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（写真）@johanfcg “カラカス旧市街地の家、流れ弾が当たり窓が割れている” 

 

 

２０２１年７月７日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 軍の最重要幹部の人事を変更 

～CoeFanb、陸軍総司令官ら交代、国防相残留～」 

「EU ミッション団 ベネズエラ到着 

～グアイド議長 EU 許可すれば選挙参加する～」 

「グアイド議長 大統領選ができる状況ではない」 

経 済                     

「１～６月 ９００弱のコンテナが税関を通過」 

「銀行団体代表が交代」 

社 会                     

「マイケティア国際空港 電子板乗っ取り」 

 

２０２１年７月８日（木曜） 

 

政 治                    

「GAVI COVAX への全額支払いを完了 

～アストラゼネカであればすぐに供給可能～」 

「ハイチ大統領暗殺犯 ４名死亡、２名を拘束」 

経 済                    

「野党国会 ６月のインフレ率６．４％」 

「ECLAC GDP 予想改定 ベネズエラは△４％」 

「西フランチャイズ デリバリーサイトと協定」 

社 会                    

「カラカス マフィアと治安当局が激しい衝突 

～内務司法省 総額１７０万ドルの懸賞金～」 
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２０２１年７月７日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 軍の最重要幹部の人事を変更          

 ～CoeFanb、陸軍総司令官ら交代、国防相残留～」       

 

ベネズエラでは独立記念日（７月５日）後に軍部の最高

幹部を交代することが多い。 

 

７月７日 マドゥロ大統領は、軍の最高幹部らの人事を

発表した。 

 

ベネズエラ軍（FANB）のヒエラルキーは以下の通り。 

 

最高司令官は大統領。 

国防相が実質的な軍の最高権力。 

国戦略オペレーション総司令官（CoeFanb）が No.２。 

その下に、陸軍総司令官、海軍総督、空軍総司令官、防

衛軍総司令官、民間自警団総司令官が続く。 

 

ウラディミール・パドリーノ・ロペス国防相は留任。 

ロペス国防相は、２０１４年から現在まで国防相を続け

ている。マドゥロ政権の閣僚の中で最も長く同じ役職を

続けている。 

 

陸軍総司令官は、フィリックス・ラモン・オソリオ氏。 

海軍総督は、アレクサンダー・ベラスケス・バスティー

ダ氏。 

防衛軍総司令官は、フベナル・フェルナンデス・ロペス

氏。 

民間自警団総司令官は、グレゴリオ・チュリオ・アンド

ラーデ氏。 

上記４名は新たに同職に着任。 

 

ホセ・ラファエル・シルバ空軍総司令官は留任した。 

 

 

また、軍部のナンバー２であるレミヒオ・セバジョ

CoeFanb がドミンゴ・アントニオ・エルナンデス・ラレ

ス氏に交代した。 

 

レミヒオ・セバジョ氏も２０１７年から CoeFanb を続

けており、ロペス国防相に次ぐナンバー２の地位を確立

していたため、今回の人事変更については驚きをもって

報じられている。 

 

なお、セバジョ前 CoeFanb は、CoeFanb 交代が発表さ

れた後もツイッターでマドゥロ大統領への忠誠を誓っ

ており、現時点で離反する雰囲気は確認できない。 

 

 

（写真）FANB 

“新たなベネズエラ国軍最高幹部の集合写真” 

 

「EU ミッション団 ベネズエラ到着            

 ～グアイド議長 EU 許可すれば選挙参加する～」         

 

６月 EU は、ベネズエラで１１月に予定されている全

国州知事選・市長選に監視団を派遣するかを検討する調

査員を派遣すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.616」）。 

 

７月７日 この調査団がベネズエラに到着した。 
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ミッション団は３名の EU 議員と４名の選挙専門家で

構成される。 

 

同日、グアイド議長は EU ミッション団を歓迎すると発

言。仮に１１月の選挙が、EU の求める基準を満たして

いるのであれば、我々は選挙に参加することを検討する

との見解を示した。 

 

なお、カトリック教会のエンリケ・ポーラス枢機卿は米

国の国営放送「Voz de America」のインタビューに対応。 

 

１１月に予定されているベネズエラの選挙について、野

党に対して 

「現実主義になり、選挙に参加する方向で検討しなけれ

ばならない。選挙に参加しないことで、未来が見えるの

か？参加しないで未来をみることはできない。完璧な条

件でないことは理解していても、選挙に参加できる条件

を求め、戦うべきだ。」 

との見解を示した。 

 

EU は以前から選挙参加を求めているグループであり、

野党の選挙参加にゴーサインを出す可能性は高い。 

 

また、先日米国のブリンケン国務長官がローマ法王と面

談。ベネズエラ問題について協議し、その後ポーラス枢

機卿が米国の国営放送で野党に対して選挙参加を求め

ている。 

 

流れとしては野党が選挙に参加する方向にあると考え

てよさそうだ。 

 

「グアイド議長 大統領選ができる状況ではない」                  

 

主要野党が１１月の州知事選・市長選に参加する観測が

強まる一方で、グアイド議長は大統領選の実施に否定的

な見方を示した。 

 

グアイド議長は記者会見で「大統領選を実施できる環境

が整っていない」と説明。 

 

「ベネズエラには大統領選を実施できる環境が整って

いない。 

 

（マドゥロ）政権は我々から政党を奪った。労働組合、

学生連合、人権団体を誘拐した。誘拐し、拷問し、殺害

している。」 

との見解を示した。 

 

グアイド政権は、これまで大統領選のやり直しを求めて

きたが、この方針を掲げることはマドゥロ政権との合意

の障害になっている。グアイド政権は、大統領選のやり

直しを求めることを封印するのかもしれない。 

 

経 済                        

「１～６月 ９００弱のコンテナが税関を通過」           

 

ベネズエラの Eneida Laya 商業相は、「Almacenadora 

Caracas C.A,」を通じて２０２１年１月～６月にかけて、

合計８８９のコンテナが通関したと発表した。 

 

「Almacenadora Caracas C.A,」は、商業省傘下の通関会

社で、マイケティア港・ラグアイラ港・プエルトカベジ

ョ港・グアンタ港のコンテナの通関オペレーションを請

け負っている。 

 

Laya 商業相によると、８８９のコンテナのうち輸出用

に使用されたコンテナは、アルミニウムくず、鉄くず、

鉄鋼が主と言及。他に、カカオ、木材などが輸出された

と説明した。 

 

また、３５５コンテナは輸入用で、自動車関連品目や医

療品目、衛生関連製品を輸入したと説明した。 
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「ベネズエラ銀行団体代表が交代」          

 

７月６日 ベネズエラ銀行団体は総会を開催。 

 

同総会で、ホセ・マリア・ノゲロレス・ロペス氏が新た

な代表に選ばれた。 

 

ロペス新代表は、１９９４年～９８年にも同団体の代表

を経験したことがあるという。 

 

他に以下の通り団体役員が任命された。 

 

第１副代表 Nelson Acosta Bracho 氏 

第２副代表 Agustín Antón Burgos 氏 

第３副代表 José Grasso Vecchio 氏 

第４副代表  Juan Carlos Dao Yanes 氏 

役員 Jorge Luis Nogueroles García 氏、Víctor Vargas 

Irausquín 氏、César Navarrete Riobueno 氏、 Fortunato 

Benacerraf Saias 氏、 Michel Goguikian 氏、Luis Eduardo 

Pérez Figueroa 氏、Octavio Maza Duerto 氏、 María 

Isabel López Salgado 氏。 

 

社 会                        

「マイケティア国際空港 電子板乗っ取り」           

 

７月６日 マイケティア国際空港の飛行機運航スケジ

ュールを表示する電子板が乗っ取られた。 

 

実際の写真が右上のもの。 

航空会社の欄が「マドゥロ」に変わっており 

出発地の欄が「独裁者」「米国麻薬捜査局（DEA）」 

に書き換えられている。 

 

SEBIN は電子掲示板を乗っ取った犯人を Humberto 

Felix Aviso Salazar 氏と特定。すぐに拘束された。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

２０２１年７月８日（木曜）              

政 治                       

「GAVI COVAX への全額支払いを完了         

  ～アストラゼネカであればすぐに供給可能～」        

 

７月４日 マドゥロ大統領は、Covid-１９ワクチンを供

給する国際組織「COVAX」に対して「COVAX はベネ

ズエラを裏切った」と非難。 

 

「ワクチンを送るか、支払った資金を全額返還するかす

ぐに決めろ」と迫った。 

 

マドゥロ政権は、「GAVI」という途上国へのワクチン普

及のための国際組織を通じて５月末に Covid-１９ワク

チン代の１．１億ドルを支払った。 

 

しかし、米国の制裁により USB 銀行で約１，０００万

ドル分の支払いが止まっており、COVAX に着金してい

なかった。COVAX は全額の着金を確認しないとワクチ

ンを送ることはできないと説明しており、そのまま２カ

月以上が経過していた。 

 

また、マドゥロ政権の国連代表大使は、一連の妨害につ

いて「人権侵害」として、国連の人権委員会に訴えてい

た。 
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これらの動きが功を奏してか、止まっていた１０００万

ドルの支払いが完了した。 

 

７月８日 「GAVI」は COVAX に全額の支払いを完了

したと発表。COVAX も全額の買い取りを確認したこと

を明らかにした。 

 

なお、COVAX はアストラゼネカ社のワクチンをベネズ

エラに送る予定だったが、マドゥロ政権は同ワクチンの

副作用の可能性を指摘し、受け入れを拒否している。 

 

アストラゼネカ社のワクチンであればすぐに供給でき

るが、別のワクチンは調達に時間を要すると説明した。 

 

「ハイチ大統領暗殺犯 ４名死亡、２名拘束」           

 

日本でも大きく取り上げられているため、既に知ってい

る人は多いと思うが、７月７日にカリブ海の島国ハイチ

のジョブネル・モイーズ大統領が、首都ポルトープラン

スの自宅で武装集団に襲われ死亡した。 

 

自宅にいた妻も負傷。 

現在は米国マイアミの病院で治療を受けているという。 

また、子供２名も自宅にいたが隠れることが出来て怪我

はなかったという。 

 

既に暗殺に関与したとされる４名が殺害され、２名が拘

束されている。なお、捜査の際に３名の警察官が人質と

して拘束されたようだが、既に３名は解放されていると

いう。 

 

殺害・拘束された暗殺者らの身元については現時点では

明らかになっていないが、暗殺者らの中にはハイチの公

用語であるフランス語以外に英語・スペイン語で話して

いる人物もいたようで、コロンビア人とベネズエラ人が

含まれている可能性が報じられている。 

 

また、米国麻薬捜査局（DEA）が黒幕との主張がある。 

どうやら犯罪グループは DEA に変装し、大統領宅に入

ったようだ。 

 

米国政府は否定。Bocchit Edmond 在ハイチ米国大使に

よると、「我々は事前の防犯映像を確認したが、犯罪は

周到に準備されており、プロによる仕業」と指摘。 

 

「計画的な犯行だったところから考えて、既にドミニカ

共和国（同じ島にある別の国）に移動したと思われる。」 

との見解を示している。 

 

ハイチは政治的に著しい問題を抱えていたようだ。 

 

筆者が調べたところ、ハイチでは２０１９年に国会議員

選を行わなければならなかったが、「社会情勢が混乱し

ており、選挙ができる状況ではない」として国会議員選

を行わないまま２０２０年１月に国会議員の任期が満

了。それからモイーズ大統領が大統領令を出して国会の

機能を代行していたという。 

 

他、大統領の任期についても反対派は、２０２１年１１

月と主張。一方モイーズ大統領は２０２２年２月と主張

していた。 

 

ハイチでは Martelly 大統領が２０１６年２月に辞職し、

１６年１１月に大統領選が行われ、モイーズ大統領が当

選した。反対派はこの１６年１１月から起算するべきと

主張。一方、モイーズ大統領は大統領に就任した１７年

２月から起算するべきと主張。双方の意見が対立してい

た。 

 

加えて、ハイチの憲法は大統領の再選が認められていな

いが、モイーズ大統領は憲法を改定して大統領の再選を

目指していたという。 
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ただ、ハイチの憲法は憲法を変更することが許されてお

らず、憲法改定自体が憲法違反と反対派が主張。 

この点でも問題が起きていた。 

 

経 済                       

「野党国会 ６月のインフレ率６．４％」            

 

野党国会は２１年６月のインフレ率を公表した。 

 

２１年６月のインフレは先月比６．４％増。 

２０１７年から最も低いインフレ率となった。 

 

ホセ・ゲラ議員はインフレ率が落ち着いた理由について、

「為替レートが先月比３．４％増とほとんど変わらず、

価格に上昇圧力がかからなかったため。」 

と分析した。 

 

なお、１２か月分の累計インフレ率は、２６１５．２％。 

２１年１月～６月のインフレ率は３３３％だった。 

 

なお、分野別でのインフレ率も公表している。 

 

分野別でみると、最もインフレが激しかったのは「サー

ビス」で先月比７．５％増。次いで「通信サービス」が

同６．９％増。「アルコール飲料・たばこ」が同５．１％

増だった。逆に「交通」が同１．４％増、「医療」が同

１．０％増、「教育」が０．９％増と比較的物価が落ち

着いていた。 

 

ただし、為替レートが３．４％増だったのに対して、物

価が６．４％増ということはドル建てでは先月より物価

が上がったことになる。 

 

ホセ・ゲラ議員は、基礎食料費は月額３００．２７ドル

と２０年１月から最も高かったと指摘している。 

 

 

 

 

（出所）野党国会「金融観測所（OVF）」 
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「ECLAC GDP 予想改定 ベネズエラは△４％」         

 

７月８日 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会

（ECLAC）は、２０２１年のラテンアメリカ地域の経

済見通しを改定。 

 

これまで同地域の GDP 成長率を前年比３．７％と予想

していたが、それを５．２％に上方修正した。また、２

０２２年の同地域の GDP 成長率を２．９％とした。 

 

ただし、ECLAC のアリシア・バルセナ役員は、Covid-

１９による経済悪化から立ち直っているとは言い難い

と指摘。 

 

２０２２年末になっても、加盟３３か国のうち１９カ国

は２０１９年末時点の経済水準に戻っていないだろう

と指摘した。 

 

また、ベネズエラの２１年の GDP 成長率は前年比△

４％と予想。Eclac 加盟国の中で唯一２０２１年の GDP

成長がマイナスになると指摘した。 

 

なお、他の南米主要国の GDP 見通しは以下の通り。 

 

パナマ（１２％増）、ペルー（９．５％増）、チリ（８％

増）、アルゼンチン（６．３％増）、メキシコ（５．８％

増）、コロンビア（５．４％増）、ブラジル（４．５％増）。 

 

「西フランチャイズ デリバリーサイトと協定」         

 

スペイン系フランチャイズ店パン屋「Granier」は、デリ

バリーサイト「PedidosYa」と協定を締結した。 

 

「PediposYa」は、２００９年にウルグアイで始まった

デリバリーサイト。２０１４年からは世界的なデリバリ

ー業者「Delivery Hero」のグループ会社になっている。 

 

「Granier」のマリアナ・バプティスタ代表によると、現

時点ではカラカスとマルガリータの２地域だけでデリ

バリーサービスを行うようだが、その後全国に範囲を拡

大するという。 

 

 

（写真）Bancayengocios 

 

社 会                       

「カラカス マフィアと治安当局が激しい衝突      

 ～内務司法省 総額１７０万ドルの懸賞金～」            

 

７月７日からカラカスの旧市街地を占領するマフィア

と軍・警察が激しい衝突を繰り返している。衝突範囲は

広範囲に及んでおり、一般人の犠牲者も出ている。 

 

報道で確認できる限りでは、少なくとも一般人で死者４

名、負傷者多数の被害が出ている。 

 

軍部は戦車を出しており「La Vega」「El Paraiso」「El 

Coche」「El Cementerio」などカラカスの旧市街地の移

動を制限。同地域のトンネルは通過できない車が何時間

も足止めをされていた。 

 

７月８日 内務司法省は、同地域のマフィアグループの

トップ３名に一人５０万ドルの懸賞金をかけて、所在に

関する情報を募った。 

 

１人目はカルロス・カルデロン・マルティネス氏（通称

El Vampi）。 
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もう一人はカルロス・ルイス・レベテ氏（通称 KOKI）。 

 

もう一人はグラビス・オチョア・ルイス氏（通称 Glavis）。

それぞれ同地域のマフィアグループのトップだ。 

 

他にも複数のマフィア構成員に２万ドルの懸賞金をか

けて情報提供を募った。 

 

なお、これら全ての懸賞金を合わせると総額１７０万ド

ルになる。 

 

 

（写真）内部司法省 

 

 

 

以上 

 


