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（写真）コロンビア国民保護局 “アプレ州での軍部・ゲリラ組織との衝突で地元住民がコロンビアに非難” 

 

 

２０２１年３月２６日（金曜） 

 

政 治                     

「アプレ州 軍部とゲリラ組織の衝突続く 

～動員された警察部隊が民間人を殺害？～」 

「アプレ州の地元住民 ４，５００人が越境」 

「マドゥロ政権 WTO に米国の制裁を訴え」 

経 済                     

「クレディスイス ベネズエラ GDP４%増と予測」 

「SENIAT 所得税支払いは３月３１日まで」 

社 会                     

「入国前の PCR 検査代 出国地での支払いに変更」 

「３月２６日 故チャベス元大統領開放の日」 

21 年 3 月 27～28 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 Covid-１９感染を発表」 

「スペイン外務省ラ米担当官 ベネズエラを訪問 

～対話再開のため与野党と協議予定～」 

「WHO・OPS COVAX について政府と協議」 

「Covid-１９治療薬 ３．８万個を供給」 

経 済                    

「ディーゼル燃料不足で食料８万トン失う」 

「ILO マドゥロ政権の労働問題の調査を開始」 

社 会                    

「セマナサンタ ミサはオンラインで」 
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２０２１年３月２６日（金曜）             

政 治                       

「アプレ州 軍部とゲリラ組織の衝突続く          

  ～動員された警察部隊が民間人を殺害？～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.576」「No.578」で紹介した

コロンビアとの国境にあるアプレ州での軍部とゲリラ

組織との衝突は現在も続いている。 

 

マドゥロ大統領は支援部隊として国家警察の中でも国

連から人権侵害を非難された悪名高い「特別機動部隊

（FAEZ）」をアプレ州へ送り込み、状況が更に混乱して

いるようだ。 

 

コロンビア系メディア RCN によると、今回の衝突の原

因は FARC の権力争いで、元々はマドゥロ政権が支援

するイバン・マルケス氏ら FARC グループとイバン・モ

ルディスコ氏が率いる FARC グループとの衝突だった

という。 

 

モルディスコ氏が独自で麻薬の販売を行うようになっ

たため、衝突に発展。イバン・マルケス氏率いる FARC

を支援しているマドゥロ政権が軍を動かしたと報じら

れている。 

 

軍部とゲリラ部隊との衝突は激しさを増しており、ヘリ

コプターからの襲撃などもあるようで、多くの地元住民

がこの地域から避難している。 

 

特に衝突が激しいアプレ州 El Ripial 地区では、混乱に

乗じた強盗や店舗の襲撃などが起きており、これらの犯

罪について「与党の責任」と報じており、マドゥロ政権

への非難の声が増えている。 

 

また、「特別機動部隊（FAEZ）」の職員が民間人４名を

ゲリラ犯として殺害したと報じられている。 

殺害された４名の親族（近隣に住んでいた人物）の証言

によると、殺害された人物はコロンビア国籍を持ってい

たことが理由で殺害されたという。なお、殺された人物

は緑色のズボンをはかされて、ゲリラに仕立て上げられ

たと主張している。ただし、事件が起きた時にはその場

にいなかったようだ。 

 

パドリード・ロペス国防相は、民間人が殺害されたとの

報道を否定。 

これらの情報ソースは野党系の団体から投稿されたも

ので、情報は全て軍部のイメージを損なう目的で報じら

れたものだと主張。存在しない情報を事実のように報じ

ているとメディアを非難。我々はコロンビアから来た犯

罪者集団と対峙しているとした。 

 

なお、一連の報道を受けて、マドゥロ政権側の検察庁は

民間人とされる４名が殺害された事件の真相を解明す

ると発表。調査委員会を組織した。 

 

この問題について、米国・コロンビア政府がマドゥロ政

権を非難。コロンビアはベネズエラとの国境に２，００

０名の軍人を送り、コロンビア側の国境周辺の混乱に対

応した。 

 

マドゥロ政権は、一連の事件は全て米国とコロンビアと

野党の戦略だと主張。犯罪者をベネズエラに送り込むド

ゥケ政権を非難した。 

 

（写真）Javier Tarazona ”殺害された４名の親族” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
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「アプレ州の地元住民 ４，５００人が越境」         

 

３月２１日から始まったアプレ州での軍部とゲリラ組

織との衝突により、多くの地元住民が避難を強制されて

いる。コロンビアの国境に近い町のため、多くの市民が

コロンビアに越境しており、その数は３月２７日だけで

５００名に達したという。 

 

アプレ州との国境の町（コロンビア側）の「アラウキー

タ」には、この１週間で４，５００名（うち、ベネズエ

ラ人が２，７９７名）の人が避難のため越境してきたと

報じられている。 

 

これらの避難民のうち１，１２７名がコロンビア政府、

国連が提供する避難民キャンプに留まっているようだ。 

 

なお、コロンビア系メディア NTN２４によると、避難

民のうち２，０００名は子供だという。 

 

 
（写真）コロンビア移民管理局ツイッター 

“ベネズエラからコロンビアへ避難した市民” 

 

「マドゥロ政権 WTO に米国の制裁を訴え」                  

 

マドゥロ政権のアレアサ外相は、自身のツイッターで

「世界貿易機関（WTO）」に対して、米国の一方的な制

裁に対する訴えを提出したと投稿した。 

 

３月２６日に WTO で毎月行われている定例会議が開

かれる予定だったが、同日の会議は中止になったという。 

 

WTO の定例会議が中止になることは極めて珍しいよ

うで、同日の議題に「米国とベネズエラの商取引紛争」

という内容が含まれていたことが理由だったようだ。 

 

米国政府は同日の会合について WTO に中止を要請。 

理由は「グアイド政権がベネズエラ代表として出席しな

いため」としている。 

 

一国一票の投票を行った場合、米国による制裁を支持す

る国は、国際的には少数派になる（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.578」）。不利な立場になることを避けるため、

協議の実施を拒否したと思われる。 

 

経 済                        

「クレディスイス ベネズエラ GDP４%増と予測」           

 

投資銀行「クレディスイス」は２０２１年のベネズエラ

の経済についてGDPが前年比４％増との予想を発表し

た。もともと２１年のベネズエラ GDP は前年比３％の

プラスを想定していたため、想定を１％引き上げたこと

になる。 

 

ベネズエラの経済成長がプラスになるとすれば、２０１

３年のマドゥロ大統領が政権について最初の年以来８

年ぶりとなる。 

 

クレディスイスは、GDP が回復する理由について、マ

ドゥロ政権が行ってきた為替コントロールや価格統制

の緩和が理由と説明した。 

 

また、政府の政策について「民主主義的な政策を期待で

きる多少のサインがある」とした。 
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２０２０年の時点でドルの普及率は７０％になってお

り、２１年現在では、取引の９０％はドルで成り立って

いると推定。 

 

ベネズエラ経済はドル化が進んだことで、ボリバル通貨

に左右されなくなっていると指摘。２０２２年について

も楽観的な想定をした。 

 

なお、ベネズエラ国内通貨のインフレについては、ドル

取引の浸透により、そこまで大きな問題ではなくなって

おり、その傾向は更に進むだろうとした。 

 

「SENIAT 所得税支払いは３月３１日まで」         

 

３月２６日 「徴税庁（SENIAT）」は、３月３１日まで

に所得税を支払うよう通知を出した。 

 

ベネズエラでは２０２０年の所得を今年３月末までに

SENIAT に申請し、納税する必要がある。 

 

最近では、納税期日が延長されることが多かったが、今

回は現時点でも納税期日の延長は発表されていない。 

 

 

 

社 会                        

「入国前の PCR 検査代 出国地での支払いに変更」           

 

３月からベネズエラに入国する際は、入国時に現金６０

ドルを支払い、PCR 検査を受けることが義務化されて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.568」）。 

 

入国時にこの支払いで問題が起きることが多いようで、

３月２９日からは出国地側で６０ドルの PCR 検査代を

航空会社が事前に徴収することになったようだ。 

 

なお、支払いは現金、クレジットカード、送金、Zelle で

可能。 

 

入国前の PCR 検査を受ける際には、支払いを証明する

証明書を「CasaLab2020（マイケティア国際空港で PCR

検査を行う会社）」の職員に提示する必要があるという。 

 

なお、ベネズエラに入国するためには出発の７２時間前

に出国地で PCR 検査を受けておく必要があり、その義

務は解除されない。 

 

「３月２６日 故チャベス元大統領開放の日」                  

 

３月２６日はベネズエラ人にとっては良くも悪くも特

別な日である。 

 

２７年前の１９９４年３月２６日、チャベス大統領が牢

屋から釈放され、政治発動を本格的に始めた日である。 

 

あのままチャベス大統領が牢獄に閉じ込められていれ

ば、ベネズエラの現在は今とは違うものになっていたの

だろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf
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故チャベス元大統領（当時は陸軍中佐の落下傘部隊隊長）

がクーデターを起こしたのは１９９２年２月。 

 

大統領府、空港など戦略拠点を一気に落とす予定だった

が、作戦は失敗し、故チャベス元大統領は拘束され、ミ

ランダ州の Yare 刑務所に収容された。 

 

その後、チャベス大統領の開放を求める声が大きくなり、

１９９４年に大統領に就任した「キリスト教社会党

（Copei）」のラファエル・カルデラ大統領はチャベス大

統領に恩赦を与え、１９９４年３月２６日にチャベス大

統領は釈放された。 

 

なお、マドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏は、当

時は人権活動家の弁護士として、チャベス大統領の釈放

に尽力した人物で、これを機に国会議長に就任するなど

チャベス政権の中枢を担うようになる。 

 

 

（写真）シリア・フローレス氏ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年３月２７日～２８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 Covid-１９感染を発表」        

 

３月２７日夜、グアイド議長は自身のツイッターで

Covid-１９に感染したことを報告した。 

 

４日ほど体調が優れず安静にしており、PCR 検査を受

けたところ Covid-１９の陽性反応が出たという。 

症状は軽いようで、現在は隔離療養中だという。 

 

また、Covid-１９ワクチンを早急にベネズエラに届ける

ことが自身の暫定大統領としての使命だと主張した。 

 

他方、デルシー・ロドリゲス副大統領は、グアイド政権

が Covid-１９のワクチン調達を妨害していると訴えて

いる。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“Covid-１９感染を報告” 

 

「スペイン外務省ラ米担当官 ベネズエラを訪問           

    ～対話再開のため与野党と協議予定～」           

 

スペイン外務省は、３月３０日からスペイン外務省のラ

テンアメリカ担当官 Cristina Gallach 氏がベネズエラを

訪問すると発表した。 
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ベネズエラでは、マドゥロ政権およびグアイド政権、そ

の他非政府系団体などと会合を予定しているという。 

 

マドゥロ政権との会談はアレアサ外相の出席が予定さ

れている。グアイド政権はグアイド議長との協議が予定

されていたが、グアイド議長の Covid-１９感染が確認

されたので、グアイド議長との会談はなさそうだ。 

 

ベネズエラ訪問の目的について「政治危機を解決するた

めの対話再開を模索するため」と「Covid-１９がベネズ

エラに与えている影響を確認するため」としている。 

 

２月２２日 欧州連合はマドゥロ政権関係者１９名に

制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.565」）。 

 

この制裁を受けて、マドゥロ政権は在ベネズエラ EU 代

表大使を国外追放処分にした。また、EU も対抗措置と

して在 EU ベネズエラ代表大使を国外追放処分にした。 

 

他、２月２７日にスペインのアランチャ・ゴンサレス外

相がコロンビアとベネズエラの国境の町ククタ（コロン

ビア側）を訪問し、コロンビア政府への支持を表明した

ことを受けて、マドゥロ大統領は「スペインとの関係を

基礎から全面的に見直す」と発言（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.567」）。 

 

欧州とベネズエラの政治的な対立が深化している。 

 

他方、与野党対話の仲裁をしているノルウェー政府関係

者が３月にベネズエラを訪問していた。今回の Gallach

担当官の訪問など EU から対話再開を模索するグルー

プがベネズエラを訪問しており、マドゥロ政権と EU の

外交的なつながりは完全にはなくなっていない。 

 

 

 

 

 

「WHO・OPS COVAX について政府と協議」         

 

３月２７日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、「世界

保健機関（WHO）」のテドロス局長および「米州保険機

構（OPS）」の Clarissa Etienne 氏と電話会談を行ったと

発表した。 

 

ロドリゲス副大統領は、テドロス局長および Etienne 氏

に対して、ベネズエラのワクチン調達に協力を求めたと

いう。 

 

グアイド政権はCovid-１９のワクチン購入のために３，

０００万ドル超の予算を承認。英国にあるベネズエラ中

央銀行の凍結口座から COVAX に支払う予定となって

いる。 

 

ただし、COVAX のワクチンは英国製薬大手アストラゼ

ネカ社のワクチンで、副作用の懸念から欧州を中心に使

用を見合わせる動きもあり、ベネズエラも同社ワクチン

をベネズエラでは使用しないと決定している。 

 

マドゥロ政権は COVAX を通じて、ロシア製ワクチン

「Sputnik V」か、中国製ワクチン「Sinopharma」の調

達を求めており、そのための協議と思われる。 

 

WHO のテドロス局長も、自身のツイッターで 

「デルシー・ロドリゲス副大統領と建設的な意見交換を

行った。WHO と COVAX はベネズエラに早急にワクチ

ンが届くよう努力する」 

と投稿しており、マドゥロ政権側の要望が受け入れられ

る可能性もありそうだ。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
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「Covid-１９治療薬 ３．８万個を供給」         

 

非政府系団体「Una Ventana a la Libertad」は、マドゥ

ロ政権が Covid-１９の治療薬と主張する「Carvativir」

を国内で使用し始めていると訴えた。 

 

マドゥロ大統領は、以前から Covid-１９治療薬

「Carvativir」を開発したと発表している。 

「Carvativir」を「ホセ・グレゴリオ・エルナンデスの一

滴」と謳い、使用に向けて大量生産を行うと発表してい

た。 

 

報道によると、既に３万８，２００個の「Carvativir」が

カラカスの医療施設に運ばれているという。 

 

一方、同薬品については外国の組織など第三者で有効性

が確認された、あるいは副作用が存在しないとの発表が

出ておらず、効果が疑問視されている。 

 

なお、マドゥロ大統領は自身の Facebook で「Carvativir

は Covid-１９に効果がある」と投稿した。 

 

この投稿を受けて、Facebook は、「Covid-１９に関する

虚偽の情報」として、マドゥロ大統領の Facebook アカ

ウントを閉鎖した。 

 

これに対して、ベネズエラ保険省は「２０年１０月にベ

ネズエラ国内で有用性が確認された」と主張。「虚偽の

情報」との認識を撤回するよう求めている。 

 

経 済                       

「ディーゼル燃料不足で食料８万トン失う」            

 

ディーゼル燃料不足の問題は解決しないまま現在に至

っている。 

 

 

当時からディーゼル燃料の不足は輸送業界に大ダメー

ジを与え、物流がマヒして、食料供給に深刻な影響を与

えるとの懸念が報じられていた。現在は懸念ではなく、

実害が出る段階にきている。 

 

ベネズエラ農業団体のファン・カルロス・モンテシーノ

代表によると、ディーゼル燃料不足により過去２カ月で

８万トンの食料品（米・とうもろこし等）が物流センタ

ーに移動できないまま失われたと説明した。 

 

モンテシーノ代表によると、現在は国内にある２．５万

台のトラクターのうち１．５万台はディーゼル燃料不足

により動いていないという。 

 

また、次の種まきのためにもトラクターを使用しなけれ

ばいけないが、トラクターが動かないため、種まきがで

きないと説明。 

 

例えば、白とうもろこしは７０万ヘクタールの土地での

栽培が計画されていたが、トラクターが動かないため、

目標の１０％にも届かないとした。 

 

なお、CLAP の食料品供給も燃料不足により減っている

という。非政府系団体「Ciudadania en Accion」による

と、CLAP の食料供給は目標の２３％にも達していない

という。 

 

なお、ディーゼル燃料不足は農業だけではなく、漁業に

も影響を与える。 

 

漁で使用するエンジンはディーゼル燃料を使用するが、

燃料がないため、漁に出ることができない。「Ciudadania 

en Accion」によると、７６％の船が燃料不足で漁に出

ることができないという。 
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「ILO マドゥロ政権の労働問題の調査を開始」         

 

「国際労働機関（ILO）」は、マドゥロ政権に対して、労

働者の基本的権利を侵害しているかの調査を実施する

と発表した。この調査の結果は、２１年６月に ILO の

代表が発表するようだ。 

 

以前から経済界・野党はマドゥロ政権の労働権利の侵害

について非難するよう ILO に要請を出していたが、こ

れまで ILO はマドゥロ政権と敵対する対応は控えてき

た。 

 

また、調査報告で挙げられた労働問題を解決するため

ILO がマドゥロ政権に対して何らかの懲罰的な措置を

取る可能性も報じられている。 

 

ただ、少し不思議なのはベネズエラの ILO 加盟団体は

「Fedecamaras」であり、この訴えは２年ほど前（現在

Fedecamaras の代表を務めるリカルド・クサノ氏が代表

に就任する前）に提示された案件だ。 

 

「Fedecamaras」は伝統的にマドゥロ政権と対立する組

織であり、今回の動きは当然と言えば、当然ではある。 

 

しかし、現在 Fedecamarasは与党国会と協議を開始し、

できる限りマドゥロ政権と対立しない方針を執ってい

る。 

 

この話が進むとマドゥロ政権との協議がこじれる可能

性もあり、このタイミングで Fedecamaras が対立をあ

おるような対応を執ることに若干の違和感はある。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「セマナサンタ ミサはオンラインで」            

 

４月１日、２日は「セマナサンタ（聖週間）」でベネズ

エラでは国民の祝日になる。 

 

この時期は多くの家族が旅行に出かける観光シーズン

ではあるが、マドゥロ大統領は３月２９日の週もCovid-

１９の感染隔離週に指定しており、「セマナサンタ」期

間中も外出しないよう求めている。 

 

また、セマナサンタは宗教イベントであり、この期間に

は多くのベネズエラ人が教会のミサに出席する。 

 

しかし、Covid-１９を理由にセマナサンタも教会はミサ

を開くことができなくなった。 

 

ベネズエラのカトリック教会団体は、同期間中のミサは

オンラインで行うと発表した。少なくともアンソアテギ

州、ポルトゥゲサ州、ラグアイラ州、ミランダ州などで

はオンライン形式になるようだ。 

 

なお、３月２５日 マドゥロ政権は祖国カード保有者に

対して「セマナサンタ賞与」を支給した。 

 

支給額は BsS.６６７万。現在の為替レートで約３．６ド

ルになる。 

 

以上 

 


