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（出所）Pixabay “空港に向かう途中で見えるカラカス旧市街地のランチョ（貧困街）” 
 

  １７年と今後の抗議行動の違い   

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

リスマス前から全国的に抗議行動が発生し

ている。現在の抗議行動はチャカオ市など中 

間層が多い地域ではなく、旧市街地を含めた大衆層

が多い地域で起きている。 

マドゥロ大統領がクリスマス前に約束していた子供

用の玩具や豚肉、クリスマス食材などが入った CLAP

のセットが届いていないことが原因。 

 

本稿では今後増えそうな抗議行動と１７年４～７月

にかけて起きた反政府デモとの違い、危険度の比較、

抗議行動に対処するために駐在員が取れる予防策に

ついて紹介したい。 

 

これまでも「ベネズエラ・トゥデイ」で何度か紹介し

てきたがクリスマス前から自然発生的な抗議行動が

増えている。 

 

抗議の理由は物価高、食料品・医薬品・ガソリン不足、

断水・停電・ガス停止など公共サービスの劣化、治安

など生活環境の悪化が理由。 

 

抗議はカラカスのリベルタドール市（旧市街地）を含

め全国で頻発し、抗議行動が略奪に発展する事例も起

きている。 

 

１２月２４日、ヌエバエスパルタ州のマルガリータ島

では食肉貯蔵施設が襲われ、３トン超の食肉が奪われ

た。 

 

自然発生的な抗議行動が頻発 
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翌２５日にはボリバル州のシウダ・ボリバルで複数の

店舗が略奪被害にあい、軍人ら治安維持部隊が出動し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.77」１２月２５日付の

記事参照）。 

 

政府も抗議デモを押さえるため、ガソリン不足が特に

深刻なコロンビア国境の州を中心にガソリンを集中

的に供給している。他、年末の定番料理である豚肉が

ないことへの抗議行動が起きているため、コロンビア

から大量に豚肉を取り寄せるなどしており、遅れなが

ら配給がされる見通しだ。 

 

このように政府は国民の不満が爆発するのを押さえ

ようとしているが、問題の根本的な原因である経済改

革には着手しない。食料品・医薬品・ガソリンの供給

不足感は増し、公共サービスの劣化も進むことだろう。

２０１８年のベネズエラ経済は引き続き厳しいもの

になるはずだ（「ウィークリーレポート No.26」参照）。 

 

今後多発すると思われる抗議行動を理解するために、

１７年４月～７月に起きた反政府デモとの性質の違

いを理解する必要がある。また、駐在員の方が抗議行

動から自身の身を守るために知るべきこと、抗議行動

が政権転換につながるかどうかを予想する際に大事

なポイントについて筆者の考えを紹介したい。 

 

 

最初に今回の抗議行動と１７年、１４年に起きた反政

府デモの違いについて説明したい。昨今頻発している

抗議行動は２０１７年４月～７月に起きた反政府デ

モとは２つの点で異なる。 

 

１つ目の大きな違いはデモの理由だ。 

当時のデモは１７年３月末に最高裁判所が国会の立

法権を奪おうとしたことが発端だった。 

 

 

最高裁の試みに対して野党支持者、国際社会、政権内

部からも非難が殺到し、最高裁はすぐに「国会の立法

権のはく奪」の条文を取り消した。しかし、その後も

４カ月にわたり抗議行動が続いた。 

 

抗議行動が長引いた理由は、 

① 元々、国民が現状に不満をもっていたこと 

② 政府がデモを武力で抑えたため国民の反政府感

情が盛り上がったこと 

③ 野党政治家らがデモを実施する日時、集合場所、

行き先、目的をインターネットで公開し、反政府

デモの継続を呼びかけたこと 

④ 政府が既存の憲法の枠組みでは国民の平和が守

れないと訴え、憲法改正議会（制憲議会）を発足

すると発表。制憲議会議員を選ぶために選挙実施

を宣言した。それに反対する勢力が制憲議会の阻

止のために団結したこと。 

 

主に４点が理由だった。 

抗議行動のメインテーマはいつしか「④制憲議会発足

の阻止」になっていたが、目的は達成されず７月３０

日に制憲議会選挙が実施され、８月４日には制憲議会

が発足した。目的が達成されなかったことで、反政府

勢力の勢いは急速に衰え、４カ月続いた反政府デモは

雲散霧消した。 

 

１７年当時も現在も国民が経済情勢に強い不満を抱

いていることは疑いようがない。野党政治家は食料不

足や医薬品不足を訴えることで反政府デモへの動員

を促し、実際に多くの国民の動員に成功した。 

とは言え、抗議行動が収束したことを見ても分かるよ

うに、野党のメインテーマは「制憲議会の阻止（民主

主義の擁護）」あるいは「政権転換」だった。 

 

２０１７年の反政府デモは始まり（国会の立法権奪取）

も終わり（制憲議会の発足）も政治家が起こした政治

闘争の色が強かったと言える。 

 

 

１７年の反政府デモは政治闘争 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9c94e7db17685f8044387de2d3334d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8224c665f0a1270beba4dc2bdda7b14a.pdf
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他方、クリスマス前から増え始めている抗議行動の原

因は純粋に「食料不足など生活苦への不満」だ。 

野党政治家が抗議行動を扇動しているわけではない。

生活に耐えられなくなった国民が生活改善を求める

ために抗議している。 

 

１７年の反政府デモが起きた理由が政治的なもので

あったことと比較し、クリスマス前からの抗議行動は

生活苦が原因である点が大きな違いと言える。 

 

 

２つ目の大きな違いはデモの発生場所と起き方だ。 

筆者は１つ目の違いよりも２つ目の違いが重要だと

考えている。 

 

「１７年の反政府デモは政治闘争」の③で述べた通り、

野党政治家がデモを行う日時、集合場所、行き先、目

的を野党連合のウェブサイトやツイッターで公開し、

動員を呼びかけていた。 

 

デモは野党支持者や日本人駐在員が多いチャカオ市

あるいはバルータ市を起点とするケースが多く、大統

領府、国会議事堂、最高裁判所が位置するリベルタド

ール市（旧市街地）を起点とするデモはほとんど起き

ていなかった。理由はリベルタドール市の市長が与党

系で反政府デモの集合を妨げていたためだ。 

 

チャカオ市やバルータ市から旧市街地の中心部まで

は５キロ超の距離がある。野党は多くの国民を動員す

るために集合時間と場所を公開しており、治安維持隊

もデモの起点と時間を事前に知ることが出来る。また、

目的地が分かれば主要ルートを事前に封鎖すること

もできる。 

 

野党は治安維持隊をかく乱するため、途中から目的地

を当日発表するようになった。 

 

 

とはいえ、大人数が大挙できるような道は少ないので

日時と集合場所が分かれば、リベルタドール市に進行

するための通過点を予測することはおおむね可能だ

った。 

 

一方で自然発生的な抗議行動は起点を事前に察知で

きない。発生時間も不規則だ。予想が難しいため治安

維持隊の対応が後手に回る可能性がある。 

 

そして、１７年４月～７月の反政府デモはチャカオ市

やバルータ市などが起点だったのに対して、生活苦へ

の抗議は旧市街地でも起きる。 

むしろ中高所得者層が多く住むチャカオ市などで生

活苦を理由とする抗議行動が起きることは少ない。今

後の抗議行動は旧市街で発生することの方が多いの

ではないか。 

 

また、チャカオ市での抗議行動が少なくなると予想す

る要因の一つがグスターボ・ドゥケ新市長だ。ドゥケ

氏は市長に就任する前は、チャカオ市の治安対策を担

当していた。 

９月下旬に一時「Resistencia（抵抗）」というグルー

プがチャカオ市の街頭封鎖を行い、抗議行動の再開を

呼びかけた（「ベネズエラ・トゥデイ No.38」９月２５

日付の記事参照）。 

 

ドゥケ市長は「平和的な反政府デモは支持するが、公

共物を破壊し、道をふさぐのは平和的な抗議行動とは

呼ばない」とコメントし、「Resistencia（抵抗）」の

抗議行動に否定的な態度を取り、チャカオ市警に彼ら

を逮捕させた。前任のラモン・ムチャチョ市長よりも

取締り意志が強いと言える。 

 

ドゥケ氏は野党の第一正義党（PJ）に属していたが、

PJ は１２月の市長選に参加しない方針を示した。ド

ゥケ氏は PJ の方針に納得できず PJ を離党し、新時

代党（UNT）と発展進歩党（AP）の推薦候補としてチ

ャカオ市長選に出馬した。 

 

抗議はチャカオ市よりも旧市街地で増える 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
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UNT、APは反政府デモを支持しない政党だ。チャカオ

市で９月のような抗議行動が起きれば取締りを受け

る可能性が高いと言える。 

 

これらを加味すると、１８年の抗議行動はチャカオ市

よりも旧市街地で頻発するのではないかと考えてい

る。 

 

 

ベネズエラの治安対策には２つの視点が必要だ。１点

目は一般犯罪（強盗、誘拐など）、２点目は抗議行動

を発端とする暴動やクーデターなど。本稿では２点目

に焦点を当てている。 

 

現地駐在員の方はチャカオ市のことは詳しいはずだ。

仮に反政府デモの起点が「パルケ・デル・エステ」で

「プラサ・ブリオン・デ・チャカイート」を目指すと

アナウンスがあれば、どのルートが封鎖され、どの辺

りが治安維持隊と衝突する舞台になるか想像できる

人は多いだろう。当然、これらのルートを避けること

ができる。駐在員にとって、チャカオ市の地理を知る

ことは身を守るために重要だ。 

 

一方で旧市街地の「エル・バジェ」「ラ・ベガ」「エル・

パライソ」「１月２３日（ベインティテレス・デ・エ

ネロ）」などは地区名を挙げても、どの辺りなのか頭

に浮かんでくる人は少ないのではないか。 

 

旧市街地を起点とする抗議行動がチャカオ市まで広

がることは少ないため、チャカオ市に比べれば旧市街

地の地理を理解する必要性は低い。 

 

旧市街地の地理を知ることは身を守るためと言うよ

りも、どのくらい政治の中枢から近い場所で抗議行動

が起きているかを知りクーデターや大暴動を予期す

る上で必要になる。 

 

 

チャカオ市で大規模な抗議行動が起きる政治的なリ

スクと大統領府（ミラフローレス）の前で大規模な抗

議行動が起きる政治リスクを比較すれば当然、後者の

方がクーデターや強硬策が取られる可能性が高い。 

 

旧市街地での抗議行動と言っても「フンキート」で起

きる抗議と「カテドラル」で起きる抗議行動では問題

の深刻さが異なる。 

事件が起きている場所を認識することは政治的なリ

スクを想像する上で重要と言える。 

 

また、万が一「カテドラル」で大暴動が起き、国外退

避が必要となった際は当該地を避けるため、遠回りで

もフランシスコ・ファハルド高速道路を通らずに、エ

ル・コチェ高速道路からノルテ・スール高速道路を経

由してマイケティア国際空港に向かうなども考えら

れる。 

 

万が一のために、旧市街地について知っても損はない

だろう。 

 

カラカスの地理を知ることが大事 
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ベネズエラの首都はカラカスと言われるが、「カラカ

ス」には２つの地域区分がある。 

 

１つ目は先月、制憲議会に解体を宣告されたカラカス

大首都区（右図）。水色のリベルタドール市、黄色の

チャカオ市、青色のスクレ市、オレンジ色のエル・ア

ティージョ市、緑色のバルータ市の５市で構成されて

いる。この５市の塊を総称してカラカスと呼ぶ。 

あるいは、リベルタドール市だけを指してカラカスと

呼ぶこともある。そしてリベルタドール市は「カラカ

ス特別区（Distrito Capital）」とも呼ばれる。 

 

 

 

リベルタドール市は下図の中央上部の黒塗りの部分

（Dtto Capital）。リベルタドール市は更にパロキア

という地域区分に分かれる。次ページがパロキアの地

域区分と人口。 

 

（出所）「Descubre Distrio Capital」（Editorial Cadena Capriles出版） 

２つの地域区分として使用されるカラカス 
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（注）赤色の二重丸は大統領府（ミラフローレス） 

 

 

（出所）「Descubre Distrio Capital」（Editorial Cadena Capriles出版） 

表：　リベルタドール市の地区別人口（２０１０年）

パロキア（地区） 人口 パロキア（地区） 人口 パロキア（地区） 人口

23 de Enero 84,573 El Junquito 46,726 San Juan 101,028

Altagracia 41,290 Macarao 50,795 San Pedro 62,768

Antimano 154,563 El Paraiso 116,836 Santa Rosalia 118,919

Candelaria 63,781 La Pastora 89,878 Santa Teresa 20,443

Caricuao 170,115 El Recreo 107,369 Sucre 398,635

Catedral 5,525 San Agustin 47303 El Valle 153,868

Coche 58,461 San Bernardino 26192 La Vega 145,629

San Jose 38,707 合計 2,103,404
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リベルタドール市の中でも特に政府組織が多い地区

はカテドラル地区（Catedral）だろう。この地域に

は大統領府（ミラフローレス）、国会議事堂、外務省

の応接施設カサ・アマリージャ、革命家シモン・ボ

リバルの生家が位置する。また、旧市街地の中心部

を通るボリバル通りが走っており、ベネズエラ政治

の中心地と言える。カテドラル地区北部に隣接する

アルタグラシア地区（Altagracia）には中央銀行や

財務省がある。 

 

また、カテドラル地区西部には１月２３日地区（23 

de Enero）がある。この地区はマルコ・ペレス・ヒ

メネス独裁政権（軍人政権）が倒れた日を記念して

作られた。ペレス・ヒメネス政権が倒れたのは１９

５８年１月２３日。それまではスクレ地区の一部だ

ったが、１９６６年に独裁政権からの解放を記念

し、この地域は１月２３日地区と名付けられた。 

 

チャベス大統領の遺体が安置されている軍事博物館

（下写真）がある。この軍事博物館は４F（クアト

ロ・エフェ、２月４日）と呼ばれている。１９９２

年２月４日に故チャベス元大統領（当時、空挺部隊

に所属）はクーデターを失敗した。しかし、その時

に放送されたチャベス氏の宣言が国民（特に貧困

層）の心を打ち、チャベス大統領が英雄化された背

景がある。 

 

 

この２月４日を記念し、同軍事施設を４Fと呼ぶよ

うになっている。 

 

１月２３日地区にはコレクティーボと呼ばれる武装

集団が多くおり、治安の悪いことで有名なカラカス

の中でも特に治安が悪いと言われる。コレクティー

ボは政府支持者が多く、大統領府が襲われそうにな

るなど、政府の危機には殺人も含めて政府を擁護す

る。治安部隊など公的部門が出来ないような汚れ仕

事も引き受けると言われている。 

 

また、カンデラリア地区（Canderalia）も大統領府

につながるボリバル通りが走っている。 

他、エル・レクレオ地区（El Recreo）は大衆商業地

であるサバナ・グランデや政府系の大規模なイベン

トでよく利用されるテレサ・カレーニョ劇場

（Teatro Teresa Careno）などが位置している。 

 

最近よく抗議行動が起きているのはエル・バジェ地

区（El Valle）やラ・ベガ地区（La Vega）だろう。

エル・バジェ地区には軍人居住区がある。また、

ラ・ベガ地区からカテドラル地区へ向かうエル・パ

ライソ地区には軍事基地がある。 

 

治安の問題もあり、旧市街地には容易に足は運べな

いが、Google Mapで確認することは出来る。 

駐在員の方や本社安全担当の方は時間がある時にカ

ラカスの地図を再確認してはいかがだろうか。今後

起きるであろう抗議行動の場所を認識できれば柔軟

に対応できるかもしれない。 

 

以上 

カテドラル地区が政治の中心地 


