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（写真）アレアサ外相ツイッター “EU ボレル外交政策委員長、国連バチェレ弁務官 経済制裁の停止を要請” 

 

 

２０２０年３月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「ロシアから医療支援物資を受領 

～カラカス・ラグアイラ・ミランダ州隔離強化～」 

「米国・ドミ共に人道支援便の受け入れを要請」 

「カプリレス元知事 与野党合意を要請」 

経 済                     

「Covid-１９検査のため原油船２隻が遅延」 

「EU IMF によるベネズエラ融資に賛成 

～米国政府に制裁解除を求める～」 

社 会                     

「カラカス首都区にもガソリン不足の波」 

２０２０年３月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染確認者１４名増 ９１名に」 

「国連バチェレ弁務官 制裁の停止を要請」 

「グアイド議長 人道支援と融資の必要性主張 

～世界３番目に Covid-１９の脆弱な国～」 

経 済                    

「アイサミ経済担当副大統領 経済政策発表 

～免除、融資・金融制度の変更など～」 

「クラサオ PDVSA の未払金の回収試みる」 

社 会                     

「米国検察局 PDVSA 汚職取引容疑者を提訴」 
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２０２０年３月２３日（月曜）             

政 治                       

「ロシアから医療支援物資を受領             

 ～カラカス・ラグアイラ・ミランダ州隔離強化～」       

 

３月２３日 マドゥロ政権は、ロシアから新型コロナウ

イルス（以下、Covid-１９）検査キット１万個の支援を

受けたと発表した。 

 

ベネズエラ政府が医療支援を受けるのは中国・キューバ

に続いて３カ国目となる。 

 

中国は３月１９日に Covid-１９関連の医療支援物資を

マドゥロ政権に送った。 

 

また、キューバは Covid-１９の診察をするためのキュ

ーバ人医師１３０名をベネズエラに派遣した。キューバ

人医師らはマドゥロ政権の進める社会開発プログラム

「バリオ・アデントロ」で医療サービスを提供する予定。 

 

 

（写真）ラウル・アルフォンソ公共事業相ツイッター 

“アレアサ外相 ロシアから医療支援物資を受領” 

 

 

 

また、３月２３日にマドゥロ大統領は新たに７名の

Covid-１９感染者を確認したと発表。同日時点で８４名

の感染者が確認されているとした。 

 

この８４名のうちカラカス首都区、ミランダ州、ラグア

イラ州（旧バルガス州）での感染者が５５名で最も多い

として、この３地域の隔離措置を強化すると発表した。 

 

具体的には、外出時には家族ごとに行動することを要請。

不要な外出は極力避けるよう呼びかけた。また、外出時

には必ずマスクを着用することを要請。出来るだけ早く

自宅に戻るよう求めた。 

 

「米国・ドミ共に人道支援便の受け入れを要請」         

 

３月２３日 マドゥロ大統領はCovid-１９に関連して、

ベネズエラに帰国できなくなっている米国およびドミ

ニカ共和国に滞留しているベネズエラ人を国営航空会

社「Conviasa」で帰国させると発表した。 

 

マドゥロ大統領は、「人道支援便」と題して米国（マド

ゥロ大統領の発表によると５２４名のベネズエラ人が

滞留）・ドミニカ共和国で帰国できなくなっている自国

民を無償で帰国させるとしている。 

 

ただし、米国政府は２０年２月に「Conviasa」に制裁を

科したため、同社が米国でオペレーションをすることは

禁止されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.404」参照）。 

 

マドゥロ大統領は、米国に対して人道的な観点から４８

時間以内に制裁を解除するよう要請した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f172c39a4ee645e1e03178e2cc988366.pdf
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「カプリレス元知事 与野党合意を要請」                  

 

第一正義党（PJ）のエンリケ・カプリレス元ミランダ州

知事は、グアイド議長に対して、Covid-１９に対応する

ためマドゥロ政権と合意を結ぶよう要請した。 

 

「外国の協力を求めなければいけない時期だ。マドゥロ

は政権の違法性を抱えており、外国の助力を求めること

が出来ない。国会を通じて両者の合意を結ばなければな

らない。 

 

ベネズエラ国民全員が今の状況は極めて脆弱であるこ

とを理解している。もし、この問題を解決できなければ

公共サービスは更に劣化し、国民生活は悪化する。軍部

は国民の不満を抑えるため、抑圧を強化し、多くの国民

が刑務所に収容されることになる。」 

と主張した。 

 

また、ガソリン不足について 

「マドゥロの報道官はベネズエラのガソリン不足の現

状について何の説明もしない。PDVSA の財務状況、ガ

ソリン在庫について明らかにしない。そのような隠ぺい

体質が国民の疑心を煽ることになる。」 

と指摘した。 

 

なお、カプリレス元ミランダ州知事と同様の主張は穏健

野党のヘンリー・ファルコン発展進歩党（AP）党首も主

張している。 

 

ファルコン AP 党首は、１８年５月に行われた大統領選

に野党側の候補として出馬した人物（「ウィークリーレ

ポート No.47」参照）。 

 

カプリレス元ミランダ州知事も大統領選への野党参加

を求めていた人物であり、両者の政治スタンスは以前か

ら近いと言える。 

 

経 済                        

「Covid-１９検査のため原油船２隻が遅延」           

 

ロイター通信は、PDVSA の原油船２隻が Covid-１９検

査で遅延していると報じた。 

 

１隻目は「Delta Angelica」というタンカー。 

 

当初ベネズエラのホセ・ターミナルから３月１９日～２

１日に「Merey 原油」１９０万バレルを乗せてインドの

「Reliance」へ出向を予定していたが、Covid-１９の衛

生管理を理由にスケジュールが遅れているという。 

 

なお、米国の経済制裁強化の流れを受けて、インドの

「Reliance」「Nayara Energy」などはベネズエラ産原油

の購入を停止することを検討している。最近では両社か

ら４月以降の発注がきていないと報じられていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.413」参照）。 

 

２隻目は「Icaria」というタンカー。 

 

３月１５日～１７日に Merey 原油１００万バレルを乗

せてメキシコへ出航する予定だったが、Covid-１９衛生

検査を受ける必要があり、まだ出航できていないという。

なお、同原油の購入者は「Schelager Business Group」。 

 

以前、「ベネズエラ・トゥデイ No.416」で「Libre Abordo 

SA」という会社が原油と食料品などの交換プログラム

を行っているとの記事を紹介したが、「Schelager 

Business Group」も同様の取引を行っているという。 

 

ベネズエラは米国の制裁により、売り先が縮小している。 

 

国内の原油在庫は容量限界にまで達しており、早急に輸

出をする必要があるが思うように進んでいない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e2a8e16ad6b3d060613b3509e3aae2c2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e2a8e16ad6b3d060613b3509e3aae2c2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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「EU IMF によるベネズエラ融資に賛成          

       ～米国政府に制裁解除を求める～」                

 

３月２３日 欧州連合のジョセップ・ボレル外交政策委

員長（元スペイン外相）は、「国際通貨基金（IMF）」に

よるベネズエラ・イランへの融資に賛成するとの方針を

示した。 

 

同時に人道的な観点から米国の制裁を停止するよう要

請した。 

 

「イラン・ベネズエラなど７０カ国が IMF への融資を

求めている。これらの国々の状況は深刻で、欧州連合と

しては彼らを支援するべきだと考えている。 

これらの国は米国の制裁により原油輸出を拒まれ、苦境

に陥っている。 

 

現状を鑑み、人道的な観点からこれらの国と食品・医薬

品・衛生用品など商取引を行うべきだと信じている。米

国の制裁下ではそれが出来ない。 

 

多くの人が制裁下でもこれらの人道的な取引が出来る

と考えているようだが、それは間違いだ。」 

と述べた。 

 

３月１７日 マドゥロ政権は IMF に対して５０億ドル

の融資を申請したが、この求めは拒否されたと報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.421」参照）。 

 

しかし、その後１０億ドルに金額を下げて改めて融資を

申請したとの記事が報じられていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.422」参照）。 

 

個人的には融資はグアイド政権の協力が無ければ成立

しないと考えているが、EU が融資に賛同を表明した意

義は小さくないだろう。 

 

この発言に対して、アレアサ外相はツイッターを投稿。 

「欧州連合のジョセップ・ボレル外交政策委員長は、ベ

ネズエラ・イランが Covid-１９に対応するための IMF

への融資申請を支持した。また、米国政府による制裁が

被害を与えていることを理解している。EU の姿勢を肯

定的に評価する。」 

と投稿した。 

 

 
（写真）アレアサ外相ツイッター 

 

社 会                        

「カラカス首都区にもガソリン不足の波」           

 

ガソリンの給油制限が厳格化している。 

「Bloomberg」は、ベネズエラのガソリンスタンドの状

況について報道。 

 

全国１，８００あるガソリンスタンドのうち、給油が出

来るのは数十カ所に減っており、更にそのガソリンスタ

ンドは軍人が管理し、救急車や消防車など公共サービス

に必要な車への給油を優先し、不必要な給油を拒んでい

るという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/80bacd6a8895f154b8f52bc85d3ccf44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/80bacd6a8895f154b8f52bc85d3ccf44.pdf
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また、カラカス首都区ではガソリン給油制限は発令して

いないが、１週間ほど前から徐々にガソリン不足感が拡

大しているようだ。 

 

カラカスのベジョモンテ地区ではガソリン給油のため

の長蛇の列が出来ていると報じられている。 

 

（写真）Sumarium ツイッター 

 

２０２０年３月２４日（火曜）              

政 治                        

「Covid-１９感染確認者１４名増 ９１名に」        

 

３月２４日 ベネズエラでの Covid 感染確認者は９１

名となった。 

 

３月２２日までは７７名だったが、２３日に７名増え８

４名に増加。翌２４日に更に７名の感染を確認したこと

で９１名となっている。 

 

同日時点の感染者の詳細は以下の通り。 

 

・ミランダ州 ３９名 

・カラカス首都区 １４名 

 

・ラグアイラ州（旧バルガス州） ９名 

・アラグア州 ８名 

・ララ州 ４名 

・バリナス州 ３名 

・ロス・ロケス諸島 ３名 

・アンソアテギ州 ２名 

・アプレ州 ２名 

・メリダ州、ポルトゥゲサ州、タチラ州、モナガス州、

グアリコ州、ヌエバエスパルタ州、スリア州は各州１名。 

 

性別では、男性４７名、女性４４名。 

うち、１５名は回復しているという。 

 

「国連バチェレ弁務官 制裁の停止を要請」           

 

３月２４日 国連のミシェル・バチェレ弁務官はCovid-

１９を理由に、イラン、ベネズエラ、キューバ、北朝鮮、

ミャンマー、ジンバブエへの経済制裁を停止あるいは緩

和するよう要請した。 

 

「今は重要な時期だ。数百万の国民の生命を守り、国会

の医療システムを保護するため、制裁は停止されるか、

緩和されなければならない。 

制裁は、Covid-１９の感染拡大を阻止しようとする国の

活動を阻害している。 

 

制裁を受けている多くの国の医療システムは脆弱で危

険な状況にある。医療物資の拡充は不可欠だが、制裁は

医薬品の輸入を妨げている。制裁を受けている国の国民

は政治問題の責任者ではない。」 

と訴えた。 

 

バチェレ弁務官は「人権高等弁務官」である。 

バチェレ弁務官は以前から経済制裁に否定的な姿勢を

見せていたものの、「人権」という観点でマドゥロ政権

の人権侵害などを訴えることが多かった。 
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一方、今回のバチェレ弁務官の主張は「経済制裁」を主

眼に置いた発言であり、これまでの主張と異なっている。 

 

欧州連合が米国の経済制裁を非難し、立て続けに国連か

らも経済制裁への非難の声が上がった。この流れが偶然

の一致ということはないだろう。 

 

「グアイド議長 人道支援と融資の必要性主張      

   ～世界３番目に Covid-１９の脆弱な国～」         

 

３月２４日 グアイド議長率いる野党国会は通常国会

を開催。 

 

マドゥロ政権には Covid-１９に対応する能力がないと

し、外国からの支援と融資が必要だと訴えた。 

 

グアイド議長は 

「ベネズエラには融資が必要だ。緊急事態に対応するた

めだけではない。ベネズエラを回復させるため、ベネズ

エラの医療システムを立て直すために必要だ。今のベネ

ズエラは極めて深刻な状況だ。 

 

国会の議論はベネズエラ国民を救うために行わなけれ

ばならない。国際社会の支援受け入れについて我々は支

持する。」 

と述べた。 

 

また、マドゥロ政権は Covid-１９の実態を隠している

と主張。感染者はもっと多いと主張した。グアイド政権

側の調査では Covid-１９感染者は２００名に達してい

るとしている。 

 

また、ベネズエラ国民の８０％は衛生的な水にアクセス

できず、電力インフラも脆弱と指摘。世界で３番目に

Covid-１９に脆弱な国だと訴えた。 

 

 

経 済                       

「アイサミ経済担当副大統領 経済政策発表       

    ～免除、融資・金融制度の変更など～」            

 

３月２４日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

は Covid-１９に対応する経済政策を発表した。 

 

Covid-１９関連の経済政策については、３月２２日にマ

ドゥロ大統領からも発表があり、一部の内容は重複して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.422」参照）。 

ただし、追加情報もあるので重複発表も以下に記載する。 

 

 

・労働者の解雇不可（２０年１２月末まで） 

 

・中小企業の給料を政府が補てん（祖国システムに登録

する必要あり） 

 

・公的セクター４００人、民間セクター２００万人に

Covid-１９補助金を支給。 

 

・店舗・自宅住居の賃貸料を６カ月免除 

 

・７００万世帯への CLAP 配給 

 

・金融制度の改革 

（１）融資の返済・利息支払いの免除 

（２）営業を停止した店舗は１年間融資の返済を免除 

（３）支払い遅延を理由とする罰則金は免除 

（４）融資重点分野の変更 

（５）中小企業への特別融資制度 

 

・原材料、生産財、農業・医薬品など戦略分野の輸入関

税・同分野の税金免除。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/80bacd6a8895f154b8f52bc85d3ccf44.pdf
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３月２２日にマドゥロ大統領が発表した経済政策は企

業団体の望みを反映したものではなかったが、今回アイ

サミ経済担当副大統領が発表した政策は「Fedecamaras」

や「Consecomerico」など企業団体が提案した内容が反

映されている。 

 

「クラサオ PDVSA の未払金の回収試みる」         

 

「クラサオ製油所（Refineria di Korsou）」は、PDVSA

の未払金１億６，２００万ドルの回収を試みていると発

表した。 

 

先週、「クラサオ製油所（Refineria di Korsou）」はボナ

イレの原油ターミナルの在庫を差し押さえたという。 

同差押を通じて、PDVSA の未払金の回収を試みるとし

ている。 

 

１９年１２月末、クラサオ製油所と PDVSA は３４年間

続いたオペレーション契約に終止符を打った（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.389」参照）。 

 

２０年からはスイスに本社を置く「Klesch Group」がク

ラサオ製油所を運営している。 

 

社 会                       

「米国検察局 PDVSA 汚職取引容疑者を提訴」            

 

米国フロリダ州南部検察局は、PDVSA との取引で汚職

を働いたとされるベネズエラ人 Leonardo Santilli 氏を

提訴した。 

 

検察局によると、Santilli 氏は２０１４年～１７年にか

けて PDVSA 関係会社に資材を輸出し、１．５億ドルを

受け取ったという。 

 

 

 

Santilli 氏は、通常の価格よりも４～５倍の値段で商品

を販売しており、その差額の一部は契約締結の見返りと

して、PDVSA側の内部協力者に流れたと指摘している。 

 

また、Santilli 氏はフロリダ州の口座から資金洗浄を試

みたが、２０１８年に差し押さえを受け、４，４７０万

ドルが凍結されているという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf

