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（写真）大統領府 “マドゥロ政権 ２月１８日からロシア製ワクチンの接種を開始” 

 

 

２０２１年２月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 Covid-１９ワクチン接種を開始 

～医療従事者に加え、政治・軍関係者も優先～」 

「野党・ 米国 ワクチンの政治利用を非難」 

「ロシア製ワクチン購入で汚職の疑惑」 

「マドゥロ大統領 国連人権委員会で演説」 

「サアブ検事総長 伊にラミレス氏引き渡し要請」 

経 済                     

「SIDOR 賃金 UP 求め抗議行動 幹部は無給に」 

社 会                     

「チャカオ市 水道の機能不全で井戸を設置」 

２０２１年２月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「バイデン政権 対話支持の方針を示す」 

「マドゥロ大統領 麻薬対策監査局を新設 

～コロンビアこそが麻薬犯罪の責任国～」 

経 済                    

「Fedecamaras マドゥロ政権に経済政策を提案」 

「PDVSA への制裁発動後 最も輸入額が多い」 

「プラスチック原材料の値段 １２０％増」 

「Repsol ベネズエラの投資評価３．９億ドル」 

「電子商取引ランキング 世界９０位」 

「SimpleTV 有料放送サービス料を値上げ」 
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２０２１年２月１７日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 Covid-１９ワクチン接種を開始      

 ～医療従事者に加え、政治・軍関係者も優先～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.561」で、ベネズエラに１

０万個のロシア製 Covid-１９ワクチンが到着したとの

記事を紹介した。 

 

２月１７日 マドゥロ大統領は、１８日からワクチン接

種を開始すると発表。 

 

また、最初に接種を行うグループは以下の通り。 

・医療従事者 

・パトロールをする警察・軍人および政府関係者 

・Somos Venezuela の党員 

 

優先的に Covid-１９のワクチン接種を受けるのは医療

関係者と政治関係者で高齢者は優先接種グループに入

らなかった。 

 

２月１８日 マドゥロ政権は、ワクチン接種を開始した。 

最初にワクチン接種を受けたのは、ミランダ州

「Victoriano Santaella 国営病院」の医師だった。 

 

今後の予定として、４月から本格的に一般大衆向けのワ

クチン接種が始まり、１２月末には国民の７０％にワク

チン接種が行き渡る予定とした。 

 

なお、ワクチンを接種した人も Covid-１９感染拡大防

止のための隔離措置を順守しなければならないとして

いる。 

 

 

 

 

「野党・米国 ワクチンの政治利用を非難」         

 

前述の通り、優先的にワクチン接種を受けるグループに

は軍人・警察・政治関係者が入っており、高齢者は対象

になっていない。 

 

この点について、ワクチン接種を政治利用しないよう求

める野党・米国から非難の声が出ている。 

 

グアイド議長は 

「マドゥロは軍人や政府高官、市長・州知事・国会議員

に優先的にワクチン接種を行うと発表した。 

 

これが米州保険機構やユニセフの援助に寄り Covax を

通じてワクチンを接種させる必要性がある理由だ。 

 

優先的にワクチンを接種させるのは医療関係者と高齢

者でなければならない。独裁者など政治を奪う人間はワ

クチン接種の優先対象ではない。」 

と投稿した。 

 

他、米国のジェームス・ストーリー大使（コロンビアで

ベネズエラ米国代表大使をしている）も同様に、マドゥ

ロ政権がワクチンを政治利用していると非難。 

 

英国に凍結されている中央銀行の口座でワクチンを購

入するというテーマについて、 

「英国に凍結されている口座をワクチン購入のために

使用することを支持する。COVAX メカニズムを通じた

ワクチンの購入は透明性が確保された場合に行われる

べきだ。」 

と言及。 

 

過去、マドゥロ政権と野党との間で Covid-１９に関す

る合意が結ばれたが、この合意は守られなかったと指摘

した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bdd85bfb5e22314bdd29aa34cff4bd92.pdf
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「ロシア製ワクチン購入で汚職の疑惑」                   

 

Covid-１９のワクチン購入に関して、汚職疑惑も出てき

ている。 

 

２月１７日 マドゥロ大統領は、 

「ロシアからワクチン１０００万個を購入するために

２億ドルを支払った」 

と説明した。 

 

この件について、グアイド議長がツイッターを投稿。 

「ロシア製ワクチンの費用は１０ドル以下である。もし、

独裁者が、１０００万個のワクチンを購入するために２

億ドルを支出したのでれば、ワクチンは１個２０ドルに

なる。」 

と訴えた。 

 

現地メディア「Maduradas」によると、ロシア製ワクチ

ンは他国のワクチンと比べて最も安く、１個８ユーロ

（９．６ドル）とされている。 

なお、他のワクチンは２０～３０ユーロ（２４～３６ド

ル）とされている。 

 

もちろん購入代金には商品の価格だけではなく、輸送コ

ストなども含まれるのだろう。 

 

Covid-１９ワクチンは冷凍状態で輸送しなければなら

ないため、輸送コストは安くないと思うが、それにして

も商品価格の２倍は高すぎるだろう。 

 

「マドゥロ大統領 国連人権委員会で演説」         

 

ベネズエラ（マドゥロ政権）は現在、国連人権委員会の

メンバーとなっている（２０２０年～２２年）。 

 

 

 

国連人権委員会は、インターネットを通じた人権委員会

の協議の際にマドゥロ大統領が演説を行うと発表した。 

 

マドゥロ大統領が演説を行うのは２月２２日。同会合に

はコロンビアのドゥケ大統領が参加。 

 

他、米国のブリンケン外相（人権委員会のオブザーバー

として参加）、ロシアのラブロフ外相、中国の王毅外相、

スペインのゴンサレス外相、EU のボレル外交政策委員

長らも参加するようだ。 

 

人権委員会の協議は３月２３日まで継続されるようで、

ミャンマー、ベラルーシ、コンゴ、南スーダン、北朝鮮、

イラン、シリア、ベネズエラ情勢について協議が予定さ

れているという。 

 

この協議には、バチェレ人権高等弁務官も参加を予定し

ており、２月２５日、３月１１日にベネズエラ情勢に関

する最新状況の発表を行う予定だという。 

 

「サアブ検事総長 伊にラミレス氏引き渡し要請」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.562」で、故チャベス

政権下で長年にわたり PDVSA 総裁を務めたラファエ

ル・ラミレス氏やその関係者が汚職を行っていたとの記

事を紹介した。 

 

本件を受けて、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

イタリア検察に対して、汚職の罪でラファエル・ラミレ

ス氏を引き渡すよう要請した。 

 

ラミレス氏はチャベス政権高官ではあるが、マドゥロ政

権が１７年にデル・ピノ石油相（当時）やネルソン・マ

ルティネス PDVSA 総裁（当時）、CITGO 役員などを拘

束した件に関連してマドゥロ政権を離反。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
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現在は、イタリアで反マドゥロ政権派閥として活動して

いる。 

 

サアブ検事総長は 

「検察庁はラミレス氏が関与した７件の汚職を調査し

ており、イタリア政府に引き渡しを要請。インターポー

ルに指名手配を依頼している。 

 

ラミレス氏は PDVSA 総裁在任中に財・サービスの契約

締結の見返りに２０１０年～１５年にかけて少なくと

も５億６，６００万ドルの詐欺を行っている。」 

と訴えた。 

 

なお、ラミレス氏は、自身のツイッターで 

「自身の名誉を棄損するためのマドゥロ政権のメディ

ア工作だ。」 

と反論している。 

 

経 済                        

「SIDOR 賃金 UP 求め抗議行動 幹部は無給に」           

 

２月１６日 ベネズエラ国営製鉄公社「SIDOR」の労働

者らが労働待遇の改善を求めて抗議行動を行った。 

 

ベネズエラでは給料は月に２回（１５日毎）支払うこと

が多い。 

 

「El Nacional」によると、１月後半に SIDOR 従業員が

受け取った給料は１０ドル以下（BsS.１３００万～BsS.

１６００万）だったという。 

 

また、SIDOR の工場稼働率は低く、多くの労働者が休

暇状態になっているが、この期間も働いていた労働者は

BsS.５０００～６０００万のボーナスを受け取ってい

たという。 

 

 

SIDOR 労働者は、工場の稼働停止から働いていない労

働者も含めて月１５０ドルの給料を支払うよう求めた。 

 

しかし、結果的に抗議行動は裏目に出たようで、抗議行

動を呼びかけた労働組合の幹部４名は給料支払いを停

止されてしまったという。 

 

 

（写真）@Watcher_Ven 

“抗議行動に参加する SIDOR 労働者ら” 

 

社 会                        

「チャカオ市 水道の機能不全で井戸を設置」           

 

社会インフラの劣化が激しいベネズエラだが、水道は特

に深刻な問題の１つと言える。 

 

チャカオ市のドゥケ市長は、水問題を緩和するためにチ

ャカオ市に井戸を設置したと発表した。ドゥケ市長によ

ると、井戸の建設費は３万ドルかかったという。この井

戸により１．５万人、４２の施設に水を供給することが

出来るとしている。 
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２０２１年２月１８日（木曜）              

政 治                       

「バイデン政権 対話支持の方針を示す」        

 

バイデン政権の国家安全保障会議の西半球問題担当ダ

イレクターに就任したファン・ゴンサレス氏は、パトリ

シア・ジャニオット記者の取材に対応。ベネズエラ問題

に関するホワイトハウスの見解を示した（ゴンサレス氏

については「ベネズエラ・トゥデイ No.546」参照）。 

 

インタビューの中で、ゴンサレス氏はベネズエラ問題に

ついて「短期的に解消することは予見できない。」との

見解を示した。 

 

そして、制裁について 

「我々は一方的に制裁を解除することは考えていない。

制裁を解除することを最優先事項だと認識していない。

なぜなら、我々は制裁を通じて民主的な結果を導き出す

ための対話を促進したいと考えているからだ。 

 

ベネズエラの民主主義はすぐに訪れるものではない。時

間がかかる。米国はマドゥロ政権と野党が交渉を通じた

問題解決を求めるよう推進しなければならない。 

 

ベネズエラの未来を検討するのはベネズエラ人自身で

なければならない。」 

と回答した。 

 

実はこのインタビューはベネズエラではほとんど報じ

られていないが、ゴンサレス氏の発言は極めて重要であ

ることを強調したい。 

 

米国政府（トランプ政権）はこれまで「対話による解決」

を拒絶してきた。バイデン政権発足後も「対話を通じた

解決を支持する」とは明確に述べてこなかった。 

 

 

筆者の知る限り、米国政府が対話による解決を明確に支

持したのは今回が初めて。 

 

以前から欧州のボレル外交政策委員長は「米国がスタン

スを表明することは極めて重要」と指摘。 

 

バイデン政権に対して「対話を支持するか、圧力を支持

するか」スタンスをハッキリさせるよう求めていた。 

 

「マドゥロ大統領 麻薬対策監査局を新設         

   ～コロンビアこそが麻薬犯罪の責任国～」           

 

２月１８日 マドゥロ大統領は、「ベネズエラに最も高

いレベルで麻薬密売組織と戦う組織を設置する」と発表。 

新たに「国家麻薬対策監査局」を組織すると発表した。 

同組織の代表は、リチャード・ロペス・バルガス将軍だ

という。 

 

他、麻薬取引を撲滅するために「麻薬組織法」を国会に

提案すると述べた。 

 

また、麻薬問題に関してコロンビアのドゥケ政権を非難。 

「国連の統計では、コロンビアは世界の７０％のコカイ

ンの生産しており、コロンビアこそが麻薬大国だ」 

と主張した。 

 

「国連と米国国務省の報告によると、コロンビアのコカ

の葉の生産面積は４．６万ヘクタールから２０万ヘクタ

ールに増加している。 

 

昨年、トランプがドゥケに対してコカイン栽培が拡大し

ていることを警告したことを忘れてはいけない。 

 

コロンビアのコカインは８４％が太平洋から輸出され

ている。海を通じてパナマやメキシコ、その他中央アメ

リカ地域を麻薬で汚染している。」と主張した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42c6d1939983b79595544b62f71f9832.pdf
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確かに米国はコロンビアでコカインが栽培されており、

そのほとんどが太平洋を通じて他国に流れているとの

報告書を作成している（「ウィークリーレポート

No.143」）。 

 

米国が本当に麻薬撲滅を目的に活動するのであれば、優

先的に圧力をかける対象はベネズエラではなく、コロン

ビアであることは確かだろう。 

 

経 済                       

「Fedecamaras マドゥロ政権に経済政策を提案」            

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は、与党国会の対

話委員会に対して、経済界としての提案を提出した。 

 

１月２７日 「Fedecamaras」は与党国会との対話を開

始。Fedecamaras 役員は、対話の必要性を訴えている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.554」「No.555」）。 

 

提案の中で特筆するべきものは、Covid-１９に関連する

対策組織の中に民間セクターの関係者も加えるよう要

請している点。民間セクターを協議に加えることで、よ

り効果的に PCR 検査やワクチン接種を実施できるとし

ている。 

 

その他、Fedecamaras が行った提案は以下の通り。 

 

・「７＋７」（１週間ごとに隔離と隔離緩和を繰り返す

Covid-１９感染防止策）の見直し。 

 

・燃料不足の解決 

 

・民間の所有権の尊重 

 

・税制の見直し、融資関連制度の見直し 

 

 

・公共サービス全体の安定計画 

 

・行政による査察関連政策の見直し 

 

・給料を補てんする制度についての提案 

 

・国内生産を促進する政策の実施 

 

・経済の自由・投資・開発を促進する法律の制定 

 

「PDVSA への制裁発動後 最も輸入額が多い」         

 

金融サービス関連の世界的業界団体「国際金融協会

（IIF）」の経済学者 Sergi Lanau 氏は、ベネズエラの輸

入額が１９年１月に米国政府が PDVSA に制裁を科し

て以降最も高い水準にあると指摘。 

 

ベネズエラ経済が安定の兆しを見せており、長い景気低

迷を抜けようとしているとの見解を示した。他方、輸入

額は引き続き極めて低い水準にあると補足した。 

 

Lanau 氏はこの状況について、「ベネズエラが石油収益

で国を回す体質を脱却するきっかけになり得る。」とも

コメントした。 

 
（写真）IIF 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7227ae36d0a994b34c10e794cb9d6fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7227ae36d0a994b34c10e794cb9d6fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/208b9a71bafe1bddb7fbb9a309117f93.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00160077f1dec7f56ab3d63895d0d001.pdf
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「プラスチック原材料の値段 １２０％増」         

 

「プラスチック工業連盟（Avipla）」の Khalil Nasser 代

表は、「Uion Radio」に出演。 

 

「中国の需要拡大によりプラスチック生産に必要な樹

脂の在庫が不足している」と指摘した。 

 

また、Covid-１９の影響で輸送コストが 2 倍に上昇。原

材料については２週間ほど前までは６０～８０％程度

の価格上昇だったが、今は１２０％高くなっていると指

摘した（いつと比較して１２０％増なのかは言及してい

ない）。 

 

Nasser 代表は、 

「仮にベネズエラ国内の石油化学産業が適切に稼働し

ていれば、外国の輸入に依存する必要は無く、原料調達

の問題は無かった」 

と指摘した。 

 

「Repsol ベネズエラの資産評価３．９億ドル」         

 

スペインの石油会社「Repsol」は２０２０年の会計報告

を公表。同資料によると、２０２０年１２月末時点で

「Repsol」はベネズエラに３．２億ユーロ（約３．９億

ドル）の資産を持っていると評価した。 

 

２０１９年１２月末時点では２億２．９００万ユーロだ

ったので、前年比３４％増になる。 

 

なお、１８年１２月末時点では４億５，６００万ユーロ

と評価していたため、１８年当時より減少したことにな

る。 

 

 

 

 

Repsol は、PDVSA と共同で保有する「Cardon IV」

「Petroquiriquire」事業のために３億４，１００万ユー

ロの融資を実施。原油購入のための商業融資として２億

９，３００万ユーロを支出。 

 

これら融資の回収リスクは４億２，３００万ユーロと評

価されているという。 

 

「電子商取引ランキング 世界９０位」         

 

国連の「貿易開発会議（Unctad）」は、「２０２０年の世

界の電子商取引ランキング」を発表。 

 

同ランキングによると、ベネズエラは１５２カ国中９０

位だという。 

 

南米地域では、コスタリカとチリの順位が高く、コスタ

リカは５６位、チリは５９位だった。 

 

１位はスイス、２位はオランダ、３位はデンマーク、４

位はシンガポール、５位は英国、６位はドイツ、７位は

フィンランド、８位はアイルランド、９位はノルウェー、

１０位は香港となっている。 

 

日本は２０位でオーストリアの下。ベルギーの上。 

アジアでは、シンガポール・香港以外で韓国（１８位）

が上位にいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf
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「SimpleTV 有料放送サービス料を値上げ」         

 

「 DirecTV」の有料放送サービスを引き継いだ

「SimpleTV」は、サービス料金を改定した。 

 

最も安価なプラン「Plan Basico」（７５のチャンネルが

視聴可能）は、BsS.１４６．７万。現在の為替レートだ

と０．８５ドルに相当する。 

 

「Plan Byte」（９８チャンネル視聴可能）は、約 BsS.５

２６．２万で約３ドル。 

 

「Plan Giga」（１４７チャンネル視聴可能）からは、ド

ル建て料金しか用意されておらず、１６．７ドル。 

 

最も高い「Plan Tera HD」（２１２チャンネル視聴可能）

は、２８．７７ドルとなっている。 

 

以上 


