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（写真）大統領府 “３月１９日、中国から Covid-１９関連の医療支援の受け入れを発表” 

 

 

２０２０年３月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 Covid-１９情報サイト立ち上げ 

～マドゥロ政権 閲覧禁止措置を講じる～」 

経 済                     

「IMF ５０億ドルの融資を拒否？」 

「中央銀行 市中銀行に外貨売却を承認」 

「原油続落 ベネ原油１バレル１０ドルも視野」 

「Covid-１９対策グループ 医薬品等の管理強化」 

社 会                     

「チャカオ市 Covid-１９感染確認者は４名」 

「物価高騰 ベネズエラの Covid-１９対策費」 

２０２０年３月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染確認者６名増 ４２名」 

「マドゥロ政権 中国から支援物資受け入れ 

～世界保健機構にも支援を求める～」 

「CARICOM OAS 事務局長選の延期を要請」 

「バイデン候補 ベネズエラ介入に否定的な見解」 

「西政府 マドゥロ政権高官らに亡命を提案？」 

経 済                    

「ベネズエラ ガソリンの輸入が３週間停止」 

「民間セクター マドゥロ政権と接近 

～危機克服のための経済対策を検討～」 
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２０２０年３月１８日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権 Covid-１９情報サイト立ち上げ     

   ～マドゥロ政権 閲覧禁止措置を講じる～」       

 

３月１７日 グアイド政権は「新型コロナウイルス

（Covid-１９）の情報サイト」を立ち上げた。 

 

サイトを見る限り、Covid-１９予防策や野党側の Covid-

１９に関する取り組みなどが紹介されている。 

 

同サイトについて、インターネット回線状況を調査する

団体「NetBlocks」は、ツイッターで国営通信サービス

事業者「Cantv」がベネズエラ国内で同サイトへのアク

セスをブロックしていると報じた。 

 

３月１８日 グアイド議長は、マドゥロ政権による意図

的なネット妨害を非難。 

「独裁者は、確かな情報が不足している緊急的な状況に

おいて代替となる情報提供ツールを攻撃している。 

このような危機下でも、２０年間に渡りベネズエラを破

壊してきた強権性を捨て去らない。」と訴えた。 

 

また、翌１９日には Covid-１９情報発信専用ツイッタ

ー、インスタグラムの開始を発表している。 

 

（写真）グアイド政権の Covid-１９情報サイト 

経 済                        

「IMF ５０億ドルの融資を拒否？」           

 

３月１７日 マドゥロ政権は、Covid-１９対策費として

国際通貨基金（IMF）に５０億ドルの融資を求めた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.420」参照）。 

 

３月１８日 AP 通信は、IMF 報道官がマドゥロ政権へ

の融資の可能性を否定したと報じた。 

 

IMF 報道官は 

「IMF がどの政府を正当な政府と認識するかは、加盟

国の投票により決まる。現時点で、どの政府がベネズエ

ラの正当な政府かの認識は定まっていない。」 

と回答した。 

 

IMF の議決権は、国連と違い１カ国１票ではない。 

 

加盟国の議決権は、加盟国に均等に配分される「基礎票」

と出資割当額に応じた「クォーター」で決まり、出資額

が大きい国の発言権が強い。 

 

IMF によると、現在の議決権は「米国」が１６．５２％、

「日本」が６．１５％、「ドイツ」が５．３２％、「フラ

ンス」が４．０３％、「英国」が４．０３％など欧米およ

び日本が大半の議決権を占めている。 

 

これらの国は、マドゥロ政権をベネズエラの正当な政府

と認識しておらず、マドゥロ政権への融資は困難という

ことになりそうだ。 

 

ただし、ベネズエラの国営通信社「AVN」は、この報道

をフェイクニュースと報道。IMF は正式にマドゥロ政

権の求めを拒絶しておらず、IMF のサイトでもそのよ

うな発言は報じられていないと反論した。 

 

https://pvenezuela.com/coronavirus/
https://pvenezuela.com/coronavirus/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
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「中央銀行 市中銀行に外貨売却を承認」         

 

ベネズエラ中央銀行は、銀行自身が保有している外貨を

「両替テーブル（マドゥロ政権の公式な両替システム）」

を通じて売却するメカニズムを承認した。 

 

外貨売却を希望する銀行は、中央銀行の為替オペレーシ

ョン室に許可を申請しなければならない。 

 

これまで、銀行が保有している余剰外貨は一定の期間後

に中央銀行に売却する必要があった。 

 

しかし、今後は中央銀行に売却することなく、銀行自身

が「両替テーブル」を通じて、市中に売却できるように

なる。 

 

ただし、その金額自体は極めて少額とされている。 

 

現地金融系コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados (AH&A)」は、２０年１月時点の情報を基に

すると、今回の制度で市中に流れる外貨は月額３，６０

０万ドルになるのではないかと予想している。 

 

「原油続落 ベネ原油１バレル１０ドルも視野」                  

 

３月１８日 原油市場は続落。 

 

ニューヨーク・マーカンタイル取引所で原油先物相場は

急落した。 

 

WTI の 4 月先物は前日比６．５８ドル（２４．４％）

安の１バレル２０．３７ドルで取引を終えた。 

一時は２０．０６ドルと０２年２月以来、１８年ぶりの

安値を付けた。 

 

 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」は、ベネズエラ

産原油について１バレル２０ドルは現実的と報じた。 

 

また、米国による経済制裁の影響で余計な取引コストが

発生しており、現実的には１バレル１０～１５ドル台の

取引になると報道。この価格は、ベネズエラの原油生産

コストを下回っているとした。 

 

同記事によると、仮に１バレル１２ドルで原油を販売し

た場合、１年間で１２億ドルの外貨収入の減少が予見さ

れるという。また、制裁によりこれまで以上に販売先が

制限される影響で６億ドル更に減少。合計１８億ドルの

外貨収入源を予見しているとした。 

 

なお、別の専門家の試算では年間で６０～１００億ドル

の外貨収入減を予想する意見が多い（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.417」参照）。 

 

「Bancaynegocios」は、この点について原油輸出の多く

は中国やロシアなどの債務返済に充てられており、現金

キャッシュを生まない部分が多く存在すると指摘。 

 

ベネズエラに流入する「現金キャッシュ」という視点で

は１８億ドル程度の減少になると補足した。 

 

「Covid-１９対策グループ 医薬品等の管理強化」         

 

３月１８日 他省庁の組織が連携する「Covid-１９の対

策グループ」は、カラカス首都区、メリダ州、バリナス

州、ラグアイラ州、ファルコン州、ララ州、スクレ州、

トゥルヒージョ州らのドラッグストア、医薬品メーカ

ー・研究所を一斉に査察した。 

 

「Covid-１９の対策グループ」を構成しているのは以下

の組織。 
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商工業省傘下の 

「価格統制庁（SUNDDE）」、 

「標準化・品質・度量衡・技術規則庁（SENCAMAR＝

商品の品質基準などを定める公的組織）」、 

 

農業省傘下の 

「国家農業事業管理局（SUNAGRO）」 

 

保健省傘下の 

「衛生管理局（Sacs）、 

 

国防省傘下の 

「地域防衛オペレーション部隊（ZODI）」 

 

 

商工業省は公式ツイッターで、 

「Covid-１９の対策グループ」は、Covid-１９に必要な

物資の生産状況・商品在庫・販売状況・価格・物流状況

などを管理することで物資不足と投機を防ぐ」 

と投稿した。 

 

今回の査察により、医薬品メーカー「Laboratorios Elmor 

CA」「Pfizer de Venezuela SA」の２社は、在庫宣誓書と

いう書類を提出させられたという。 

 

社 会                        

「チャカオ市 Covid-１９感染確認者は４名」           

 

３月１８日 チャカオ市のグスターボ・ドゥケ市長は、

これまでにチャカオ市内で４名の Covid-１９感染者が

確認されたと発表した。 

 

チャカオ市は日本企業が多く、駐在員が最も多く住んで

いた地域。カラカスへ出張する際は基本的にチャカオ市

内に宿泊する。 

 

ドゥケ市長によると、感染者は男性３名（５２歳、４０

歳、３１歳）、女性１名（２１歳）だという。 

 

非常時のプロトコールに従い、感染確認者は隔離されて

おり、管理された状態にあるとした。 

 

 

（写真）グスターボ・ドゥケ市長ツイッター 

“Covid-１９の感染状況を発表” 

 

「物価高騰 ベネズエラの Covid-１９対策費」                  

 

本稿「Covid-１９対策グループ 医薬品等の管理強化」

の通り、マドゥロ政権は Covid-１９で物資不足になる

可能性の高い商品在庫の管理を強化している。 

 

しかし、実際のところこれらの商品の投機を抑えること

はかなり困難だ。 

 

現地メディア「El Estimulo」は、不足しがちな物資の販

売価格について報じた。 

 

ベネズエラで初の Covid-１９の感染確認者が発表され

たのは３月１３日（金曜）。 

 

３月１３日の午前の時点で１，０００ml のアルコール

は６ドルほどで販売されていた。しかし、Covid-１９感

染確認の発表後、価格が３倍（１８ドル）に上昇したと

いう。 
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他、「液体石鹸」は１つ３ドル、「固形石鹸」は１個０．

６ドル、「マスク」は１つ１ドル。 

 

価格は更に上昇しているとしており、現在 Covid-１９

のため、１家族が１週間に必要な商品を購入しようとす

れば３５ドルほどかかるという。 

 

他方、現在のベネズエラの最低賃金は３ドルほどで一般

消費者がとても購入できる価格ではないだろう。 

 

２０２０年３月１９日（木曜）              

政 治                       

「Covid-１９感染確認者６名増 ４２名」        

 

３月１７日時点で、ベネズエラの Covid-１９感染確認

者は合計で３６名だった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.420」参照）。 

 

翌１８日に新たな感染者は確認されなかったが、翌１９

日、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は直近の Covid-１９

の感染状況を発表。 

 

６名の感染確認者が増え、３月１９日時点での Covid-

１９感染確認者は合計で４２名になったとした。 

 

「昨日（１８日）まで、３６件の Covid-１９感染者が確

認されていた。そして、本日で６名の新たな感染者を確

認した。従って、現在ベネズエラでは４２名の Covid-１

９感染者が確認されている。この４２名は、全員医療サ

ービスを受けている。」 

とした。 

 

４名はミランダ州（欧州経由で Covid-１９が持ち込ま

れた）。また、残り２名はスリア州マラカイボで確認さ

れたと発表した。 

 

 

「マドゥロ政権 中国から支援物資受け入れ       

      ～世界保健機構にも支援を求める～」           

 

３月１９日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１

９対策委員長兼務）は、中国から Covid-１９感染対応の

ための医療支援物資を受け入れたと発表した。 

 

支援を受けた物資は、Covid-１９感染を検査するための

医療キット４，０１５個および検査に必要となる医療触

媒。このキットで Covid-１９感染確認を３２万回実施

できるという。 

 

また、Covid-１９対策用の医療着、眼鏡、手袋、医療施

設に設置するための空気清浄機などの支援を受けたと

した。 

 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
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また、３月１７日にマドゥロ政権は Covid-１９対策の

費用として「国際通貨基金（IMF）」に５０億ドルの融資

を求めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.420」参照）。 

 

その後の報道を見る限り IMF の融資は難しそうだが、

国連の支援は期待できるかもしれない。 

 

３月１９日 マドゥロ大統領は、「Covid-１９対応のた

めにベネズエラへ支援を行う用意がある」と書かれた国

連の書面を受け取ったと発表した。 

 

また、３月２０日から「国家消毒計画（Plan Nacional de  

Desinfeccion）」を開始すると発表。生鮮市場、カラカス

地下鉄など感染しやすい地域の消毒を実施するようだ。 

 

また、マドゥロ大統領は自身のツイッターで「世界保健

機構（WHO）」のテドロス・アナノム事務局長に電話を

している姿を映像で投稿。 

 

テドロス事務局長に対して、ベネズエラへの支援の感謝

を述べるとともに、ベネズエラの状況の深刻性を説明。

人道支援、技術的な支援を求めた。 

 

ただ、電話では一方的にマドゥロ大統領が語り掛けてお

り、電話を聞いているのが本当にテドロス事務局長なの

かは分からない（というより疑わしい）。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

「CARICOM OAS 事務局長選の延期を要請」           

 

米州機構（OAS）の次期事務局長を決める投票が３月２

０日に予定されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.406」

「No.412」参照）。 

 

「ウィークリーレポート No.127」でも紹介したが、２

０２０年中に外国で行われる選挙としては、１１月の米

国大統領選の次にベネズエラの命運を左右する選挙と

言えるだろう。 

 

３月１９日 カリブ共同体（CARICOM）は、Covid-１

９感染拡大を理由に、２０日に予定されている OAS 事

務局長選の延期を求めた。 

 

バルバドス代表 OAS 大使は、 

「同日の総会には多くの人々が出席する。彼らの健康を

懸念している。」と懸念を表明した。 

 

ただし、３月１９日時点では OAS 側から延期は発表さ

れておらず、このままだと実施されることになりそうだ。 

 

CARICOM はカリブ海１３カ国が加盟する組織。 

経済規模は小さいが、１加盟国１票を持つ OAS では

CARICOM の影響力は決して無視できない。 

 

OAS の選挙は各加盟国が支持候補に１票を投じる仕組

み。１８カ国以上（加盟国の過半数）の支持をもって、

次期事務局長が選出される。 

 

CARICOM 加盟国の多くが当日の選挙を欠席すれば、

一人の候補者が１８カ国の支持を得ることは難しくな

る。 

 

なお、今回当選した事務局長は２０年５月から事務局長

を務めることになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a91b7d81dd4d7391f92430b4f76e8101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/141a9540b895204fecbd3d276641bd66.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a4f8442659d10500fbb94a7ed5ab20f.pdf
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基本的には、米国・コロンビア・ブラジル・ベネズエラ

（OAS はグアイド政権の代表がベネズエラ代表になっ

ている）などが支持を表明しているアルマグロ事務局長

が再選する可能性高い。 

 

「バイデン候補 ベネズエラ介入に否定的な見解」         

 

チャベス政権前に国連ベネズエラ代表大使（１９９１～

９３年）を務めていたディエゴ・アリア氏は、急進野党

系の政治家として現在も外国でベネズエラ問題を訴え

ている人物の一人だ。 

 

アリア氏は、民主党の最有力候補であるジョー・バイデ

ン氏について、「バイデン氏が大統領に当選した場合、

我々は何も期待できない。」との見解を示した。 

 

アリア氏の投稿によると、バイデン氏は対ベネズエラ方

針について「米国は政権を交代させるための交渉に関わ

るべきではない。」との見解を示したという。 

 

 

（写真）ディエゴ・アリア元ベネズエラ代表国連大使 

“民主党バイデン大統領候補の対ベネズエラ方針を非難” 

 

「西政府 マドゥロ政権高官らに亡命を提案？」         

 

スペイン系メディア「Vozpopuli」は、スペイン政府の

国家安全保障関係の職員からの証言として、スペインの

サンチェス政権がマドゥロ政権高官に対して亡命を提

案したと報じた。 

 

スペインに亡命した場合は、米国政府の法律義務を免れ

ることが出来ると説明したという。 

 

この提案は数カ月にわたってスペイン政府が行ってい

たという。 

 

ただし、マドゥロ大統領自身は政治的なインパクトが大

きすぎるため、スペイン政府が亡命を受け入れられる対

象リストに入っておらず、亡命先は米国政府と犯罪者引

き渡し協定を交わしていないキューバになるようだ。 

 

ただし、マドゥロ政権と良好な関係を維持しているロド

リゲス・サパテロ元首相は、この提案の成功に懐疑的な

見解をしているようだ。 

 

加えて、デルシー・ロドリゲス副大統領、ホルヘ・ロド

リゲス情報通信相（２人は兄妹）もこの提案に前向きな

姿勢を示していないという。 

 

以下は筆者の見解だが、この種の約束はスペインの政権

が交代すれば簡単に反故にされる。 

 

現在はマドゥロ政権に多少は友好的な「POSE」と

「Podemos」の連立政権だが、スペインの政権が野党第

１党の「国民党（PP）」に交代すれば、この約束は保証

されないだろう。 

 

そのような提案をマドゥロ政権が受け入れるとは考え

にくい。 
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経 済                         

「ベネズエラ ガソリンの輸入が３週間停止」            

 

「Bloomberg」は、ベネズエラが３週間前にガソリン燃

料を輸入して以来、新たにガソリン燃料を輸入していな

いと報じた。 

 

ベネズエラは産油国ではあるものの、国内の精製施設の

能力は著しく減退しており、稼働能力の１５％以下で動

いているため外国からガソリンなどの石油製品を輸入

する必要がある。 

 

「Bloomberg」によると、通常ベネズエラでは２週間に

１度、ガソリンを輸入している。 

 

PDVSA が直近で輸入したガソリンは、ハイオク３５万

バレル。この輸入を最後に３週間、輸入が停止している

という。 

 

現在、ベネズエラでは Covid-１９感染拡大を防ぐため、

自宅謹慎を呼びかけており、会社、学校などへの移動を

制限している。 

 

ガソリンスタンドでも救急車などへの給油を最優先す

るとして、軍人がガソリンスタンドで給油制限を行って

いる状況（「ベネズエラ・トゥデイ No.420」参照）。 

 

この異常な制限措置は、Covid-１９対策というよりもガ

ソリン不足に由来している可能性が高そうだ。 

 

「民間セクター マドゥロ政権と接近          

    ～危機克服のための経済対策を検討～」         

 

「ベネズエラ全国商業組合（Consecomercio）」のフェリ

ペ・カポッソロ代表は、「Globovision」のインタビュー

番組に出演。 

 

Covid-１９が経済に与える影響について、ベネズエラ経

済の９０％は麻痺しているとの見解を示した。 

 

他方、極めて深刻な危機は、長年断絶していた民間セク

ターとマドゥロ政権の接近を促していると説明。 

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）は、マドゥロ政権

に対して一連の経済提案を行い、彼らはその提案を受け

取った。」 

と述べた。 

 

また、３月１８日には Fedecamaras のリカルド・クサノ

代表が、自身のツイッターで、マドゥロ政権や経済専門

家フランシスコ・ロドリゲス氏が提案する「石油食料交

換プログラム」に賛同するコメントを投稿している。 

 

 

（写真）リカルド・クサノ Fedecamara 代表ツイッター 

 

他、ベネズエラ食品生産者商工会（Cavidea）は、農業

相と会談。食料生産を拡大するために原材料や生産に必

要な生産設備の輸入を全て無税にするよう要請。 

マドゥロ政権に対して、直近で起こり得る食料不足に対

応できる経済制度を早急に構築するよう求めた。 

 

３月１７日、マドゥロ大統領はカベジョ制憲議長が司会

を務める「Con el Mazo Dando」に電話出演し、「中小企

業を支援するための一連の支援を検討している。」とコ

メントした。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf

