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（写真）大統領府 “マドゥロ政権 一般向けの Covid-１９ワクチン接種を本格的に開始” 

 

 

２０２１年５月２８日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 ワクチン接種キャンペーン開始 

～接種のために祖国カードの登録を要請～」 

「与野党交渉の場所・担当者の噂流れる」 

「CNE 役員 出馬禁止令を解除する可能性あり」 

経 済                     

「ベネズエラ デジタル通貨普及度 世界第３位」 

「中国の原油輸入課税 ベネズエラに大打撃」 

「マドゥロ政権 次なるドル化計画？」 

社 会                     

「エル・システマ 未成年の虐待疑惑報じられる」 

21 年 5 月 29～30 日（土・日） 

 

政 治                    

「Sputnik V ５０万個到着 

～COVAXに支払い完了、J＆J ワクチン調達～」 

「ロペス VP 党首 ペルーでフジモリ候補応援」 

経 済                    

「米国 イラン軍艦２隻の動向に警戒」 

「Consecomercio 新代表 ７＋７の解除要請」 

「経済特別地域が機能するため経済ドル化必須」 

「アルゼンチン マドゥロ政権との関係改善模索」 

社 会                    

「マドリッド在住ベネ人 身分証無しで接種可能」 
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２０２１年５月２８日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 ワクチン接種キャンペーン開始     

  ～接種のために祖国カードの登録を要請～」       

 

５月２８日 カルロス・アルバラド保健相は、今週末か

ら一般大衆向けの Covid-１９ワクチン接種キャンペー

ンを開始すると発表した。 

 

これまで医療従事者など一部のグループへの優先接種

を行ってきたが、今後は一般向けのワクチン接種を始め

るようだ。 

 

アルバラド保健相によると、６０歳以上の人に接種する

ワクチンは基本的にロシア製の「Sputnik V」か、中国製

の「Vero Cell」。６０歳未満あるいは医療従事者でまだ

ワクチン接種が終わっていない人は中国の「Sinovac」

を接種する。 

 

また、ワクチン接種会場は全国２７カ所に設置され、今

後７７カ所まで増やす予定。 

首都カラカスについて「アルバホテル（El Hotel Alba）」

がワクチン接種会場となる。 

 

５月～１２月にかけてベネズエラ国民７０％（２２００

万人）にワクチン接種を行うことを目標にしているとし

た。 

 

誰にワクチン接種を行うかはランダムで決まるとして

おり、ワクチン接種対象者として選ばれた人は、携帯電

話にメッセージが届く仕組みになっている。 

 

ただし、ワクチン接種の対象となるためには原則「祖国

カード」に登録していることが前提となり、アルバラド

保健相は未登録者に対して「祖国カード」への登録を呼

びかけた。 

「祖国カード」とは、マドゥロ政権が登録を推奨してい

る「祖国システム（Sistema Patria）」に登録した人に発

行される身分証明書のこと。 

 

同システムに登録するとマドゥロ政権から現金補助を

定期的に受けることができるなどメリットがある。 

 

ただし、「祖国カードへの登録」＝「与党支持者」とい

うイメージもあり、野党支持者で「祖国システム」の登

録に強い抵抗感を示す人は少なくない。 

 

なお、「祖国システム」に登録しない人はワクチン接種

を受けられないかというとそうではないようで、保健省

のホームページから登録を行うことで接種対象になる

ことができるとした。 

 

以下の写真は５月２９日の「アルバホテル」でのワクチ

ン接種の様子。 

 

 

（写真）情報通信省 

 

なお、５月２９日にベネズエラで新たに Covid-１９感

染が確認されたのは１，２７４人。これまでの Covid-１

９感染者の合計は２３万１４４３人。 

死者数は２，６１５名となっている。 
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「与野党交渉の場所・担当者の噂流れる」         

 

５月１１日 グアイド議長は「国家救済合意」を提案。 

マドゥロ政権との交渉を開始する意思を示している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.598」）。 

 

マドゥロ大統領は以前から与野党交渉を求めており、グ

アイド議長の提案に歓迎の意向を示している。 

 

しかし、「国家救済合意」の提案から２週間が経過して

いるが、「どこで」「誰が」交渉を行うかなど具体的な発

表はされていない。 

 

本件について非公式ではあるが、「どこで」「誰が」交渉

を行うのかについて報道が流れている。 

 

David Placer 記者によると、与野党協議が行われるのは

メキシコ。ロペス・オブラドール政権が与野党交渉の仲

介役を務めるという。 

 

ロペス・オブラドール政権は、ベネズエラ問題に対して

中立的な立場を維持しており仲介役として適任だろう。 

 

また、与野党の交渉担当者について野党側は 

「大衆意思党（VP）」からカルロス・ベッキオ在米ベ

ネズエラ代表大使。 

「第一正義党（PJ）」からトマス・グアニパ議員。 

「行動民主党（AD）」からルイス・アキレス・モレノ

議員。 

「新時代党（UNT）」からルイス・エミリオ・ロンド

ン元 CNE 役員。 

独立系野党として、ヘラルド・ブライ元バルータ市長

の名前が挙がっている。 

 

 

 

 

一方、与党側の交渉担当者は 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長。 

デルシー・ロドリゲス副大統領。 

エクトル・ロドリゲス・ミランダ州知事。 

ホルヘ・アレアサ外相。 

の名前が挙がっている。 

 

この噂が事実であれば、野党側で交渉リーダーになるの

は、カルロス・ベッキオ大使。次いでトマス・グアニパ

議員が影響力を持っていると思われる。 

 

両者ともにグアイド議長がこれまで掲げてきた方針を

支持しているグループに属する。 

 

野党がこれまで通り「大統領選・国会議員選のやり直し

と見返りとしての制裁の段階的な緩和」を提案するとし

たら与野党対話で合意に至る可能性は低いように思え

る。 

 

「CNE 役員 出馬禁止令を解除する可能性あり」                  

 

「選挙管理委員会（CNE）」の役員に就任したロベルト・

ピコン氏（野党系の役員）は、自身のツイッターで 

「これまでに公職選挙への出馬を禁止された野党政治

家の出馬権の回復ができるかもしれない」 

と投稿した。 

 

ピコン氏によると、これまでに出馬禁止が命じられた人

の数は６．５万人だという。 

 

その中にはトマス・グアニパ議員、ダビッド・スモラン

スキ議員、アルベルト・フェデリコ・ラベル氏（グアイ

ド政権の広報担当で野党系メディア「La Patilla」のオー

ナー）、エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事などが

含まれる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
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「我々は彼らが出馬を禁止された理由について一人一

人の見直しを行っている。この措置を受けた人が選挙に

出馬できることを願っている。 

 

可能であれば、全員の出馬禁止措置が解除されるのが望

ましいが、それは難しい。 

 

しかし、出馬を望む者に対して出馬禁止措置を解除する

ことはできると考えている。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「ベネズエラ デジタル通貨普及度 世界第３位」           

 

デジタル通貨のトランザクションを分析する

「Chainanalysis」によると、ベネズエラはデジタル通貨

が普及している国として世界で３番目だという。 

 

「Chainanalysis」は、デジタル通貨の普及度合いを分析

するために４つの指標を用い、１５４カ国を対象にデジ

タル通貨普及度の調査を行った。 

 

その結果、ベネズエラはロシア、ウクライナについで３

番目にデジタル通貨の普及度の高い国とした。 

 

「Chainanalysis」は、ベネズエラでデジタル通貨が他国

よりも普及している理由について、「自国通貨の価値が

極めて低く、自国通貨では何も購入できないため」と説

明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中国の原油輸入課税 ベネズエラに大打撃」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.603」で、中国が原油輸入

に追加課税を発表し、PDVSA が困惑しているとの記事

を紹介した。 

 

本件について、ベネズエラのエネルギー専門家であるフ

ランシスコ・モナルディ氏が「マイアミ・ヘラルド」の

取材に応じ、PDVSAに致命的な打撃を与える可能性を

指摘した。 

 

今回、中国が課した税金は原油１バレル当たり３０～４

０ドル。６月１２日から施行する。この制度に影響を受

けるのはベネズエラだけではなく、イラン・カナダも同

様だが、ベネズエラにとっての影響が圧倒的に大きいと

した。 

 

米国の経済制裁を受け、PDVSA の原油輸出先は減って

いる。 

 

PDVSA は大幅なディスカウントを行って、購入者を探

しており、原油輸出のほとんどは中国向けとなっている。

なお、輸入しているのは国営石油会社「CNPC」ではな

く、制裁リスクを許容できる独立系製油所が主のようだ。 

 

マレーシアに輸出される原油も多くはマレーシアで他

国の原油と混合され産油地を隠した状態で中国に向け

て流れると指摘。 

 

今後は原油輸入に追加課税されることで唯一の外貨収

入源が断たれ、マドゥロ政権は壊滅的な状況に陥るとし

た。 

 

なお、中国政府が今回原油輸入に課税した理由について

「米国は、マドゥロ政権の資金源となっている中国に警

戒を強めており、米国に配慮した可能性がある」とした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
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「マドゥロ政権 完全な経済ドル化も？」                  

 

民間世論調査会社「Datanalisis」のイバン・ヒル部長は、

最高裁が外貨建ての契約や支払いを合法であると認め

たことを受けて、「ベネズエラ経済は正式にドル化する」

と指摘した。 

 

また、インフレの原因は、マドゥロ政権の無計画な通貨

発行（ボリバル通貨の発行）が主な原因となっており、

経済をドル化することでマドゥロ政権は通貨発行権を

失いインフレは抑制できると指摘。 

 

経済ドル化を歓迎する意向を示した。 

 

５月２６日 最高裁は外貨建ての契約締結・支払いを合

法とする決定を発表した。 

 

ベネズエラはドル経済化が進んでいるが、その合法性に

ついては不明瞭だったが、これで法的な問題も解消され

る。これまで以上に経済ドル化に弾みがつくことになり

そうだ。 

 

社 会                        

「エル・システマ 未成年の虐待疑惑報じられる」           

 

「エル・システマ」とは、経済的に貧しい子供に対して

無償で音楽教育を行う社会プログラム。 

 

ベネズエラ人音楽家のアントニオ・アブレウ氏が１９７

５年に始めたプログラムで、日本を含め世界的に広がっ

ている。 

 

故チャベス政権は「エル・システマ」を、支援しており

現在は政府プログラムの１つにもなっている。 

 

 

 

米国紙「ワシントンポスト」は、「エル・システマ」で未

成年に対する虐待が行われていると報じた。 

 

発端は４月２９日に Angie Canteros 氏という元音楽家

が Facebookアカウントで公開した「エル・システマは、

小児愛者で満ちており、数えきれないほどの性的暴行が

行われている。」という投稿。投稿をした Canteros氏自

身も１３歳の時に音楽教師から性的暴行を受けそうに

なったとしている。 

 

犯罪検挙率の低いベネズエラだが、この種の犯罪は、マ

ドゥロ政権も比較的取り締まるため、近いうちに逮捕者

が出るのではないだろうか。 

 

２０２１年５月２９日～３０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Sputnik V ５０万個が到着            

 ～COVAXに支払い完了、J＆J ワクチン調達～」           

 

５月３０日 マドゥロ大統領は、Covid-１９ワクチン

「Sputnik V」５０万個が新たに到着したと発表した。 

 

新たに到着したワクチンは、６０歳以上を対象に摂取す

ると言及。デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１９

問題担当）に接種に向けた手続きを進めるよう命じた。 

 

また、６月、７月、８月にも新たなワクチンが到着する

と言及した。 

 

また、５月２９日 ヘラルド・ブリセーニョ保健省次官

は、Covid-１９ワクチン調達のための COVAX への支

払いを全て完了したと発表。 

 

高い確率で「Johnson ＆ Johnson」のワクチンを調達す

るとの見通しを示した。 
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「Covax に対して全ての支払いを完了した。我々は調達

するワクチンをどうするか検討する段階に来ている。最

も可能性が高いのは「Johnson ＆ Johnson」のワクチン

だ。COVAXが速やかにベネズエラに送るワクチンを集

めることを願っている。」 

と説明した。 

 

「ロペス VP党首 ペルーでフジモリ候補応援」         

 

６月６日にペルーで大統領選の決選投票が予定されて

いる。決選投票に駒を進めたのは左派系候補のペドロ・

カスティージョ氏と右派のケイコ・フジモリ氏。 

 

ペドロ・カスティージョ候補が１位通過ではあるが、左

派に対して強い拒否感を示すグループは多く、フジモリ

氏への投票意思が増えており拮抗している。 

 

カスティージョ候補は、ベネズエラ政府の認識について

「ペルー国民の利益になる決断をする」と述べており、

明確なスタンスは示していない。 

 

一方、フジモリ候補は、マドゥロ政権を「癌」と非難。

グアイド政権をベネズエラ政府と認識すると思われる。 

 

５月２９日 「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首はペルーを訪問。「Invertir Libertad」と「Friedrich 

Naumann 財団」が主催するイベント「民主主義の脅威

（Amenazas a las democtracias）」で演説。左派政権が誕

生することに警鐘を鳴らし、ケイコ・フジモリ氏を応援

した。 

 

なお、ロペス党首はペルー入国時に空港で２時間ほど拘

束されていたという。ロペス党首はパスポート問題があ

り、スペイン政府がペルーに移動するための特別な書類

を発行していたようだが、その書類の確認に時間がかか

ったようだ。 

 

入国時にロペス党首は 

「国民の圧力に感謝する。民主主義を志向するペルー国

民、自由と民主主義を信じる全てのペルー国民のおかげ

でペルーに入国することができた」 

と投稿している。 

 

これに対してフジモリ候補は 

「ロペス党首、ティントリ氏、ペルーにようこそ。自ら

のつらい経験を披露してくれることに感謝する。彼らの

政権が中立的な立場を維持することを期待している。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス党首ツイッター 

“ペルーに入国したロペスVP党首と妻のティントリ氏” 

 

経 済                        

「米国 イラン軍艦２隻の動向に警戒」              

 

米国政治情報サイト「Politico」は、米国政府関係者から

の情報として、米国国家安全保障省はイランの軍艦２隻

に強い警戒を払っていると報じた。 
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「Politico」によると、このイランの軍艦２隻はベネズエ

ラに向かっている可能性があるという。 

 

現在、イランの軍艦がアフリカを南に向かって進んでお

り、最終目的地、船の中に何が積まれているのかは分か

らないものの、米国政府はベネズエラではないかと考え

ているという。 

 

米国の経済制裁を受けて PDVSA は外国との取引を制

限された。その影響でガソリン・ディーゼル燃料などの

輸入ができなくなり深刻な燃料不足に陥った。 

 

この状況下で、２０２０年半ばからベネズエラはイラン

から燃料輸入をするようになっていた。 

 

しかし、バイデン政権は、２０１８年にトランプ政権が

破棄したイランとの核合意を復活させる意思を示して

おり、現在も交渉が行われている。 

 

イランはバイデン政権に配慮し２１年のバイデン大統

領就任以降、イランはベネズエラに燃料を輸出していな

かった。 

 

「Consecomercio 新代表 ７＋７の解除要請」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.605」で紹介した通り、

ベネズエラで２番目に大きな経済団体「Consecomercio」

の代表が交代した。 

 

新たな代表は Tiziana Polesel氏。 

彼女がどのような考えを持っているのか不明だったが、

Polesel 氏が自身の見解を表明した。 

 

「我々の最優先課題は、ワクチン接種を拡大することだ。

ワクチン接種が拡大すれば経済を再開することができ

る。 

 

また、現在の７＋７は正常な経済活動の障害となってい

る。」と指摘。 

 

他、Covid-１９下でも公共サービスの料金が上昇を続け

ていると指摘。Covid-１９下で経済が動いていない状況

で政府は支払期日の延長など何らかの対策をするべき

との考えを示した。 

 

「経済特別地域が機能するため経済ドル化必須」         

 

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、与党国会で

検討している「経済特別地域法」について、中国モデル

を採用したと指摘した。 

 

特に「経済特別地域法」では、国営化した企業を民営化

すると指摘。 

 

故チャベス政権で追い出した民間投資家を再び呼び戻

そうとしていると非難した。 

 

ゲラ議員によると、２００２年～２０１０年にかけて民

間企業を国営化するために政府が支払ったお金は３０

０億ドルと指摘。 

 

３００億ドルを使った結果、得られたものは何もなく、

崩壊した会社だけが残ったと主張。 

今度は、崩壊した会社を異常に安い価格で売り払おうと

していると訴えた。 

 

また、経済特別地域が適切に機能するためには、指定さ

れた地域がベネズエラではないような仕組みを作らな

ければならないと主張。 

 

この地域で生産した商品を国内で販売するにあたり価

格統制などを行ってはいけない。経済のドル化が必要な

条件だとの見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d899d9bf004af88bb29a382ccbced18e.pdf
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「アルゼンチン マドゥロ政権との関係改善模索」              

 

５月２９日 在ベネズエラ・アルゼンチン大使館で「５

月革命」の２１１周年記念のイベントが開催された。 

 

「５月革命」は、１８１０年５月に起きた革命で、アル

ゼンチンの原型となる現地政府プリメラ・プンタを樹立

するまでの一連の出来事を指す。 

 

同イベントには、マドゥロ政権からデルシー・ロドリゲ

ス副大統領が出席。現在、アルゼンチン大使館のトップ

を務めるエドゥアルド・ポレッティ商務官は、両国の経

済関係を強化する意思を示した。 

 

ポレッティ商務官は、 

「アルゼンチンはベネズエラの商業パートナーとして

完璧な国だ。アルゼンチンはいつでも相互補完的な技術

協力を行う意思がある。 

 

この場には政治的なスタンスを超えて、必要に応じた行

動をとることができる人々が集まっている」 

と発言した。 

 

一方、デルシー・ロドリゲス副大統領は、「お互いの違

いを尊重し、内政不介入の原則を前提に相互の協力関係

を深化することを望む」と発言。 

 

先日、アルゼンチンのフェルナンデス政権は、２０１８

年９月にコロンビア・チリ・カナダ・ペルー・パラグア

イと連名で「国際司法裁判所（CPI）」に提出した、マド

ゥロ政権への訴えを取り下げた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.605」）。 

 

アルゼンチン政府は、マドゥロ政権との関係改善の方向

で動いているようだ。 

 

 

社 会                       

「マドリッド在住ベネ人 身分証無しで接種可能」            

 

グアイド政権が任命した在スペイン・ベネズエラ代表大

使のアントニオ・エカリ大使は、首都マドリッドの医療

システムに登録されていないベネズエラ移民も Covid-

１９ワクチンの接種を受けるようになると発表した。 

 

これはグアイド政権・マドリッドのベネズエラ人コミュ

ニティとマドリッド州政府との協議の結果、合意に至っ

たものだという。 

 

今回の合意により、マドリッドに住む５万人超のベネズ

エラ人がワクチン接種を受けることができるという。 

 

マドリッドに住むベネズエラ人の中には居住許可を得

ているものの労働許可を得ていないため、失業中の人が

複数いる。彼らは社会保険制度に含まれておらず、ワク

チン接種を受ける手段がなかったという。 

 

この仕組みを利用するベネズエラ人は６月２７日まで

に在スペイン・ベネズエラ大使館で定められた手続きを

行う必要があるという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d899d9bf004af88bb29a382ccbced18e.pdf
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