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（写真）ホルヘ・ロドリゲス議長 “グアイド政権の予算案を公表、国民のためには一切支出しないと非難” 

 

 

２０２１年４月１２日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 COVAX 支払いは凍結口座から 

～残り半分の支払いも可能～」 

「エクアドル ラソ候補当選 グアイド議長を招待」 

「ペルー 急進左派が一位、フジモリ氏と決選投票」 

「CNE 役員選定委員会 役員候補者リスト公開」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 Fedecamaras を非難 

～保健相 Fedecamarasのワクチン調達を検討～」 

「Corpoelec 電気料金の支払い要請」 

「CANTV サービス料金改定」 

２０２１年４月１３日（火曜） 

 

政 治                    

「ロドリゲス議長 グアイド政権の公金横領非難 

～主要野党内で５３００万ドルを山分け？～」 

経 済                    

「４６％の民間企業 給料をドル化」 

「野党 外国資産回復のため１０１０万ドル」 

「３月 産油量先月から４万バレル増加」 

「スリア州 ガソリンチップ制度を廃止」 

社 会                     

「スペイン居住ベネズエラ人 前年比５３％増」 

「Farmatodo Carvativir の販売を開始」 
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２０２１年４月１２日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 COVAX 支払いは凍結口座から   

         ～残り半分も支払い可能～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.585」で、グアイド政

権に先んじてマドゥロ政権が COVAX に対してワクチ

ン調達用の資金（１．２億ドル）の約半分５，９２０万

スイスフラン（ドルに換算すると６，４００万ドル）を

支払ったとの記事を紹介した。 

 

本件について、４月１１日夜 マドゥロ大統領はテレビ

で同資金の支払いについて説明。 

 

この６０００万ドルの資金について、「米国の手にあっ

た資金を開放した」と説明した。 

 

「これらの資金は米国政府に誘拐されていたものを開

放したものだ。我々は凍結口座の開放に成功し、スイス

フラン建てで支払いを行った。なぜならドルで支払いを

すれば米国と右派に盗まれるからだ。」 

と説明。 

 

また、「既に我々は COVAX に全額を支払うための残り

の資金も獲得した。」と言及。 

 

ただし、資金の入手手段については 

「私が今言えることは、米国に盗まれた資金の開放に成

功したということだけだ。（どのように資金を開放した

のかは）時が来れば、分かる。」 

と述べ、説明はしなかった。 

 

この支払いを受けて、マドゥロ大統領は「世界保険機構

（WHO）」のテドロス事務局長とワクチン調達に向け

た協議を実施。ワクチンを出来るだけ早くベネズエラに

送るよう求めた。 

マドゥロ政権が支払った５，９２０万スイスフランは、

スイスの「Gavi」という途上国の予防接種向上を目的と

した国際的な官民パートナーシップ団体に支払われて

いる。 

 

WHO に近い団体のようで、WHO 経由で米国とワクチ

ン調達用費用の支払いについて、何らかの合意に至った

ということかもしれない。 

 

「エクアドル ラソ候補当選 グアイド議長を招待」         

 

４月１１日にエクアドルで行われた大統領選について、

優勢と考えられていたアンドレス・アラウス候補が敗北

し、ギジェルモ・ラソ候補が当選した。 

 

エクアドルの選挙委員会の発表によると、ラソ候補の得

票率は５２．５１％、対するアラウス候補の得票率は４

７．４９％だった。 

 

ラソ候補は１９９４年～２０１２年までエクアドルの

銀行「Banco de Guayaquil」の頭取を務めた人物。右派

系の人物と認識されている。 

 

一次選挙の際は、対抗候補でラファエル・コレア元大統

領の右腕とされるアラウス候補が得票率１位で、２位の

ラソ候補を大きく引き離していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.558」）。 

 

また、ラソ候補と僅差で２位争いをしていたジャック・

ペレス候補は左派系に属する候補と認識されており、政

治思想の面からペレス候補に投票した有権者の票はア

ラウス候補に流れると考えられ、事前の世論調査を含め

てアラウス候補の優勢が報じられていた。 

 

結果的にペレス候補に投票した人の票は、あまりアラウ

ス候補に流れなかった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8e4d329e5916eca7fb69cd5525dbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8e4d329e5916eca7fb69cd5525dbb0.pdf
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報道では、左派系の支持者でもラファエル・コレア政権

の状況に戻りたくないとの思想が強く働いたと言われ

ている。 

 

なお、アラウス候補もラファエル・コレア元大統領も敗

北を認めており、政治的な混乱はなく政権移行が行われ

る見通しだ。 

 

ラソ氏は２１年５月２４日に大統領に就任する予定。 

 

同就任式について、ラソ氏は「グアイド氏を大統領就任

式に招待する」と述べており、ベネズエラの大統領につ

いてグアイド議長を大統領と認識する方針を明確にし

ている。 

 

現在のレニン・モレノ大統領は、ベネズエラ問題につい

てはグアイド政権寄りではあるが、比較的中立的な立場

を維持してきた。 

 

ラソ氏が大統領になることで、より明確にグアイド政権

への支持を打ち出すものとみられる。 

 

 

（写真）ギジェルモ・ラソ新大統領ツイッター 

“ラソ氏（左の男性） エクアドル大統領に当選” 

 

 

 

 

「ペルー 急進左派が一位、フジモリ氏と決選投票」                  

 

４月１１日にペルーで行われた大統領選一次投票では、

ペドロ・カスティジョ氏が１位通過。２位はケイコ・フ

ジモリ候補。 

 

どの候補も得票率５０％を超えなかったため、６月６日

に決選投票を行うことが決まった。 

 

開票率９６．９７％の時点でカスティジョ候補の得票率

は１９．０７％、フジモリ候補の得票率は１３．３７％

となっている。 

 

同国の大統領選は複数の候補が拮抗していたが、事前の

世論調査で最も優勢とみられていた Yonhy Lescano 候

補は３月下旬頃から急激に支持を落とし、一方ペドロ・

カスティジョ候補が急激に支持を上げていた。 

 

１位通過したカスティジョ候補は教員の労働組合員だ

ったようで、思想的に急進左派に属する。 

鉱業や石油・ガス事業で国家の権限を強めることを提案。

そのための憲法改定を公約に掲げており、チャベス大統

領が１９９８年に掲げた公約とよく似ている。 

 

 

（写真）ペドロ・カスティジョ候補ツイッターより 
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「CNE 役員選定委員会 役員候補者リスト公開」         

 

与党国会は「選挙管理委員会（CNE）」役員を任命する

ための選定プロセスを進めている。当初、３月中に任命

される予定だったが、候補者選定で延長を繰り返してお

り、まだ CNE 役員は決定していない。 

 

４月１２日 与党国会は CNE 役員候補となっている人

物のリストを公表した。 

 

当初、役員候補者は７５名だったが、選定が進み３８名

まで絞られたという。このリストに対する反対意見の受

付期間となっている。 

 

「ウィークリーレポート No.195」でも触れたが、ファ

ン・カルロス・デル・ピノ氏、ロベルト・ピコン氏が役

員に任命された場合、野党は選挙に参加する可能性があ

りそうだ。 

 

 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 Fedecamaras を非難          

 ～保健相 Fedecamaras のワクチン調達を検討～」           

 

ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」は、

民間主導での Covid-１９ワクチン６００万個を調達す

る提案を発表。マドゥロ政権に対して承認を求めている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.578」）。 

 

民間セクターとの協調はマドゥロ政権にとって悪い話

ではないと思うが、マドゥロ大統領は Fedecamaras に

ついて、「彼らにはリーダーシップは存在しない。彼ら

はクーデター犯で、決してクーデターの野心を放棄しな

い」と Fedecamaras を攻撃する趣旨の発言をした。 

 

この発言について、もう１つの規模の大きな経済団体

「Consecomercio」のフェリペ・カポソロ代表は、 

「現在は排他的な行動をとる時期ではない。意見交換の

メカニズムを作らなければいけない。民間セクターを遠

ざける行為は、誰にとってもネガティブだ。」と説明。 

マドゥロ政権に現在の方針を変えるよう求めた。 

 

なお、マドゥロ大統領が、Fedecamaras を非難する発言

をしたのは４月１１日。 

 

１９年前の２００２年４月１９日は「Fedecamaras」が

故チャベス政権にクーデターを仕掛けた日であり、同ク

ーデターの話をする流れで出た非難ではある（０２年４

月のクーデターについては「ベネズエラ・トゥデイ

No.585」参照）。 

 

なお、Fedecamaras が提案した Covid-１９ワクチンの

調達提案について、カルロス・アルバラド保健相は「ワ

クチンの調達について、民間セクターがワクチンの保

管・移送に適切に対応できるかを検討している。」 

と述べている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a1ce552fe52e3bf7eec5de81d1f51f00.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
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「Corpoelec 電気料金の支払い要請」                  

 

国営電力公社「Corpoelec」の電力販売統括役を務める

マリア・エレナ・マルティネス氏は、市民に対して電気

料金を支払うよう求めた。 

 

「政府は電力料金について一定の補助を行っているが、

より良いサービスを受けるためには、使用者が料金を支

払う必要がある。 

 

電力システムが攻撃され、制裁による経済妨害を受け、

ベネズエラの電力システムは危険な状況にある。電力の

安定供給には国民の迅速な支払いが必要だ。」 

と支払いを求めた。 

 

支払い問題を解決するため、「Corpoelec」は、祖国カー

ドを通じて支払いを出来るようにしているという。 

 

ただ、ベネズエラに住む多くのベネズエラ人は「ずいぶ

ん前から電気料金の請求書自体が届いていない」と述べ

ている。 

 

請求書が来なければ支払うこともできないだろう。 

 

「CANTV サービス料金改定」         

 

通信分野の専門記者アーノルド・エスピノサ氏は、自身

のツイッターで国営通信公社「CANTV」が提供する

GPON（光回線）のインターネット通信料金が改定され

ると投稿した。 

 

エスピノサ氏によると、プランは使用可能な通信速度に

より異なるようで、 

 

１０Mbps プランは、月額 BsS.１，７４４．７万。 

（ドル建てで７．８ドル） 

 

20Mbps は、同 BsS.２，５９１．３万（１１．５８ドル） 

30Mbps は、同 BsS.３，０６０．３万（１３．７ドル） 

50Mbps は、同 BsS.３，５３９．２万（１５．８ドル） 

だという。 

 

２０２１年４月１３日（火曜）              

政 治                       

「ロドリゲス議長 グアイド政権の公金横領非難     

 ～主要野党内で５３００万ドルを山分け？～」        

 

４月１３日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、記者会見

を実施。 

 

グアイド政権が主要野党内で凍結されたベネズエラ政

府資金を山分けする協議を行ったと発表した。山分けす

る予算は約５，３００万ドル。 

 

２０２０年は「Heroes de Salud（医療の英雄）」という

医療従事者への３か月間にわたる月１００ドルの交付

金支給を行ったが、今年はこのプログラム予算が入って

いないという。 

 

つまり、５，３００万ドルは全て国民に一切使用される

ことなく、自分たちの中で使用するだけだと野党を非難

した。 

 

この話は、グアイド政権・主要野党関係者が行った会議

で明らかになったという。 

 

予算説明を行った「大衆意思党（VP）」のセルヒオ・ベ

ルガラ議員は、約５，３００万ドルの予算割り振りの詳

細資料を渡しており、その書類の一部は次ページの通り。 

 

最も多く予算が割かれているのは「Asunto Exteriores」

で外務関係予算。 
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グアイド政権下で外相を務めるのは、フリオ・ボルヘス

PJ 幹事長。ロドリゲス国会議長は、この予算はボルヘス

の財布に入ると指摘した。 

 

また、次に多く予算が計上されているのは「通信」。 

つまり、メディア戦略で、この資金はメディアを通じて

偽情報の拡散するために使用していると訴えた。 

 

他、グアイド議長やレオポルド・ロペス VP 党首の家族

にも資金が流れていると指摘。全く仕事をしていない

PDVSA 並行役員や、CVP 役員などにも報酬を支払って

おり、公金横領でしかないと訴えた。 

 

なお、予算案を説明したセルヒオ・ベルガラ議員は２０

年５月に起きた「Gedeon オペレーション」で、米国の

軍事会社と武力による政権交代のために契約を締結し

た人物の一人。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

 

この契約書にはグアイド議長の署名もあるが、グアイド

議長は自身の責任を回避し、当時サインがされていたグ

アイド政権で戦略リスクマネジメント担当官を務めて

いたベルガラ議員、ファン・ホセ・レンドン氏を辞職さ

せることで、この問題をうやむやにした（「ベネズエラ・

トゥデイ No.444」）。 

 

しかし、ベルガラ議員は引き続きグアイド政権下で予算

執行を担っているようで、あの時の辞表は問題を一時的

にしのぐためだったということになる。 

 

グアイド政権はマドゥロ政権に対して、仲間内の罪を裁

かないことを非難しているが、グアイド政権も同じとい

うことだろう。 

 

また、グアイド政権は２０１９年、２０２０年と暫定政

権として活動しており、汚職疑惑も多いがこれまで政府

予算の執行内容については一切報告していない。 

 

野党はこれまでマドゥロ政権の予算執行の不透明性を

非難してきたが、グアイド政権もほとんど説明責任を果

たしておらず、実際のところやっていることはマドゥロ

政権と大きな違いはない。 

 

経 済                       

「４６％の民間企業 給料をドル化」            

 

グアイド政権が組織した「ベネズエラ金融観測所

（OVF）」は、民間セクターの給料の支払い実態に関す

る調査結果を公表した。 

 

調査期間は２０２０年１０月～２１年２月まで。 

５つの業種（非金融業）を対象に民間企業３１３社にア

ンケートを行ったという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年４月１２日～４月１３日報道            No.５８６   ２０２１年４月１４日（水曜） 

7 / 8 

 

調査の結果、４６％の民間企業は給料をドル建てで支払

っているという。つまり、民間企業の約半分は給料をド

ル建てにしているようだ。 

 

なお、一年前はこの割合が１７．４％だったので、２８．

６％増加したことになる。 

 

現在の民間セクターの平均給料は月７０．１ドル、一方、

公的セクターの平均給料は月４．７ドルと両者の差は大

きいと指摘した。 

 

なお、役職によって給料額は異なり、２１年１月時点で

「管理職」の平均給料は２０６．４ドル 

「技術者・専門職」は９０．５ドル 

「一般労働者」は４７．８ドル 

だったという。 

 

ボリバルと異なり、ドル建て給料はインフレの影響を受

けないため、２１年４月現在も大きくは変わっていない

と思われる。 

 

「野党 外国資産回復のため１０１０万ドル」         

 

４月１３日 野党国会は外国資産を保護する名目で１，

０１０万ドルの支払いを承認した。 

 

この支払いは、これまで外国にある政府資産を保護する

ために弁護士に委託した弁護士費用だという。 

 

ただし、１月１４日にも同じ名目で１，８７０万ドルの

予算を承認していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.548」）。 

 

他、４月６日にも英国の政府口座に関する訴訟費用で３

７０万ドルを承認していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.583」）。 

 

 

この支払いと同じものなのか、あるいは別の弁護士費用

なのかは明らかになっていない。 

 

「OPEC ３月のベネズエラ産油量５２．５万バレル」         

 

４月１３日 OPEC は２１年４月の「マンスリーレポー

ト」を公表した。 

 

同レポートによると、２１年３月のベネズエラの産油量 

（第三者調べ）は日量５２．５万バレル。 

２１年２月の産油量が日量５２．４万バレルだったので、

同０．１万バレル増えたことになる。 

 

なお、ベネズエラ石油省は２１年３月の産油量は先月か

ら４万バレル増加し、日量５７．８万バレルだったとし

ている。 

 

 

（写真）OPEC（第三者調べ） 

 

（写真）OPEC “加盟国自身が報告した産油量” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e9514b4081238a95ea8120601b07432.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35580706d665899137838be1dd4531ff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35580706d665899137838be1dd4531ff.pdf
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「スリア州 ガソリンチップ制度を廃止」         

 

燃料不足が続くベネズエラだが、スリア州では安価なガ

ソリンをベネズエラで給油し、隣国コロンビアで売却す

るという汚職が以前から横行している（この取引は軍部

が関与していると言われている）。 

 

スリア州では、この取引を防止するため２０１２年から

車にチップをつけ、給油量に制限を設ける仕組みが続い

ていた。 

 

スリア州のオマール・プリエト知事は、このガソリンチ

ップ制度を廃止すると発表した。 

 

この決定は、タレク・エル・アイサミ石油相の命令と説

明。「チップがドル建てでのガソリン給油を妨げている

ため」とした。 

 

なお、今後ガソリンチップは「祖国カード」に移行する

という。つまり、「祖国カード」に登録していない人は

スリア州では給油ができないということだろう。 

 

社 会                       

「スペイン居住ベネズエラ人 前年比５３％増」            

 

４月１３日 スペイン政府は２０２０年の移民統計を

公表。 

 

２０２０年末時点でスペインに居住するベネズエラ人

は１５万２，０１７人。前年比５３．３％増加した。 

 

２０２０年は Covid-１９の影響で外国への移動が制限

されていた中で前年比５３．３％増は異常な数字と言え

るだろう。 

 

 

 

なお、２番目にスペインへの人口流入が多かった国は英

国で前年比６．１％だった。 

 

ベネズエラ人の急増などを理由にスペインの移民数は

５８０万４６８名と始めて５８０万人を超えた。 

 

国別で最も多いのは、ルーマニア人で１０７．９万人。 

次いでモロッコ人が８１．２万人。英国人が３８．１万

人。イタリア人が３５．１万人。中国人が２２．７万人 

ブルガリア人が２０万人、ドイツ人が１７．９万人、ポ

ルトガル人が１７．７万人、フランス人が１７．６万人、

ベネズエラ人が１５．２万人となっている。 

 

「Farmatodo Carvativir の販売を開始」          

 

ベネズエラ国内で開発された Covid-１９治療薬

「Carvativir」。 

 

WHO はこの薬の効果を認定しておらず、効果が疑問視

されているが、マドゥロ政権は「奇跡の一滴」と称して、

ベネズエラ国内での使用を進めている。 

 

この流れからベネズエラのドラッグストア「Farmatodo」

は「Carvativir」の一般販売を開始したという。 

現在、１本（６０ml）BsS.６８７万１，４６５（約３ド

ル）で販売されている。 

 

(写真)Farmatodo 

以上 


