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（写真）大統領府 “マドゥロ政権 英国製薬大手アストラゼネカの Covid-１９ワクチンの国内使用を不許可” 

 

 

２０２１年３月１５日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 アストラゼネカのワクチン不許可 

～病院 医療崩壊の危機～」 

「ツイッター 与党国会のアカウントを停止」 

経 済                     

「米議会 マドゥロ政権との取引制限法を検討」 

「商業省 Beco のお釣り支払いスキームを禁止」 

「マドゥロ政権 中国企業に SS 経営を移譲？」 

「新ボリバル札の流通始まる」 

社 会                     

「カラカス 大雨で道路が浸水し渋滞に」 

２０２１年３月１６日（火曜） 

 

政 治                    

「与党国会 新たな CNE 役員候補を受付？」 

経 済                    

「ディーゼル燃料 在庫ある？在庫ない？ 

～回復の兆しが見えるベネズエラの足かせに～」 

「国内経済危機で海外進出企業が増加」 

「ベネズエラ石油商工会 小規模製油所案を支持」 

「医薬品業界は前年比１９％増」 

「Conviasa エクアドル便の運航を開始」 

社 会                    

「マドゥロ政権 給付金支給額を増額」 
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２０２１年３月１５日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 アストラゼネカのワクチン不許可     

         ～病院 医療崩壊の危機～」       

 

３月１５日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、英国製

薬大手「アストラゼネカ」が開発した Covid-１９ワクチ

ンについて、副作用を理由にベネズエラ国内での使用を

許可しないと発表した。 

 

アストラゼネカのワクチンは欧州など世界各地で接種

されているが、重篤な副作用が報じられており、ドイツ、

フランス、イタリア、スペイン、スロベニア、ポルトガ

ル、リトアニア、エストニア、ラトビア、オランダ、ア

イルランド、アイスランド、ノルウェー、ルーマニア、

デンマーク、オーストリア、アイスランド、ブルガリア、

スイス、インドネシア、タイなど欧州を中心に使用を停

止、あるいは一時停止している。マドゥロ政権もこの流

れに加わることになる。 

 

同発表の翌日、３月１６日に「世界保健機関（WHO）」

は、アストラゼネカ社のワクチンが安全かどうかを改め

て調査すると発表した。 

 

一方、「米州保険機構（OPS）」は COVAX ファシリティ

を通じて米州各国に Covid-１９ワクチンを供給する予

定でアストラゼネカのワクチンもその中に含まれてい

る。 

 

ベネズエラは COVAX ファシリティに参加する意思を

表明しているが、支払いは完了していない。 

 

グアイド政権側が英国にある中央銀行の凍結口座から

支出するという話が出ていたが、与野党交渉の可能性が

閉ざされつつある中、OPS への支払いの可能性も低く

なっている。 

仮に OPS に支払いがされたとしても、マドゥロ政権が

アストラゼネカのワクチン使用を禁止していては国内

では接種はできない。 

 

OPS のパブロ・バジャデッリ代表によると、ベネズエ

ラ向けに１４０～２４０万個のアストラゼネカ製ワク

チンが用意されているという。 

 

なお、デルシー・ロドリゲス副大統領は、OPS 代表と会

合を行い、ブラジル型変異ウイルスの脅威について訴え

たと説明した。 

 

ここ数日、ベネズエラ国内では医療崩壊の危機が報じら

れている。ベネズエラ国内の病院は対応能力が限界に達

しており、これ以上患者が増えれば容量を超えるとの声

が医療界から出ている。 

 

「物理化学、数学協会」のマルガリータ・ランポ氏の推

定によると、ベネズエラの Covid-１９感染者はマドゥ

ロ政権の公表値よりもはるかに多く、一日あたり２，５

００～３，０００人は感染者が増えていると主張した。 

 

なお、マドゥロ政権の公表する感染確認者数は、ここ数

日は増加しているが、それでも１日当たり５００～６０

０名でリンポ氏の推定値よりもかなり少ない。 

 

「首都病院・診療所団体」のヘルマン・コルテス代表は、

マドゥロ政権に対して、現在の感染対策「７＋７」は

Covid-１９感染拡大を抑えるために有効に機能してお

らず、必要な対策を講じるよう求めている。 

 

「ツイッター 与党国会のアカウントを停止」         

 

３月１５日 ツイッターは、２０２１年１月に発足した

与党国会のアカウントを永続的に停止すると発表した。 
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ツイッターはアカウント停止の理由について「同社の利

用規則に反しているため」と説明している。 

 

２０年１月８日にもツイッターは、マドゥロ政権の科学

技術相、中央銀行、大統領府などのアカウントを大量に

停止していた。 

 

ただし、停止した後も新たなアカウントが出来ており、

いたちごっこの感は否めない。 

 

経 済                        

「米議会 マドゥロ政権との取引制限法を検討」           

 

３月１５日 米国下院議会のマルコ・ルビオ議員、リッ

ク・スコット議員らが、マドゥロ政権およびその関係者

と米国公的機関との取引を禁止する法案を検討してい

ることが明らかになった。 

 

この法律は「ベネズエラ強権政権との取引禁止法」。 

英語の頭文字を取って、「Le Bolivar（ボリバル法）」と

呼ぶようだ。 

 

報道によると、この法律は米国政府関係機関が、マドゥ

ロ政権はもちろん、マドゥロ政権と関係があるとされる

全ての企業との取引を禁止するという内容。 

 

米国政府は既に制裁によりマドゥロ政権との取引を禁

止しているので、「マドゥロ政権と取引関係のある企業

との取引を禁止する」という部分が新しいと思われる。 

 

「マドゥロ政権と取引関係がある企業」という大きな定

義であれば、これまでよりも規制の対象範囲が広がるだ

ろう。 

 

 

 

 

現時点では「マドゥロ政権との取引関係がある」の適用

範囲がはっきりしていないため、適用範囲は不明瞭だ。 

 

そして、過去の経験から言って、おそらく米国政府はこ

の適用範囲をあまり明確に示さない。 

あえて適用範囲を示さないことで、リスク回避を促し、

より大きな効果が出ることを期待しているからだ。 

 

「商業省 Beco のお釣り支払いスキームを禁止」           

 

３月１５日 商業省は、「Beco」が行っている外貨建て

支払いに対するお釣り支払いスキームを禁止するよう

命じた。 

 

「Beco」は、タオル、衣類、食器など様々な生活雑貨を

扱うベネズエラのお店。全国に多くの店舗がある。 

エル・ロサル地区にも「Beco」の大型店舗があり、買い

物をしたことのある日本人駐在員は多いだろう。 

 

「Beco」は外貨建ての支払いに対して、お釣りがないた

め、お釣りの代わりに「Vale」と呼ばれる同社が独自に

開発したクーポン券を渡していた。 

 

例えば、２ドルのお釣りを支払うにあたり「Beco」で使

用できる２ドル分のクーポン券を渡すというやり方。 
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商業省は「Beco は商業省の許可を得ることなく、疑似

通貨を発行した」として、使用を停止するよう命じたと

いう。 

 

「マドゥロ政権 中国企業に SS 経営を移譲？」                  

 

スペイン系メディア「ABC」は、マドゥロ政権が誰も知

らない１社の中国企業に対して、国内ガソリンスタンド

の経営を移譲していると報じた。 

 

その中国企業への国営企業の移譲は「経済妨害対策法

（大統領の一存で国営企業を第三者に売却・譲渡するこ

とができる）」を根拠に行われており、与党国会の承認

も経ていないという。 

 

ガソリンスタンド経営の移譲について、マドゥロ政権は

全く発表していない。契約者・契約内容など全てが水面

下で行われており、汚職が疑われている。 

 

「新ボリバル札の流通始まる」               

 

３月５日 ベネズエラ中央銀行は、BsS.２０万札、BsS.

５０万札、BsS.１００万札の３種類のボリバル紙幣を新

たに発行すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.570」）。 

 

新紙幣は３月８日より市場に供給するとしていたが、そ

の後しばらくは新紙幣の存在は確認できていなかった。 

 

本件について、３月１５日 ようやく新紙幣が市場に供

給されていることが確認された。 

 

ただし、インフレにより現地通貨の価値は日々減価して

おり、経済学者は BsS.１００万札が紙切れになるのは

時間の問題だと指摘している。 

 

 

社 会                        

「カラカス 大雨で道路が浸水し渋滞に」           

 

３月１５日 カラカスで大雨が降り、カラカス―ラグア

イラを結ぶ高速道路、アンドレス・ベジョ通り、陸軍通

り、カラカス南部高速道路など複数の高速道路、一般道

が浸水し、渋滞が発生した。 

 

 
（写真）@ChirisAlejandro “浸水するカラカスの道路” 

 

２０２１年３月１６日（火曜）              

政 治                       

「与党国会 新たな CNE 役員候補を受付？」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.573」で、与党国会の

「CNE 役員検討委員会」が、役員候補に推薦されてい

る７５名の候補者氏名を公表したとの記事を紹介した。 

 

本来であれば、この候補者の中から５名の役員が選ばれ

る予定だったが、候補者が追加されるようだ。 

 

３月１６日 与党国会は、CNE 役員候補者の推薦期間

を１０日延長することを承認。新たな候補を受け入れる

と発表した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec0a43c7f7a029d498e8cb38b03cd390.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec0a43c7f7a029d498e8cb38b03cd390.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a79f0eb6537bffc6015e0aa02294f964.pdf
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「CNE 役員検討委員会」の副委員長を務めるホセ・グ

レゴリオ・コレア議員は、「教育機関が新たな候補者の

推薦を求めている」と説明。 

「すでに候補者受付期間は終了しているため、特別に受

付期間を延長することを要請する」と述べた。 

 

経 済                       

「ディーゼル燃料 在庫ある？在庫ない？        

  ～回復の兆しが見えるベネズエラの足かせに～」            

 

ここ数日、最も経済ニュースで多く報じられているのは

ディーゼル燃料不足の問題だ。 

 

先週から「Fedeagro（農業団体）、「Conindustria（工業

団体）」、「Consecomerico（商業団体）、「Asoquim（化学

品団体）」など様々な経済団体がディーゼル燃料不足に

よる事業停止をしきりに訴えており、本件に関する話題

が絶えない。 

 

マドゥロ政権は、米国の制裁によりディーゼル燃料が調

達できなくなっていると主張。ディーゼル燃料不足の責

任は米国にあると主張している。 

 

一方、米国政府は、「マドゥロ政権が軍やキューバのた

めに在庫を確保している」と反論。両者の意見はかみ合

わない。 

 

野党系の経済専門家は、燃料不足について、「国内製油

所が稼働しなくなったため」と指摘。また、「マドゥロ

政権は在庫があるが、意図的に市場に供給していない」

と主張している。 

 

一方、与党系専門家は、「ディーゼル燃料はベネズエラ

国内の製油所でも精製されているが、燃料の一部は発電

にも使用されており、輸送用以外に一定の在庫確保が必

要」と主張。 

 

仮にベネズエラ国内で精製されているディーゼル燃料

だけで国を維持するのであれば、輸送業界は現在の燃料

使用量を６０％減らさなければならないとしている。 

 

輸送業界が６０％も燃料使用量を減らせるとは考えに

くい。ディーゼル燃料不足を理由としたベネズエラ経済

の混乱は危機的な状況に達している。 

 

恐らく解決手段は２つだけだ。 

米国がディーゼル燃料取引に科している制裁を緩和す

るか、あるいはマドゥロ政権が民間企業に燃料輸入、国

内での燃料販売を許可するか。 

 

この状況があと数カ月続くのであれば、多少ではあるが、

回復の兆しを見せているベネズエラ経済の大きな障害

になるだろう。 

 

「国内経済危機で海外進出企業が増加」         

 

ベネズエラ経済が低迷を続ける中、多くのベネズエラ企

業が外国に活路を見出そうとしている。 

 

「Front Consulting Group」のアルフォンソ・リエラ氏

は、ベネズエラから多くのフランチャイズ店が外国に進

出していると説明した。 

 

リエラ氏によると、ベネズエラ国内には４２０のフラン

チャイズが存在しており、そのうち６５％は国内系の企

業で残りの３５％が外国系の企業だという。 

 

ベネズエラ国内のフランチャイズ企業のうち、少なくと

も８５社は外国に１店舗以上のフランチャイズを持っ

ていると説明。これに加えて、外国に移住したベネズエ

ラ人が作ったフランチャイズ企業が３５社あると補足

した。 
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海外進出しているベネズエラの具体的なフランチャイ

ズ企業として、「EPK（子供服店）」、「Perfume Factory

（香水店）」、「Pelqueria Salvador（美容院）」、「Churro 

Mania（チュロス菓子店）」、「Deco Fruta（チョコレート

菓子店）」、「Evolution Energy（フィットネスジム）」、

「Tienda Montana（塗料販売店）」、「Arturo’s（フライ

ドチキン店）」などの名前を挙げた。 

 

「ベネズエラ石油商工会 小規模製油所案を支持」           

 

２月に「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」が与党国会

の対話委員会に経済分野の提案を行った。 

 

その提案の中には、民間企業による小規模製油所の建設

を許可するとの提案が含まれていた。 

 

３月１６日 「ベネズエラ石油商工会（CVP）」のレイ

ナルド・キンテロ氏は、「Fedecamaras」が与党国会の対

話委員会に対して提出した小規模製油所の計画につい

ては、「ベネズエラ石油商工会」のスリア支部からの提

案だったと説明。 

 

燃料不足を解決するための１つの手段になると主張し

た。 

 

なお、小規模製油所は PDVSA と競合するものではなく、

PDVSA の燃料供給を補完するものだと説明した。 

 

ただし、以前「ベネズエラ・トゥデイ No.569」で紹介

した通り、「ベネズエラ石油商工会」の専門家が小規模

製油所の事業評価を行った際、「採算が合わず現実的で

はない」との結論を出していた。 

 

「ベネズエラ石油商工会」は、大きな組織なので分析す

る人が違えば、結論は異なるのだろうが、どちらの主張

が正しいのかは分からない。 

 

「医薬品業界は前年比１９％増」         

 

「ベネズエラ医薬品工業会（Cifar）」のティト・ロペス

代表は、ラジオ番組「Union Radio」に出演。 

 

２０２０年の医薬品業界の業績について、「医薬品生産

業界は生産を継続することに尽力した。」と説明。 

前年比１７～１９％成長したと述べた。 

 

ただし、医薬品生産の中でも業績が良かったのはCovid-

１９に関連する商品だけだったという。 

 

ロペス代表によると、特に発熱、頭痛などの症状で処方

されるアセトアミノフェンの生産が好調だったという。 

他、抗炎症剤、ステロイド、抗生物質などの生産が増加

したと説明した。 

 

なお、ベネズエラで生産される医薬品の原料の９５％は

外国から輸入していると説明。ベネズエラで販売されて

いる医薬品の６０％は国産で４０％は輸入品とした。 

 

「Conviasa エクアドル便の運航を開始」         

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」は、３月２６日

からエクアドルの首都キトとカラカスを結ぶ路線を再

開すると発表した。ただし、現時点では６月までと期限

が決まっているようだ。 

 

運航は金曜日のみの週１便。 

 

カラカスを正午１２時発、キト着は１３時３０分を予定

している。 

 

キトからは１４時３０分発、カラカス着は１８時を予定

している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/504485aa408cb9ea97f55640990e5df9.pdf
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社 会                       

「マドゥロ政権 給付金支給額を増額」            

 

マドゥロ政権は、「祖国カード」保有者に定期的に支給

している給付金の支給額を増額すると発表した。 

 

改定された金額での補助金支給は３月２０日から開始

するという。 

 

家族の人数に応じて支給額が増える「Bono Hogares de 

patria」（家族向け補助金）は、これまで３名家族は BsS.

９０万（約０．５ドル）、６人家族は BsS.１８０万（約

１ドル）だったが、新たに３名家族は BsS.１３５万（０．

７５ドル）、６名家族は BsS.２７０万（１．５ドル）に

増額される。 

 

次は難病患者・ハンディキャップのある家族がいる家庭

向け補助金「Hose Gregorio Hernandez」。支給額は BsS.

７２万（約０．４ドル）だったが、BsS.１０８万（０．

６ドル）に増額。 

 

また、妊婦向けの「Parto Humanizado」と乳幼児のいる

家庭向けの「Lactancia materna」は、ともに夫々BsS.１

２０万（０．６４ドル）だったが、BsS.１８０万（１ド

ル）に増額 

 

他にも年金受給年齢に達した人に給付される「100％ 

Amor Mayor」では BsS.１２０万から BsS.１８０万に増

額される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）祖国カード “給付金の支給額増額を発表” 

 

以上 

 


