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（写真）@marucos_salgado “セマナサンタ カラカスの街中は全く人がおらず” 

 

 

２０２１年４月２日（金曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ空軍機 コロンビアへ越境 

～米国軍用機 コロンビアに到着～」 

「レデスマ元カラカス首都区長 軍に離反求める」 

経 済                     

「ベネズエラ ラ米地域で最も財政に問題ある」 

「原油ワクチン交換 利用するのはキューバだけ？」 

社 会                     

「セマナサンタのビーチ 隔離措置で客ゼロ」 

「トリニダード・トバゴ ベネ人１２０名送還」 

「キューバ人医師に優先的にワクチン接種か」 

21 年 4 月 3～4 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 ４月５日の週も隔離週に」 

「匿名政治専門家 野党にクレーム」 

経 済                    

「セマナサンタ 隔離措置で観光業に打撃」 

「経済界代表 汚れたドル紙幣の受け取り求める」 

「インドネシア・UAE に豆５００トン輸出」 

「非正規労働者の平均月収は８０ドル」 

社 会                     

「３月 Covid-１９感染で医療従事者７２名死亡」 

「感染対策下でもユダの火祭りは実施」 
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２０２１年４月２日（金曜）             

政 治                       

「ベネズエラ空軍機 コロンビアへ越境         

     ～米国軍用機 コロンビアに到着～」       

 

（今週はセマナサンタで祝日のため、政治経済ともに動

きが少ない印象） 

 

コロンビアとベネズエラの国境アプレ州 El Ripial 周辺

で軍部と FARC 残党とみられるゲリラ組織が衝突を繰

り返している。 

 

４月２日 この衝突でベネズエラ軍が国境周辺に軍用

機を飛ばしており、その軍用機少なくとも２機がコロン

ビアに越境したと報じられている。 

 

コロンビアにとっては国防上の問題であり、既にコロン

ビア軍は２，０００名の軍人を国境に配備し警戒を強め

ており、両国国境で緊張が更に高まっている。 

 

コロンビアの同盟国である米国も国境周辺に軍を派兵

しているようだ。 

 

３月３０日から米国軍用機 C-１７がコロンビアに到着

しているようだ。 

 

コロンビア政府の説明では、在コロンビア米国大使館の

管理用に使用する物資輸送などロジスティック的な用

途と説明しているが、C-１７機は２０１９年に米国がベ

ネズエラに人道支援物資を搬入しようとした際にも使

用された飛行機でマドゥロ政権は米国の内政干渉と非

難している。 

 

２０１９年２月に起きたコロンビア国境からベネズエ

ラへの人道支援物資搬入イベントについては「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.257」参照。 

「レデスマ元カラカス首都区長 軍に離反求める」         

 

自宅軟禁から脱出し、現在はスペインに亡命している元

カラカス大首都区長のアントニオ・レデスマ氏は、自身

のツイッターで軍人らに対して「間違いを正すのは今か

らでも遅くない。今がその時だ」と訴え、マドゥロ政権

から離反するよう呼び掛けた。 

 

バイデン政権が発足した２１年１月～２月下旬までは

与野党対話再開の雰囲気がみられていたが、在コロンビ

ア米国大使館でグアイド政権関係者が協議を行ってか

ら雰囲気は大きく変わり「与野党対話はしない」との方

針を決めた印象がある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.565」）。 

 

野党が「民主的」と認識できる選挙制度にならなければ、

野党は選挙に参加しない。 

 

つまり、野党が選挙に参加するためには選挙制度を変え

るために与党関係者と協議する必要がある。逆に言えば、

与野党対話を行わなければ野党は選挙に参加しないこ

とになる。 

 

選挙を通じた政権交代ができない場合、残された道は

「国内外の圧力を通じた政権交代」か「軍部の離反によ

る政権交代」のいずれかだろう。 

 

前者の「国内外の圧力を通じた政権交代」は、トランプ

政権下で継続して行ってきたが結果成功はしておらず、

現時点でみるとマドゥロ政権を安定させてしまった印

象さえある。また、Covid-１９感染防止のため集団行動

が正当化できない中で抗議行動を呼びかけにくい。 

 

つまり、選挙以外の手段で政権交代を目指す場合、野党

に残された手段は「軍部の離反」しかないのではないだ

ろうか。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
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本稿「ベネズエラ空軍機 コロンビアへ越境」でもある

ように、３月２０日からアプレ州で軍と FARC 残党と

報じられているゲリラ組織が衝突を繰り返している。 

 

他、カラカスでは Cota９０５地区、ボリバル州でも El 

Peru というマフィア組織と軍が衝突を繰り返している。 

 

この数日間は軍部と犯罪組織との衝突が多すぎて、不自

然さを感じる。 

 

衝突が頻繁に起きることで軍部の統制が失われれば、ク

ーデターのチャンスが生まれるかもしれない。 

 

もし、一連の衝突がグアイド政権側の作戦だとすれば、

軍内部でクーデターを計画しているグループがいるの

かもしれない。 

 

経 済                        

「ベネズエラ ラ米地域で最も財政に問題ある」           

 

「国連開発計画（UNDP）」は、「ベネズエラはラテンア

メリカ・カリブ海地域で最も財政的な問題がある国」と

指摘した。 

 

UNDP は同地域４０カ国の財政状況を調査。 

うち１４カ国は「問題がある」との結論を出した。 

 

特にベネズエラ、アルゼンチン、エクアドル、べリース、

グラナダは「極めて危険」とした。 

ベネズエラについては、「経済・社会・政治の観点から

長期間にわたり危機が続いており、国民生活に甚大な被

害を与えている」と評価。 

 

アルゼンチン、エクアドル、ベリースについては、「２

０２０年にデフォルトを起こした５カ国のうちの３カ

国」と指摘した。 

 

他、ボリビア、コスタリカ、エルサルバドル、ホンジュ

ラス、ニカラグア、セントビンセント・グレナディーン

諸島、ドミニカ国、ハイチについて「投機的な国」と評

価。デフォルトを起こす危険性を指摘した。 

 

「原油ワクチン交換 利用するのはキューバだけ？」                  

 

３月２９日 マドゥロ大統領は国連の会合で原油とワ

クチンの交換プログラムを提案していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.580」）。 

 

本件について、「HispanoPost」は専門家に実現可能性に

ついてヒアリングを行ったが、懐疑的な見方が多かった

ようだ。 

 

ある専門家は「ワクチンを原油と交換する仕組みが問題

というよりも、既に多くの国がワクチンの購入予約をか

けており、今から行列にならんでも実現はいつになるか

分からない」と回答。 

他の専門家は「２０１７年以降、マドゥロ政権には人権

侵害のイメージが付きまとっており、マドゥロ政権に協

力する外国企業は限られている」と回答。 

他には「マドゥロ政権はキューバで開発されるワクチン

を調達したいと考えており、実際にこの提案を受け入れ

るのはキューバくらいだろう」とコメントした。 

 

現在、マドゥロ政権はキューバで開発された Covid-１

９ワクチン「Soberana０２」と「Adbala」の国内使用に

向けた検査を行っており、６月にベネズエラ国内で使用

可能との見通しを示している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.578」）。 

 

「人権侵害」の悪いイメージを理由に取引しないという

よりも「米国の制裁に抵触するリスクを負いたくない」

ことが最大の理由だと思うが、原油ワクチン交換プログ

ラムの提案を受け入れる企業はほとんどいないだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f019c84c3fb6a448d2574f247281c75e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f019c84c3fb6a448d2574f247281c75e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
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そうなると、この提案を受け入れるのは、キューバと中

国くらいかもしれない。 

 

社 会                        

「セマナサンタのビーチ 隔離措置で客ゼロ」           

 

４月１日から「セマナサンタ（聖週間）」に入っており、

ベネズエラでは国民の祝日だ。 

 

マドゥロ政権はブラジル型変異ウイルスの感染者確認

を受けて、感染防止対策を強化しており、不要不急の外

出を禁止している。 

 

以下は首都カラカスに近いラグアイラの海岸。 

 

 

（写真）@marcos_salgado 

 

（写真）Playagrande.com 

 

本来であればこの時期はハイシーズンで、地面も見えな

いほど人で賑わうが、今年は全く人がいない。 

 

「トリニダード・トバゴ ベネ人１２０名送還」         

 

４月２日 トリニダード・トバゴ政府は非正規のルート

で同国に入国したベネズエラ人１２０名を送還すると

発表した。 

 

ベネズエラへの送還は船で行われ「Chaguaramos 港」か

ら出発するという。なお、この送還については事前にマ

ドゥロ政権に連絡してあるという。 

 

ベネズエラとトリニダード・トバゴは距離が近いことも

あり、大量のベネズエラ人がボートで同国に入国してい

る。 

 

２０年１２月までトリニダード・トバゴ政府は非正規の

ルートで入国したベネズエラ人を強制的に送還してい

た。 

 

送還は、簡易なボートで行っていたため、３０名超のベ

ネズエラ人が溺死してしまうという事件が起き、トリニ

ダード・トバゴ政府の非人道的な対応に国際的に非難が

殺到した（「ベネズエラ・トゥデイ No.536」「No.538」）。 

 

これを受けて、トリニダード・トバゴ政府とマドゥロ政

権は送還に関する協議を実施。送還のためのスキームを

作っている。 

 

２月２７日には、マドゥロ政権がトリニダード・トバゴ

に飛行機を送り、９６名のベネズエラ人不法移民を送還

させたという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b94b4f9a112cf6b05a2d398a49a993dd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb9d3171c9453ac361a4656ee195fc71.pdf
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「キューバ人医師に優先的にワクチン接種か」                  

 

キューバのデジタルサイト「Cubadebate」は、ベネズエ

ラ国内にいるキューバ人医師の９５％超は既にワクチ

ン接種済みと報じた。 

 

現在、少なくとも２．１万人のキューバ人医師がベネズ

エラ国内で活動をしている。彼らはロシア製ワクチン

「Sputnik V」や中国製ワクチン「Sinopharma」を接種

したという。 

 

他方、ベネズエラ国内では多くの人がワクチンを接種で

きていない。 

 

キューバ人に優先的にワクチンを接種することについ

て「マドゥロ政権の政治的な恣意で接種する人が決めら

れている」とベネズエラでは批判的に報じられている。 

 

２０２１年４月３日～４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 ４月５日の週も隔離週に」        

 

４月３日 ベネズエラで新たに Covid-１９感染が確認

された人数は１，７８９名と過去最高を記録した。 

 

この状況を受けて、４月４日 マドゥロ大統領は、

Covid-１９の感染隔離措置を更に強化すると発表。 

 

４月５日の週（４月５日～１１日）も「隔離週」にする

ことを決定した。 

 

既に２週間連続で隔離週となっており、今回で３週連続

の隔離措置となる。 

 

マドゥロ大統領は、３月の新規感染確認者数は先月比７

９％増加したと説明。 

 

特にラグアイラ州は人口に対する感染者数が他の州と

比べて最も高く、この期間にビーチに行かないよう改め

て呼び掛けている。 

 

「匿名政治専門家 野党にクレーム」           

 

現地メディア「El Estimulo」は、政権交代への道筋を示

すことができていない野党に対する批判的なオピニオ

ン記事を投稿した。以下、簡単に記事の内容を紹介した

い。 

 

 

２１年１月５日に与党が国会を掌握してから９０日が

経過した。９０日間が過ぎたということは１年の３分の

１が過ぎたことになる。 

 

１月に与党が国会をコントロールするようになってか

ら、野党は実質的に活動が全く見えなくなっている。 

 

野党は団結しないどころか、政治家の分断、国民との分

断は激しくなっている。現在、我々は独裁政権から民主

主義政権に回帰するための道筋が見えていない。 

 

野党は現在の方針を見直す必要がある。 

今は自分たちの望むことを言う時ではない。特に「全て

を変える」と言うだけの主張は、現状を踏まえれば嘘で

しかない。 

 

民主的なグループは、ベネズエラが危機的な状況にある

にもかかわらず、グループ内で意見を調整することもな

く、共通の政策を立てることもなく、時間が過ぎている。 

 

野党は完全に道に迷っている。 

グアイドもカプリレスもマリア・コリナもラモス・アジ

ュップも野党の方針を統一できていない。 
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変化の兆しが見えない限り、マドゥロ政権の勝利は変わ

らない。マドゥロ政権は現在の危機を利用し、政権を存

続させている。 

 

与党・反対派は一般市民の生活には目もくれず、国民は

政治への関心を失った。現在の状況を継続してはいけな

い。 

 

 

経 済                       

「セマナサンタ 隔離措置で観光業に打撃」            

 

本稿「セマナサンタのビーチ 隔離措置で観光客ゼロ」

で紹介した通り、観光産業のハイシーズンであるセマナ

サンタに観光業はほとんど稼ぐことができなかった。 

 

観光地ヌエバエスパルタ州の観光業界のウィリアム・ペ

ラエス代表は、「セマナサンタは隔離措置が緩和される

ことを期待していたが、政府が隔離措置を講じたことで、

観光業は大きな被害を受けた」とコメント。 

 

「観光業の多くは、この時期に多くの観光客が来る前提

で投資をしており、今年は全ての投資が全く回収できて

いない。 

 

メキシコのカンクン、ドミニカ共和国など他の国では感

染対策を徹底することで観光産業の運営を保証した。」 

と訴えた。 

 

他、「全国ホテル協会（Fenahoven）」のアルベルト・ビ

エイラ代表は、「ロスアンデスなど観光地にある５つ星

ホテルなどでは通常この時期には５万～７万ドルの収

入がある。」と言及。 

 

隔離措置により、この収入を得る機会を失ったと指摘し

た。 

 

「経済界代表 汚れたドル紙幣の受け取りを求める」         

 

以前「ウィークリーレポート No.187」で紹介した通り、

ベネズエラではドル取引が定着したが、ドル紙幣での支

払い時に紙幣が汚れていると受け取らない店舗が多い

という。 

 

商業・サービス系の経済団体「Consecomercio」のフェ

リペ・カポッソーロ代表は、この対応について、「よく

ない傾向だ」との見解を示した。 

 

「いくつかの店舗で、完璧な状態ではない紙幣を受け取

らない問題が起きている。みんなドルを稼ぐために非常

に苦労している。 

 

綺麗な紙幣も汚れた紙幣も同じ紙幣だ。ベネズエラは現

状解決策がない。みんなで協力し合い、成長させよう。」 

と投稿した。 

 

ベネズエラのような深刻な状況で必要なのは、対立では

なく協力だろう。最近では野党政治家の支持が落ちる一

方で、経済界の支持が高まっている。野党も対立ばかり

していないで、国民のために必要なところでは協力する

姿勢を示すべきだろう。恐らく、大多数の一般市民がそ

れを望んでいるはずだ。 

 

「インドネシア・UAE に豆５００トンを輸出」         

 

ララ州のアドルフォ・ペレイラ知事は、州営輸出公社

「EMCOEXGOB」が、インドネシアとアラブ首長国連

邦（UAE）に５００トンの豆を輸出すると発表した。 

 

ベネズエラは多くの豆類をブラジルなど外国から輸入

している。なぜベネズエラから豆を輸出するのか多くの

人が疑問に感じるところだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f15671cba531f5f8791abcf83a8076b3.pdf
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「非正規労働者の平均月収は８０ドル」         

 

「労働・所有権・憲法擁護団体」のビセンテ・ブリト代

表は、現在のベネズエラの労働事情について、国内の労

働者１，５１０万人のうち、１，０００万人は非正規セ

クターで働く自営業者と説明した。 

 

また、残りの５１０万人のうち、２６０万人は民間企業

に勤めており、残りの２５０万人は公的セクターで働い

ているとした。 

 

非正規セクターで働いている労働者は社会保険料など

を支払っておらず、社会保険が受けられないとした。 

 

また、非正規セクター労働者が行っている仕事は様々で、

商品を販売したり、電気技師、ペンキ屋など技能で稼い

だり、デリバリーの宅配員などをしており、彼らの多く

はドル建てで対価を受け取っているという。 

 

人によって収入は異なるが、平均値をとるなら非正規雇

用者の収入は月８０ドルくらいという。 

 

月８０ドルの収入は少ないように思えるが、正規雇用の

従業員であれば月の収入は２０～８０ドル程度であり、

ベネズエラの平均でみると多い方のようだ。 

 

社 会                       

「３月 Covid-１９感染で医療従事者７２名死亡」            

 

病院労働組合の代表を務めるマウロ・サンブラーノ氏は、

３月中に Covid-１９が原因で亡くなった医療従事者は

７２名だったと発表した。 

 

サンブラーノ代表は、病院にはマスクや衛生手袋など医

師や看護師の感染を防ぐための設備が不十分だと指摘。 

 

 

また、中には PCR 検査が受けられない医療関係者（病

院のセキュリティ担当）もおり適切な対策が執られてい

ないと主張した。 

 

また、病院で働く人の中に給料が月１ドルの人もおり、

感染した場合、治療費は少なくとも１５～３０ドルかか

り、全く割に合わないと訴えた。 

 

「感染防止対策下でもユダの火祭りは実施」         

 

セマナサンタの期間には、多くの南米諸国で「フーダス」

と呼ばれる宗教行事が行われる。 

 

「フーダス」は、キリスト教に出てくるイエス・キリス

トを裏切ったとされる「ユダ」に見立てた人形を燃やす

風習だ。今では燃やす人形は「ユダ」ではなくなり、そ

の時の政治家などを人形にして燃やすようになった。 

 

Covid-１９感染拡大防止のため、外出は原則禁止されて

いるが、「フーダス」を行っている人もいたようだ。 

 

以下の写真はカラカスで行われた「フーダス」。 

マドゥロ大統領やエリカ・ファリア市長らの顔写真がボ

リバル紙幣と一緒に燃やされている。 

 

 

 

以上 


