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（写真）Maduradas “３月１９日 カラカス首都区 Cota９０５周辺で軍とマフィア団が衝突” 

 

 

２０２１年３月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「野党国会 英国凍結口座からのワクチン購入承認 

１２００万個のワクチンを国際組織経由で接種」 

「マドゥロ政権 国内メディア代表らと会合」 

経 済                     

「Bloomberg 石油事業者がマドゥロ政権と協議」 

「マドゥロ政権 Fedecamarasにワクチン購入許可」 

「パラグアイ産タバコの非合法販売が横行」 

社 会                     

「カラカス Cota９０５で軍とマフィアが衝突 

～軍・民間人・マフィア団など多数死傷～」 

21 年 3 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 隔離週を２週間延長」 

「グアイド政権 人道支援受け入れ」 

経 済                    

「PDVSA ガス工場で爆発 テロの仕業？」 

「ポルトゥゲサ州に空港オープン」 

「パラグアナ製油所 稼働率改善の見通し」 

「ルイサ・パラシオス氏 CITGO 役員を辞任」 

「露製銃カラシニコフ工場 建設計画の現在」 

社 会                     

「アプレ州でゲリラと軍部が衝突」 
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２０２１年３月１９日（金曜）             

政 治                       

「野党国会 英国凍結口座からのワクチン購入承認    

 １２００万個のワクチンを国際組織経由で接種」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.575」でグアイド政権

が「COVAX ファシリティ」を通じて Covid-１９ワクチ

ンを購入すると発表していた。 

 

３月１９日 グアイド議長率いる野党国会は正式にワ

クチンの購入を承認した。 

 

ワクチン購入のために承認された予算は３０３０万９，

０４０ドル。この予算は英国に凍結されているベネズエ

ラ中央銀行の口座から支出される。 

 

ワクチン購入のための支出が１，８１９万９，０４０ド

ル。同ワクチンは冷凍保存しなければならないため、そ

の冷凍状態での物流・保管などに１，２１１万ドルを支

出する予定となっている。 

 

この支出により１，２００万個のワクチンが購入できる。 

これらのワクチンは、「米州保険機構（OPS）」と「ユニ

セフ」に６００万個ずつ分けてベネズエラ国内で接種さ

れる予定だという。 

 

今回の予算承認を受けて、グアイド政権は米国の「外国

資産管理局（OFAC）」に対して、凍結口座の解除を要請

した。 

 

また、グアイド政権で医療分野を担当しているホセ・マ

ニュエル・オリベロ氏は、承認された予算は直接 OPS

や Unicef に流れるとしており、汚職の懸念はないと説

明した。 

 

 

なお、コロンビアでベネズエラ米国代表大使の役割を担

っているジェームス・ストーリー大使は、 

「ワクチンのベネズエラ国内での供給について、グアイ

ド政権とマドゥロ政権関係者は３回の協議を行ってい

る。」と説明。 

 

今回のワクチン供給方法については、マドゥロ政権と協

議済みの可能性は高そうだ。 

 

 

課題点はマドゥロ政権がアストラゼネカ社のワクチン

の国内での使用を許可するかどうか。 

 

３月１５日 マドゥロ大統領は、副作用の懸念を理由に

同社ワクチンのベネズエラ国内での使用を認めないと

発表している。 

 

「COVAX ファシリティ」を通じて配給されるワクチン

は「アストラゼネカ社」のもので、マドゥロ政権が方針

を撤回するかが懸念事項だ。 

 

３月１８日 欧州で薬事審査を担っている「欧州医薬品

庁」は、同社ワクチンについて「安全で効果的」と接種

を推奨し、接種を見合わせていた複数の国が接種を再開

したが、２０日にデンマークで同社ワクチン接種後に血

栓症と脳出血により１人が死亡、１人が重篤な状態にな

ったと報じられている（二人は病院関係者だったとい

う）。 

 

ワクチン接種とこれら症状の因果関係ははっきりして

いないが、懸念自体は引き続き存在している。 

 

実際のところ、ワクチンがベネズエラに到着するまでに

は２カ月ほどかかるといわれている。それまでにマドゥ

ロ政権がアストラゼネカ社のワクチンに対して見解を

改めて示すことになるだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e223a74ac3566cd73f48dfbb0d0f307.pdf
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「マドゥロ政権 国内メディア代表らと会合」         

 

３月１９日 与党国会の対話委員会は、ベネズエラ国内

のメディア代表らと会談した。 

 

「 Fedecamaras 」「 Consecomercio 」「 Fedenaga 」

「Conindustria」など経済界の多くは与党国会の対話委

員会との協議を行っているが、民間メディアが対話委員

会と協議を行うのは今回が初めてになる。 

 

具体的な会合の内容、どのメディアが会合に出席したか

は報じられていないが、参加者の中に野党系メディアの

筆頭である「El Nacional」の Jorge Makriniotis 社長が出

席していたことが話題になっている。 

 

「El Nacional」は、ベネズエラで最も歴史のあるメディ

アの１つ。野党系メディアでこれまで常に与党と衝突を

繰り返している。 

 

「El Nacional」は、２０１５年にカベジョ PSUV 副党

首に名誉棄損を理由に訴えられ、ベネズエラ国内の裁判

で敗訴。カベジョ PSUV 副党首は「EL Nacional」の本

社を学校として利用すると脅している。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長インスタグラム 

 

 

経 済                        

「Bloomberg 石油事業者がマドゥロ政権と協議」           

 

「Bloomberg」は、多くの外資系の石油事業者がマドゥ

ロ政権と石油事業参入について協議するため、ベネズエ

ラを訪問していると報じた。 

 

マドゥロ政権は、米国の制裁を回避するため「経済妨害

対策法」を成立させた。これは国会の承認を経ることな

く、マドゥロ大統領の判断で国営企業の経営権を民間企

業に移譲できるという仕組み。 

 

マドゥロ政権は、石油産業を再び軌道に戻すため外国か

らの投資を求めており、これまでよりも民間企業にとっ

て好条件での事業を提案している。 

 

「Bloomberg」によると、「Chevron」「Total」「Eni」な

ど規模の大きな石油事業者は米国の制裁を理由に参入

しないと思われるが、規模の小さな事業者は新しい枠組

みでの石油事業参加に応じるだろうと報じている。 

 

「Chevron」も委託事業者を通じて、素早く事業再開で

きるよう検討を行っているという。 

 

コントロールリスク社のラウル・ガジェゴ氏はベネズエ

ラの石油事業への参入について 

「大きな課題は、石油事業者が、経済制裁を緩和させる

ために政界にどれだけの影響力を与えることができる

かどうかだ」 

とコメントとした。 
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「マドゥロ政権 Fedecamaras にワクチン購入許可」                  

 

３月１９日 与党国会のオスカル・ロンデロ議員は、 

「マドゥロ政権は、経済団体「Fedecamaras」がロシア

製ワクチン「Sputnik V」５００万個を輸入することを

承認した」と発表した。 

 

５００万個のワクチンのうち、４００万個は

Fedecamaras 加盟企業の従業員らに対して接種され、残

りの１００万個は政府のワクチン接種プログラムに寄

付するという。 

 

本件は、在ベネズエラ・ロシア大使の Sergei Melik-

Bagdasarov 大使もヌエバ・エスパルタ州商工会を訪問

した際に言及している。 

 

なお、Sergei 大使は、ヌエバ・エスパルタ州の観光を促

進するため、ロシア―ベネズエラ直行便の運航開始に全

力を尽くすとした。 

 

「パラグアイ産タバコの非合法販売が横行」         

 

AFP 通信は、ベネズエラの非合法なタバコ販売につい

て報じた。 

 

ベネズエラでは「ブオネロ」と呼ばれる道路の真ん中や

道端でスナック菓子や花などを売っている人をよく見

かける。タバコも「ブオネロ」がよく販売している商品

の１つだ。 

 

現在、ベネズエラで売られているタバコの中で最もメジ

ャーなタバコはパラグアイのタバコ会社「Tabesa」の

「Ibiza」というタバコだという。 

 

このタバコは現在ドル建てで売られており、１箱１ドル。 

 

 

 
（写真）Tabesa サイトより抜粋 

 

ブオネロは１箱ではなく、１本から販売するのでタバコ

１本５セントで購入できる（タバコは１箱２０本入りな

ので、２０本売ると１ドルになる）。 

 

この「Ibiza」が安いのは非合法な手段で輸入されている

からでベネズエラ国内の税金を支払っていないからだ

という。 

 

ベネズエラ国内のタバコメーカー「Bigott（ブリティッ

シュ・アメリカン・タバコの系列会社）」のタバコは２

ドル。 

 

「Bigott」のミゲル・ベンソ法務部長は、ベネズエラ国

内でタバコを販売する際は、７３％は税金になると説明。

つまり、２０本入りのタバコの１５本相当は税金支払い

のためで、残りの５本で会社を運営しなければならない

という。 

 

また、「Ibiza」だけでなく他にも１３０のブランドが非

合法な手段で販売されていると指摘。 

 

非合法な手段でタバコが売られることで、政府が失って

いる税収は年間で１．３億ドルほどになるだろうと述べ

ている。 
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社 会                        

「カラカス Cota９０５で軍とマフィアが衝突       

  ～軍・民間人・マフィア団など多数死傷～」           

 

３月１９日 カラカスの「Cota ９０５」でマフィア団

「Coqui」と軍部が衝突。地元住民を含む多数の負傷者

が出た。 

 

報道によると、事件のきっかけは同地域に駐留していた

軍部の備品を奪うため「Coqui」のメンバーが軍を襲撃。

軍が応酬して衝突に発展したという。 

 

また、この騒動を理由にカラカスの「Cota９０５」を結

ぶ通りは封鎖され、トンネルに大渋滞ができた。 

 

正確な被害状況は報告されていないが、少なくとも民間

人が一人、マフィア団のグループが４名、軍人が１名死

亡している。負傷者は多数。また、国家警察の職員が

「Coqui」の構成員に誘拐（のちに開放）された。 

衝突に巻き込まれ、付近を移動していた医師のバイクが

強奪された。 

 

救急隊は駆け付けたが、衝突に巻き込まれる恐れがあっ

たため救助が遅れたという。 

 

特に、マフィア団の死亡した４名については、同マフィ

ア団「Coqui」のリーダーである Vampi と呼ばれる人物

と Grabis と呼ばれる人物が自身の仲間を射殺したよう

だ。 

 

報道によると、軍部の備品を奪うことに失敗したため、

失敗したメンバーを粛正したという。 

 

 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

２０２１年３月２０～２１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 隔離週を２週間延長」        

 

３月２１日 マドゥロ大統領は３月２２日から２週間、

隔離措置を延長すると発表した。 

 

ベネズエラでは１週間ごとに「隔離週」と「隔離緩和週」

を繰り返す「７＋７」という感染防止策を講じている。 

 

３月１５日の週が「隔離週」だったので、本来であれば

３月２２日からは「隔離緩和週」のはずだが、今後しば

らくは「隔離週」を続けるという。 

 

再来週の４月１日、２日は「聖週間（セマンサンタ）」

でベネズエラでは祝祭日に当たる。通常多くの人が教会

を訪れるが、「隔離週」であれば教会に足を運ぶのは難

しいだろう。 

 

「隔離週」の期間は、食料品店・医薬品店など生活に不

可欠な業種以外の営業が禁止される。 

 

ブラジル型変異ウイルスの感染者を確認して以降、マド

ゥロ政権は「Cerco Sanitario」と題し、これまでより PCR

検査の実施数を増やしている。 
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そのためか先週から新規感染確認者数が増加しており、

３月２０日にはついに１日当たりの新規感染確認者数

が１０００人を超えた。 

 

この状況を抑えるため、隔離措置を再び強化する必要が

あると説明した。 

 

なお、３月２０日の新規感染確認者数は１，１６１名。 

同日時点でベネズエラの感染確認者数は１５万３０６

名。同日新たに８名が亡くなり、Covid-１９を理由とす

るこれまでの死者数は１，４８３名となっている。 

 

「グアイド政権 人道支援受け入れ」           

 

グアイド政権は、先週の火曜日と木曜日に「国際赤十字

団体」と「米州保険機構（OPS）」から医療用の人道支

援物資８５トンを受け入れたと発表した。 

 

グアイド政権の発表によると、国際赤十字が人道支援物

資をベネズエラに送るのはこれで３回目だという。 

 

支援物資の中には、医薬品、注射器、医療用ゴム手袋、

カテーテルなどが入っている。 

 

また、今回の OPS からの搬入は２０年６月にグアイド

政権とマドゥロ政権が合意した Covid-１９対策の協力

合意によるものとしている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.454」）。 

 

以前、この合意はマドゥロ政権側の合意内容不履行を理

由に破談になったと報じられたことがある。 

 

選挙実施のための与野党協議の再開は暗礁に乗り上げ

ている印象だが、Covid-１９については最低限の協力合

意ができているのかもしれない。 

 

 

経 済                       

「PDVSA ガス工場で爆発 テロの仕業？」           

 

３月２０日午後 モナガス州エスキエル・サモラ地区 El 

Tejero にある「PigapⅡ」と呼ばれる PDVSA の高圧ガ

ス注入工場で爆発が起きた。 

 

報道によると死者は出なかった模様。 

野党議員のマリア・エルナンデス・カスティージョ氏に

よると今回の爆発により受けた経済的な損失は２，５０

０～１０万ドルだという。 

 

本件について、タレク・エル・アイサミ石油相は爆発の

原因について「テロリストによる攻撃」と説明。 

 

PDVSA 労働者に対して、テロを防ぐために最大限の警

戒を呼びかけた。 

 

 

（写真）@PieroMaroun 

 

「ポルトゥゲサ州に空港オープン」             

 

３月２０日 ポルトゥゲサ州のラファエル・カジェス知

事は、同州の空港開港式に参加した。 

 

新たな空港の名前は「Batalla de Araure 空港（アラウレ

の戦い空港）」。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
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カジェス知事は１００万ドル以上を投資して、空港を建

設したと発表。しばらくは国内線（アラウレ―カラカス

間）だけを受け入れるが、今後はマルガリータ、ロス・

ロケス、シウダ・ボリバルと移動先を増やし、将来的に

は国際線の運行も始めると述べた。 

 

また、この空港から人だけではなく物の輸送もできるよ

うになることで、ポルトゥゲサ州の農産品を輸出するこ

とができるようになるとした。 

 

「パラグアナ製油所 稼働率改善の見通し」         

 

ディーゼル燃料不足が深刻な問題になっている。 

 

民間セクターは、民間企業が外国から燃料を輸入するよ

う仕組みを変えるべきだとマドゥロ政権に要請。 

一方で、マドゥロ政権は米国の制裁を解除すれば燃料問

題は解決すると主張しており、両者の意見は一致してい

ない。 

 

他方、ベネズエラ国内の精製施設の稼働が軌道に乗り始

めているようで、今後ディーゼル燃料の精製量も増える

との見方があるようだ。 

 

「労働者生産評議会（CPT）」のマニュエル・ペレス統

括コーディネーターは、「パラグアナ精製センター

（CRP）」の精製量が増加する見通しを示した。 

 

ただし、「CRP」から首都や東部地域に燃料を供給する

のはロジスティクスの観点から問題が多いと指摘。 

 

「El Palito 製油所」の方が首都向けの物流に適しており、

「El Palito 製油所」の稼働が軌道に乗らないと首都向け

の燃料供給は安定しないとした。 

 

 

 

「ルイサ・パラシオス氏 CITGO 役員を辞任」         

 

３月２０日 「CITGO」役員を務めていたルイサ・パ

ラシオス氏が３月末をもって辞任することが決まった。 

 

パラシオス氏は、グアイド政権が「CITGO」をコント

ロールするようになった２０１９年２月から同社社長

に就任。 

 

しかし、２０年９月に CITGO 社長からの辞任を表明し

ていた。当時から、社長は辞任するが役員には残ること

になっていたが、２１年３月末をもって CITGO 役員か

らも抜けることになる。 

 

また、パラシオス氏は「CITGO」が運営する人道基金

「Fundacion Simon Bolivar（シモンボリバル基金）」の

執行役員の任も解かれる。 

 

現在、CITGO 社長を務めているカルロス・ジョルダ社

長は、「ルイサは、我が社の存続に不可欠な仕事を遂行

した。CITGO が最も大事な時期に彼女は多くの功績を

なした。」とパラシオス役員の辞任を祝福した。 

 

なお、辞任後、彼女は学術系の団体で研究活動を行うよ

うだ。 

 

「露製銃カラシニコフ工場 建設計画の現在」         

 

ベネズエラにロシアの拳銃カラシニコフの製造工場を

建設するという構想は１０年以上続いているが未だに

実現していない。 

 

現地メディア「Al Navio」は、この構想の現状について

報じた。 
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そもそもベネズエラでカラシニコフを製造しようとい

う話が最初に出たのは２００７年。故チャベス元大統領

とロシアのプーチン大統領との協議で合意し、２０１０

年には建設準備ができたと発表されていた。 

 

今でも約１００名の技術者がカラシニコフの生産工場

を建設するためベネズエラにいるという。 

 

ロシア系メディア「Sputnik」が、ロシア人技術者から得

た情報によると工場は既に７０％まで完成していると

いう。 

 

工場は、２０２１年末に完成し、マドゥロ政権に引き渡

す予定だったが、Covid-１９の影響で作業は遅れており、

２１年中には完成しないだろうとの見解を示した。現在

のところ２０２２年に建設の見通しとしている。 

 

最初の予定では建設のために必要な予定額は２億ドル。

ロシアの国営会社「Rostec」が建設を請け負い、２０１

０年に完成する予定だったが、これらの目標は達成され

なかった。 

 

その後、２０１４年にロシアのドミトリー・ロゴージン

副首長が「おかしな出来事が確認されたため、工事完了

は２０１５年に延期された。」と述べていた。 

 

後に判明するが、その「おかしな出来事」とは汚職だっ

たようで、当時「Rostec」社長を務めていた Sergei 

Popelniujovm 氏が関与していたという。 

 

その後、２０１９年８月、「ロシア連邦軍事技術協力」

の Dmitri Shugaev 取締役が２０年～２１年の間に工場

建設が完了すると述べ、現在に至っている。 

 

マドゥロ政権にとっては、ロシア銃の建設工場がベネズ

エラにできた場合、米国がどのようなアクションを取っ

てくるのかも懸念材料なのだろう。 

 

社 会                       

「アプレ州でゲリラと軍部が衝突」            

 

３月２１日 アプレ州アルトアプレでベネズエラ軍が

空爆を行った。 

 

理由は「コロンビア革命軍（FARC）」や「人民解放軍

（ELN）」などコロンビアゲリラ残党との衝突だったよ

うだ。 

 

非政府系団体「FundaREDES」のハビエル・タラソナ代

表は、FARC のリーダーであるヘスス・サントリッチ氏

やイバン・マルケス氏らの指示に従わないグループに対

して攻撃したと主張。軍部が地元住民を恐怖に陥れてい

ると訴えた。 

 

「El Estimulo」によると、この衝突で１１名の軍人が負

傷したという。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

以上 


