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（写真）Fedecamaras “リカルド・クサノ代表 民間主導の Covid-１９ワクチン調達をマドゥロ政権に提案” 

 

 

２０２１年３月２４日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 アストラゼネカ製ワクチン不許可 

～輸入するワクチンはベネズエラが決める～」 

「アルバン元市議親族 マドゥロ政権と FARC 提訴」 

「国連人権委員会 制裁の人権侵害を非難」 

「アプレ州で軍とゲリラ部隊が再び衝突」 

経 済                     

「PDVSA 西部 El Tejero で爆発 産油活動を停止」 

「Simple TV デジタル通貨建ての支払い可能に」 

社 会                     

「イタリアからフェラーリを輸入」 

２０２１年３月２５日（木曜） 

 

政 治                    

「Fedecamaras ワクチン供給について提案 

～民間主導で６００万個のワクチンを調達～」 

「マドゥロ政権 キューバ製ワクチンの使用検討」 

「レデスマ マドゥロの罷免投票は不可能」 

経 済                    

「４月からロシア‐ベネズエラ便の運航再開」 

「ファーストフード店ウェンディーズが閉店」 

社 会                    

「コロンビア 燃料運搬用の改造車に警戒」 

「Youtube ベネズエラメディアのアカウント停止」 
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２０２１年３月２４日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 アストラゼネカ製ワクチン不許可    

  ～輸入するワクチンはベネズエラが決める～」       

 

３月２４日 マドゥロ政権は、ベネズエラ国内でのアス

トラゼネカ社のワクチン使用を許可しないと発表した。 

 

３月１９日 グアイド政権は「COVAX ファシリティ」

を通じた Covid-１９ワクチンのため３，０００万ドル

超の予算を承認した(「ベネズエラ・トゥデイ No.576」)。 

 

同スキームで輸入される予定のワクチンは、英国製薬大

手アストラゼネカ社のワクチンだが、グアイド政権が予

算承認を行う前の３月１５日にアストラゼネカ社のワ

クチンの副作用の可能性を理由に、ベネズエラ国内での

使用を禁止すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.574」）。 

 

つまり、このままだとグアイド政権が支払いを行った後、

ワクチンが送られてきたとしてもベネズエラ国内で受

け入れ、接種ができないことになる。 

 

米国・野党はワクチン調達のために交渉を行ってきたと

して、マドゥロ政権も合意しているような話をしていた

が、結局合意には至っていなかったことが判明した。 

 

Covid-１９問題を担当するデルシー・ロドリゲス副大統

領は、ワクチンの調達について「ベネズエラは国民に摂

取するワクチンを自国で選ぶ権利がある」と主張。 

 

マドゥロ大統領も「検討委員会が使用するべきではない

と判断したワクチンを国内に入れることはできない」と

言及。「COVAX ファシリティを運営している米州保険

機構（OPS）に書簡を送り、ある条件を求めた」と言及

した。 

この「ある条件」が何かは明確ではないが、おそらくア

ストラゼネカ社のワクチンではなく、既にマドゥロ政権

がベネズエラ国内での使用を許可している「Sputnik V」

か「Shinopharma」であれば、接種可能との提案と思わ

れる。 

 

ロシア側からも OPS に対して、COVAX ファシリティ

で「Sputnik V」を使用するよう求めを出しているよう

だ。 

 

この方針を受けて、グアイド政権側はマドゥロ政権が自

国民のワクチン接種を妨害していると非難している。 

 

「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、「独

裁者はベネズエラ国民の生命を気にしていない。独裁政

権が調達する少量のワクチンは政権の汚職仲間に摂取

する。そして、国際社会が国民を救おうとすると、彼ら

はそれを妨害する。」 

と主張した。 

 

VP の党員で在米ベネズエラ代表大使を務めているカル

ロス・ベッキオ大使も同様の趣旨の非難をしている。 

 

一方、ロドリゲス副大統領は、「国内の口座を凍結させ、

ワクチンの調達を拒んでいるのはグアイド政権」と主張。 

 

ベネズエラは政府が所有する外国にある口座、具体的に

は「BBVA（スペイン）」「Novo Banco（ポルトガル）

「Maduro ＆ Curiel’s Bank（クラサオ）」「Union Bank

（リヒテンシュタイン）」「Banque Delubac（フランス）」

「Clearstream Banking（ルクセンブルク）」「Invest Bank

（ブルガリア）」「Aktif Bank（トルコ）」などに７０億ド

ルの資金が凍結されていると主張。 

 

これらの口座を凍結し、国民に甚大な影響を与えている

グアイド議長を調査するよう検察庁に要請した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/10a51ff4b8bc0cd93fd2d04dcb1328c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/10a51ff4b8bc0cd93fd2d04dcb1328c7.pdf
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「アルバン元市議親族 マドゥロ政権と FARC 提訴」         

 

２０１８年１０月にマドゥロ政権による拘束中に亡く

なったリベルタドール市のフェルナンド・アルバン元市

議の親族が米国マイアミでマドゥロ政権と FARC を相

手取り裁判を起こした（アルバン元市議が亡くなった当

時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.200」参照）。 

 

アルバン市議は、野党「第一正義党（PJ）」の党員。 

国連総会に参加していたようで、帰国後マイケティア国

際空港で SEBIN に拘束され、事情聴取を受けていたが、

その事情聴取で死亡している。 

 

マドゥロ政権は「監視員のすきをみて窓から飛び降りた」

と主張。一方、野党側は「拷問して死んでしまったので、

窓から遺体を放り投げて自殺に見せかけた」と主張。 

 

両者の主張が折り合わないまま現在に至っている。 

なお、マドゥロ政権は「職務怠慢」として、アルバン市

議が亡くなった際に監視を怠ったとされる職員に有罪

判決を下し、本件を終了している。 

 

訴訟を起こしたのはアルバン元市議の妻の Meudy 

Alban Osio 氏、息子の Fernando Alban 氏と娘の Maria 

Fenanda 氏。 

 

訴訟相手はマドゥロ大統領、マイケル・モレノ最高裁判

長、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長、ネストル・

リベロール電力相（１８年当時は内務司法相）。これら

のマドゥロ政権高官は、拷問を行い殺害したと訴えてい

る。 

 

また、同様に「コロンビア革命軍（FARC）」と「太陽カ

ルテル（軍部高官が関与しているとされる麻薬密売グル

ープ）」も訴えの対象に入っている。 

 

 

アルバン市議は SEBIN に拘束されていた際に亡くなっ

ており、彼の死亡と FARC や「太陽カルテル」は関係な

い。 

 

なぜ FARC と太陽カルテルが訴えの対象に入っている

のか明確な説明はないが、マドゥロ政権下で賠償金を回

収するために FARC と太陽カルテルを加えたのではな

いか。 

 

現在、米国の制裁により米国はもちろん外国にある多く

のベネズエラ政府口座が凍結されている。 

多くの債権者がこれらの資産をもって債権を回収しよ

うとしているが、制裁のため回収ができない状態が続い

ている。 

 

しかし、テロ・麻薬組織がらみの賠償金は制裁の適用対

象外のため、勝訴した際には制裁下であっても賠償金を

回収することができる。 

 

「国連人権委員会 制裁の人権侵害を非難」                  

 

マドゥロ大統領は国連の人権委員会にて、「制裁が人権

にネガティブなインパクトを与えている」との決議を賛

成多数で承認したとして、「欧米の制裁がベネズエラ国

民の生活に悪影響を与えている事実が世界的に認めら

れている」と主張。 

 

また、「制裁が国民生活に悪影響を与えていないと考え

ている国は人権を擁護する意思のない国で倫理的な観

点から委員会から去るべきだ」との見解を示した。 

 

なお、この議論について「賛成（人権に悪影響を与えて

いる）」に投票したのは３０カ国、「反対（人権に悪影響

を与えていない）」に投票したのは１５カ国。「棄権」が

２カ国だった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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賛成に票を投じた国は、アルゼンチン、バハマ、バーレ

ーン、バングラディッシュ、ボリビア、ブルキナファソ、

カメルーン、中国、コートジボワール、キューバ、エリ

トリア、フィジー、ガボン、インド、インドネシア、リ

ビア、マラウイ、モーリタニア、ナミビア、ネパール、

パキスタン、フィリピン、ロシア、セネガル、ソマリア、

スーダン、トーゴ、ウルグアイ、ウズペキスタン、ベネ

ズエラ。 

 

反対に票を投じた国は、日本、オーストリア、ブラジル、

ブルガリア、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、

イタリア、マーシャル諸島、オランダ、ポーランド、韓

国、ウクライナ、英国。 

 

棄権に票を投じた国は、メキシコ、アルメニアだった。 

 

「アプレ州で軍とゲリラ部隊が再び衝突」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.576」にて、３月２１日に

アプレ州で軍と FARC 残党とされるゲリラグループが

衝突したとの記事を紹介した。 

 

本件について、再びアプレ州で軍部とゲリラ部隊の衝突

が起き、多くの市民が衝突地帯からの退去を強制された。 

 

本件は野党がマドゥロ政権を非難することにより政治

問題に発展している。 

 

グアイド政権によると、今回衝突したのは、マドゥロ政

権と協力関係にあるイバン・マルケス氏やヘスス・サン

トリッチ氏らが率いる FARC とは敵対関係にある

FARC 部隊で、マドゥロ政権は協力関係にある FARC を

支援する目的で、この部隊と衝突しているという。 

 

 

 

 

グアイド議長は「マドゥロ政権の犯罪者との関係により

多くのベネズエラ市民が住居を追われ、軍人が亡くなっ

ている」と主張。マドゥロ政権を崩壊させる必要性を改

めて訴えた。 

 

一方、マドゥロ政権はこの訴えを否定。 

軍が対峙している犯罪組織は、アプレ州で非人間的な採

掘活動を市民に強いていた犯罪集団だったと反論。犯罪

者をベネズエラに送ってくるコロンビアのドゥケ政権

を非難した。 

 

なお、FARC の構成員と思われる人物はビデオを投稿。 

「恐らく今回の一件はボリバル革命を終わらせようと

している特権階級の仕組んだ罠だ」と主張している。 

 

 

（写真）＠ObetsserPrada 

 

経 済                        

「PDVSA 西部 El Tejero で爆発 産油活動を停止」           

 

３月２０日 ベネズエラで産出される原油の中でも最

も質が高いとされるサンタバルバラ原油を産出するモ

ナガス州 El Tejero の採掘施設「Complejo Crogenico de 

Oriente」の高圧ガス注入工場「Pigap Ⅱ」で爆発が発生

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.576」）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
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その後の報道によると、どうやら天然ガスを送るガスパ

イプで何らかの問題起きて爆発したようだ。 

 

この爆発により同施設の採掘活動が中断されており、少

なくとも日量３万バレルの産油量が減少すると報じら

れている。 

 

ベネズエラで主に輸出されている原油「Merey１６」を

精製するためにはサンタバルバラ産原油を混ぜてオリ

ノコ流域で採れる原油を薄める必要があり、輸出原油に

も影響を与える。 

 

OPEC の報告でも紹介したが、ここ数カ月間、ベネズエ

ラの産油量は増加傾向にあったが、今回の爆発で産油量

が再び減る可能性があると指摘されている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.572」）。 

 

「Simple TV デジタル通貨建ての支払い可能に」                  

 

３月２４日 ベネズエラを撤退した「DirecTV」の事業

を引き継いだ「Simple TV」は、ラテンアメリカのデジ

タル通貨両替プラットフォーム「Cryptobuyer」と提携

を行うと発表。 

 

同社の「Cryptobuyer Pay」を使用して、デジタル通貨で

料金を支払うことができるようになったとした。 

 

「Cryptobuyer」がサービス提供しているデジタル通貨

「Bitcoin」「Ether」「Dash」「Litecoin」と同社自身が運

営している「Cryptobuyer（XPT）」でサービス料金を支

払うことができるという。 

 

ベネズエラはインフレにより現地通貨での決済が困難

になっており、ドルやデジタル通貨などでの決済が増加

している。 

 

 

社 会                        

「イタリアからフェラーリを輸入」           

 

ベネズエラで高級車の販売代理店を務めているとされ

る「Perfecto Cars Venezuela」は、インスタグラムで

「Ferrari Roma がベネズエラに初めて到着した」と投稿

した。 

 

フェデリコ・ブラック記者によると今回輸入さた

「Ferrari Roma」は３１万ドル（約３，３８０万円）だ

という。 

 

「最低賃金が１ドル以下で、国民が医薬品も買えないの

に汚職関係者は今でもベネズエラで贅沢を続けている」

との非難のコメントが散見される。 

 

 

（写真）Perfect Cars Venezuela 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd6c070917b06cd1ff2d9d64ab950fae.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd6c070917b06cd1ff2d9d64ab950fae.pdf
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２０２１年３月２５日（木曜）              

政 治                       

「Fedecamaras ワクチン供給について提案          

  ～民間主導で６００万個のワクチンを調達～」        

 

ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」は、

マドゥロ政権とワクチン接種拡大について協議してい

る。 

 

３月１９日 マドゥロ政権関係者は「マドゥロ大統領が

Fedecamaras に５００万個の Sputnik V ワクチンを購入

することを許可した」と発表（「ベネズエラ・トゥデイ

No.576」）。 

 

この発言について、「Fedecamaras」のリカルド・クサノ

代表は今週 Fedecamaras で協議するため、正式なもの

ではないとコメントしていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.577」）。 

 

３月２５日 クサノ代表は、民間セクターの労働者およ

びその家族に対するワクチン接種に関する提案を発表

した。 

 

その提案は６００万個の Covid-１９ワクチンを民間セ

クターが輸入するというもの。 

 

クサノ代表は、この提案は利益を目的としたものではな

く、ワクチンをベネズエラで速やかに接種することで、

ベネズエラを立て直すことにあると説明。 

 

また、コントロールができない闇市場が形成されるのを

避けるためとした。 

 

このプログラムは医療品の物流専門とする「Meditron」

という会社が冷凍物流で８５万個のワクチンを積んだ

コンテナを８つ輸入するという。 

 

運搬のための燃料を確保するため政府の協力が必要と

した。また、経済界の関係者が協力することに加えて、

ユダヤ教会、カトリック教会なども関与するとしている。 

 

この計画にかかる費用は企業の善意により支出される

もので、接種する労働者とその家族はコストを一切支払

わないとした。また、「アンデス開発公社（CAF）」から

の融資の可能性も検討するようだ。 

 

また、調達する６００万個のワクチンのうち、２０％に

当たる１２０万個はマドゥロ政権が選ぶ社会的弱者に

提供するとした。 

 

最終的にこの提案を承認するのはマドゥロ政権であり、

どのワクチンを購入するかを決めるのもマドゥロ政権

であるとした。先に触れたとおり、マドゥロ政権は

Fedecamaras の提案を承認する意思があるようだ。 

 

現在の雰囲気を見る限り、グアイド政権側の Covax フ

ァシリティよりも Fedecamaras の提案の方が早く実現

しそうだ。 

 

「マドゥロ政権 キューバ製ワクチンの使用検討」           

 

３月２５日 マドゥロ大統領はキューバ産ワクチンの

ベネズエラ国内での接種を検討していると発表。 

早ければ６月に使用を開始するとの見通しを示した。 

 

「４月から２つのワクチンの国内使用のための実験を

始める。２つの候補は「Soberana０２」と「Adbala」だ。

実験がうまく進めば６月には「Adbala」の国内使用を開

始できる見通しだ。」と発言。 

 

４月に試験用の「Soberana０２」「Adbala」ワクチン６

万個が到着するという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/18a76ccac315aca460fe35c00c68fa74.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/18a76ccac315aca460fe35c00c68fa74.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d6c3611b47e88f19c293f0a41e77e247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d6c3611b47e88f19c293f0a41e77e247.pdf
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「レデスマ マドゥロの罷免投票は不可能」         

 

３月２５日 アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区

長はツイッターで、マドゥロ大統領の罷免投票を目指す

野党政治家らを非難。 

 

野党はマドゥロ大統領をベネズエラの大統領と認識し

ていないため、罷免投票を実施することは不可能とした。 

 

「罷免投票は正当な大統領に対して行われる。マドゥロ

はそうではない。従って、マドゥロは罷免投票以外の手

段で去る。」 

と投稿した。 

 

与野党対話が行われ、州知事選・市長選に野党が参加し、

それなりの成果を収めることができれば、罷免投票で政

権交代という雰囲気も出ただろうが、現状は与野党対話

の可能性はかなり低い。 

 

対話がなければ、野党は州知事選・市長選に参加しない

ので、罷免投票の動きも起きないと思われる。 

 

野党と米国は、これ以外の手段で政権交代を目指してい

るようだが、現時点ではその道筋は見えていない。 

 

経 済                       

「４月からロシア‐ベネズエラ便の運航再開」            

 

Covid-１９の感染拡大を防ぐためロシアは２０２０年

３月２７日に国際線全便の運行を停止したが、ここ最近

は徐々に国際線を再開している。 

 

ロシアのミハイル・ミシュスティン首相は、４月１日か

ら６つの国際路線を再開すると発表した。その６つの中

にはベネズエラ（カラカス）も含まれている。 

 

 

ロシアとの国際線運行が再開するのは、ベネズエラ、ド

イツ、シリア、タジキスタン、ウズベキスタン、スリラ

ンカ。 

 

ベネズエラ行きのモスクワ―カラカス便は週２便で運

航するようだ。なお、ベネズエラよりも先にキューバ―

モスクワ間の運行は再開している。ロシア政府はキュー

バ路線を４月中に拡大するとしている。 

 

「ファーストフード店ウェンディーズが閉店」         

 

ベネズエラ人記者イレネ・ソラ氏は、３月３０日をもっ

て米国系ファーストフード店「WENDY’S」がベネズエ

ラ事業を停止すると報じた。 

 

なお、これは公式な発表ではなく、内部関係者からの情

報だという。 

 

ウェンディーズは全国に３５の店舗があるようだが、稼

働しているのは３店舗だけ。同社が撤退することで影響

を与える雇用は６０名だという。 

 

 

（写真）Maduradas 
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社 会                       

「コロンビア 燃料運搬用の改造車に警戒」            

 

エネルギー専門誌「Petroguia」は、コロンビア国境警察

は、ベネズエラのスリア州、タチラ州に入国する自動車

に注意を払っていると報じた。 

 

民間団体「Crudo Transparente」のキャサリン・カサス

調査員によると、２０１７年から２０２０年にかけてガ

ソリンの密輸が増加しているという。 

 

特に国境警察は一般車に見える改造車に注意を払って

いるという。一見普通の車でも、座席が改造してあり、

数ガロンのガソリンを運ぶことができるようだ。 

 

カサス調査員によると、２０２０年にコロンビア警察が

押収したガソリンは５０万リットルだという。そのうち

の６４％はベネズエラでの販売を目的としたものだっ

たという。 

 

なお、ベネズエラのガソリンがタダ同然の価格で売られ

ていたころ、ベネズエラでガソリンを給油し、コロンビ

ア国内で違法販売する人が大量にいた。数年で状況が逆

転したようだ。 

 

「Youtube ベネズエラメディアのアカウント停止」         

 

動画配信サイト「Youtube」は、ベネズエラ系メディア

「El Pitazo」のアカウントを停止した。 

 

「El Pitazo」は、ベネズエラでは比較的知名度の高い情

報サイトの１つ。「El Pitazo」は、同社ウェブサイトで

Youtube にアカウント回復を要請したと発表した。 

 

 

 

 

アカウント閉鎖の直接的な原因は「過激な映像を投稿し

たため」。問題となったのは２０１９年に同社が投稿し

た映像で、女性が叫びながら児童らを殴打する映像。 

 

この映像はソーシャルメディアで拡散され、警察が映像

の女性を特定（学校教師）。逮捕され、有罪となった。 

 

この映像が Youtube 規約の「児童の安全保護方針」に抵

触しているとして、閉鎖が決定したという。 

 

今回の閉鎖の前にも不適切な映像の投稿を理由に過去

３カ月で２回勧告を受けていたようで、３回目の勧告を

もって停止処分となったようだ。 

 

「El Pitazo」は、Youtube の一方的な措置について情報

の検閲行為であり、表現の自由、報道の自由の妨害と非

難した。 

 

以上 


