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（写真）大衆意志党ツイッターより抜粋 “４月６日の反政府デモに参加する野党支持者” 

 

 

２０１９年４月５日（金曜） 

 

政 治                     

「赤十字団代表 ベネズエラに訪問 

～韓国 ベネズエラへの人道支援を発表～」 

「スイス 米国大使館の代行業務で合意」 

経 済                     

「米国 キューバにベネ原油送る船会社に制裁」 

「PDVSA 所有の船舶３４隻に制裁」 

「イタリア ベネズエラからのコルタン輸入調査」 

社 会                     

「全国電気使用計画を発表 

～カラカスなど一部地域は計画停電対象外～」 

2019 年 4 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党反政府デモを実施 

～４月１０日に再び大規模なデモ呼びかけ～」 

「国防相 コレクティーボと対決姿勢」 

「G7 ベネズエラ情勢に懸念を表明」 

「与党 モンテビデオ・メカニズムの支援求める」 

経 済                    

「世界銀行 取材でベネズエラ情勢語る」 

「Fedecamaras 与野党間の合意を求める」 

社 会                     

「カラカス市内 水問題 引き続き解決せず」 
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２０１９年４月５日（金曜）             

政 治                       

「赤十字団代表 ベネズエラに訪問          

   ～韓国 ベネズエラへの人道支援を発表～」       

 

３月２９日 国際赤十字は、１５日以内にベネズエラに

人道支援を実施すると発表していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.272」）。 

 

赤十字は、４月６日（土曜）～１０日（水曜）にかけて

同団体の国際委員会代表である Peter Maurer 氏をベネ

ズエラに派遣すると発表した。 

 

赤十字の発表によると、Maurer 氏はベネズエラの経済

情勢の確認および病院施設を視察、暴力的な事件の被害

者などと意見交換を行う予定。 

 

赤十字国際委員会は１９６６年からベネズエラで活動

を行っており、現在ベネズエラに９８名のメンバーがい

るという。 

 

赤十字団は「人道支援を政治的なツールにすることはな

い」として、与党、野党どちらにも属さない活動を行う

としている。 

 

また、４月５日に韓国外務省は、ベネズエラに対して１

００万ドル相当の食料品、医薬品を供給すると発表した。 

 

他、コロンビア、ペルー、エクアドルなどに居住する難

民を支援するため２００万ドルの人道支援を行うよう

だ。 

 

米国政府は、「マドゥロ政権への人道支援協力は独裁政

権を延命させることになる」として、支援を行わないよ

う水面下で各国政府に呼びかけているため、今回の韓国

の行動は違和感がある。 

「スイス 米国大使館の代行業務で合意」         

 

３月に米国政府はベネズエラの大使館員を全員本国に

送還した。これを受けて、ベネズエラ国内の大使館機能

が停止している。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.270」でスイスが米国大使

館の業務を代行するのではないかとの情報を紹介した

が、やはりスイスが米国大使館の業務を代行するようだ。 

 

４月５日 在スイス米国大使の Edward McMullen 氏は

スイス外務相とベネズエラの大使館業務の代行につい

て署名を締結した。 

 

ただし、最終的にこの署名が有効になるのはベネズエラ

外務省の承認があってからだという。 

 

経 済                        

「米国 キューバにベネ原油送る船会社に制裁」           

 

４月５日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、キュー

バにベネズエラ産原油を輸送している船会社２社を制

裁リストに加えた。 

 

制裁リストに加わったのは 

 

リベリア本社の「Ballito Bay Shipping Incorporated」 

ギリシャ本社の「ProPer In Management Incorporated」 

 

ムニューシン財務長官は、 

「キューバはベネズエラ危機の深刻化を水面下で支援

している。従って、米国財務省はマドゥロ政権セーフテ

ィーネットになっているキューバ向けの原油輸送に対

して制裁を科す。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8944dc3c09f341c1551617c09c7ea8fa.pdf
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キューバは石油輸送スキームを利用し、マドゥロ政権を

存続させようとしている。米国政府はベネズエラを民主

主義に戻すため引き続き努力を行う。また、キューバ政

府がベネズエラの状況悪化に関与していることを非難

する。」 

とコメントしている。 

 

キューバのディアス・カネル国家評議会議長は、米国の

制裁についてツイッターで 

「米国政府は、キューバとベネズエラとの原油取引に制

裁を科した。この取引は合法的な商業契約である。米国

政府の制裁は米国の司法領域を越えた帝国介入主義的

な行動で他国の権利を侵害するものだ。」 

と抗議のコメントを投稿した。 

 

「PDVSA 所有の船舶３４隻に制裁」                  

 

OFAC は、キューバとベネズエラの原油輸送を行う船会

社２社への制裁に加えて、PDVSA が所有する船舶３４

隻も制裁リストに追加した。 

 

制裁リストに加えられた船舶名は以下の通り。 

 

1. Amapola 1  

2. Amuay  

3. Bicentenario I  

4. Bicentenario II 

5. Bicentenario III 

6. Bicentenario IV 

7. Bicentenario V 

8. Bicentenario VI 

9. Bicentenario VII 

10. Bicentenario VIII 

11. Bicentenario IX 

12. Bicentenario X 

13. Bicentenario XI 

 

14. Bicentenario XII 

15. Bicentenario XIII 

16. Bicentenario XIV 

17. Bicentenario XV 

18. Bicentenario XVI 

19. Caribe 

20. Cayaurima 

21. Cumanagoto 

22. Gardenia 

23. GP-21 

24. GP-23 

25. Jazmín 

26. L-409 

27. Mano de obra 

28. Mara 

29. Margarita 1 

30.Pdvsa Cardón 

31. Sabaneta 

32. Tribilin 

33. Urdaneta 

34. Yoraco 

 

「イタリア ベネズエラからのコルタン輸入調査」         

 

イタリアの現地紙「II Piccola」は、イタリア検察庁がベ

ネズエラから輸入されたとされるレアメタル「コルタン」

５トンの調査を開始したと報じた。 

 

ボリバル州の中堅野党「La Causa R」に所属するアメリ

コ・デ・グラシア議員は、自身のツイッターで 

 

「コルタンの密輸が行われた。イタリア政府は、５トン

のコルタンを差し押さえ、輸入目的と何処に向けて輸出

していたのか調査を開始した。マドゥロ独裁政権はこの

ようにベネズエラの資産を収奪する。 
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ボリバル州のコルタン鉱区はマドゥロの息子であるマ

ドゥロ・ゲラが管轄している。」 

と投稿した。 

 

「II Piccola」の記事によると、コルタンは３週間ほど前

に輸入されたようで、核兵器利用される鉱物の輸入時に

必要な手続きを経ていなかったようだ。 

 

 

（写真）アメリコ・デ・グラシア議員ツイッター 

 

社 会                        

「全国電気使用計画を発表               

 ～カラカスなど一部地域は計画停電の対象外～」           

 

４月５日 マドゥロ政権は電力危機対応として全国の

計画停電スケジュールを発表した。 

 

計画停電の対象は全国２３州のうち２０州。 

 

計画停電の対象に入っていないのはアマゾナス州、バル

ガス州、デルタアマクロ州の３州。カラカス首都区も計

画停電の対象外地区となっている。 

 

 

計画停電の対象となった２０州はそれぞれA～E 地区に

分けられている。 

 

以下はヤラクイ州 A 地区、B 地区。 

それぞれに地域名が書かれており、ヤラクイ州 A 地区

に該当する地域は「月曜の午後５時～９時まで電力が使

用できない」などの情報が掲載されている。 

 

２０１６年にも同様の計画停電を行ったことがある。そ

の意味では、国民にとっては多少どのような状況になる

か想像が付きそうだ。 

 

 

（写真）Corpoelec 

 

２０１９年４月６日～７日（土曜・日曜）             

政 治                       

「野党反政府デモを実施               

  ～４月１０日に再び大規模なデモ呼びかけ～」        

 

４月６日 グアイド議長は「自由オペレーション」と題

して反政府デモを実施した。 

 

大衆意志党（VP）のフレディ・スペラーノ議員は全国３

５６カ所からデモ行進を行ったと発表した。 

 

カラカスでは水道公社「Hidrocapital」と電力公社

「Corpoelec」の２カ所に向けた抗議デモを実施した。 
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複数カ所から行進が始まり集合会場には多くの人々が

集まった。 

 

グアイド議長は今後も街頭での抗議行動を続けること

でマドゥロ政権にプレッシャーをかけると主張。 

４月１０日に次の「自由オペレーション」を実施すると

発表している。 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

治安維持部隊もいたようだが、カラカスでは激しい衝突

は報じられていない。 

 

しかし、停電問題が最も深刻とされる地域の１つスリア

州では治安維持部隊と野党支持者との間で衝突が起き

たようだ。 

 

また、スリア州選出議員２名も治安維持部隊に一時拘束

されたが、拘束されてから数時間後には解放されている。 

 

「国防相 コレクティーボと対決姿勢」         

 

野党支持者と治安維持部隊との衝突はあまり報じられ

ていないが、「コレクティーボ」と呼ばれる与党支持の

武装グループと野党支持者との衝突はネットで散見さ

れる。 

 

 

特に、１週間ほど前から非難の矛先が軍部からコレクテ

ィーボに移っている傾向がある。 

 

コレクティーボは、警察や軍部と違い公務員ではないの

で、政府による抑圧行為というよりも与党支持者と野党

支持者という市民レベルの衝突に分類されるため、扱い

が難しい。 

 

マドゥロ政権はコレクティーボに軍人や警察が出来な

いような汚れ仕事を任せているとも報じられている。 

 

米国のマルコ・ルビオ議員は、トランプ大統領に対して

コレクティーボをテログループとして公式に加えるよ

う要請。 

 

ボルトン大統領補佐官らもコレクティーボの横暴ぶり

を非難。マドゥロ政権がコレクティーボを悪用し、国民

を攻撃していると主張している。 

 

４月６日 パドリーノ・ロペス国防相はコレクティーボ

を含めて暴力的な行動を取り締まるよう通達を公表。 

実際にスリア州、タチラ州など複数の地域でコレクティ

ーボが拘束されたと報じられている。 

 

今回のコレクティーボ取り締りは、マドゥロ政権とコレ

クティーボが結託しているという国際的な非難をかわ

すためのポーズという可能性はある。 

 

 

他方、軍部の中にはコレクティーボの存在を快く思って

いない人物が多いとも言われており、コレクティーボを

取り締まりたいと考えている軍人が多いことも事実だ。 

 

パドリーノ・ロペス国防相とコレクティーボとの対立が

どのように進展するかも注目するべきポイントになり

そうだ。 
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「G7 ベネズエラ情勢に懸念を表明」         

 

４月６日 主要７カ国（G7）外相会合が開催された。 

 

G７の構成国は、米国、ドイツ、フランス、英国、イタ

リア、日本、カナダの７カ国。 

 

同会合で G7 加盟国は、ベネズエラに早急に民主主義秩

序を回復させる必要があるとの見解で一致。新たに自由

で信頼できる選挙を実施するよう要請した。 

 

同時にベネズエラでの深刻な人権侵害と経済悪化につ

いて懸念を表明。マドゥロ政権に対して人道支援の受け

入れを要請した。 

 

また、ロシアがベネズエラへ軍人を派遣した件について、

深刻なベネズエラ情勢を悪化させるとの見解を示した。 

 

「与党 モンテビデオ・メカニズムの支援求める」         

 

ベネズエラに関わる国際グループは大きく分けて３つ

に分類される。 

 

１つ目は、マドゥロ政権と対峙する米州諸国により構成

されるリマグループ。 

ブラジル、コロンビア、アルゼンチンなど南米の主要国

はリマグループに属する。 

 

２つ目は、マドゥロ政権を非難しつつも、与野党対話に

より選挙を実施することで問題を解決するべきとする

欧州連合を中心とするコンタクト・グループ。 

 

３つ目は、マドゥロ政権に協力的で与野党対話による問

題解決を志向するメキシコ、ボリビア、カリブ諸国連合

（カリコム）などで構成されるモンテビデオ・メカニズ

ム。 

 

なお、ウルグアイはコンタクト・グループとモンテビデ

オ・メカニズムの両方に属している。 

 

４月６日 野党が「自由オペレーション」を行っている

際に、与党も大統領府前で政治集会を実施していた。 

 

マドゥロ大統領は同イベントに登壇。 

 

メキシコ、ウルグアイ、ボリビアおよびカリコムに対し

て、ベネズエラの政治経済を支援するために対話を促進

してほしいと要請した。 

 

翌７日 パドリーノ・ロペス国防相は、マドゥロ大統領

の宣言に支持を表明。モンテビデオ・メカニズム諸国に

対して与野党対話の支援を求めた。アレアサ外相も同様

の主張をしている。 

 

 

（写真）大統領府公式ツイッター 

“４月６日 与党の政治イベント” 
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経 済                       

「世界銀行 取材でベネズエラ情勢語る」            

 

世界銀行でラテンアメリカ・カリブ海地域を担当してい

る経済リサーチャーCarlos Vegh 氏は、AFP の取材でベ

ネズエラ情勢について見解を示した。 

 

Q：ベネズエラの経済回復にどのくらいの支援が必要

か？ 

 

A：必要額を予想することは難しい。しかし、数百億ド

ル単位の資金が必要になるだろう。 

 

Q：今年のインフレ率は１，０００万％と予想されてい

る。この状況でどのように経済を回復できるのか。 

 

A：それが分かれば良いと思う（分からない）。 

大事なことは財政支出の赤字を抑えること。財政赤字が

続けばインフレは続伸する。産油量の回復は少し時間が

かかるだろう。 

 

ベネズエラの施設はかなり老朽化している。ベネズエラ

の人道危機は歴史的にも例のない状況にあり、安定させ

るにはそれなりの時間がかかるだろう。 

 

Q：世界銀行は、「政治運営の効率が悪いことで、食料品

が普及していない」と指摘している。どういう意味か。 

 

A：ベネズエラがチャベス政権時代から現在まで継続し

ている政策は明らかに機能していない。政府として対応

しなければいけない基本的なサービスが滞っている。 

運営の非効率は明らかで、現在の政治モデルを継続する

ことはできない。 

 

Q：制裁はベネズエラの状況を複雑にしていると思う

か？ 

 

A：政治的なテーマについては見解を述べない。 

 

Q：米国ホワイトハウスの経済アドバイザ－Larry 

Kudlow 氏は、政権交代後にベネズエラにドルを注入す

ると発言していた。ベネズエラのドル化を考えているの

か？ 

 

A：私はドル化を支持していない。インフレの原因の主

な部分は過剰な財政赤字が理由だと考えている。また、

一時的に為替レートをドルに連動させ、徐々に変動相場

制に移行するのが望ましいと考えている。 

 

「Fedecamaras 与野党間の合意を求める」         

 

ベネズエラ経団連（Fedecamaras）の Ricardo Cusanno

副代表は、マドゥロ政権はこれまで閣僚交代や省庁再編

を行ってきたが、経済セクターが必要とする対応をして

こなかったと主張。マドゥロ政権の運営を非難した。 

 

一方で、現在の政治混乱は外国の投資を遠ざけており、

融資も得られなくなり、国内生産に悪影響を与えている

との見解を示し、政治家はベネズエラの経済がきちんと

動くことが出来るように対話をしなければいけないと

コメントした。 

 

グアイド議長率いる現在の野党は、「マドゥロ政権との

対話は政権を存続させるだけ」と主張しており、与野党

対話にはネガティブな姿勢を示している。 

 

Fedecamaras は、野党を支持する経済団体で今回の

Cussano 副代表のコメントは少し意外な印象がある。 
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社 会                       

「カラカス市内 水問題 引き続き解決せず」            

 

４月２日 水道公社「Hidrocapital」は、３月末から続

いていたカラカスの水道供給システムのメンテナンス

終了を発表。一部の地域では水道から水が出るようにな

ったが、まだ問題は解決していないようだ。 

 

４月６日 「Hidrocapital」は、リベルタドール市の１

月２３日地区、アルボリート地区、カニャーダ地区、ロ

スカボス地区、サバナ・グランデ地区、チャカオ市では

アルタミラ地区、ベジョカンポ地区、カンポアレグレ地

区、カントリークラブ地区などの水供給を再開すると発

表。 

 

しかし、該当地区の住民の中にはまだ水道から水がでて

いないとのツイッターが散見されている。 

 

 

 

 

以上 

 


