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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド議長 Covid-１９から回復を発表” 

 

 

２０２１年４月５日（月曜） 

 

政 治                     

「アプレ州での軍とゲリラ組織の衝突続く 

～マドゥロ政権 米国とコロンビアを非難～」 

「グアイド議長 Covid-１９回復」 

経 済                     

「Cavececo Fedecamaras のワクチン接種提案支持」 

「２月 中国へ原油を日量７０万バレル輸出？」 

「Plus Ultra マドゥロ政権との関係調査すすむ」 

社 会                     

「隔離措置でブオネロ達が抗議行動」 

「４月５日隔離週のバジェ・デ・トゥイ駅の様子」 

２０２１年４月６日（火曜） 

 

政 治                    

「NYT マドゥロ政権の Covid-１９対策批評」 

「４月１２日から新７＋７を施行」 

経 済                    

「グアイド政権 英口座訴訟で３７０万ドル追加」 

「ドル決済の増加により電子決済が減少」 

「IMF ベネズエラはラ米で最も貧しい国の１つ」 

社 会                    

「パスポートは原則更新不可、新規発行に」 

「Covid-１９補助金 BsS.１，５９０万支給」 

「カリブ地域のベネズエラ移民は２２．４万人」 
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２０２１年４月５日（月曜）             

政 治                       

「アプレ州での軍とゲリラ組織の衝突続く        

 ～マドゥロ政権 米国とコロンビアを非難～」       

 

３月２１日から始まったコロンビアとベネズエラの国

境にあるアプレ州 El Ripial での軍とゲリラ組織との衝

突は続いている。 

 

４月５日 米国のブリンケン国務長官とコロンビアの

ドゥケ大統領は本件について協議。麻薬撲滅のための協

力を続けることを確認。 

また、ベネズエラの国家主権と民主主義を回復するため

に共に戦うことを確認した。 

 

この発言を受けて、パドリーノ・ロペス国防相は「帝国

主義国によるベネズエラへのメディア攻撃」と非難。 

「我々が戦っているゲリラ組織はコロンビアがベネズ

エラに送り込んだものだ」と反論。 

 

また、「７，０００人の地元住民がコロンビアに避難し

ていると報じられているが、我々の調査では３，５００

人だ」と説明した。他、今回の衝突を受けて８名の軍人

が死亡。３４名が負傷したと報告した。 

 

マドゥロ大統領は「ベネズエラ国軍はアプレ州で犯罪集

団が行っている違法採掘を取り締まるために戦ってい

る」と説明。 

 

また、「一部の非政府系団体が犯罪集団と共謀し、麻薬

密売ルートを作っている」と主張し「今回の一連の報道

は米国とコロンビアによるベネズエラを不安定化させ

るための戦略」と反論している。 

 

また、国連に対してコロンビア国境問題の真相を調査す

るよう要請した。 

３月下旬からベネズエラ国内ではこのニュースばかり

が報じられており、国民の関心度合いと記事の量にズレ

があるように感じる。 

 

グアイド政権・コロンビア政府・米国政府が本件に関し

て声明を表明し、マドゥロ政権がそれに反応。これらの

一連の言葉のやり取りをメディアが報じている。 

 

多くのベネズエラ人はワクチン調達など別の案件に政

治が注力してほしいと考えているのではないか。 

 

「グアイド議長 Covid-１９回復」         

 

３月２７日にグアイド議長は Covid-１９感染を発表し

ていた。 

 

それから約１週間が経過した４月５日、グアイド議長は

自身のツイッターで 

「国民に発表する。今日、Covid-１９テストで陰性反応

が出た。私は回復した。支援を続けてくれた人々に感謝

する。神の御心により私は復活した。」 

と投稿した。 

 

また、改めてベネズエラにとって Covid-１９克服は最

優先課題であり、急いでワクチンを調達する必要がある

と主張。 

 

アストラゼネカ社のワクチン調達を拒んでいるマドゥ

ロ政権を非難した。 

 

３月１５日 マドゥロ政権はアストラゼネカ社のワク

チンに副作用の懸念があるとして、同ワクチンをベネズ

エラ国内で使用することを禁止した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.574」）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/10a51ff4b8bc0cd93fd2d04dcb1328c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/10a51ff4b8bc0cd93fd2d04dcb1328c7.pdf
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その後、３月１９日 グアイド政権は「米州保険機構

（OPS）」が行う「COVAX ファシリティ」でワクチン

を調達するため、英国の凍結口座から約３，０００万ド

ルを支出することを決定した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.576」）。 

 

ただし、Covax ファシリティで調達される予定のワクチ

ンはアストラゼネカ社のワクチンであり、マドゥロ政権

は同ワクチンの調達を拒否。ベネズエラ国内で承認され

たワクチンを調達するよう求めている。 

 

経 済                        

「Cavececo Fedecamaras のワクチン接種提案支持」           

 

「ベネズエラ・ショッピングセンター協会（Cavececo）」

のフレディ・コーヘン代表は、「Fedecamaras」が提案し

ていた民間主導でのワクチン調達の提案を支持すると

発言した。 

 

３月２５日 「Fedecamaras」は民間主導で６００万個

のワクチンを調達する計画を提案（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.578」）。 

 

現在はマドゥロ政権側の承認を待っている段階だが、こ

の提案に先駆けて３月１９日に与党国会の議員が「マド

ゥロ政権が Fedecamaras によるワクチン調達を許可し

た」と述べており、大筋は話が通っているようだ（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.576」）。 

 

コーヘン代表は、同提案について Cavececo に加盟して

いる全国１４０のショッピングセンターに対してワク

チン接種計画に協力するよう求めた。 

 

また、マドゥロ政権に対してワクチン接種を迅速に行い、

隔離措置をできるだけ早く終わらせるために、物資の輸

送に必要な燃料などの支援を求めた。 

 

「２月 中国へ原油を日量７０万バレル輸出？」         

 

ロイター通信が提供する金融データベース「Refinitiv 

Eikon」によると、２１年２月にベネズエラは中国に日

量７１万８，１８０バレルを輸出したという。 

 

また、３月は少し中国に向けの原油輸出が減ったようで、

先月比３．９％減の日量６９万３２３バレルだったとい

う。 

 

「Refinitiv Eikon」は、３月に２５隻の船舶がベネズエ

ラの港から中国へ向けて出発したとしており、これらの

船は原油を輸出したことがない船も多いという。 

 

ベネズエラの正確な原油輸出量は現在分かっておらず、

多くの調査会社が衛星からベネズエラの港の動きを見

ながら、輸出量を推測している状況。 

 

また、PDVSA は米国の制裁を回避するため、船上で原

油を受け渡し、別の国の原油と混ぜて産地を分からなく

するなど、意図的に輸出量・輸出先が分からないように

している。そのため、正確な輸出量の情報は存在しない。 

 

公表する組織によりベネズエラの原油輸出量は日量４

０～７０万バレルと開きがあるが「Refinitiv Eikon」は

その中でも輸出量を多く予想している方だろう。 

 

「Plus Ultra マドゥロ政権との関係調査すすむ」                  

 

３月２４日からスペイン系航空会社「Plus Ultra」のマ

ドリッドーカラカス間の運行が再開している。 

 

この「Plus Ultra」の関係者の中にマドゥロ政権と関係

のある人物が多くいると報じられており、米国が同社の

監視を強めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.573」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a79f0eb6537bffc6015e0aa02294f964.pdf
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「El Confidencial」によると、在マドリッド米国大使館

はスペイン政府に対して、「Plus Ultra」の株主であるエ

クトル・アントニオ・トビア氏とフラビオ・ペドロ・ア

ントニオ・ボルケス氏について調査するよう要請したと

いう。他にも「Plus Ultra」の役員となっているロドル

フォ・レィエス氏、ロベルト・メレス氏らの名前も調査

対象に入っている。 

 

また、「Analitica a Vozpopuli」は「Plus Ultra」とマドゥ

ロ政権のつなぎ役とされるレバノン人としてカミロ・イ

ブラヒムという人物がいると報じた。 

 

スペインのサンチェス政権は Covid-１９で被害を受け

た企業を救済する目的で「救済基金」を作り、その基金

から「Plus Ultra」に対して５，３００万ドルを拠出し

ている。 

 

「国民党（PP）」などスペイン野党は、「Plus Ultra」と

サンチェス政権とマドゥロ政権との間に何らかの関係

があると考え、調査を進めている。 

 

ただ、「ウィークリーレポート No.194」でも触れたが、

多くの経済関係者は、マドゥロ政権とビジネスを行う民

間企業に対して悪いイメージを与えるべきではないと

考えているようだ。 

 

 

（写真）Vos Populi 

“マドゥロ政権との関係が報じられたカミロ・イブラヒ

ム氏” 

 

社 会                        

「隔離措置でブオネロ達が抗議行動」           

 

マドゥロ政権は４月５日の週も隔離週にすることを決

定（「ベネズエラ・トゥデイ No.581」）。これにより、３

週連続で隔離週になったことになる。 

 

４月５日 カラカス Maracao 地区のブオネロたち（道

端でスナック菓子やタバコなどを売っている露天商）は

仕事を妨害されたとして警察官・軍人らと衝突。抗議行

動を開始した。 

 

以下は、Maracao 地区の様子。道端に物を置くなどして

抗議行動を行っている。 

 

 

（写真）@TodosAhora_Ve 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2701b55a18dd91989cdade8fd4205a30.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0befac27dc97bb357f43aa4c7979f426.pdf
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「４月５日隔離週のバジェ・デ・トゥイ駅の様子」                  

 

ブオネロと同様に多くの一般市民は隔離週だからと言

って自分たちの生活を止めることはできない。 

 

４月５日もカラカスの地上鉄道は大勢の乗客で賑わっ

ている。 

 

以下は４月５日朝８時３０分の「バジェ・デ・トゥイ駅」

の様子。駅内は人が密集しており、駅の外も乗車待ちの

行列ができている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.581」では、セマナサ

ンタでもビーチに全く人がいない様子を紹介した。 

娯楽は我慢できるが、実生活は我慢することができない

ということだろう。 

 

 

 
（写真）@Robert Lobo 

 

 

 

 

 

２０２１年４月６日（火曜）              

政 治                       

「NYT マドゥロ政権の Covid-１９対策批評」        

 

米国紙「New York Times（以下、NYT）」は、マドゥロ

政権の Covid-１９対応を批評した。 

 

特に問題視しているのは、マドゥロ政権が開発したとい

う Covid-１９治療薬「Carvativir」。 

 

マドゥロ大統領は「グレゴリオ・エルナンデスの一滴（ベ

ネズエラ人の有名な医者）」と名付けて Covid-１９感染

者に対して「Carvativir」の使用を始めている。 

 

NYT はマドゥロ政権の Covid-１９対策について「ジョ

ークでしかない」と酷評。 

 

また、Covax ファシリティを通じたアストラゼネカ社の

ワクチン調達を拒んでいることを非難した。 

 

これに対して、マドゥロ大統領が反応。 

「ベネズエラは世界で最も良い治療薬を使用している。 

この記事の作者（ベネズエラ人記者の Albero Barrera 氏）

は、NYT の刺客だ。」 

と反論した。 

 

「４月１２日から新７＋７を施行」           

 

４月６日 マドゥロ大統領は４月１２日の週から再び

「７＋７」に戻ると発表した。 

 

ブラジル型変異ウイルスの感染確認から、ベネズエラ国

内では新規感染確認者が増えており、マドゥロ政権は感

染防止策を強化している。 
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今後は「７＋１４（７日間は隔離措置を緩和し、その後

１４日は隔離措置）」を検討すると述べていたが、経済

的な打撃を考慮してか「７＋７」を維持するようだ。 

 

ただし、４月１２日からは、新しい「７＋７」になると

述べており、何らかの対策が追加される見通しだ。 

 

経 済                       

「グアイド政権 英口座訴訟で３７０万ドル追加」            

 

グアイド政権とマドゥロ政権は、英国銀行に保管されて

いるベネズエラ中央銀行の GOLD の裁量権をめぐり、

英国裁判所で争っている。 

 

４月６日 グアイド政権側の野党国会は、この訴訟のた

めに必要な弁護士費用など諸経費として３７０万ドル

を追加で使用することを承認した。 

 

英国銀行に保管されている GOLD は３１トン、金額に

して１３億ドルに相当すると報じられている。 

 

本件のこれまでの状況を振り返ると、２０年７月２日に

英国裁判所はグアイド政権に GOLD の裁量権があると

の判決を下した（「ベネズエラ・トゥデイ No.466」）。 

 

しかし、「英国政府は事実上マドゥロ政権をベネズエラ

政府として扱っている」とのマドゥロ政権側の弁護士の

上告を受けて、１０月５日に当時の決定を白紙に戻した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.507」）。 

 

その後、GOLD の裁量権がどちらにあるのか決定がで

ないまま現在に至っている。 

 

 

 

 

 

「ドル決済の増加により電子決済が減少」         

 

ベネズエラで経済のドル化が進んでいる。 

ベネズエラのドル決済のほとんどはドル紙幣で行われ

ており、カードを使用しないので銀行は決済に介在して

いない。 

 

現金ドルの使用が増えるということは、現地通貨である

ボリバル建ての決済が減っていることも意味する。 

 

４月６日 ベネズエラ中央銀行は、２０２０年の銀行を

通じた決済回数が５８億３，８００万回だったと発表。 

２０１９年より２０％減少したとした。 

 

２１年は２０年よりもドルの使用が拡大している。 

経済調査会社「Ecoanalitica」によると、２１年３月時点

で国内取引の６７％は現金外貨で行われているという。 

 

他、現在ベネズエラには２１億ドル超のドル紙幣が流通

していると予想した。 

 

「IMF ベネズエラはラ米で最も貧しい国の１つ」         

 

「国際通貨基金（IMF）」は、ベネズエラの経済状況につ

いて「世界で最も貧しい国の１つ」と評価。 

 

戦争が起きていないにもかかわらず、急激な経済縮小が

長年続く例は世界的にも例がないとの認識を示した。 

 

また、ラテンアメリカ諸国と比較して、ベネズエラ経済

は既にボリビア、コスタリカよりも小さく、もうすぐパ

ラグアイと同じ規模になるとした。 

 

また、ベネズエラの一人当たりの GDP は１，５４１ド

ルで、ハイチ（１，９４３ドル）以下とした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
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社 会                       

「パスポートは原則更新不可、新規発行に」            

 

「入国管理局（Saime）」のグスタボ・ビスカイノ局長は、

２１年４月１５日以降に発行されるパスポート（有効期

限５年・１０年ともに）は更新できず、新規発行を行う

必要があるとした。 

 

新規発行にかかる必要は、更新費用よりも高いため、パ

スポート発行にかかる料金が増加することを意味する。 

 

また、過去に発行されたパスポートについても原則更新

はできず、新規発行を申請しなければいけないと説明。 

 

唯一、更新が可能なパスポートは２０１６年以降に発行

された５年が有効期限のパスポートのみだという。 

 

２０１６年以前に発行されたパスポートについては更

新ではなく新規発行を申請しなければいけないと発表

した。 

 

２１年３月２２日にパスポート規則に関する政令を発

効しており、その内容に準じた変更とした。 

 

他、０歳～３歳の子供のパスポートの有効期限はこれま

で通り３年間。３年後は更新ではなく、新規発行を申請

する必要がある。 

 

「Covid-１９補助金 BsS.１，５９０万支給」         

 

マドゥロ政権は、「祖国カード（マドゥロ政権が登録を

勧めている公的サービスを受けることができるカード）」

保有者に対して、４月に Covid-１９対策補助金を支給

すると発表した。 

 

 

 

今回の支給額は BsS.１，５９０万。 

支給対象者は１，５１０万人だという。 

 

現在の為替レートが１ドルBsS.２１０万なので、約７．

６ドル。これまで支給していた補助金と比べると大きな

金額と言える。 

 

「カリブ地域のベネズエラ移民は２２．４万人」         

 

国連難民高等弁務官事務所は、ベネズエラに近いオラン

ダ自治領である ABC 諸島の２島（アルーバとクラサオ）

に住むベネズエラ人の人口を調査した。 

 

アルーバの人口は１０．６万人。クラサオの人口は１５．

７万人だという。 

 

そのうち、アルーバについては人口の１６％（約１．７

万人）、クラサオについては同１０％（１．６万人）が

ベネズエラ移民としている。 

 

他、２０２０年１０月の時点で 

ドミニカ共和国は約１１．５万人、 

トリニダードトバゴは２．４万人 

ガイアナは２．３万人 

のベネズエラ移民が滞在しているとした。 

 

国連は、２０２１年もカリブ地域でベネズエラ移民が増

加するとみており、２１年末にはアルーバ、クラサオ、

ドミニカ共和国、トリニダードトバゴ、ガイアナに住む

ベネズエラ移民は２２．４万人になると予想している。 

 

これらの移民対策として各国が予算を支出しており、関

係各国がこれらの予算を支援する必要があるとした。 

 

以上 


