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（写真）El Comercio “６月６日 ペルーで大統領選実施 ケイコ・フジモリ氏が優勢か” 

 

 

２０２１年６月４日（金曜） 

 

政 治                     

「米国 対ベネズエラ １２億ドル寄付の行方」 

「マドゥロ政権 Epivaccorona１０００万調達契約」 

経 済                     

「Reliance 制裁対策でバイデン氏関係者と契約」 

「PDVSA 法務事務所に１３８０万ユーロ支出」 

「国産ガソリン 必要量の４０％以下」 

社 会                     

「マフィア El Coqui、Vampi が同盟？ 

～カラカス全体を束ねるマフィア連盟結成か～」 

「El Callao 市長を非難した女性２名が殺害」 

21 年 6 月 5～6 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 交渉の新条件を提示 

～交渉内容は国民に見える形で～」 

「副大統領 国民の１１％はワクチン接種済み？」 

「野党 学生を中心とした抗議行動を実施 

～６月２４日までデモ行進を継続～」 

「ペルー大統領選 フジモリ候補が当選か」 

経 済                    

「PDVSA キューバにディーゼル燃料輸出」 

社 会                    

「１０月に通学形式の学校再開を検討」 
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２０２１年６月４日（金曜）             

政 治                       

「米国 対ベネズエラ １２億ドル寄付の行方」         

 

コロンビアで在ベネズエラ・米国代表大使の役割を担っ

ているジェームス・ストーリー大使のツイッターでの投

稿が物議をかもしている。 

 

きっかけは前号「ベネズエラ・トゥデイ No.608」で紹

介した米国が世界各国にワクチンを寄付するという話。 

 

第１回目のラテンアメリカ諸国へのワクチン寄付の中

でベネズエラは寄付対象に入っていない。 

 

 

この点についてストーリー大使は 

「ずっと寄付しないというわけではない。 

ベネズエラは透明性が確保できていないから現時点で

は寄付できない。」と説明していたが、メディアでは、

「米国政府はベネズエラにワクチンを寄付しない」 

と報じる記事が多かった。 

 

グアイド政権とマドゥロ政権の合意がない限り米国が

ベネズエラに Covid-１９ワクチンを寄付するとも考え

にくい。 

 

「米国政府はベネズエラにワクチンを寄付しない」との

報道に対して、ストーリー大使は反論。 

「米国がベネズエラに Covid-１９ワクチンを寄付しな

いとの噂を明確に否定する。ベネズエラの人道危機を解

決しようとする我々の意思を改めて強調する。我々はこ

れまでに１２億ドルを寄付してきた。 

 

我々が注力しているのはベネズエラ国民の支援だが、透

明なワクチン接種の仕組みは必要である。将来的なワク

チン寄付に向けて検討を続けている。米国政府は全ての

ベネズエラ国民にワクチン接種が完了するよう強い姿

勢で臨んでいる。」 

と投稿した。 

 

この投稿をリツイートする形で、アレアサ外相が反論。 

「米国が１２億ドルをベネズエラに寄付した？誰にい

つしたのか？米国がしたことは、違法にベネズエラの資

産を凍結し、ワクチンや医療資材調達のための融資を妨

害したことだ。外国の国営会社を盗み、ベネズエラ国民

を苦しめている。」 

と反論した。 

 

また、ソーシャルメディア上では「１２億ドルの寄付は

グアイド政権に流れた」と指摘されており、グアイド議

長がこの噂を否定。 

 

 

「米国政府は、暫定政府に人道支援の資金を流していな

い。独裁者の情報工作の被害者にならないよう以下のサ

イトを読むことを勧める。」 

と投稿。「米国国際開発庁（USAID）」のサイトを紹介し

た。 

 

内容は２１年１月に公表したものだが、ベネズエラ国内

への寄付は１億２，７００万ドル。 

うち９，０００万ドルはベネズエラで人権擁護活動、選

挙監視団体、独立系メディアを行っている市民団体に提

供したと発表している。実際のところ、国民への支援と

いうより野党派団体への政治資金提供の側面が強い。 

 

実際のところ、ベネズエラ問題の寄付金のほとんどは、

コロンビア、ブラジルなど外国向けのベネズエラ難民対

策費であり、ベネズエラ国民への寄付は行っていないの

が実態だろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
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「マドゥロ政権 Epivaccorona１０００万調達契約」       

 

６月４日 カルロス・アルバラード保健相は、ロシアの

サンクトペテルブルクで開催された「国際経済フォーラ

ム」に出席。 

 

同イベントでロシアの製薬会社「Geropharm」が開発し

た Covid-１９ワクチン「EpiVacCorona」を１０００万

個調達する契約を締結したと発表した。 

 

「Geropharm」によると、ベネズエラは「EpiVacCorona」

の大量接種を行う最初の外国だという。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、今回の協定を歓迎。 

「帝国主義国の憎悪を受けているにもかかわらず、ベネ

ズエラはワクチンの大量摂取のため Geropharm と

Covid-１９調達契約を締結した。 

マドゥロ大統領は、国民のワクチン接種と生活と安全を

保証する。」 

と投稿した。 

 

経 済                         

「Reliance 制裁対策でバイデン氏関係者と契約」           

 

エネルギー関連の専門メディア「Rigzone.com」は、イ

ンドのエネルギー会社「Reliance」が、ベネズエラの原

油取引の制裁を緩和するためにバイデン大統領が上院

議員を務めていた際にバイデン氏の秘書を務めていた

人物とロビー活動の契約を交わしたと報じた。 

 

「Reliance」が契約を交わした人物は Ankit Desai 氏。 

米国の弁護士事務所「Eversheds Sutherland US LLC」

の契約社員だという。 

 

米国が２０１９年に PDVSA に制裁を科してからも

「Reliance」は PDVSA と取引を続けていた。 

 

しかし、２０年２月にトランプ大統領がインドを訪問し

た際に「Reliance」に対してマドゥロ政権との取引を停

止するよう要請。この要請を受けて２０年中旬から

「Reliance」は PDVSA との取引を停止し、現在に至っ

ている。 

 

「PDVSA 法務事務所に１３８０万ユーロ支出」                  

 

スペイン系メディア「OK Diario」は、国際弁護士事務

所「Dentons」が、２０１７年から債権者による PDVSA

の資産差し押さえを防ぐことを目的とした弁護契約を

PDVSA と締結し、１．３８０万ユーロを得ていたと報

じた。 

 

また、「Dentons」はタイの「Tipco」からも数百万ドル

の報酬を受け取っていたと報じている。 

 

「Tipco」は PDVSA の重要顧客の１つ。 

制裁により外国企業へ支払いができない PDVSA に代

わり、「Tipco」が PDVSA の外国の顧客への支払いを代

行していたとされている。 

 

なお、外国企業への支払いを代行した見返りとして

「Tipco」は、安価に PDVSA から原油を調達していた

とされている。 

 

米国の制裁を回避するスキームに協力していたと指摘

されており、「PDVSA」「Tipco」「Dentons」の３社の間

に制裁回避を目的とした協力関係があるとした。 

 

「Dentons」は、メディアからの問い合わせに対して、 

「我々は倫理観に基づき、あらゆる法的な義務を注意深

く順守している。Dentons は全ての法律・規則・制裁に

対して最も高いスタンダードで順守するサービスを顧

客に提供している」 

と回答している。 
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「国産ガソリン 必要量の４０％以下」            

 

石油分野の専門家ラファエル・キロアス氏は、ベネズエ

ラのガソリン精製状況について言及した。 

 

キロアス氏によると、現在のベネズエラ国内でのガソリ

ン精製量は日量８万バレルだという。 

 

本来ベネズエラのガソリン消費量は日量２２万バレル

なので、４０％以下ということになると指摘した。 

 

現在もベネズエラ国内でガソリン精製を続けている製

油所はカルドン製油所とアムアイ製油所のみ。 

 

エルパリート製油所はメンテナンスのため稼働を停止

ており、バホ・グランデ製油所は３月から停止している

とした。 

 

社 会                        

「マフィア El Coqui、Vampi が同盟？        

 ～カラカス全体を束ねるマフィア連盟結成か～」           

 

カラカスの巨大マフィア組織「El Coqui」と「El Vampi」

が同盟を結成したとの噂が報じられている。 

 

これが事実であれば、少なくともカラカスのサンタロサ

リア、エルパライソ、エルバジェ、コチェ、ラベガの５

地域を支配する超巨大マフィア連盟が誕生したことに

なる。 

 

また、勢力の大きさで言えば、カラカス全員を支配する

ことも可能だという。 

 

犯罪学専門家のサンドラ・レイ氏によると、マフィアは

犯罪行為をしているだけではなく、支配地域の統治も行

っており、政治・経済も支配すると指摘。 

 

支配地域の住人の生活を改善するために物資支援を行

ったりするという。 

 

以下の写真はマフィア組織「El Coqui」のトップとされ

る人物の写真。支配地域の住民に食料をプレゼントして

いる。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

カラカスではマフィアが国家警察や軍と断続的に衝突

を続けており、治安当局と巨大マフィアの統治を巡る争

いが起きているとした。 

 

「El Callao 市長を非難した女性２名が殺害」         

 

６月３日 ボリバル州エルカジャオ市で銃殺された女

性２名の遺体が発見された。遺体には虐待の痕跡がある

という。 

 

被害者らはエルカジャオ市長を非難する抗議行動に参

加しており、刺客により殺害された可能性が報じられて

いる。 

 

５月２４日 地元商店が５万ボリバル札を受け取らな

かったことで抗議デモが発生。そのデモに参加し、市長

を非難していたことが確認されている。 
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この時、被害者は「もし私が殺されるのであれば、それ

は略奪者（市長）によるものだ。」と発言しており、そ

の発言はソーシャルメディアで拡散されていたという。 

 

ボリバル州のエルカジャオは GOLD の違法採掘が横行

する地域でボリバル州の中でも最も治安の悪い地域の

１つだ。 

 

彼女は、「売春ネットワークを保護しているのは市長」

と非難しており、市長だけではなくマフィアも敵に回す

発言をしていた。 

 

市長による殺人、あるいはマフィアのビジネスに苦言を

呈したことの見せしめ、あるいは一般犯罪の可能性もあ

る。 

 

＜同記事を書いた後に報じられた追加情報＞ 

（６月６日 サアブ検事総長は、この事件について続報

を発表。殺害現場に居合わせた人物の証言から２名を殺

害したのはマフィア組織「El Peru」に所属する人物だと

発表した） 

 

２０２１年６月５日～６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 交渉の新条件を提示             

      ～交渉内容は国民に見える形で～」        

 

グアイド議長が「国家救済合意」を提案して以降、与野

党交渉が再開する観測が高まっているが、現時点では両

者が再開に向けたけん制を続けており、交渉は始まって

いない。 

 

６月５日 マドゥロ大統領は、演説で改めて野党に対し

て交渉を行うよう要請した。 

 

 

 

これまでマドゥロ大統領は交渉のテーマとして、 

１．制裁の解除 

２．大統領と与党国会を認めること 

３．外国の凍結資産の解除 

の３点を挙げていたが、これに新たな条件が加わった。 

 

新たな条件は交渉のやり方で、「対話にはメディアを呼

び国民に見える形で行うこと」を挙げた。 

 

ただし、野党側は公開制の協議に対して否定的な見解を

示しており、野党が交渉を始めるにあたり新たな障害に

なるとみられている。 

 

２０１７年に与野党交渉が行われた際、合意直前で野党

の交渉窓口だったフリオ・ボルヘス氏の携帯電話に連絡

が入り、その後交渉が破断した。この時の電話の相手は

米国政府関係者だったとの噂が存在する。 

 

この噂が事実かどうかは不明だが、マドゥロ政権側は交

渉で野党がこれまでの流れを全てひっくり返す不義理

を働いたと主張しており、そういったことができないよ

う公開制の交渉にすることを求めている。 

 

「副大統領 国民の１１％はワクチン接種済み？」           

 

６月６日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１９

問題担当）は、「６月５日の時点で１１％のベネズエラ

国民（約３３０万人）へのワクチン接種が完了した」と

発言。疑問の声が殺到している。 

 

「Sputnik V」「VeroCell」「Sinopharm」は２回接種しな

ければならないため、３３０万人のワクチン接種を完了

させるためには、ワクチン６６０万個が必要になる。 

 

マドゥロ政権がこれまでに到着を発表したワクチンの

数は２７３万個。 
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仮にこれが２セットを１個としてカウントしていると

して、且つ到着したワクチンが全て接種されたとしても

５７万個足りない。 

 

現在、全国で一般人を対象にワクチン接種が行われてい

るところで、到着したワクチン２７３万個の接種が完了

したとも思えない。 

 

これらの事実を踏まえると、「国民の１１％はワクチン

接種済み」という数字がどこから出てきたのか疑問のコ

メントが殺到している 

 

「野党 学生を中心とした抗議行動を実施       

      ～６月２４日までデモ行進を継続～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.608」で紹介した通り、

６月５日にグアイド政権は学生を中心とした抗議行動

を実施した。 

抗議行動は以下の通り、全国８州で開催された。 

 

 

（写真）野党国会 

 

グアイド政権と共に抗議行動を行った学生団体「ベネズ

エラ学生連盟」は、今後全国の地方から首都カラカスま

でデモ行進を行い６月２４日にカラカスに到着すると

発表。１９日間のデモ行進を発表した。 

 

写真を見る限り、率直に言って人の集まりは少ない。 

全体を映した写真がないので正確には言えないが、カラ

カスの抗議行動でも３０人は集まっていない印象だ。 

 

また、１９日間のデモ行進を宣言したが翌６月６日は特

にデモ行進をしているような投稿は報道でもベネズエ

ラ学生連盟のツイッターでも確認できていない。 

 

 

（写真）ベネズエラ学生連盟 

“カラカスで抗議行動に参加する学生” 

 

「ペルー大統領選 フジモリ候補が当選か」         

 

６月６日 ペルーで次期大統領を決める決選投票が行

われた。 

 

投票時間が終了した現地時間１９時、ペルーの世論調査

組織「Ipsos」は投票結果の速報予想を発表。 

 

「Fuerza Popular」のケイコ・フジモリ候補が５０．３％、

対する「Peru Libre」のペドロ・カスティージョ候補が

４９．７％と報じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
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「Ipsos」のアルフレド・トーレス社長は、この結果につ

いて「America Television」でコメント。 

「この速報のエラー率はプラス・マイナス３．３％。 

両者の差は０．６ポイントでどちらにも転ぶ可能性があ

る」と説明した。 

 

「Ipsos」の速報後、現地時間２３時３０分にペルーの選

管が速報を発表。開票率７６．５％の時点でフジモリ候

補が５１．９４３％、カスティージョ候補が４８．０５

７％でフジモリ候補がリードしている。 

 

 

（写真）ペルー選管 

 

経 済                       

「PDVSA キューバにディーゼル燃料輸出」            

 

野党国会のイバン・フレイテス労働者部門長は、PDVSA

がキューバに１６万バレルのディーゼル燃料を送った

と発表した。 

 

フレイテス氏は、昨年まで PDVSA 労働組合の幹部を務

めていたが、マドゥロ政権の迫害を受けて２０年１２月

にコロンビアに亡命していた人物（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.539」）。 

 

これまでも PDVSA の労働組合員として内情について

国際メディアなどに PDVSA の内情を訴えていた。 

労働者として中立の立場で活動を続けていたが、今後は

グアイド政権側で情報発信を続けることになったよう

だ。 

 

 

 

 

フレイテス氏は、ベネズエラ国内が燃料不足で深刻な状

況になっているにも関わらず、マドゥロ政権はキューバ

政権にタダ同然でディーゼル燃料を輸出していると非

難した。 

 

社 会                       

「１０月に通学形式の学校再開を検討」            

 

現在ベネズエラは Covid-１９感染防止策として、通学

形式の学校を閉鎖し、インターネットや電話による遠隔

学習を継続している。 

 

６月６日 心筋梗塞で亡くなったアリストブロ・イスト

ゥリス氏に代わり教育相に就任したエドゥアルド・ピニ

ャテ新教育相は、「１０月に学校を再開させる方向で検

討している」と述べた。 

 

ただし、今後の感染状況に応じて計画を変更する可能性

もあるとした。 

 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf

