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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “１２月２４日 クリスマスのためメディアは休日” 

 

 

２０１９年１２月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「陸軍施設攻撃について野党の関与を指摘 

～ペルー政府にフェルナンデス氏の送還要請～」 

「マドゥロ政権離反軍人 米国で収容施設入り」 

「ロシアとベネズエラの軍関連契約 

～パドリーノ・ロペス国防相の汚職手段に？～」 

経 済                     

「Ecoanalitica ２０２０年の経済予測 

～脱ハイパーインフレ、ドル使用率６０％超～」 

社 会                     

「リベルタドール市 殺人発生件数半減」 

２０１９年１２月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長、夫人 おもちゃを配る」 

「マドゥロ政権 クリスマス補助金を給付 

～祖国カード保有者対象 金額は BsS.１０万～」 

経 済                    

「Crystallex CITGO 差し押さえ手続きを要請」 

社 会                     

「クリスマスの必要経費は BsS.３００万」 

「クリスマスイブもガソリン給油で行列」 

「CLAP セットは必要カロリーの１０％」 
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２０１９年１２月２３日（月曜）             

政 治                       

「陸軍施設攻撃について野党の関与を指摘         

 ～ペルー政府にフェルナンデス氏の送還要請～」       

 

１２月２２日 ボリバル州グラン・サバナの陸軍施設を

先住民らが襲い、武器の略奪などを試みる事件が起きた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.386」参照）。 

 

ロドリゲス情報通信相の発表によれば、６名が拘束され

武器は全て回収したという。 

 

また、この事件についてコロンビア政府、ブラジル政府

の関与を指摘していた。 

 

１２月２３日 本件についてマドゥロ大統領がコメン

ト。 

 

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首が事件の責

任者だと訴えた。 

 

「以前から警鐘を鳴らしていたようにクリスマスを血

に染める計画が存在していた。この計画はレオポルド・

ロペスという殺人狂のファシストが計画したものだ。 

ブラジル軍部に対して、今回の事件の真実を捜査するよ

う求める。」 

と述べた。 

 

なお、ブラジル政府は今回のクーデターの関与を否定し

ている。 

 

他、マドゥロ大統領はコロンビア、ブラジルの他、エク

アドル、ペルーも今回のクーデターに関与していると訴

えた。 

 

 

特に大衆意志党（VP）に所属し、現在はペルーに亡命し

ているビルカ・フェルナンデス氏をテロリストと非難。 

ペルー政府に対して、フェルナンデス氏をベネズエラに

送還するよう要請した。 

 

フェルナンデス氏は、過去マドゥロ政権に拘束されてい

た人物の一人。１８年６月に与野党交渉を行い、４３名

の政治犯が解放されたことがあるが、その中の１人だっ

た。 

 

 

（写真）El Comercio 

“テロリストと訴えられたビルカ・フェルナンデス氏” 

 

「マドゥロ政権離反軍人 米国で収容施設入り」         

 

米国のスペイン語テレビ局「Telemundo」は、マドゥロ

政権を離反したベネズエラ軍人の現在を報じた。 

 

１９年１月 グアイド議長が暫定大統領就任を宣言し、

軍部に対してマドゥロ政権から離反するよう求めた。 

当初、多くの軍人がこの呼びかけに呼応する動画を投稿

した。 

 

その中には、そもそも外国に住んでいる元軍人が軍服を

着てグアイド政権に忠誠を誓うようなものも多かった

が、本当にベネズエラ国内にいる現役軍人が離反を宣言

するケースもあった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b9948d6851a38035432689579902d6d.pdf
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ウゴ・パラ・マルティネス陸軍大将はその中の１人だ。 

 

マドゥロ政権への離反を宣言し、グアイド議長をベネズ

エラの正当な大統領と発表してから１年近くが経過す

るが、ウゴ元大将は亡命申請中で米国の収容施設にいる

ようだ。 

 

ウゴ元大将はマドゥロ政権を批判した後、コロンビアに

逃げたが、そこでコレクティボからの脅迫を受け、メキ

シコに逃亡。その後、米国に移動したという。 

 

現在は収容施設の檻の中におり、亡命許可が下りるか、

本国に送還されるか分からず不安な状態にあるという。 

 

「Telemundo」のインタビューに答えたウゴ元大将は 

「私は袋から落ち、地面に落ちた。全てを失ってしまっ

た。家族も、家も。私がしたことは何の価値もなかった。

今の状況が変わる見通しはない。」 

と悲観的なコメントをした。 

 

 

（写真）Voz de America（１９年２月２４日記事） 

“マドゥロ政権からの離反を宣言したウゴ元陸軍大将” 

 

 

「ロシアとベネズエラの軍関連契約            

 ～パドリーノ・ロペス国防相の汚職手段に？～」                  

 

アルゼンチン系のメディア「Infobae」は、ベネズエラ空

軍関係者の情報として、マドゥロ政権とロシア政府の軍

事関連の契約に関する記事を公開した。 

 

記事に書かれている具体的な契約内容は３つ。 

 

１つ目は、アレハンドロ・ラファエル・ディアス・エス

ピノサ海軍副総督をトップとするプロジェクトで、契約

金は４，２７１万６，９６２ドル。 

 

２つ目は、オーランド・ホセ・コリナ・モレル空軍大将

をトップとするプロジェクトで、契約金は９，０９０万

ドル。 

 

３つ目は、ホセ・ルイス・クリージャ大尉をトップとす

るプロジェクトで契約金は３，４３０万ドル。 

 

情報提供者によると、これらの契約にはパドリーノ・ロ

ペス国防相が深く関与しており、ロシア政府との契約で

財を成しているという。 

 

経 済                        

「Ecoanalitica ２０２０年の経済予測           

 ～脱ハイパーインフレ、ドル使用率６０％超～」           

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロ氏は２０２０年のベネズエラ経済について予測

した。 

 

以下は彼の考える２０２０年のベネズエラ像。 
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１．２０２０年のベネズエラは引き続き世界でも有数の

高インフレ国ではあるものの、ハイパーインフレ

（一カ月のインフレ率が５０％を超えるとハイパ

ーインフレと呼ばれる）は無くなる。 

 

２．石油セクターは民間セクターがマネジメントするこ

とになり、PDVSA の役割は縮小する。 

 

３．経済のドル化が進み、都市部では決済の６０％はド

ル建てになる。 

 

４．金融機関のビジネス形態は大きく変化する。具体的

には現金外貨関連のサービスが中心になる。 

 

５．公共サービス、特に通信分野で新たな会社が登場す

る。 

 

６．カラカス、レチェリア（アンソアテギ州にある富裕

層の多い観光地）など一部の都市では不動産市場が

やや回復する。 

 

７．輸入・消費の増加により商業セクターはやや回復す

る。 

 

８．ドル建ての生活費はやや上昇する。その速度は１８

年、１９年と比べて穏やかなものになる。 

 

９．ベネズエラの証券市場は、引き続きインフレ、通貨

切り下げを避ける有効な手段となる。 

 

１０．不透明な条件で国営会社が徐々に民間企業に売却

される。 

 

筆者もここに書いてある内容と近い認識をしている。 

今の状況が２０２０年も続くのであれば、オリベロ氏が

予想するような未来になるだろう。 

 

 

社 会                       

「リベルタドール市 殺人発生件数半減」            

 

「Monitor de Victimas（被害者モニター）」は、ベネズ

エラの殺人発生件数についての調査を公表。 

 

２０１９年１月～１０月まででカラカスのリベルタド

ール市では４８７件の殺人が起きたとした。一年前は９

２１件の殺人が記録されており、当時と比較すると殺人

件数は減少したことになる。 

 

４８７件の殺人のうち３７５件は銃器による殺人。多く

は胸部に当たっているという。また、１６８件は国家警

察、特別機動部隊などによる殺人と報じた。 

 

リベルタドール市で最も殺人が多い地区は、カティア、

カサルタ、プロパトリア、ラス・サリアスなどがある

「Sucre 地区」で８１件。公務員による殺害（公務執行

妨害・正当防衛など）が２８件と最も多い。 

「Sucre 地区」に次いで多いのは「Coche 地区」で５５

件。同地区でも公務員による殺害が１４件と最も多い。 

「El Valle 地区」も「Sucre 地区」とほぼ同数の５４件

となっている。 
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カラカスの他の地域での殺人発生件数は以下の通り。 

 

スクレ市（リベルタドールの Sucre 地区とは別）が２１

０件。スクレ市の中でも貧困街ある「Petare 地区」での

殺人発生件数が圧倒的に多い。 

 

他、バルータ市は４３件。エル・アティージョ市は８件。

日本人駐在員が多く住む（住んでいた）チャカオ市は４

件となっている。 

 

 

（写真）「Monitor de Victimas」 

 

２０１９年１２月２４日（火曜）             

政 治                       

「グアイド議長、夫人 おもちゃを配る」        

 

１２月２４日はクリスマスイブ。カトリック教徒が多い

ベネズエラでは２４日と２５日は国民の休日となる。 

 

この時期はメディアが動いておらず、基本的にニュース

は無い。マドゥロ大統領もこの日は静かにしている。 

 

グアイド議長および夫人のファビアナ・ロサレス氏は、

クリスマスを前にスクレ市ペタレ地区を訪問。子供たち

におもちゃを配った。 

 

 

 

 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「マドゥロ政権 クリスマス補助金を給付         

 ～祖国カード保有者対象 金額は BsS.１０万～」           

 

マドゥロ大統領は年末ボーナスをペトロ建てで支給す

るとしていたが、それ以外に「Bono Niño Jesús（クリス

マス特別ボーナス）」を支給するようだ。 

 

１２月２４日～３１日にかけて祖国カードを保有する

人を対象に給付される。金額は BsS.１０万のようだ。 
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経 済                       

「Crystallex CITGO 差し押さえ手続きを要請」            

 

１２月２４日 「Crystallex」の訴訟権を保有する「Tenor 

Capital Manegment」はデラウェア地方裁判所に対して、

遅延している CITGO の差し押さえ手続きを進めるよ

う求めた。 

 

エネルギー情報サービス会社「Argus Media」は、グア

イド政権が差し押さえの引き延ばし作戦を行っており、

このままだと CITGO 差し押さえが完了するのは数年

後になるだろうと報じた。 

 

なお、Crystallex 以外に PDVSA２０の債権者のカスト

ゥ デ ィ ア ン を 務 め る 「 MUFG Union Bank 」「 Glas 

Americas」も PDVSA２０の元本・利息を返済するよう

先週、裁判所に通知を提出したという。 

 

社 会                       

「クリスマスの必要経費は BsS.３００万」            

 

１２月２４日の定番料理は「アジャカ」「パン・デ・ハ

モン」「エンサラダ・デ・ガジナ」「豚肉」など。 

 

 

（写真）Clarin 

“右下の黄色い四角がアジャカ、左の茶色の食べ物が豚

肉、真ん中のサラダがエンサラダ・デ・ガジナ、上のパ

ンがパン・デ・ハモン” 

 

現在、家族でクリスマスの定番料理を食べるためには

BsS.３００万は必要だという。ドルで換算すると、６０

～７０ドル相当になる。 

 

現在の実質最低賃金はBsS.３０万（最低賃金が月額BsS.

１５万、食料チケットが BsS.１５万）。 

 

最低賃金生活者では、とてもではないが購入できないだ

ろう。 

 

「クリスマスイブもガソリン給油で行列」              

 

１２月２４日もベネズエラのガソリン不足問題は解決

していない。 

 

全国でガソリン給油のために長い行列を作っている記

事が散見される。モナガス州などでは給油のために徹夜

しなければいけないという。 

 

一年で最も重要な日が、ガソリン給油で潰れるというの

は想像を絶するひどい状況だろう。 

 

 

（写真）El Nacional 
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「CLAP セットは必要カロリーの１０％」              

 

非営利団体「Ciudadania en Accion（行動する市民）」は、

CLAP の配給状況について報じた。 

 

同組織が１５州を対象に行った調査によると、１９年２

月は合計１，１６０万の CLAP セットが配給されてい

たが、１９年１１月には２５６．２万セットまで減った

という。 

 

また、現在の CLAP の中身についても発表。 

 

白米が３．２８キロ、パスタが２．９５キロ、とうもろ

こし粉が１．９１キロなど。CLAP のセットは平均１０．

３４キロの商品が入っているという。 

 

また、配給の頻度は４８．９日に１度。このセットで摂

取できるカロリーは合計２８，７２０カロリー。これは

１家族に必要なカロリーの１０．５４％に過ぎないとい

う。 

 

（写真）Venepress 

 

以上 

 


