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（写真）Pixabay “米国バイデン政権 世界にワクチン寄付発表、ただし、ベネズエラには送らず” 

 

 

２０２１年６月２日（水曜） 

 

政 治                     

「与党 ８月８日に候補者決定選挙を実施」 

「イラン ベネズエラにミサイル搭載船を販売？」 

「マドゥロ政権 COVAX 支払い未完了？」 

経 済                     

「PDVSA 国内事業者との協力を模索」 

「ロイター ５月原油輸出 日量５９万バレル」 

社 会                     

「コロンビア ベネズエラ国境を限定的に解放も 

マドゥロ政権 感染防止のため封鎖」 

「Fundalatin 米国の制裁の人道問題を訴え」 

２０２１年６月３日（木曜） 

 

政 治                    

「バイデン政権 ワクチン世界に８０００万寄付 

～ただし、ベネズエラには寄付せず～」 

「欧州議員団 ６月２１～２５日にベネ訪問」 

「野党 ６月５日に学生中心の抗議行動」 

経 済                    

「マドゥロ政権 ４４５０品目に免税措置」 

「Bio Mercados デジタル通貨認める」 

社 会                    

「マドゥロ大統領誕生日会 出演歌手に６万ドル」 

「検察庁 賄賂要求で検事３名を逮捕」 
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２０２１年６月２日（水曜）             

政 治                       

「与党 ８月８日に候補者決定選挙を実施」         

 

マドゥロ大統領は、与党「ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）」の全国党大会に出席。 

 

１１月２１日に開催される予定の全国州知事選・市長

選・州議・市議選挙の与党候補を決めるための事前選挙

を８月８日に行うと発表した。 

 

なお、同選挙の出馬申請者の受付期間は８月９日～２９

日。出馬申請受付の直前での開催となる。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」の発表によると、今回の選

挙は全国州知事２３名、全国の市長３３５名、州議・市

議合計２，４５９名を決める選挙になるという。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

 

 

 

 

 

 

「イラン ベネズエラにミサイル搭載船を販売？」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.606」でアフリカを南に向

かうイランの軍艦があり、この軍艦がベネズエラに向か

っている可能性があるとの報道を紹介した。 

 

海運関連の情報を専門に扱う「USNI News」は、衛星で

撮影した同軍艦の写真を公表。軍艦の中にはミサイルを

搭載した７隻の小型船が格納されていると報じた。 

 

米国とベネズエラは近い距離にあり、国防上の理由から

米国政府はこのイラン軍艦の動きに注意を払っている。 

 

仮に同軍艦がベネズエラにミサイルを積んだ船を運ぶ

ようであれば、米国との政治的な緊張が更に強まりそう

だ。 

 

 

 

（写真）USNI News 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
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「マドゥロ政権 COVAX 支払い未完了？」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.606」で紹介した通り、マ

ドゥロ政権は Covid-１９ワクチンを調達するための

COVAX への支払いを完了したと発表していた。 

 

しかし、６月２日 COVAX を運営する「米州保険機構

（OPS）」のシロ・グガルテ緊急医療部長は、 

「先週末の時点では、ベネズエラから COVAX メカニ

ズムを実行するための１０００万ドル分の着金がまだ

確認できていない。」 

と説明した。 

 

先週末（５月２９日）時点ということで、マドゥロ政権

側の着金がまだ届いていないだけかもしれない。 

 

マドゥロ政権は、制裁回避のためかスイスにある「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を経由して COVAX へ支払い

をしている。迂回支払いのため、時間がかかっているの

かもしれない。 

 

経 済                        

「PDVSA 国内事業者との協力を模索」           

 

「ロイター通信」は、PDVSA が産油量減少に歯止めを

かけるため、ベネズエラの現地石油事業者との協力を模

索していると報じた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.607」で紹介した通り、

バイデン政権はシェブロン、ハリバートンなど米国エネ

ルギー事業者のベネズエラ国内での活動を禁止する措

置を２１年１２月１日まで延長した。 

 

 

 

 

バイデン政権は、「自由選挙が実現される場合は制裁を

解除する」との姿勢を変えていないが、グアイド政権が

望むレベルの合意に至る可能性は低い。従って、２１年

中に米国が制裁を緩和する可能性は低い。 

 

米国の制裁は、米国以外の外国企業が PDVSA と取引を

することも事実上禁止しており、米国以外の企業も

PDVSA と事業を行うことはできない。 

 

外国企業の協力が期待できない中、PDVSA はベネズエ

ラ国内企業との関係強化を模索しているという。 

 

カラカスの「Gas Energy Latin America」のアンテロ・

アルバラド氏は PDVSA の現状について 

「PDVSAの活動は著しく縮小したが、調整をしている」

と言及した。 

 

「ロイター ５月原油輸出 日量５９万バレル」                  

 

「ロイター通信」は、２１年５月の原油輸出量が日量５

９．４万バレルだったと報じた。 

 

同社は４月の原油輸出を日量約７０万バレルと報じて

いた。つまり、５月に入り日量１０万バレル以上減少し

たことになる。 

 

輸出量が大きく減少した理由について、ガス供給が止ま

り PDVSA のアップグレーダーの稼働に影響が出たと

した。 

 

また、オリノコ流域で採れる超重質油を希釈するための

希釈材が不足しており、輸出用の原油が生産できなかっ

たためとした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9efe4d6a55173f4f5295619e90fef908.pdf
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社 会                        

「コロンビア ベネズエラ国境を限定的に解放も     

     マドゥロ政権 感染防止のため封鎖」           

 

現在、コロンビアとベネズエラの国境は Covid-１９感

染拡大を防止するため、基本的に閉鎖されている。 

 

６月２日 コロンビア移民局はコロンビアとベネズエ

ラの国境をつなぐ全ての道を限定的に解放すると発表

した。 

 

コロンビア移民局によると、ベネズエラで使用される

「身分証明書番号（Cedula）」の末尾で入国できる人が

制限されるという。 

 

偶数日は、Cedula の末尾が０，２，４，６，８の人。 

奇数日は、Cedula の末尾が１，３，５，７，９の人が入

国可能となる。 

 

コロンビア側の検問所の営業時間は以下の通り。 

 

「ラグアヒラ」の移民検問所は午前９時～午後４時まで。 

「カレーニョ港検問所」は午前６時～午後５時まで。 

「アラウカ」の検問所は午前６時～午後６時まで。 

「ノルテデサンタンデール」の検問所は午前６時～午後

６時まで。 

「シモン・ボリバル国際橋」の検問所は午後３時～午後

５時まで。 

 

ただし、ベネズエラ側で国境を管理する軍部は、コロン

ビアの措置について事前に通知を受けていないと説明。 

 

「一方的な措置は Covid-１９の感染を拡大させる懸念

がある」として、これらの検問所を封鎖し、ベネズエラ

からコロンビアに移動できないようにしている。 

 

 

両国を移動するベネズエラ側の検問所が閉鎖されてい

る映像が拡散されており、マドゥロ政権に非難が集中し

ている。 

 

 

（写真）Fundaredes 

“マドゥロ政権 コロンビアへの移動ルートを閉鎖” 

 

「Fundalatin 米国の制裁の人道問題を訴え」         

 

与党系の人権団体「社会開発人権ラテンアメリカ財団

（Fundalatin）」は、国際司法裁判所に対して、制裁を理

由とした２４件の人権侵害の訴えを提出。その中には４

件の死亡事件も含まれている。 

 

「Fundalatin」は、制裁により食料・医療品・燃料の供

給に問題が生じたのは否定できない事実と指摘。 

 

５歳の子供が米国の制裁により適切な医療サービスを

提供されず、亡くなったと指摘。 

 

また、スリア州に住む女性が Covid-１９に感染し、家族

は病院まで移動させようとしたが、ガソリン不足で彼女

を運ぶことができず、そのまま亡くなったという。 

 

他、慢性的に薬が必要な患者は医薬品不足に苦しんでお

り、死亡リスクにさらされているとした。 
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２０２１年６月３日（木曜）              

政 治                       

「バイデン政権 ワクチン世界に８０００万個寄付     

     ～ただし、ベネズエラには寄付せず～」        

 

６月３日 米国のバイデン政権は８，０００万個の

Covid-１９ワクチン（ファイザー、J＆J、Moderna）を

全世界に寄付すると発表。 

 

うち７５％にあたる６，０００万個は COVAX を通じ

てラテンアメリカ諸国に寄付すると発表した。 

 

バイデン大統領は声明で 

「この寄付は他国から見返りを求めることを目的に行

うのではなく、感染症に苦しむ人々の生命を救い、感染

症に終止符を打つために行うものだ。我々の価値観を示

すものだ。」 

と発表した。 

 

最初の段階として２，５００万個のワクチン寄付プロセ

スが始まっているという。 

この２，５００万個のワクチンのうち７００万個は、イ

ンド、ネパール、バングラデッシュ、パキスタン、スリ

ランカ、アフガニスタン、ベトナム、台湾などに寄付さ

れる。 

 

６００万個は、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、

コスタリカ、ペルー、グアテマラ、ハイチなどラテンア

メリカ諸国に配るという。 

 

ただし、ベネズエラ、キューバ、ニカラグアは寄付対象

に入っていない。 

 

「ウィークリーレポート No.202」の通り、ベネズエラ

のワクチン調達状況は世界的に最低で南米で最も少な

い。 

 

コロンビアで在ベネズエラ・米国大使の役割を担ってい

るジェームス・ストーリー大使は、ベネズエラにワクチ

ンを寄付しない理由について、「政権の透明性がないか

ら」と説明している。 

 

ストーリー大使は 

「決してベネズエラにワクチンを送らないというわけ

ではない。ワクチンの１回目の寄付プロセスにベネズエ

ラが入っていないだけだ。なぜならワクチン供給の透明

性が確保されておらず、必要な人にワクチンが届かない

可能性があるからだ。」 

と説明した。 

 

また、マドゥロ政権が行っている一般市民へのワクチン

接種について「祖国システムへの登録を要件にするべき

ではない」と指摘。彼らは自分の仲間を優先的に接種し

ていると非難した。 

 

なお、マドゥロ政権は祖国システムへの登録をワクチン

接種の要件にしているわけではない。 

 

保健省のウェブサイトから登録することで接種対象者

に入ることは可能となっている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.606」）。 

 

優先的に接種している可能性は十分にあるが、現状では

証拠と言える事実は確認できていない。 

 

マドゥロ大統領は米国がベネズエラへワクチンを寄付

しない点について非難。 

 

「本日、米国バイデン政権のジェームス・ストーリーが

ベネズエラにはワクチンを寄付しないと宣言した。 

私は彼らを軽蔑する。ストーリーはベネズエラが屈服し

ないので、我々を憎み見下している。」 

と主張した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bcb62daad523adeb3940818f15a5a4f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
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「欧州議員団 ６月２１～２５日にベネ訪問」           

 

６月２１日～２５日にかけて欧州から議員団がベネズ

エラを訪問する。 

 

マドゥロ政権、グアイド政権双方にミッション派遣の連

絡をしており、ベネズエラ滞在中は与野党と協議を行う

と報じられている。 

 

欧州からのミッション団の代表は、ドゥアルテ・パチェ

コ議員。その他人権委員会に所属する議員らも参加する

予定だという。 

 

「野党 ６月５日に学生中心の抗議行動」         

 

６月２日 グアイド議長は、ベネズエラを救うためには

国民の意思表明が必要だと主張。 

 

「国家救済合意」の目的を達成するため、６月５日に学

生を中心とする抗議行動を行うと発表した。 

 

「我々は自身の権利を要求するための平和的な抗議行

動を呼びかける。ベネズエラを救済するために抗議行動

を呼びかけている。 

 

我々が提案した「国家救済合意」は一人では達成できな

い。多数派の力を行使しなければならない。街頭で国家

救済の提案を掲げる必要がある。」 

と主張した。 

 

現時点ではどの程度人が集まるのかは未知数だ。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 ４４５０品目に免税措置」            

 

マドゥロ政権は特別官報６６２５号を公表。 

 

Covid-１９下での緊急措置として、８月３１日まで４，

４５０品目の輸入関税・その他通関経費を免除すると発

表した。 

 

具体的な品目は関税番号でリスト化されており、同リス

トは現地経済メディア「Bancaynegocios」のウェブサイ

トから確認できる。 

 

なお、この４，４５０品目のうち、医療関連資材の輸入

については１２月３１日まで免税措置が続く。 

 

「Bio Mercados デジタル通貨での決済を開始」         

 

ベネズエラのスーパーマーケット「Bio Mercados」は、

カラボボ州・ララ州にある７つの店舗でデジタル通貨で

の決済を認めると発表した。 

 

デジタル通貨「ビットコイン」「ダッシュ」「イーサリア

ム」「テザー」などが使用可能。ただし、決済するため

に は デ ジ タ ル 通 貨 の 決 済 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

「Cryptobuyer」を使用する必要がある。 

 

ベネズエラではドル建て決済が増えているが、現金ドル

での取引が一般的。 

 

現金ドルは店側がお釣りのドルを持っておらず、利便性

が悪い。 

 

デジタル通貨は為替リスクが大きいが、お釣りの心配な

どはなく、利便性は高いだろう。 

 

https://www.bancaynegocios.com/decretan-exoneracion-de-impuestos-de-importacion-e-iva-a-mas-de-4-450-productos-gaceta-oficial/
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社 会                       

「マドゥロ大統領誕生日会 出演歌手に６万ドル」            

 

この２日ほどベネズエラで最も取り上げられているニ

ュースは、このニュースだろう。 

 

Bonny Cepeda という名前で知られるドミニカ人歌手フ

ェルナンド・アントニオ氏（右写真の右側の人物）が、

マドゥロ大統領の誕生日会に参加し、歌を歌ったことで

６万ドルを受け取ったことが話題となっている。 

 

Cepeda 氏が「Alfoke Show」という番組に出演していた

際に、マドゥロ大統領の誕生日会での出演で６万ドルを

受け取ったことを認めたという。 

 

司会者の Santiago Matias 氏から非難を受けると、

Cepada 氏は「自分は政治的な思考で歌を歌う相手を選

ばない。来週はスリア州の野党政治家の結婚式で歌う。

グアイドに呼ばれればグアイドの前でも歌う。」と反論。 

 

「過去、パナマのノリエガの前で歌を歌ったこともある

し、キューバでも歌った。要望があれば、再びマドゥロ

大統領の前で歌うし、北朝鮮でも歌う。」と答えた。 

 

また、出演者から「マフィアと非民主的な大量虐殺者の

前で歌うのはどんな気持ちか？」と質問を受けると、 

 

「それは一部の人が言っていることで、私はそれが全て

だと思わない。そのイメージは、一部のグループが彼に

付けたものだ。」との見解を示した。 

 

ネット上では、「そのお金があればどれだけのワクチン

を調達できたか」などマドゥロ政権を非難するコメント

が殺到している。 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「検察庁 賄賂要求で検事３名を逮捕」         

 

６月３日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、ス

リア州の検事３名を逮捕したと発表した。 

 

逮捕された判事らは畜産業を営む経営者 Yusnary 

Gomez 氏に対して金銭を要求し、脅迫を行ったという。 

 

事の発端は、Gomez 氏が経営する農場で牛３００頭が

盗まれる事件。Gomez 氏は事件を検察庁に届け出て捜

査を要請した。 

 

捜査を担当する Walter Negron 判事は、犯人を捜す見返

りとして Gomez 氏に５０００ドルの支払いを要求。

Gomez 氏は５０００ドルを支払ったという。 

 

その後、更に５万ドルの支払いを要求。支払わなければ

逮捕すると脅迫したという。そして、支払いを拒んだ

Gomez 氏に対して他の判事２名と共謀し逮捕令状を出

した。 

 

この脅迫は「Fedenaga」のアルマンド・チャシン代表か

ら検察庁に直接報告され、判事３名は逮捕された。 

 

以上 


