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（写真）El Estimulo “３月１６日 新型コロナウイルス感染確認後、初めての平日（カラカス・ペタレ地区）” 

 

 

２０２０年３月１６日（月曜） 

 

政 治                     

「コロンビア WHO 経由で情報共有に協力」 

「タチラ州、スリア州で燃料供給を停止」 

「在ベネ・アルゼンチン大使が Covid-１９感染」 

経 済                     

「租税単位 １UT=BsS.１，５００に改定」 

「マドゥロ政権 食料生産者への特別体制を施行」 

「CAPA ５月に倒産する航空会社も」 

社 会                     

「Covid-１９非常事態令 平日初日の街の様子」 

「Covid-１９専門委 マスクの使用方法を説明」 

２０２０年３月１７日（火曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染者 ３６名に増加 

～隔離措置を全国２３州に拡大～」 

「カラカス地下鉄・鉄道利用者は優先分野のみ」 

「ブラジル政府 ベネズエラとの国境一部閉鎖」 

「CNE 選定委員会 会合を延期」 

経 済                    

「マドゥロ政権 IMF に５０億ドルの融資申請 

～カベジョ制憲議長 IMF との協力拒む～」 

「国内旅客機、プライベート機全便の運航停止」 

「Covid－１９の影響で並行レート反落」 
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２０２０年３月１６日（月曜）             

政 治                       

「コロンビア WHO 経由で情報共有に協力」       

 

Covid-１９の感染防止のため、コロンビアはベネズエラ

との国境封鎖を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.419」参照）。 

 

コロンビア政府はマドゥロ政権をベネズエラの政府と

認識しておらず、ベネズエラ側との交渉が無い状態での

封鎖措置で、マドゥロ政権側がコロンビア政府への非難

を強めていた。 

 

３月１６日 マドゥロ大統領は、コロンビア政府に対し

て Covid-１９対策のための情報共有を再度要請した。 

 

「Covid-１９感染拡大を阻止するためコロンビア政府

に協力を要請する。隣国との意思疎通が出来なければ、

感染拡大に有効な対応を取ることが出来ない。 

 

我々はコロンビア政府に連絡を取ったが彼らは回答を

拒んでいる。 

 

我が国の副大統領が電話をかけたが、コロンビアの副大

統領は応答しない。我が国の保健相が電話をかけたが、

コロンビアの保健相は応答しない。我が国の国防相が電

話をかけたが、コロンビアの国防相は反応しない。 

 

人道的な観点から危機感を持ってコロンビアのイバン・

ドゥケ大統領に呼びかける。今こそ、国民を守るために

衛生当局が協力するべき時だ。 

 

本日、我々は世界保健機構（WHO）および米州保険機

構に対して正式にコロンビア政府と連絡を取るための

仲裁を求めた。」 

と発表した。 

現在の流れを見れば、コロンビア政府側の方が冷静に行

動を出来ていないように映り、現在のコロンビア政府の

対応はベネズエラ国民の視点から見ても好感を持てる

ものではないだろう。 

 

この状況を鑑みてか、ドゥケ大統領は方針を柔軟化。 

 

国境での感染予防措置のため、米州保険機構および世界

保健機構（WHO）の専門家らに情報共有を行い、WHO

などの専門組織を通じて、ベネズエラで医療対応を必要

とする人々へ情報を提供すると発表した。 

 

また、コロンビアとの国境の州であるタチラ州知事（野

党系知事）、グアイド政権および国会と情報を共有する

と発表。 

 

他、コロンビア政府としてはマドゥロ独裁政権を政府と

認識していないとのスタンスを確認。しかし、状況を加

味して必要な措置を講じる必要があると述べた。 

 

今回の措置により、Covid-１９に関連するコロンビアと

ベネズエラの政治闘争は一応の着地点を見つけたと思

われる。 

 

 

（写真）コロンビア政府 

“米州保険機構、WHO 経由でマドゥロ政権との情報共

有を行うと発表” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
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「タチラ州、スリア州で燃料供給を停止」         

 

３月１６日 タチラ州で燃料供給部門を統括している

Nellyver Lugo 氏は、３月１６日から一時的にタチラ州

でガソリン燃料の供給が停止されると発表した。 

 

また、スリア州のオマール・プリエト知事も一時的に同

州でのガソリン供給が停止されると発表。 

現在、ガソリンスタンドで列を作っている車は自宅に戻

り、感染リスクを避けるよう求めた。 

 

３月１５日、マドゥロ大統領は首都カラカス、スリア州、

タチラ州を含む６州の隔離措置を発表（「ベネズエラ・

トゥデイNo.419」参照）。 

 

同措置により、一時的に必要物資についても州をまたぐ

移動にイレギュラーが起きているとみられる。 

 

一方で、同州の住民らは 

「今後、ガソリンが給油できなくなる」 

と、逆にパニックに陥っているようで、ガソリンスタン

ドには長蛇の列が出来ていると報じられた。 

 

「在ベネ・アルゼンチン大使が Covid-１９感染」                  

 

３月１６日 アルゼンチンのメディア「El Clarin」は、

在ベネズエラ・アルゼンチン代表大使 Eduardo Porretti

氏が Covid-１９に感染したと報じた。 

 

その後、Porretti大使は自身のツイッターで報道が事実

であると投稿。容体は安定しており、問題は無いとした。 

 

「El Clarin」によると、Porretti 大使は、この６カ月間

はカラカスから出ておらず、カラカス域内には確認され

ている以上の感染者がいるということになるだろう。 

 

 

現在、在ベネズエラ・アルゼンチン大使館は休館してい

るという。また、在ベネズエラ英国大使館も休館を発表。 

 

在ベネズエラ日本大使館については、ホームページや

Facebook などを確認する限り、３月１６日は通常通り

稼働しているようだ。 

 

 

（写真）Eduardo Porretti大使ツイッター 

 

経 済                        

「租税単位 １UT=BsS.１，５００に改定」           

 

３月１３日付の官報４１，８３９号「SNIAT 決議

/2020/00006」で租税単位（UT）の改定が発表された。 

 

新たな租税単位は、１UT=BsS.１，５００． 

 

これまで１UT=BsS.５０だったので、２，９００％増

（３０倍）の改定となる。 

 

ベネズエラの公的機関でサービスを受ける際に支払う

手数料などは「租税単位」の数字が基準になることが多

い。また、税金の支払いでも「租税単位」を基準に計算

する。社会保険料の計算にも影響を与える重要単位の１

つである。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
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ベネズエラに年間１８３日以上滞在している人は、この

租税単位をベースに徴税局（SENIAT）へ所得税を支払

う必要がある。 

 

「マドゥロ政権 食料生産者への特別体制を施行」         

 

現地経済系メディア「Banca y Negocios」は、Covid-１

９緊急事態の対応として、マドゥロ政権が軍部を中心と

した４５日間の物資充足システムを開始したと報じた。 

 

軍部「地域戦略オペレーション指令室（Cofanb）」は、

「地域防衛オペレーション部隊（ZODI）」に対して、地

域で生活必需品を生産するメーカーらにコンタクトを

取り、生産活動を継続させるための安全対策や移動支援

などを行うよう指示を出したという。 

 

同時に、価格統制庁（SUNDDE）など軍部以外の省庁

間の情報共有システムを作り、国内スーパーマーケット

の在庫の動き、価格、投機の有無などを確認。 

 

在庫不足による消費者のパニック購入を防ぐため、軍部

主導で商品を卸す仕組みを作ろうとしているという。 

 

「CAPA ５月末に倒産する航空会社も」                  

 

３月１６日 オーストラリアに本拠点を置く世界的な

航空コンサル会社「航空センター（CAPA）」は、Covid-

１９の影響で多くの航空会社が５月末に倒産する可能

性があるとの見解を示した。 

 

「Covid-１９により、世界各国が外国の移動を禁止して

いる。この状況を受けて、多くの航空会社が技術的に倒

産する危険がある。 

 

 

 

 

中国の航空会社については、中国政府の支援策の影響で

例外的に１０％程度の株価下落となっているが、他国の

航空会社の中には株価が５０％も下落した会社もある。 

 

また、中国の航空会社についても株価の下落こそ軽微だ

が、２月の乗客数は８４．５％も減少している。また、

現在、稼働している飛行機は全体の５０％以下となって

いる。」 

と状況が極めて深刻であるとした。 

 

また、トランプ大統領による欧州便の３０日間の運航停

止措置について、 

「米国政府は、欧州各国に事前に通知をしなかった。相

談さえもなかった。他の政府の対応はもう少しよかっ

た。」 

と、事前に欧州政府と調整を行わなかったことは遺憾と

の見解を示した。 

 

社 会                        

「Covid-１９非常事態令 平日初日の街の様子」           

 

ベネズエラは、３月１３日（金曜）に初の Covid－19感

染者を確認。同日、非常事態宣言が発令された。 

 

１４日、１５日は土日だったので、３月１６日は Covid-

１９非常事態宣言が発令されて初めての平日というこ

とになる。 

 

報道を見る限り、カラカス市内は比較的いつも通り。 

街にはそれなりに人が出ており、閉鎖する店舗もあまり

なく、街頭で商品を売る人もこれまで通りのようだ。 

 

ただ、町にいる半数位の人はマスクを着用しているとい

う。以下は、報道で確認できた３月１６日のカラカスの

写真。 
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カラカスおよび６州の隔離措置を受けて、パドリーノ・

ロペス国防相は１．２万人の軍人を全国に配置すると発

表。以下６つの優先分野とされる業種のみ営業を継続す

るとした。 

 

１．食品関連業 

２．衛生・医療品サービス業 

３．軍部・警察 

４．交通サービス業（マスク着用義務） 

５．電気・ガス・燃料・廃棄物処理など公共サービス 

６．通信 

 

ただし、前述の通りカラカス市内はこの規則に完全には

従っていない。 

 

現地メディア「El Estimulo」は、街頭で商品を販売して

いる人へインタビューを実施。 

 

回答者は 

「我々には日常がある。生活費を稼がなくては Covid-

１９に感染する前に死ぬ。マドゥロが CLAP で食料を

配給してくれるのであれば、自宅に待機するが、そうで

ないなら外に出る。」 

と回答した。 

 

また、Covid-１９の対策に衛生的な水は不可欠だが、ベ

ネズエラでは水道が通っていない家も多く（水道が通っ

ていたとしても電力が止まり使用できなくなることも

多い）、水タンクを購入する家は多い。 

 

これらの家計コスト上昇も一般のベネズエラ人にとっ

ては大きな生活への打撃と言える。 

 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年３月１６日～３月１７日報道            No.４２０   ２０２０年３月１８日（水曜） 

6 / 9 

 

「Covid-１９専門委 マスクの使用方法を説明」                  

 

３月１４日 グアイド政権は「Covid-１９専門家委員会」

を発足した（「ベネズエラ・トゥデイ No.419」参照）。 

 

３月１６日 同委員会は記者会見を実施。 

 

Covid-１９の感染を阻止するため、外国政府から人道支

援を受け入れるよう訴えると同時に、マスクの正しい使

用方法と感染防止の知識について説明した。 

 

「マスクは身体的なウイルスの流入を防ぐためだけの

存在であり、マスク自体がウイルスの体内への侵入を防

ぐわけではない。感染予防には正しい知識とマスクの使

用が必要だ。 

 

紙製マスクは耐用期間がある。湿気を吸うことで効果が

減じるため、マスクは通常１日も持たない。従って、使

い捨てのマスクを再利用してはいけない。布製マスクは

毎日洗う必要がある。 

用法を誤ったマスクの着用は、誤った安心感を生んでし

まいかえって危険である。 

 

マスク上部は、目のあたりまで多い、下部は顎全体を覆

うサイズでなければいけない。隙間があれば、ウイルス

は侵入する。」 

とした。 

 

なお、世界保健機構（WHO）も Covid-１９感染防止の

ための注意事項を呼びかけているので参考までに紹介

したい。 

 

１．マスクを着用する前に手を石鹸で洗うか、アルコー

ル消毒をする。 

２．マスクは、口、鼻を全て覆い、隙間を作らないよう

にする。 

 

３．マスク使用中はマスクに触れない。もしマスクに触

れるのでれば、事前に石鹸などで手を洗う。 

４．湿気をすったマスクは取り換える。また使い捨てマ

スクは再利用しない。 

５．マスクを外す際は、耳の紐から外す。マスクの内側

は触ってはいけない。マスクはすぐに捨てて、石鹸

などで手を洗う。 

 

２０２０年３月１７日（火曜）              

政 治                        

「Covid-１９感染者 ３６名に増加           

      ～隔離措置を全国２３州に拡大～」        

 

３月１６日 マドゥロ大統領は、新たに１６人のCovid-

１９感染者を確認したと発表。１６日時点で Covid-１

９感染確認者は３３名となった。 

 

翌１７日、ロドリゲス副大統領は追加で３名の感染確認

を発表。３月１７日時点でベネズエラ国内では、３６名

の Covid-１９感染者が確認されている。 

 

１６日（３３名）の時点での感染確認者について、２８

名は欧州からベネズエラに到着した人。５名はコロンビ

アから到着した人としている。また、男女比では女性１

８名、男性１５名。 

 

感染を確認した人の居住地は、 

ミランダ州が１３名、カラカス首都区が８名、ラグアイ

ラ州（バルガス州）が５名、アンソアテギ州が２名、タ

チラ州、スリア州、メリダ州、コヘーデス州、アプレ州

が各１名。 

 

３１名はベネズエラ人、２名は外国籍（在ベネズエラ・

アルゼンチン代表大使含む）だという。なお、１７日に

追加で発表された３名の詳細については不明。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
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３３名の Covid-１９感染を確認した３月１６日、マド

ゥロ大統領はこれまでカラカスおよび６州に限定して

いた州の隔離措置を全国２３州に拡大すると発表。全て

の州の移動を制限した。 

 

全国２３州の隔離措置は３月１７日 AM５時から始ま

るとしており、現時点では既に有効となっている。 

 

「カラカス地下鉄・鉄道利用者は優先分野のみ」           

 

３月１７日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１

９対策委員会代表）は、３月１８日からカラカス地下鉄

および地上鉄道の利用者を優先分野の業務従事者に制

限すると発表した。 

 

今回の決定により、地下鉄、鉄道に乗車できるのは、 

「食品」「医療」「交通」「通信」「報道」 

の５業種のみとなる。 

 

また、以前からではあるが、地下鉄、鉄道乗車時には必

ずマスクを着用するよう呼びかけた。 

 

加えて、それ以外の業種については自宅待機をするよう

求め、不要不急の外出を極力控えるよう求めた。 

 

「ブラジル政府 ベネズエラとの国境一部閉鎖」         

 

３月１７日 ブラジルのボルソナーロ大統領は、Covid-

１９感染拡大を阻止するため、ベネズエラとの国境を部

分的に閉鎖すると発表した。ただし、商業貨物の移動は

許可されるようだ。 

 

「今回の措置は、完全な国境封鎖ではない。商業貨物は

ベネズエラ側へ移動できる。ロライマ県の経済は止まら

ない。」と述べた。 

 

 

３月１６日の時点で、ボルソナーロ大統領はブラジルと

ベネズエラの国境封鎖の可能性について記者から質問

を受けると、 

「近隣国が行っているような国境封鎖をブラジルの法

制度が認めているかどうか疑問がある。」 

と述べ、国境封鎖を躊躇している姿勢を見せていた。 

 

「CNE 選定委員会 会合を延期」             

 

（本記事は３月１６日の記事だが、紙面の都合上１７日

分に入れている） 

 

３月１６日 与党派国会、野党派国会の間に立って活動

をしているアンヘル・メディナ議員（第一正義党（PJ）

所属）は、同日に予定していた「CNE役員選定委員会」

の会合を延期すると発表した。 

 

今回の Covid-１９により、ベネズエラの政治もしばら

くは停止することになりそうだ。 

 

 

（写真）アンヘル・メディア議員ツイッター 
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経 済                       

「マドゥロ政権 IMF に５０億ドルの融資申請      

  ～カベジョ制憲議長 IMF との協力拒む～」            

 

３月１７日 ホルヘ・アレアサ外相は、自身のツイッタ

ーで 

 

「ニコラス・マドゥロ大統領は、Covid-１９感染拡大を

防止する医療システムを構築するため正式に IMF に対

して５０億ドルの融資を求めた。これも国民を守るため

の迅速な対応の一つだ。」 

と投稿。 

 

 

（写真）ホルヘ・アレアサ外相 

 

マドゥロ大統領がCovid-１９感染拡大防止のために「国

際通貨基金（IMF）」へ５０億ドルの融資を求めたと投

稿した。 

 

ベネズエラ政府は、現在でも IMF へ加盟しているもの

の、IMF については米国を中心とした帝国主義組織と

して非難の対象としてきた。 

 

 

 

 

ただし、カベジョ制憲議長は今回のマドゥロ大統領の対

応を快く思っていないのかもしれない。 

 

カベジョ制憲議長は自身が司会を務めるテレビ番組

「Con el Mazo Dando」に出演。 

 

「IMF は世界にとって害悪な存在だ。世界銀行も同様

に害悪な存在だ。この場で彼らを拒絶する。二度と彼ら

が我が国に足を踏み入れることは無い。彼らのことは何

も知りたくない。」 

と述べ、IMFとの協力を拒絶する姿勢を示した。 

 

最近では「PDVSA 改革委員会」を通じて、カベジョ制

憲議長の勢力を削ぐ動きがあると報じられている。 

 

今回の主張の違いは、マドゥロ大統領とカベジョ制憲議

長の対立なのか、あるいは両者の見解を両立させようと

するマドゥロ政権の政治的戦略なのかは不明である。 

 

「国内旅客機、プライベート機全便の運航停止」                    

 

３月１７日 マドゥロ大統領はベネズエラの国内旅客

機、プライベート機全便の運航停止を発表した。同措置

は３０日間継続する。 

 

ただし、貨物便・郵便は通常通り運航するという。 

 

今回の措置について、ベネズエラ民間航空線団体

（ALAV）のウンベルト・フィゲロア代表は、現在ベネ

ズエラで国内線を運航している会社は９社と説明。 

 

国内線・国際線を含めて航空業界が抱える１．５万人の

直接雇用に影響を与えると懸念を表明した。 
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「Covid－１９の影響で並行レート反落」            

 

Covid-１９は、ベネズエラの為替レートにも影響を与え

ている。 

 

並行レート参考サイト「Dolar Today」の２月１日時点

の並行レートは１ドル BsS.７５，０１６。 

 

２月の並行レートは安定して推移し、２月末の並行レー

トは先月比１．９％増の１ドル BsS.７６，４７２となっ

た。 

 

その後も３月１０日まで並行レートはほとんど動かず

同日の並行レートは１ドル BsS.７６，４０３だった。 

 

しかし、３月１１日に１ドル BsS.８２，３４０に急騰し

た（３月１０日の野党議員の抗議行動が並行レート急騰

を促したと思われる）。 

 

このまま並行レートが続伸する観測も報じられていた

が、Covid-１９感染確認発表後に並行レートが下落。 

 

３月１７日には１ドルBsS.７６，７１３に戻っている。 

 

なお、ベネズエラ中央銀行の発表する公式レート「両替

テーブル」の３月１７日時点の為替レートは１ドルBsS.

７４，００８となっている。 

 

 

以上 

 

 

 


