VENEZUELA TODAY
２０２１年６月１１日～６月１３日報道

No.６１２

２０２１年６月１４日（月曜）

（写真）ラモン・カマチョ記者ツイッター “軍・警察 カラカスの La Vega 地区でマフィアと交戦”

２０２１年６月１１日（金曜）

政

21 年 6 月 12～13 日（土・日）

治

政

「マドゥロ大統領
「スペイン

制裁のワクチン調達妨害非難」

治

「カラカス La Vega 地区に軍・警察を大量投入

ベネズエラへのワクチン寄付を表明」

～マフィア撲滅作戦で民間人も負傷～」

「Youtuber 記者の告発に野党議員が反論」

経

「アメリコ・デ・グラシア議員 ベネズエラ帰国」

「CANTV サービス内容の改定で抗議行動」

経

「マドゥロ政権 Invegas に介入措置」

済

済

「外貨決済６８％、７５％は外貨を持っている」

「映画館売り上げ

「ディーゼル燃料不足でもキューバへ燃料輸出」

社

「食料・生活品 デリバリーでのコストは８４ドル」

「南米サッカー大会 ベネ出場選手らが感染

社

会

１９年売上の３．５％」

会

～大会初戦はブラジル vs ベネズエラ～」

「リベルタドール市 壁を灰色にするよう命令」

「アレックス・サアブ氏逮捕から１年経過」
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No.６１２

なお、６月１３日にロシアから５０万個の「Sputnik V」

２０２１年６月１１日（金曜）
政

２０２１年６月１４日（月曜）

が追加で到着した。カルロス・アルバラード保健相の説

治

明によると、今回の調達で「Sputnik V」を１４３万個

「マドゥロ大統領 制裁のワクチン調達妨害非難」

調達したことになると説明。

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.611」で、Covid-１９

２０２１年末には国民の７０％（２，２００万人）への

ワクチン調達を目的としてマドゥロ政権が COVAX に

ワクチン接種を目標としており、
「Sputnik V」以外のワ

支払った約１億１，０００万ドルのうち、約１，０００

クチンも含めると、この目標の１３％（２８６万人分と

万ドルが USB 銀行で止められているとの記事を紹介し

いうことになる）に達したと説明した。

た。
６月１１日 マドゥロ大統領は USB 銀行が１，０００
万ドルの送金を止めているのは米国の経済制裁が理由
だと主張。バイデン政権に対して、ただちにベネズエラ
国民のためのワクチン調達の妨害行為を止めるよう求
めた。

スペイン政府は COVAX を通じて２，２５０万個の
Covid-１９ワクチンを外国に寄付すると発表した。
外国への寄付はすぐには行わず、スペイン国民のワクチ

また、マドゥロ大統領は「ベネズエラ政府は COVAX に
対して全額を支払い済み」と説明。

ン接種率が５０％を超えた段階で始める。
国内の接種率が５０％を上回った時点で７５０万個の

「COVAX は直ちにベネズエラにワクチンを送る義務
がある」と COVAX に対してワクチン調達のプロセス
に入るよう求めた。

ワクチンを寄付し、接種率が７５％を上回った時点で残
りの１，５００万個を寄付するという。
スペインメディア「La Moncloa」によると、現在スペイ

与党国会で活動している穏健野党からも米国の制裁を
非難する声が出ている。
２０年１２月の国会議員選に参加した方の「行動民主党
（AD）」に属するホセ・グレゴリオ・コレア議員、「発
展進歩党（AP）
」のルイス・ロメロ議員らは米国の制裁
が国民生活に悪影響を与えていると指摘。

ンのワクチン接種率は約２３％なので、外国への寄付ま
でにはもう少し時間がかかりそうだ。
現時点でどの国にどの程度ワクチンを寄付するのかは
明確になっていないが、サンチェス首相が所属する「社
会労働党（POSE）」のエクトル・ゴメス代表は、インタ
ビュー番組でベネズエラへもワクチンを寄付する意思
を示している。

ワクチン調達を政治テーマにさせてはいけないとして
米国にワクチン調達を妨害するのをやめるよう要請し
た。

「スペイン ベネズエラへのワクチン寄付を表明」

先日、バイデン政権は世界にワクチン８０００万個を寄
付すると発表。中南米・カリブ海地域に優先的に寄付す
るとしていたが、第１回目の寄付にはベネズエラが含ま
れていなかった（「ベネズエラ・トゥデイ No.608」）
。
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２０２１年６月１４日（月曜）

米国政府は、ベネズエラにワクチンを寄付しない理由に

ポレオ記者は「グアイド政権は口ではマドゥロ政権と対

ついて「ベネズエラ国内でのワクチン接種に透明性が確

立して政権交代を目指しているように見せているが、実

保できていないため」と説明している。

際は政権交代する意思はない」と指摘。グアイド政権の
活動に疑問を投げかけた。

マドゥロ政権が継続する限り米国政府が期待する「透明
性」を確保できる状況になるのは困難と思われ、米国か

ポレオ記者は、急進野党系に属する人物で、
「Factores de

らのワクチン寄付は期待できないのが現実だろう。

Poder」でも急進野党的な主張を繰り返している。
２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊作戦「Gedeon

「Youtuber 記者の告発に野党議員が反論」

Operation 」 に つ い て 、 グ ア イ ド 政 権 が 「 Gedeon
６月１０日 グアイド政権に属する野党政治家デルサ・

Operation」に参加した米国軍事コンサル会社と交わし

ソロルサノ議員は、ベネズエラ人記者のパトリシア・ポ

た契約書を暴露したのも彼女（「ウィークリーレポート

レオ氏を名誉棄損で訴えると発表した。

No.148」）
。

一連の衝突は、ポレオ記者が Youtube で運営している

他にもグアイド政権内の汚職を何度か告発している。

チャンネル「Factores de Poder」での告発がきっかけ。
ポレオ記者の告発でグアイド政権の評判が大きく落ち
ソロルサノ議員は、元々「新時代党（UNT）
」に所属す

たのは事実。グアイド政権にとってマドゥロ政権よりも

る議員だったが、２０１８年に離党。その後、独立野党

天敵と言える存在かもしれない。

政治家としてグアイド政権内で活動していた。

「アメリコ・デ・グラシア議員

ベネズエラ帰国」

ポレオ記者によると、このソロルサノ議員が２０１９年
に独自に「Encuentro Ciudadano（市民との出会い）
」と

６月１１日 アメリコ・デ・グラシア議員がベネズエラ

いう政党を発足。この政党を正式な政党として認めるよ

に帰国した。

う「選挙管理委員会（CNE）
」に申請し、CNE が政党を
認めたという。

グラシア議員は、元々はグアイド政権に属するボリバル
州の地方政党「LCR」に所属していた。しかし、２０１

これの何が問題かを説明したい。

９年にマドゥロ政権の拘束圧力を受けイタリアへ亡命。
イタリアからベネズエラ問題への関与を続けていた。

グアイド政権は、現在の CNE を非合法な組織と認識し
ており、CNE が行う選挙への参加を否定する立場にあ

しかし、４月１９日 グラシア議員はベネズエラに戻る

る。そのグアイド政権に属するソロルサノ議員が違法な

と宣言。

CNE に対して「Encuentro Ciudadano」を政党として申

２１年に予定されている全国州知事選でボリバル州知

請する行為がおかしいという指摘だ。

事に立候補する意思を表明し、現在の CNE 役員下での
選挙参加に懐疑的なグアイド政権と一線を引いた（「ベ
ネズエラ・トゥデイ No.589」
）
。
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２０２１年６月１４日（月曜）

アメリコ議員はどの政党から出馬するのかは発表して
いないが、ベネズエラ到着後に２０年１２月の国会議員
選に参加した「行動民主党（AD）
」の代表を務めるベル
ナベ・グティエレス氏と面談をしている。AD から出馬
する可能性は十分にあるだろう。
なお、帰国後アメリコ・デ・グラシア議員は、グアイド
政権の「政権強奪を停止させ、移行政権を発足し、自由
選挙を行う」というスローガンを拒絶。
「グアイド政権が掲げた方針は完全に失敗した」と宣言。
「失敗した方針を失敗していないように偽装し続ける

（写真）ベルナベ・グティエレス AD 代表

行為は害でしかない」と主張している。

“グティエレス AD 代表 カラボボ州を行進”

経 済
「外貨決済６８％、７５％は外貨を持っている」
世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、
ラジオ番組「Fedecamaras Radio」に出演。直近のアン
ケート結果を公表した。
今回の調査テーマは外貨の使用状況。
調査によると、６８．３％の国民は日常の買い物の際に

（写真）@rattivenezuela

外貨（主にドル）で決済を行っており、７５．８％は家

余談だが、選挙参加を志向する AD の代表を務めている
ベルナベ・グティエレス氏は１１月の州知事選・市長選
に向けた選挙キャンペーン的な活動を始めている。

に外貨があるという。
また、政治テーマについて１０人中８人が政権交代を望
んでおり、この傾向は４年間変わっていないとした。

映像を見る限り、同イベントの集まりはグアイド政権が
呼び掛ける抗議行動より良い。筆者は、グティエレス氏
の知名度と人気は低いと思っていたので意外な印象を
受けた。
抗議行動よりも選挙参加を求めるキャンペーンの方が
ポジティブな変化を期待できるということなのかもし

ただし、政治家への支持率でみると、野党のリーダーと
されるグアイド議長の支持率は１５．４％、一方マドゥ
ロ大統領の支持率は１１．４％とほとんど同じ。
どちらの候補も国民の多数派から支持を受けていない
とした。

れない。
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２０２１年６月１４日（月曜）

家族の人数にもよるが、調査対象となっている商品があ

「ディーゼル燃料不足でもキューバへ燃料輸出」

れば何とか１週間は生活できる程度と思われる。
現地メディア「Tal Cual」は、現地投資コンサル会社
「Caracas Capital」のルス・ダレン氏のコメントを報道。

同調査によると、これらの２３品目をデリバリーで購入
するための費用は２億５，５７４万２，３００ボリバル。

ダレン氏によると、マドゥロ政権はキューバに対して１

ドルで換算すると８３．０６ドルだった。

５万９，４４５バレルのディーゼル燃料を送ったという。
一年前のこの時期にはドルで換算すると９７．１６ドル
５月２３日 「アラブ首長国連邦（UAE）
」からベネズ

が必要だったため、ドル建てのデリバリーでの調達コス

エラに「El Bueno」というタンカーが到着した。このタ

トは一年前より減ったとした。

ンカーは５０万バレルのディーゼル燃料を運んでいた
とされている。

社 会
「リベルタドール市

壁を灰色にするよう命令」

「El Bueno」が到着した直後に「Alicia」というキュー
バのタンカーがベネズエラに到着。ディーゼル燃料を運

６月２４日は「カラボボ勝戦記念日」。ベネズエラでは

んで行ったとした。

国民の祝日となる。なお、カラボボ勝戦記念日は１８２
１年６月２４日なので、２０２１年６月２４日は、２０

米国政府は、ベネズエラにディーゼル燃料不足の問題が

０周年記念ということになる。

ないと主張しているが、「キューバへの輸出を続けてい
ることがその証拠」としている。

この節目にマドゥロ大統領はカラカスの町を綺麗にす
るよう指示。この指示を受けて、カラカスの都心リベル

「食料・生活品 デリバリーでのコストは８４ドル」

タドール市は、建物の所有者に対して壁や看板・柵など
を灰色に塗るよう命じた。

過去「ウィークリーレポート No.192」でも触れた通り
Covid-１９で外出が制限される中、ベネズエラでもデリ

同時に、カラボボ勝戦記念のロゴも壁に描くよう求めて

バリーを利用する人が増えている。

いるという。

日本ではデリバリーは食品の出前が一般的だが、ベネズ

当然ながら民間セクターは、この決定に反対。

エラでは日用品のデリバリーを行うデリバリー業者は

カラカス商工会のレオナルド。パラシオ代表はこの決定

多い。

を拒絶。

非政府系団体「Cedice Libertad」は、食料油、パスタ、

政府が民間に対して、カラボボ勝戦記念日を強制的に祝

米、牛肉などの食料品に加えてトイレットペーパー、石

わせることはできないと主張。違反者に罰則が科されな

鹸など２３品目をデリバリーで購入した場合の価格（５

いことを望むとコメントした。

月末時点）を公表した。
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なお、軍・警察側から死者は出ず、警察官２名が負傷し

２０２１年６月１２日～１３日（土曜・日曜）
政

２０２１年６月１４日（月曜）

たという。

治

「カラカス La Vega 地区に軍・警察を大量投入
～マフィア撲滅作戦で民間人も負傷～」
以前からカラカスの La Vega 地区で軍・警察とマフィア
集団が抗争を続けている。
最近ではマフィアグループから攻撃を仕掛けることが
多かったが、今回は軍と警察が攻撃を仕掛けた。
６月１２日 軍・警察は La Vega 地区をコントロールす
るマフィアグループ「El Coqui」の掃討作戦を実行。
同地域は無法地帯となり、住民は恐怖に陥った。
この衝突で一般女性が流れ弾に当たり腕を怪我、商業施
設にいた女性も流れ弾に当たり怪我をするなど民間人
にも負傷者が出ている。
６月１３日 カルメン・メレンデス内務司法相は、作戦
の結果を報告。１，４００人の軍人、警察官が参加し、
マフィアの構成員３８名を拘束、大量の武器、弾薬、麻
薬を押収したとした（以下写真）
。

（写真）ベネズエラ国営報道局（VTV）

（写真）Ultimas Noticias “拘束されたマフィア構成員”
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No.６１２

済

「マドゥロ政権

２０２１年６月１４日（月曜）

Invegas に介入措置」

「CANTV サービス内容の改定で抗議行動」
マドゥロ政権は、６月９日付の官報４２１２５号を公布。
インターネット・電話サービスなどを提供している「国
営通信公社（CNATV）
」はインタ―ネット使用料の改定

PDVSA お よ び PDVSA の 子 会 社 「 石 油 化 学 公 社

を実施した。

（Pequiven）
」の活動に必要なガスを供給しなかったと
の理由で「ベネズエラガス工業（Invegas）」に対して１

今回の改定でこれまであった CANTＶが提供する最も

８０日間の介入措置を講じると発表した。

安い３つのプラン（１．５Ｍbps、２．０Mbps、３．０
介入措置を定める政令によると、Invegas は PDVSA、

Mbps）の記載がなくなっている。

Pequiven の活動に必要不可欠なガスの供給を拒み、経
CNATV から公式な発表はされていないが、３つのサー

済活動を止めたという。

ビスプランの提供を止めるのではないかとの憶測が流
れており、抗議行動が起きている（下写真）
。

このボイコットは、燃料不足を深刻化させ国内を不安定

なお、
「CANTV」の社長は先月交代したばかりで、社長

にするとして政府が１８０日間の介入措置を決定した。

の交代がサービス改定のきっかけになったのではない
かとの見方もある。

「映画館売り上げ １９年売上の３．５％」

今回の料金改定で CANTV のサービスプランは以下の

「ベネズエラ映画館団体」は、２１年２月～５月の間に

７プランになる見通し。

ベネズエラ国内で約１５．２万人が映画館に来たと発表。

Aba ４ Megas：Bs.８６２１３５４（USD.２．７）

平均すると１カ月で３．７万人が来場していることにな

Aba ６ Megas：Bs.１２９３２０３１（USD.４．１５）

るとした。

Aba ８ Megas Bs.１７２４２７０８（USD.５．５）
Aba 10 Megas：Bs.２１５５３３８５（USD.６．９）

２０１９年には１カ月で１００万人以上が来場してお

Aba 14 Megas Bs.３０１７４７３９（USD.９．７）

り、１９年と比べると２１年の映画館の売り上げは３．

Aba 18 Megas Bs.３８７９６０９３（USD.１２．４５）

５％程度とした。

Aba 22 Megas Bs.４７２８２３５５（USD.１５．１）
２０２０年３月

ベネズエラで Covid-１９の感染者が

出て以来、映画館は長い間営業を禁止されていた。
マドゥロ政権が映画館の営業を認めたのは２１年１月
下旬になってから。
しかも、感染隔離週のみ営業が許されており２週間のう
ち７日間しかオープンできない状況が続いている。
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「アレックス・サアブ氏逮捕から１年経過」

「南米サッカー大会

ベネ出場選手らが感染
２０２０年６月１２日

～大会初戦はブラジル vs ベネズエラ～」

マドゥロ政権のテスタフェロ

（政府高官の資産隠しに協力する人物）とされるアレッ

開始直前になり開催場所を巡って問題がおきていた南
米サッカー大会「コパアメリカ」だが、結局ブラジルで
大会を行うことになった。
初戦は６月１３日 ブラジル vs ベネズエラから始まっ
た。そして、大会以外の部分で注目を集めている。
大会参加のためにブラジルを訪れたベネズエラの代表
選手・スタッフら１２名が試合前日の PCR 検査で陽性
判定を受けた。

クス・サアブ氏がイラン移動中に飛行機の給油のために
立ち寄ったカボベルデで拘束された（
「ベネズエラ・ト
ゥデイ No.458」
）。
２１年６月１２日で、拘束から１年が経過したことにな
る。
マドゥロ政権はサアブ氏の拘束から１年としてサアブ
氏のイメージを改善するためのドキュメンタリーを公
表するという。ドキュメンタリーの導入部分（２分弱）
は、Youtube で公開されている。

出場予定だった選手は５名。
「コパアメリカ」を主催する「南米サッカー連盟
(Conmebol)」は緊急的に大会規則を変更。Covid-１９感
染で陽性者が出た場合は緊急的に代理の選手を出場さ
せることができるとし、緊急的にベネズエラから補充選
手が派遣された。

冒頭では
「米国に誘拐された我々の友人アレックス・サアブ氏は
妻や子供と連絡が取れないまま１年が経過している。彼
の犯した唯一の罪は米国に歯向かったこと。
」
と述べており、野党政治家がマドゥロ政権を非難するド
キュメンタリーを参考にしたような内容になっている。

ベネズエラ出発前には PCR 検査を受けていたはずで、
ブラジル到着後に感染した可能性がある。
そして、６月１３日 何とか大会開催にこぎつけた。
初戦はブラジル対ベネズエラ戦。
試合は３対０でブラジルの勝利。
試合後、ベネズエラチームのホセ・ペセイロ監督（ポル
トガル人）は、試合直前に Covid-１９が選手とスタッフ
たちに影響したと言及。

（写真）youtube チャンネル Alex Saab

それでも試合をすることができたことに誇りを感じて
いるとコメントした。
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