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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 国内産の Covid-１９ワクチンの大量生産開始を発表” 

 

 

２０２１年１月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「EU 評議会 グアイド政権を暫定政権と認識せず 

～主要野党・急進野党メディアの報道に乖離～」 

「カプリレス元ミランダ州知事 方針再考を要請」 

「マドゥロ政権 伯マナウスに酸素ボンベ供給」 

「SAIME 身分証発行で２１時間待ち」 

経 済                     

「SENIAT 所得税納税規則を再び変更 

～５０００UT 以下は免税、申告義務はあり～」 

「現地金融機関 オンラインでの外貨両替を開始」 

「経済専門家 経済体制変更で制裁緩和も？」 

２０２１年１月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「国産 Covid-１９ワクチン生産開始？ 

～専門家から効果に疑問の声が噴出～」 

「与党議員 野党政治家へ金銭的な懲罰を提案」 

「アレックス・サアブ氏 自宅軟禁に変更」 

「コロンビア トゥルヒージョ国防相が死去」 

経 済                    

「PDVSA２０債権者の手続き開始要請を棄却」 

「グアイド政権 Monomeros 社長を交代」 

社 会                     

「FAESによる犯罪行為を非難」 
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２０２１年１月２５日（月曜）             

政 治                       

「EU 評議会 グアイド政権を暫定政権と認識せず       

 ～主要野党・急進野党メディアの報道に乖離～」       

 

１月２５日 EU評議会はベネズエラ問題について協議

し、ベネズエラについて以下の通り見解を示した。 

 

「（２０年１２月の国会議員選について）EU は選挙が

信頼に足る透明性の高いプロセスで行われたと認識し

ていない。従って、ベネズエラ国民の意思を代表した結

果と認識することができない。 

 

EU は、マドゥロ政権が「民主主義を停滞させ、政治危

機を解決する意思を示さないこと」を深く遺憾に思って

いる。 

 

EU 評議会は、改めて無条件の政治犯解放を求め、野党

政治家の安全、特に２０１５年に選ばれた国会議員、フ

ァン・グアイド氏の安全を求める。 

 

EU は、グアイド氏を『野党を包括的な交渉と対話に回

帰させるための最も重要で優先的な対話相手』と認識し

ている。 

 

ベネズエラの民主主義と安定をもたらす取り組みは容

易ではない。しかし、全ての政治リーダーがベネズエラ

国民を最優先に考えて行動しなければならない。」 

との見解を示した。 

 

通常、EU の外交関連の声明は、欧州委員会で「外相」

の役割を担っている欧州外交政策委員会が行うことが

多い。 

 

なお、現在の欧州外交政策委員長は、元スペイン外相の

ジョセップ・ボレル氏が務めている。 

今回 上記の声明を発表したのは、「外交政策委員会」で

はなく、EU 評議会。 

 

EU 加盟国の外相が集まり協議した結果の発表で、「EU

外交政策委員会」より１つ上のランクでの発表と言える。 

 

内容的には、「外交政策委員会」のスタンスと同じだが、

EU 評議会もグアイド政権について、「暫定大統領」では

なく、「重要で優先的な対話相手」と表現したことが特

徴と言えるだろう。 

 

ただ、ベネズエラの現地メディアは本件についてはほと

んど触れず、EU 評議会がマドゥロ政権を非難した部分

にスポットを当てて報じている。 

 

以前であれば、これで情報をかき消すことが出来ただろ

う。 

 

しかし、今は米国にいる急進野党勢力が反グアイド派閥

になってしまっている。 

 

そのため、米国でベネズエラ問題を扱うメディアが「EU

評議会がグアイド政権を暫定政府と認識しなくなった」

と報じることで、ベネズエラのニュース（グアイド政権

のネガティブニュース）が米国からベネズエラへ逆輸入

される状態になっている。 

 

さらに問題なのは、急進野党系のメディアは客観性が無

いため「EU がグアイド政権をベネズエラの暫定政府と

認識しないと発言した」というようなショッキングな表

現がされている。 

 

これを受けて、視聴者としては 

「EUはグアイド政権を暫定政府と認識しなくなったに

も関わらず、グアイド政権はこの点を存在しないように

振舞っている」という印象が強くなってしまい、グアイ

ド政権への不信感を高めることになっている印象だ。 
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「カプリレス元ミランダ州知事 方針再考を要請」         

 

EU 評議会の発表を受けてか、「第一正義党（PJ）」のエ

ンリケ・カプリレス元ミランダ州知事は、改めて野党に

方針転換の必要性を説いた。 

 

「今の方針は現状維持だ。現在の方針は絶対に変えなけ

ればいけない。 

 

我々が現実に基づいた政策を立てることが出来ないの

であれば、我々の戦略は絶対に進展しない。」 

と主張。 

 

特にマドゥロ政権との交渉、人道支援の拡充に重きを置

く必要があると訴えた。 

 

なお、１月２６日 グアイド議長は「グアイド政権の最

優先課題は人道支援をベネズエラに届けることだ」と訴

えた。 

 

しかし、フランシスコ・ロドリゲス氏が公表した通り、

グアイド政権は、英国に保管されている中央銀行の

GOLD を使用して Covid-１９ワクチンを購入すること

を拒否した（「ベネズエラ・トゥデイ No.551」）。 

 

確かに、購入したワクチンがベネズエラ国内に搬入され

た後、マドゥロ政権主導で配給されてしまうリスクはあ

るだろう。それでも国民にワクチンが届かないよりも良

いのではないか。 

 

また、仮にベネズエラに人道支援を行き渡らせたいので

あれば、国内を実効支配しているマドゥロ政権との交渉

は必要だろう。グアイド政権が人道支援を最優先に考え

ているのであれば、カプリレス元知事のようにマドゥロ

政権との交渉の必要性を訴えるべきではないだろうか。 

 

 

確かにマドゥロ政権の政治運営は無茶苦茶だが、それを

理由にマドゥロ政権の足を引っ張っていられるほどベ

ネズエラの状況は良くない。 

 

なお「ウィークリーレポート No.184」でも触れたが、

人道支援の必要性を訴える政治家やメディア関係者の

多くはドル生活者であり、一般大衆よりも裕福である。 

 

人道支援の必要性を訴えながら経済制裁維持の必要性

を主張する彼らは、実際のところ状況を改善させる差し

迫った危機にない。 

 

これが一般大衆と政治の乖離を生み、政治危機の解決を

困難にしているのだろう。 

 

「マドゥロ政権 伯マナウスに酸素ボンベ供給」                  

 

マドゥロ政権がブラジル・アマゾナス州マナウスに対し

て人道支援を行っているようだ。 

 

１月に入り、ブラジルのマナウス市では医療に必要な酸

素ボンベが欠乏しており、医療崩壊にあるという。 

 

現在は、ブラジル空軍が酸素ボンベを運んでいるが、そ

れでも酸素不足は補えず、他州に患者を運ぶケースも出

ているという。 

 

この状況を受けてマドゥロ政権がマナウスに酸素タン

クを運んでいるという。 

 

１月２２日、アレアサ外相は「我々は毎週５台の酸素タ

ンクをマナウスに運ぶことで合意した」と発表した。 

 

アレアサ外相によると、この酸素は、ボリバル州プエル

トオルダスにある製鉄公社「SIDOR」の酸素精製工場で

作られたものだという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e41a16ef23c1089c424f50a54b39b0e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5291cc7c6c1d2b4cb1437a8053fff4e.pdf
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アレアサ外相は、「ベネズエラの酸素で隣国の国民の生

命を守る」と主張しているが、ベネズエラの自国民を守

ることも出来ていないのにブラジルの国民を救ってい

る余裕はないとの批判的な意見も多い。 

 

「SAIME 身分証発行で２１時間待ち」         

 

１月２５日 「出入国管理局（SAIME）」は、全国１０

０カ所超の施設で９歳以下の児童を対象とした身分証

明書発行業務を開始した。 

 

日本では「運転免許証」が身分証明に使用されることが

多いが、ベネズエラでは「CEDULA（発行日から１０年

間有効）」という身分証明書を使用する。 

 

ベネズエラでは、商品を購入する時も自身の身分証番号

をレジ係員に知らせる必要があり「CEDULA」はベネズ

エラでは必須の証明書となっている。 

 

しかし、Covid-１９の影響で SAIME の稼働が停止し、

この間は身分証明書の発行手続きが停止していた。 

 

「身分証明書」発行業務が停止していたこともあり、

SAIME の事務所には長蛇の列ができ、ミランダ州の州

都ロス・テケスの SAIME事務所では２１時間も行列待

ちをした人もいたようだ。 

 

経 済                        

「SENIAT 所得税納税規則を再び変更         

 ～５０００UT 以下は免税、申告義務はあり～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.552」にて、２０２０

年中に最低賃金５カ月分以下の所得しか得ていない人

は、所得税納税の対象外にするとの政令を紹介したばか

りだが、「徴税庁（SENIAT）」は再び規則を変更した。 

 

 

１月１８日付け官報４２０４９号の政令４２００号に

よると、２０年の年間所得が５，０００UT以下の個人

は納税をする必要がないと発表した。 

 

UT は租税単位で税金支払いなどに使用される単位。 

現在は、１UT＝BsS.１，５００なので、５，０００UT

は、BsS.７５０万になるはずだ。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.552」では、免税対象

は年間所得がBsS.６００万以下と考えられていたため、

免税対象が広がったことになりそうだ。 

 

なお、２０年の年間所得がBsS.７５０万以下の個人は、

免税対象ではあるが、SENIATへ所得申告を行う必要が

あるという。 

 

仮に３月３１日までに所得申告を行わなかった場合、免

税措置は失効するとしている。 

 

ただし、税制は専門知識が必要なため、制度の正確な解

釈は現地の税務専門家に確認されたい。 

 

「現地金融機関 オンラインでの外貨両替を開始」                  

 

民間金融機関「Mercantil 銀行」「Banplus」「BOD銀行」

の３行は、オンラインで外貨両替を行うサービスを開始

すると報じられている。 

 

オンライン両替を行うためには、両替を行う銀行にボリ

バル口座とドル口座を両方保有している必要がある。 

 

また、最低両替額は１０ドル。銀行は両替額の１％を手

数料として徴収するという。 

 

他、このオペレーションが実行できるのは午前９時～午

後１時までだという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/83c9d1821cdc5e6d69dadff356313a6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/83c9d1821cdc5e6d69dadff356313a6d.pdf
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「経済専門家 経済体制変更で制裁緩和も？」                  

 

ベネズエラ人経済学者オーランド・オチョア氏は、スペ

イン系メディア「El Pais」の取材を受け、 

「もしマドゥロ政権が民間投資に最低限の安全を保障

できるのであれば、バイデン政権が制裁を緩和する可能

性もあり得る。その場合、ベネズエラは比較的短い期間

で日量１００万バレルまで産油量を戻すことも可能だ

ろう」 

との見解を述べた。 

 

一方。 

「現在のところ、米国政府がすぐに制裁を撤回するとは

思えない。産油量を増やすためには合弁会社が活動を再

開する必要がある。 

 

現在、外国の石油事業者はベネズエラに留まっているが、

ほとんど活動していない。外国に販売することが出来な

いため、ベネズエラ国内には３，０００万バレルの原油

の在庫がある。」 

と補足した。 

 

２０２１年１月２６日（火曜）              

政 治                       

「国産 Covid-１９ワクチン生産開始？          

    ～専門家から効果に疑問の声が噴出～」        

 

以前からマドゥロ大統領は、ベネズエラ国内で Covid-

１９ワクチンを開発したと述べていた。このワクチンは

神聖化されているベネズエラ人医師ホセ・グレゴリオ・

エルナンデス氏の名前にちなんで、「ホセ・グレゴリオ・

エルナンデスの一滴」と呼ばれている。 

 

１月２４日 マドゥロ大統領は「“ホセ・グレゴリオ・

エルナンデスの一滴”が Covid-１９を中和させた。 

 

ベネズエラから世界に向けてワクチンが供給される。今

週から“ホセ・グレゴリオ・エルナンデスの一滴”の大量

生産を開始する。国内の公共病院でワクチンは使用され

る。」 

と発表した。 

 

しかし、マドゥロ大統領が述べる“ホセ・グレゴリオ・

エルナンデスの一滴”の効果を客観的に確認できるよう

な情報は無く、多くの医療従事者らがベネズエラ産ワク

チンの効果に疑問を呈している。 

 

なお、ベネズエラでは豚インフルエンザが流行した時に

もベネズエラで開発したワクチンを供給したようだが、

全く効果がなかったという。 

 

“ホセ・グレゴリオ・エルナンデスの一滴”の主要成分は

「Isotimol」のようだが、この「Isotimol」は、豚インフ

ルのワクチンでも使用した成分のようで、効果はないだ

ろうと報じられている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ホセ・グレゴリオ・エルナンデスの一滴の大量生産開

始を発表するマドゥロ大統領” 
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「与党議員 野党政治家へ金銭的な罰則を提案」           

 

与党国会のペドロ・カレーニョ議員は、VTV のテレビ

番組に出演。 

 

そこで、野党政治家について 

「国会は犯罪を起こす要因を減らす責務がある。 

法律は倫理とモラルを保つためのメカニズムだ。この原

則を守ることが出来なければ、罰則を受ける必要がある。 

 

国家の資産を奪う泥棒に懲役５０年を科したとしても

国の資産は戻ってこない。 

 

従って、我々は違反者に対して今よりも金銭的な罰則を

設けなければならない。」 

と主張した。 

 

「アレックス・サアブ氏 自宅軟禁に変更」              

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.551」で紹介した通り、カ

ボベルデのバルロベント裁判所は、マドゥロ政権のテス

タフェロ（資産隠しに協力する人物）とされるコロンビ

ア人企業家アレックス・サアブ氏を自宅軟禁措置にする

と決定した。 

 

１月２６日 カボベルデのメディア「TCV」は、自宅軟

禁に移行したと報じた。サアブ氏の正確な軟禁場所は不

明だが、カボベルデのサル島南部で軟禁されるという。 

 

サアブ氏の移動先には監視が付いており、脱出を防ぐと

いうが、「大衆意志党（VP）」のロペス党首、米国でグア

イド政権の安全保障担当官を務めているイバン・シモノ

ビス氏など、ベネズエラでも多々ある通り、自宅軟禁に

なって国外に逃亡するケースは多い。 

 

 

 

今回の自宅軟禁措置を受けて、モナガス州の知事を務め

た野党のグレゴリオ・ブリセーニョ氏は、「マドゥロ政

権が麻薬犯罪協力者を救出するための準備が整った」と

皮肉を述べている。 

 

 

（写真）TCV “サアブ氏、サル島南部の家で軟禁” 

 

「コロンビア トゥルヒージョ国防相が死去」         

 

１月２６日 マドゥロ政権の宿敵であり、グアイド政権

の協力者であるコロンビア・ドゥケ政権の国防相を務め

るカルロス・オルメス・トゥルヒージョ氏が Covid-１９

感染により軍人病院で亡くなった。 

 

ドゥケ大統領は、 

「私が感じている痛みを表現することは出来ない」 

と述べ、トゥルヒージョ国防相の死を悼んだ。 

 

１月２６日時点で、コロンビアでは、Covid-１９を理由

とする死者が５１，７４７名に達している。 

 

ベネズエラの同日時点の死者数は１，１５９名。ベネズ

エラの数字に大きな齟齬があるとしても、Covid-１９に

関してはコロンビアの方がはるかに深刻であることは

間違いないだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e41a16ef23c1089c424f50a54b39b0e.pdf
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（写真）Maduradas 

“トゥルヒージョ国防相（左）とドゥケ大統領（右）” 

 

経 済                       

「PDVSA２０債権者の手続き開始要請を棄却」            

 

米国ニューヨーク州裁判所は、PDVSA２０債の債権者

団による CITGO 株式５０．１％による投資資金回収手

続きを実行する求めを棄却した。 

 

この話には前日譚がある。 

 

１月１５日 米国デラウエア州裁判所は、「Crystallex」

が賠償金回収のために CITGO の持ち株会社「PDV 

Holdings」差し押さえ手続きを進めることを許可してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.549」参照）。 

 

この決定をしたスターク判事は、「実際に差し押さえは

出来ないが、それまでの手続きを進めることは可能」と

した。 

 

この決定を受けて、他にも CITGO 資産を基に債権を回

収しようとする債権者が動き出すと見られており、

PDVSA２０債権団も、手続きを進めることを要請した

ようだ。 

 

 

しかし、ニューヨーク州裁判所は、PDVSA２０債権団

の求めを棄却した。 

 

ニューヨーク州裁判所が、PDVSA２０債権団の求めを

棄却した理由はハッキリわかっていないが、２つあると

思われる。 

 

１つ目は、グアイド政権は PDVSA２０の債権発行プロ

セスが憲法に準じたものではなかったと主張している

ため。 

 

この主張は米国ニューヨーク州裁判所に棄却されてい

るが、グアイド政権は再び訴えを起こしている。 

 

この裁判の結果が出ていないことが理由の 1 つと考え

られる。 

 

個人的には、もう１つの理由の方が大きいと考えている。 

 

実は「Crystallex」による差し押さえを阻害している制裁

とPDVSA２０債権団による差し押さえを阻害している

制裁は別のものである。 

 

「Crystallex」の行動を阻害している制裁は、「CITGO 資

産の売却」を禁止しているものだが、PDVSA２０債権

団の行動を阻害している制裁は「PDVSA２０債に関す

るあらゆる取引」を禁止しており、PDVSA２０債権団

は差し押さえに向けた手続きを進めることも出来ない

という判断がされたと思われる。 

 

なお、PDVSA２０債は、当該社債発行時に「仮に当該

債券がデフォルトした場合は、CITGOの株式５０．１％

を持って資金を回収できる」と約束されていた社債で、

普通に考えれば PDVSA２０債権団は、最優先で

CITGO を差し押さえる権限があるグループだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c06ad6ab6e9489a3c310d9289a2973f.pdf
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「グアイド政権 Monomeros 社長を交代」         

 

１月２６日 グアイド政権の「委任委員会」は、ベネズ

エラの石油化学公社「Pequiven」がコロンビアに持つ会

社「Monomeros」の社長交代を承認した。 

 

これまで「Monomeros」の社長は、グスタボ・ラモン・

ソル・ロペス氏だったが、新たにギジェルモ・ロドリゲ

ス・ラプレア氏が社長に就任する。 

 

社 会                       

「FAES による犯罪行為を非難」            

 

１月２２日 タチラ州の州都サンクリストバルで、女性

医師ラウラ・ビルヒニア・ウルタード氏が「特別機動部

隊（FAES）」に暴行を受けたと報じられている。 

 

軍事関連の専門記者セバスティアン・バラエス氏は、ア

ルゼンチン系メディア「Infobae」で詳細を報道。 

 

最初、FAES 職員が道で男性と口論をしていたという。 

 

そして、近くの食料品店で口論する姿を携帯で撮影して

いた（と疑われる）人を発見。FAES 職員がその食料品

店に向かい、店にいた人の携帯を奪おうとしたが拒否し

た人がおり、そこから暴行に発展したという。 

 

暴行を受けた人物を助けようとウルタード氏は携帯で

救急車を呼ぼうとしたが、FAES 職員に阻まれ、暴行を

受けたという。 

 

ウルタード氏は、アスファルトに叩きつけられた後、顔

に手榴弾を当てられ「爆発させる」と脅されたという。 

 

 

 

 

ウルタード氏は、この FAES グループの中には、与党国

会のフレディ・ベルナル議員の息子、タマミ・ベルナル

氏もいたと訴えている。 

 

以上 

 


