
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年４月９日～４月１１日報道             No.５８５   ２０２１年４月１２日（月曜） 

1 / 9 

（写真）大統領府 マドゥロ政権 Covid-１９ワクチン調達のため COVAXに約６０００万ドルの支払い実行” 

 

 

２０２１年４月９日（金曜） 

 

政 治                     

「高齢者へのワクチン接種開始 

～祖国カード保有者から３３９５名を抽選～」 

「サアブ氏開放のためインフルエンサーに支払い」 

「米国 マドゥロ政権の交渉相手はグアイド政権」 

経 済                     

「原油貯蔵船 El Nabarima 原油移動作業が完了」 

「最低賃金受給者も所得税支払い義務？」 

「米国・ベネズエラの貿易取引 ５９．５％減」 

社 会                     

「セントビンセント・グレナディーン諸島で噴火」 

21 年 4 月 10～11 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 独自に COVAXへ支払い実行 

～国民１０％分のワクチン調達費支払い～」 

「COVAX支払いに対するグアイド政権の反応」 

「与党役員 スイスに訪問、列国議会同盟と協議」 

「ペルー・エクアドルで大統領選」 

経 済                    

「４月に利用可能なベネズエラの国際便は？」 

「マドゥロ政権 賃料支払い免除を６カ月延長」 

社 会                    

「４月１１日 チャベス大統領が失脚した日」 
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２０２１年４月９日（金曜）             

政 治                       

「高齢者へのワクチン接種開始                

 ～祖国カード保有者から３３９５名を抽選～」       

 

４月９日 マドゥロ政権は高齢者を対象とした Covid-

１９ワクチン接種を開始した。接種されるワクチンは、

ロシア製の「Sputnik V」。 

 

このワクチン接種の対象者は、「祖国カード」保有者か

ら３，３９５名が抽選で選ばれる。 

 

対象者はカラカス・ミランダ州の高齢者のみで、政府が

指定した８つの国立病院でワクチン接種が可能。 

 

以下はミランダ州バルータ市の病院の様子。 

抽選で選ばれた人がワクチン接種待ちをしている。 

 

同行列を撮影した記者は「接種待ちの人々の距離は近く、

密状態になっている」と指摘した。 

 

 

（写真）Federico Black 記者ツイッター 

 

なお、「祖国カード」はマドゥロ政権が登録を呼びかけ

ているカードで、このカードの保有者は、マドゥロ政権

の補助金やその他公的サービスを優先的に受けられる。 

 

今回も「祖国カード」を持っていない人はワクチン接種

の抽選から外れていることになる。 

 

マドゥロ政権から援助を嫌う野党支持者らは、基本的に

「祖国カード」の登録をしていない。つまり、野党支持

者は補助金や公的サービスの優遇措置などを受けられ

ないことになる。 

 

野党は「祖国カード」を政治的な迫害に利用していると

非難している。 

 

「サアブ氏開放のためインフルエンサーに支払い」         

 

米国政府の要請で、マドゥロ政権の協力者とされるコロ

ンビア人企業家アレックス・サアブ氏がカボベルデで逮

捕されたのは２０２０年６月１３日。 

 

逮捕から１０カ月が経過したことになるが、未だに米国

への身柄引き渡しは完了していない。 

 

サアブ氏の弁護士が手続きを妨害していることが大き

な理由だが、それに加えて「西アフリカ諸国経済共同体

（CEDEAO）」の共同体裁判所が、サアブ氏の米国引き

渡しを違法であるとして、カボベルデ政府に対して引き

渡しをしないよう求めていることも大きい。 

 

サアブ氏の米国引き渡しを違法と認識している

CEDEAOの拠点はナイジェリアにあるが、このナイジ

ェリアでサアブ氏の引き渡しに反対する趣旨の投稿を

ツイッターに上げることで、お金を受け取っているイン

フルエンサーがいたと報じられている。 

 

「BuzzFeed News」というニュースサイトによると、サ

アブ氏の開放を求める趣旨の投稿をすることで１日５

０ドルを稼ぐことができたという。 
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「BuzzFeed News」によると、金銭を受け取り、情報を

流したことを理由に、１，５００のアカウントが使用停

止になったという。 

 

例えば、５０万人のフォロワー登録がある Pamilerin 

Adegoke氏は、サアブ氏の開放を求める署名を募ったこ

とでアカウントが使用停止になっている。 

 

Adegoke氏は金銭受領を否定しているが、それが真実か

どうかは分からない。 

 

「米国 マドゥロ政権の交渉相手はグアイド政権」                  

 

バイデン政権でベネズエラ問題を担当しているファン・

ゴンサレス大統領補佐官は、CNN のインタビューに対

応。 

 

ベネズエラ問題について、マドゥロ政権とバイデン政権

が交渉する可能性を否定。交渉はグアイド政権と行わな

ければならないと言及した。 

 

「ニコラス・マドゥロが対話しなければいけないのは、

我々ではない。グアイドとだ。彼は市民団体や民間セク

ターなどを含むより広範囲な同盟を組織しようとして

いる。 

 

米国は対話の条件を設定するようなことはしない。 

ベネズエラの問題はベネズエラ人が決めなければなら

ない。」 

との見解を示した。 

 

なお、キューバ問題について、当時は関係正常化に向け

た交渉再開に前向きな意思を示していたが、その方針も

変わったようだ。 

 

 

 

キューバへの対応について、ゴンサレス担当官は 

「ジョー・バイデンの対キューバ政策はオバマ政権とは

異なる。私は政治環境が当時と大きく変わったと考えて

いる。彼らは政治対話の余地を狭めた。キューバ政府は

我々の求めに全く答えない。」 

と説明した。 

 

他、米国がベネズエラに科している経済制裁について米

国の立場を擁護。 

「ベネズエラ国民は不公平に苦しんでいる。 

これは米国の責任ではない。これは現在ベネズエラを実

行支配しているグループの責任だ。」 

と回答した。 

 

経 済                        

「原油貯蔵船 El Nabarima 原油移動作業が完了」           

 

スクレ州パリア沖で停泊している原油貯蔵船「El 

Nabarima」に貯蔵されていた原油の移動作業が完了し

た。 

 

「El Nabarima」は PDVSA とイタリアのエネルギー会

社「Eni」の合弁会社「Perosucre」が所有する船舶。 

 

２０１９年１月に米国が PDVSA に制裁を科してから

売り先がなくなり海上に停泊したまま放置されていた。 

 

そして、２０年８月末に「El Nabarima」がメンテナン

ス不足により沈没の危機にあり、この船に貯蔵されてい

る原油が海上に漏れる可能性が指摘された（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.492」）。 

 

「El Nabarima」が停泊する場所は、トリニダードトバ

ゴと近く、同海域で原油が漏れた場合、トリニダードト

バゴの生態系にも悪影響が及ぶ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
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１０月に「Eni」は、「El Nabarima」の原油を移動する

作業が米国の制裁に抵触することを懸念する意思を表

明。米国政府に保証を求めた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.514」）。 

 

その後、１１月に米国が制裁を科さないことを約束し、

１２月に原油の移動作業が始まった。 

 

 

（写真）@JoseRomero 

 

「最低賃金受給者も所得税支払い義務？」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.584」で所得税など税

金支払い時の計算単位となる「租税単位（UT）」が改定

されたとの記事を紹介した。 

 

今回の改定で１UT＝BsS.２万になったが、ベネズエラ

の会計コンサルタント Hector Orochena 氏は、今回の

租税単位改定について、ベネズエラの実態に全く合って

いないとの意見を示した。 

 

 

 

 

ベネズエラの所得税の計算規則では、年間所得のうち１，

０００UT までに適用される所得税率は６％、１，００

０UT～１，５００UT までの税率は９％と所得に応じ

て税率が変わる仕組みになっている。 

 

１UT=BsS.２万ということは、１，０００UTは BsS.２，

０００万に相当する。 

 

公式な発表は存在していないが、現在のベネズエラの最

低賃金は２１年３月に改訂され月額 BsS.１８０万とな

っている（「ベネズエラ・トゥデイNo.572」）。 

 

最低賃金受給者も１２カ月の給料はBsS.２１６０万で、

２，０００万（１０００UT）を超える。 

 

現在の為替レートは１ドル BsS.２２０万なので、最低

賃金はドルに換算すると０．８２ドルになる。 

非常に貧しいにもかかわらず、１０００UT を超えてい

るので年間収入から所得税率９％が引かれることは明

らかにおかしいと指摘した。 

 

基本的には家族人数や子供の教育費など減免分がある

ことに加え、ベネズエラ政府は一定額以下の所得の人に

は所得税免除の政令を出すのが通例だが、ベネズエラの

税金支払い制度がゆがんでいることがよく分かる。 

 

「米国・ベネズエラの貿易取引 ５９．５％減」                  

 

「米国ベネズエラ商工会議所（VenAmCham）」は、米

国貿易統計局のデータを引用し、２０２０年の米国とベ

ネズエラの貿易取引が５９．５％減少したと発表した。 

 

「VenAmCham」によると、両国の輸出入の合計取引額

は１２億９，８００万ドル。米国からの輸出の方が多く、

ベネズエラは９億６，４００万ドルの貿易赤字とした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36bf0721a461110a0f40afc81ff09849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd6c070917b06cd1ff2d9d64ab950fae.pdf
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２０１９年の両国の輸出入取引の合計額は３２億６０

０万ドルだったため、５９．５％減少したことになると

いう。 

 

ただし、輸出と輸入を分けてみると金額の減り方には大

きな差がある。 

 

２０２０年にベネズエラが米国に輸出した金額は１億

６，８００万ドル。２０１９年は１７億６，５００万ド

ルだったので、９１．３％減少したことになる。 

 

減少の主な要因は、原油輸出の減少。 

「HS２７（原油・原油製品）」の輸出は、２０１９年に

１６億３，２００万ドルだったのが、２０年は１，５０

０万ドルと９９．０８％減少したことがベネズエラの米

国向け輸出を大きく押し下げた。 

 

米国は１９年１月２７日に PDVSAに制裁を科した。 

この制裁を受けて、２月から米国向け原油輸出が急激に

減少。４月には PDVSA との取引がゼロになっている。 

 

他方、２０年の米国からベネズエラ向けの輸出額は１１

億３，１００万ドル。１９年から１１．１％減と減少率

は比較的少ない。 

 

社 会                        

「セントビンセント・グレナディーン諸島で噴火」           

 

４月９日 ベネズエラから近い島国、セントビンセン

ト・グレナディーン諸島で火山「La Soufriere」が噴火し

た。 

 

報道によると、この噴火で火山灰を吸ってしまい１名が

死亡。少なくとも１６，０００人が避難したという。 

また、セントビンセント・グレナディーン諸島の赤十字

副代表によると３名が消息不明だという。 

 

サンタルシア、ドミニカ国、バルバドスなどカリブ海隣

国から支援物資が送られており、ベネズエラからも支援

物資が送られた。 

 

４月１１日 アレアサ外相はセントビンセント・グレナ

ディーン諸島への支援を発表。食料と飲料水、１５名の

ベネズエラ専門家を現地支援員として派遣したとして

いる。 

 

 

（写真）Google MAP 

“セントビンセント・グレナディーン諸島とベネズエラ” 

 

２０２１年４月１０～１１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 独自に COVAX へ支払い実行      

  ～国民１０％分のワクチン調達費支払い～」        

 

４月１０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、「米州

保険機構（OPS）」が運営する Covid-１９ワクチン供給

プログラム「COVAX ファシリティ（以下、COVAX）」

に支払いを行ったと発表した。 
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ロドリゲス副大統領が公表した発表文によると、２０年

９月１８日にベネズエラは OPS とワクチン調達に関す

る合意を締結していたという。 

 

合意内容は、ベネズエラ国民の２０％分のワクチン１１，

３７４，４００個（約１，１３７．４万個）を１１９，

９９９，９２０ドル（約１．２億ドル）で調達するとい

うもの。 

 

マドゥロ政権は、この合意金額の半分に相当する５，９

２０万スイスフラン（約６，０００万ドル）を「Alizanza 

Gavi」という団体に振り込んだ。この資金は「Alianza 

Gavi」経由で米ドルに両替され、COVAX に支払われる

という。 

 

つまり、国民の１０％分のワクチン費用を支出したこと

になる。 

 

なお、現在のベネズエラ人口は３，０００万人弱と言わ

れている。国民の２０％は６００万人弱になる。 

一方、OPS と合意したワクチンの数は約１，１３７．４

万個なので、１人２個のワクチンを使用するという前提

だろう。 

 

これでベネズエラは COVAX に初めてワクチン費用を

支払ったことになり、ワクチン輸入に向けた協議が本格

的に始まることが予想される。 

 

ただし、マドゥロ政権はベネズエラに送る予定だった

「アストラゼネカ社」のワクチンについては副作用の懸

念があるとして調達を拒否しており、別のワクチン調達

を求めている。 

 

どのワクチンを調達するかで協議が長引けば、ベネズエ

ラにワクチンが到着するのも先になってしまうだろう。 

 

 

 

「COVAX 支払いに対するグアイド政権の反応」           

 

前述の通り、マドゥロ政権はワクチン調達のために

COVAXに対して約６，０００万ドルを支払った。 

 

グアイド政権は、３月１９日にワクチン調達のため

COVAXに約３，０００万ドルを支払うことを承認して

いたが、米国にあるベネズエラ政府口座は米国の「外国

資産管理局（OFAC）」の承認がなければ支出できない

（「ベネズエラ・トゥデイ No.576」）。 

 

OFAC の承認を待っている間に先を越された形になる。 

 

４月１０日 グアイド議長はマドゥロ政権によるワク

チン代の支払いについて「圧力がマドゥロ政権にワクチ

ンを支払わせた」と主張。圧力方針が功を奏したとの見

解を示した。 

 

また、マドゥロ政権は制裁がワクチン調達を妨げている

と主張していたが、今回ワクチン調達費を支出したこと

を受けて、「制裁はワクチン調達を妨げていないことを

マドゥロ政権自身が証明した」と主張した。 

 

加えて、「マドゥロ政権はワクチン代金を支払うことが

できたが、ベネズエラ国民の生命をないがしろにし、こ

れまで支払いをしてこなかった」との見解を示し、マド

ゥロ政権を非難した。 

 

ただ、米国の制裁対象になっておらず、米国・英国など

に総額６０億ドルの政府口座を持ちながらワクチン調

達費を支払わなかったグアイド政権が言っていい主張

なのか。 

 

自分自身に跳ね返ってくるような主張を堂々とできる

のは不思議だ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
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「与党役員 スイスに訪問、列国議会同盟と協議」         

 

４月１１日 マドゥロ政権の与党国会議員団はスイス

を訪問。ジュネーブに本部を構える「列国議会同盟

（IPU）」代表らと意見交換を行った。 

 

IPU は主権国家の国会議員団が加盟する国際議員同盟

で、１８８９年にパリで発足した歴史の古い国際議員同

盟である。 

 

与党国会からスイスに出張した議員は、ホルヘ・ロドリ

ゲス国会議長、イリス・バレラ第１副議長、ペドロ・カ

レーニョ議員など与党の重鎮ら。 

 

IPU からはドゥアルテ・パチェコ事務局長、マルティン・

チョンゴン統括秘書官らが出席した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は自身のツイッターで 

「我々は IPU ミッション団をベネズエラに招待した。

彼らにベネズエラの真実を理解してもらう。」 

と投稿。 

 

今後、IPU 関係者がベネズエラを訪問する可能性がある

ようだ。 

 

なお、COVAX のワクチン支払いについて、マドゥロ政

権は「Alianza Gavi」という組織を通じてスイスフラン

で支払っていた。 

 

与党の交渉窓口であるロドリゲス国会議長はスイスに

いるようなので、与野党協議再開に向けた交渉が行われ

ている可能性もありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

“スイスで IPU 代表らと協議” 

 

「ペルー・エクアドルで大統領選」         

 

４月１１日 ペルーとエクアドルで大統領選が開催さ

れた。 

 

（筆者は「ウィークリーレポート No.193」で、エクア

ドルの大統領選は４月１８日と記載してしまったが、エ

クアドルの大統領選も４月１１日に行われた） 

 

筆者が執筆している現時点では、両国の選挙結果は公表

されていない。 

 

ペルーの大統領選は一次選挙。 

多くの候補が拮抗しており、ペルーの大統領は決選投票

で最終当選者が決まるとみられており、今回の選挙では

まだ大統領が決まらないと考えられている。 

 

エクアドルの大統領選は今回が決選投票。 

一次選挙では、コレア元大統領の後継者とされたアンド

レス・アラウス候補が２位に大差をつけて決戦投票にコ

マを進めた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed7c0fab5cd3ca6a43989231818f18df.pdf
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その後も事前の世論調査ではアラウス候補優勢が報じ

られていたが、当日の選挙ではギジェルモ・ラソ候補が

逆転している。 

 

開票率９３％でラソ候補が５３．２４％。アラウス候補

は４６．７６％と報じられており、正式な発表はされて

いないが、ラソ候補の当選はほぼ確定とみられている。 

 

ラソ候補が当選した場合、エクアドルの対ベネズエラ方

針は現状のまま（グアイド政権寄りだが一定の中立性を

保つ）か、より米国に近いスタンスになるものと思われ

る。 

 

経 済                       

「４月に利用可能なベネズエラの国際便は？」            

 

ベネズエラには Covid-１９の第２の波が押し寄せてい

る。マドゥロ政権は感染拡大防止のための対策を強化し

ているが、現時点では国際便までは閉鎖していない。 

 

４月現在で利用可能な航空会社・国際線は以下の通り。 

 

＜Aerolineas Estelar＞ 

カラカス⇔パナマ 

カラカス⇔カンクン（メキシコ） 

カラカス⇔サントドミンゴ（ドミニカ共和国） 

 

＜Avior Airlines＞ 

カラカス⇔カンクン 

カラカス⇔サントドミンゴ 

 

＜Conviasa＞ 

マラカイボ⇔パナマ 

カラカス⇔カンクン 

カラカス⇔サントドミンゴ 

 

 

カラカス⇔サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ（ボリビア） 

カラカス⇔グアヤキル（エクアドル） 

※４月２１～２８日限定 

カラカス⇔キト（エクアドル） 

※４月２９日のみ 

カラカス⇔リマ（ペルー） 

※４月１９日～２６日限定 

カラカス⇔モスクワ 

※４月３０日のみ 

 

＜Copa Airlines＞ 

カラカス⇔パナマ 

マラカイボ⇔パナマ 

バレンシア⇔パナマ 

 

＜LASER Airlines＞ 

カラカス⇔パナマ 

カラカス⇔サントドミンゴ 

カラカス⇔カンクン 

 

＜RUTACA＞ 

カラカス⇔カンクン 

カラカス⇔プンタカナ（ドミニカ共和国） 

 

＜Turkish Airlines＞ 

カラカス⇔イスタンブール 

 

＜Turpial Airlines＞ 

バレンシア⇔パナマ 

バレンシア⇔カンクン 

バレンシア⇔サントドミンゴ 

バレンシア⇔プンタカナ 

 

＜Venezolana＞ 

カラカス⇔パナマ 

カラカス⇔カンクン 

カラカス⇔サントドミンゴ 
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「マドゥロ政権 賃料支払い免除を６カ月延長」         

 

４月１０日 マドゥロ政権は、居住用住宅および商業店

舗の賃料支払いを６か月間免除する政令を公布した。 

 

なお、家賃の支払いが免除される居住用住宅は、自己住

用のみで別荘などには適用されない。また、商業店舗は

Covid-１９感染防止のため閉鎖を余儀なくされている

店舗にのみ適用される。 

 

Covid-１９経済対策として、マドゥロ政権は賃料支払い

免除の政令を更新しており、今回改めて６カ月間更新さ

れたことになる。 

 

社 会                       

「４月１１日 チャベス大統領が失脚した日」            

 

４月１１日はベネズエラの多くの人の記憶に残る日だ。 

 

１９年前の２００２年４月１１日 故チャベス元大統

領がクーデターを受けて一時的に失脚した。 

 

きっかけはチャベス大統領が PDVSA の役員人事に介

入しようとしたこと。当時、石油産業への政治介入はタ

ブー視されており、そのタブーを破ったチャベス大統領

に対して経済界が反発。 

 

実際のところ、この問題が起きる以前からチャベス大統

領は強引な政策を続け経済界と対立しており、４月１１

日に不満が爆発したということだろう。 

 

４月１１日 反対派は大統領府に向けて行進を開始。 

チャベス支持者らと対峙し、両者は銃を撃ち合い治安は

著しく悪化した。 

 

 

この混乱の中、離反軍人がチャベス大統領を拘束。 

チャベス大統領の不在を受けて、その日のうちに

「Fedecamaras」のペドロ・カルモナ代表が暫定大統領

就任を宣言。 

 

閣僚、最高裁判所判事、選挙管理委員会（CNE）役員、

全ての国会議員、州知事、市長などあらゆる公職者を解

任し、暫定政権を発足した。 

 

ただ、あまりに強引なやり方に国民が反発。すぐにチャ

ベス支持派の軍人がチャベス大統領の身柄を確保し、こ

のクーデターは１日で終了した。 

 

この頃からチャベス大統領は、これまで以上に経済界を

敵視するようになり、このクーデターを裏で支援してい

たとされる米国に強い敵対意識を持ち始めた。 

 

(写真)Ultimas Noticias “カルモナ暫定大統領” 

 
（写真）Alba Ciudad 

以上 


