド政権 ２１年予算の暴露に反論」         

 

４月１３日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は、グ

アイド政権が米国の凍結口座を使用する目的で５，３０

０万ドルの２１年度予算を作成したと発表。 

 

予算には、国民に資するような内容が１つもなく、彼ら

が仲間内で政府資金を奪うだけだと主張していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.586」）。 

 

４月１４日 グアイド議長は、ロドリゲス議長の訴えに

反論。 

 

「実際のところ、あの精神異常者に説明することは何も

ない。（ロドリゲス議長が前日に出張していた）欧州訪

問の成果がないから、新しいでっち上げ話を作ったに違

いない。」 

と反論した。 

 

ただし、ロドリゲス議長以外にもグアイド政権が作成し

た予算詳細について報じる急進野党系のメディアもあ

り、予算案自体は真実の可能性が高い。 

 

ロドリゲス議長に説明する義務はないと言うが、国民と

グアイド政権を支持する国際社会に対しての説明義務

は大いにある。マドゥロ政権もそうだが、グアイド政権

も、その責任を果たしていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
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「医療分野の抗議行動 グアイド政権に逆風」                  

 

４月１４日 カラカス看護師学校のアナ・ロサリオ・コ

ントレラス学長は、医療従事者へのワクチン接種を求め

るための抗議行動を４月１７日に実施すると発表した。 

抗議行動は、午前１０時からロス・パロス・グランデス

で行う予定だという。 

 

この発表は、グアイド議長の記者会見で行われたもので、

グアイド議長は「今は市民団体・政党・全ての国民がこ

の抗議行動に参加する時だ」と主張。 

医療従事者だけではなく、全ての国民に対して抗議行動

への参加を呼び掛けた。 

 

また、野党のツイッターでは１ページ目の通り、野党議

員らが行進をする写真や動画が多く流れており、街頭で

の抗議行動を拡大しようとしていることがわかる。 

 

ただ、ツイッター上では、Covid-１９感染が拡大傾向に

ある状況で、抗議集会への参加を呼び掛けるグアイド政

権を疑問視する意見が多い。 

現在の雰囲気を見る限り、大動員は期待できないだろう。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“グアイド議長 抗議行動参加を呼びかけ” 

 

 

経 済                        

「グアイド政権 Monomeros 役員を交代」           

 

４月１４日 グアイド政権の野党国会は、コロンビアに

ある「Monomeros」（ベネズエラ石油化学公社「Pequiven」

の関係会社）の社長交代を決定した。 

 

新たに社長に任命されたのはカルメン・エリサ・エルナ

ンデス氏。エルナンデス氏の略歴詳細は不明だが、彼女

は技術者で数カ月前にMonomerosの役員に就任してい

たという。 

 

 

（写真）Monomeros 

 

「野党 鉄道建設プロジェクトの汚職を訴え」                  

 

４月１４日 野党国会の議員らはミランダ州グアレナ

ーグティエレ間を結ぶ鉄道の建設現場を視察。 

 

グアニパ議員は、 

「この路線の工事予算は当初２０億ドルだったが、これ

までに同工事のために承認された資金は８０億ドルに

上る。」と説明。 

 

「しかし、現時点では完成には程遠い状況だ。第１路線

さえも完成していない。彼らは全てのお金を奪った！」 

と投稿した。 
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（写真）ファン・パブロ・グアニパ議員ツイッター 

 

社 会                        

「ロスロケスにリゾート施設違法建設？」           

 

環境保護団体「SOS Orinoco」は、ベネズエラのリゾー

ト地「ロスロケス諸島」の「ベネズエラ国家海洋公園

（Parque Nacional Marino de Venezuela）」にリゾート

地が建設されようとしていると訴えた。 

 

「SOS Orinoco」は、衛星での写真を公開。 

写真には、１０の建設物が確認できる。 

同地域は環境保護を理由に建物の建設が禁止されてい

る地域であり、マドゥロ政権の関係者の職権乱用と非難

した。 

 

（写真）SOS Orinoco 

 

２０２１年４月１５日（木曜）              

政 治                       

「急進野党 ワクチン調達求める文章を公開」        

 

４月１５日 急進野党およびその支持者ら４００名は、

国際社会に対して、マドゥロ政権に Covid-１９ワクチ

ンを調達させるため圧力をかけるよう求める趣旨の文

章を公表。 

 

また、既にワクチン接種が完了した国に対して、国連や

赤十字と協力し、残ったワクチンをベネズエラに寄付と

して送ることを提案した。 

 

他、「マドゥロ政権は５５０万人のベネズエラ人を外国

に追いやり、９３０万人の国民を貧困にした。また、感

染症と戦う４７０人超の医療従事者が Covid-１９を理

由に死亡した。」と指摘。 

 

国連や国際組織に対して、人権問題を解決するために有

効な圧力をかけるよう要請した。 

 

この文章には、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、アン

トニオ・レデスマ元カラカス首都区長、ディエゴ・アリ

ア元国連大使、カルデロン・ベルティ元在コロンビア・

ベネズエラ大使らの署名が入っている。 

 

他、急進野党系の人権活動家タマラ・スジュ氏らの名前

も含まれている。 

 

グアイド議長など主要野党関係者の名前は基本的にな

い。ただし、「米州機構（OAS）」で移民難民問題担当を

務めているダビッド・スモランスキー氏は「大衆意思党

（VP）」だが、彼の名前は入っている。 
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「ロシアから Sputnik V５万個が追加到着」           

 

４月１５日 マイケティア空港に５万個のロシア製

Covid-１９ワクチン「Sputnik V」が到着した。 

 

カルロス・アルバラド保健相は、ロシア政府との医療協

定の成果と説明。現在、医療従事者を対象に行っている

ワクチン接種を今後も続けるとした。 

 

なお、アルバラド保健相によると、現時点で２０万超の

ワクチンを接種済みだという。 

 

ベネズエラはロシアからワクチン１，０００万個を調達

するとの合意を締結している。 

 

しかし、今回の５万個を合わせてもこれまでに３０万個

しか到着していない。別途、中国から「Sinopharma」５

０万個も到着しており、これらを合わせると８０万個の

ワクチンを受け入れている。 

 

なお、「Sputnik V」と併せて抗ウイルス薬「Favipiravir」

１００万個も到着した。 

 

中国とロシアが行った調査によると、「Favipiravir」は

Covid-１９に効果があるという。 

 

経 済                       

「与党国会 過去接収した民間資本の返却を検討     

     ～民間セクターに赤い絨毯を敷く～」            

 

４月１５日 与党国会のビエルマ・モラ議員は、「ベネ

ズエラの経済再生に民間セクターの力は不可欠。」と言

及。 

 

現在、与党国会で議論されている「経済特別地域組織法」

では投資の保護を約束していると説明した。 

 

加えて、「現在ベネズエラで行っている接収（政府の権

限を行使し、強制的に民間の資本を押収する行為）を解

除し、民間セクターが求めるのであれば、過去接収した

資本を返還することを議論している」と述べた。 

 

ただし、マドゥロ政権は民間企業と対峙するイデオロギ

ーを持っており、この議論に否定的な与党関係者は多い。 

 

この点について 

「この議論を悪く解釈する者もいるが、我々は民間セク

ターに対して赤い絨毯を引かなければならない。より多

くの意思で動くため、彼らに手を差し伸べ、理解し、対

応しなければならない。」 

と説明した。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のイメージ

カラーは「赤色」だ。この赤い絨毯というのは、マドゥ

ロ政権のやり方に従う民間企業に対しては一定の優遇

をするとの意思の表れなのかもしれない。 

 

また、マドゥロ大統領の息子であるホセ・ゲラ議員も「経

済特別地域組織法」について言及。国内外から多くの投

資を受け入れるため、民間セクターなどと協議をしてい

るとした。 

 

「ファルコン州 変電所の建設が完了」              

 

４月１５日 国営電力公社「Corpoelec」は、ファルコ

ン州の変電所建設が完了したと発表した。 

 

「Electrica Carirubana サブステーション」という名前

の変電所で、製油所のあるファルコン州パラグアナ半島

に設置した。ネストル・リベロル電力相によると、同変

電所は４０MVA（メガ・ボルト・アンペア）の処理能力

があるという。 
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同変電所の建設により「Punta Cardon」「23 de Enero」

「Bicentenario」「Balcones」「La Puerta Maraven」の電

力供給が安定するとした。 

 

「コヘーデス州にイラン系卸売量販店オープン」         

 

４月１５日  コヘーデス州 Tinaco 市に「Mega 

Mayorista」という卸売量販店がオープンした。 

 

この店舗は、コヘーデス州政府とイラン政府から経済協

力合意を受けてオープンした店だという。 

 

２０年７月 カラカスに「Megasis」という大型スーパ

ーマーケットがオープンした（「ベネズエラ・トゥデイ

No.478」）。 

 

この店舗は卸売店舗で、この店を起点に１５０トンの食

料品が全国に流れるという。 

 

 

（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 

 

「船舶レーダーの切断契約を禁止に」           

 

世界の船会社、船舶代理店、PI 保険会社などが加盟する

「ボルチック国際海運協議会（BIMCO）」は、船の「自

動特定システム（AIS）」を切るような取引の契約を禁止

する趣旨の規則を設けるという。 

 

ベネズエラを含めて米国の制裁を受けている国の取引

では、制裁を回避するため、AIS を切り船舶の場所を分

からなくすることが多い。 

 

BIMCO の規則変更は、このような取引を原則禁止し、

「AIS を切るのは海賊の襲撃から逃げる際など身に危

険が及ぶ時に限る」とする趣旨の規則を作るという。 

 

マドゥロ政権にとっては一層、制裁回避取引が困難にな

ることだろう。 

 

社 会                       

「新たなパスポート発行規則 詳細を説明」            

 

４月１５日からベネズエラのパスポート発行規則が変

わる。 

 

この変更により１８歳以上の成人が発行できるパスポ

ートの有効期限は１０年のみになるという。 

 

３歳～１８歳までの子供のパスポート有効期限は５年

のみになるという。 

 

３歳以下の幼児のパスポート有効期限は３年。 

 

また、パスポートは３２枚か４８枚かを選ぶことができ

るという。 

 

また、子供のパスポート発行は両親が申請する必要があ

り、片親だけではダメで、片親が亡くなっている場合な

ど事情がある場合は、片親の代わりに親族が申請するこ

とになる。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd068c6d4cb4f2c56080b9b04787a049.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd068c6d4cb4f2c56080b9b04787a049.pdf

