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（写真）大統領府 “マドゥロ政権 Covid-１９感染防止策を「７＋７」から「７＋１４」に変更？” 

 

 

２０２１年３月２９日（月曜） 

 

政 治                     

「新規感染者１０００名超 ７＋１４を検討 

～経済界 経済への悪影響を懸念～」 

「コロンビア政府 FARC、ELN 幹部に懸賞金」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 国連で債務再編の必要性主張 

～１０年間で９１０億ドルの債務支払い義務～」 

「マドゥロ大統領 原油とワクチンの交換を提案」 

「債権企業 ベネズエラ政府、PDVSA 提訴」 

社 会                     

「エクアドルの選挙 ベネズエラ人投票呼びかけ」 

２０２１年３月３０日（火曜） 

 

政 治                    

「COVAX 調達ワクチンは米国製？ 

～マドゥロ政権 J＆J のワクチン調達検討～」 

「ロシア製の別ワクチン 認証審査を開始」 

「米政府 ２０２０年の人権侵害報告書を公表」 

経 済                    

「米企業 ディーゼル燃料の制裁緩和を期待」 

社 会                    

「Cota９０５で再びマフィアと軍が衝突」 

「ロペス VP 党首 感染防止措置違反で罰則」 

「保険会社 支払限度額は１４日で２．３万ドル」 
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２０２１年３月２９日（月曜）             

政 治                       

「新規感染者１０００名超 ７＋１４を検討       

     ～経済界 経済への悪影響を懸念～」       

 

３月２９日 ベネズエラの Covid-１９新規感染確認者

は１，２８８名となった。 

 

マドゥロ政権はブラジル型変異ウイルスの確認を機に

Covid-１９対策を再び強化している。 

 

現在マドゥロ政権が施行している感染防止策「７＋７」

は１週間ごとに隔離（生活に必須とされる業種以外の営

業禁止）と隔離緩和（ほとんどの業種が営業可能）を繰

り返していた。 

 

先週（３月２２日～２８日）が隔離週だったので、本来

であれば３月２９日からは隔離緩和週になるはずだが、

「感染防止措置の強化」として３月２９日の週（３月２

９日～４月４日）も隔離週を延長することになっている。 

 

３月２９日 マドゥロ大統領は今後の感染防止措置に

ついて、 

「現在の「７＋７」の感染対策を再検討している。 

この対策は経済のためには必要な措置だが、変異ウイル

スの波が落ち着くまで「７＋１４」の実施も検討してい

る。みんなはどう考えるか？」 

と言及。 

 

今後は「７＋７」ではなく「７＋１４」にすることを検

討していると発表。この対策がしばらく続くことをにお

わせた。 

 

この提案について経済界は明確な拒否は示していない

が、経済に悪影響を与えることを懸念している。 

 

観光業界の団体「Conseturismo」のイラウシン元代表は、

「７＋１４」について「回復期にはいっていた観光業界

に打撃を与える」と懸念を表明した。 

 

また、商業系の団体「Consecomercio」のカポソロ代表

は、経済系メディア「Bancaynegocios」の取材に応じ、

「現在ベネズエラでは少なくとも４５％の労働者は自

営業者だ。彼らは日々外に出て仕事をしなければならな

い。」と指摘。 

 

「仮に「７＋１４」を実施するのであれば、少なくとも

経済デジタル化を進め、税制対策を講じなければいけな

い。遠隔労働を促進するような政策が必要だ。」 

との見解を示した。 

 

「コロンビア政府 FARC、ELN 幹部に懸賞金」         

 

ベネズエラとコロンビアの国境のアプレ州では、引き続

き軍部と FARC の離反部隊とされるゲリラ組織の衝突

が続いている（「ベネズエラ・トゥデイ No.579」）。 

 

３月２９日 コロンビア国防省は、コロンビアゲリラ組

織「コロンビア革命軍（FARC）」と「人民解放戦線（ELN）」

の幹部ら３０名の情報に懸賞金をかけると発表した。 

居場所が特定でき、拘束した場合には最大で４０億ペソ

（約１００万ドル）を支払うとした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dacbc6e21427133948a3d98f8d8e3dc0.pdf
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懸賞金がかけられたゲリラ組織幹部の中には、マドゥロ

政権の支援を受け、ベネズエラに潜伏しているとされる

FARC のイバン・マルケス氏やヘスス・サントリッチ氏

らの名前も挙がっている。 

 

なお、３月２６日 イバン・マルケス氏は、ゲリラ組織

のManuel Marulanda元司令官の追悼１３年目を記念し

たビデオメッセージを投稿した。同メッセージでは特に

アプレ州で起きている衝突について言及されていない。 

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、内部関係者からの情報

として、このメッセージを投稿した場所がアプレ州の

Elorza であると報じている。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 国連で債務再編の必要性主張      

 ～１０年間で９１０億ドルの債務支払い義務～」           

 

３月２９日 マドゥロ大統領はインターネットを通じ

た国連の会合で米国の経済制裁を非難。同制裁により国

家収入の９９％が減少したと主張。 

 

制裁と Covid-１９で経済が疲弊する中、債務再編の必

要性について言及した。 

 

「我々は対外債務の扱いについて我が国を支配する武

器にさせないよう根底から見直す必要に迫られている。 

 

支払いの一時停止だけでは不十分だ。 

包括的な債務再編が必要になる。見直し無しには国家主

権を守ることができない。」 

と主張した。 

 

実際のところ、マドゥロ政権は米国の制裁を受けて、１

７年１０月からほぼ全ての対外債務の支払いを停止し

ている。 

 

ただし、債務減免については明確に求めてこなかったが、

今後、仮に債務再編の交渉が可能になった場合は減免を

求めることになるだろう。 

 

ベネズエラ人経済専門家レオナルド・ブニャック氏は、

ベネズエラの対外債務について 

「ベネズエラ政府は２０１７年から対外債務の支払い

を停止しており、今後１０年間で９１０億ドルを支払う

義務がある。ベネズエラにそのような支払い能力はなく、

急いで根本から見直す必要がある」 

と指摘した。 

 

「マドゥロ大統領 原油とワクチンの交換を提案」         

 

３月２９日 マドゥロ大統領は、国連の会合で、「ベネ

ズエラは原油と Covid-１９ワクチンの交換取引を行う

意思がある」と発言した。 

 

「我々は原油とワクチンの交換取引をする用意がある。

この取引はベネズエラが決定するもので、誰の伺いも請

わない。」と言及。 

 

米国とグアイド政権に対して取引許可を求めないこと

を暗に示した。 

 

マドゥロ大統領がどのように原油とワクチンの交換取

引を想定しているかは明言していないが、イラクが制裁

を受けた際に国連の仲介で行った「原油食料交換プログ

ラム」と同じようなものを想定していると思われる。 

 

イラクも制裁を受けて９１年には産油量が日量３７．７

万バレルまで減少したが、制裁を受けてから６年近くが

経過した９６年から制裁は徐々に緩和され、産油量は回

復していった。この時も制裁緩和の一環として「石油食

料交換プログラム」が実施されていた（「ウィークリー

レポート No.87」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
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ベネズエラも２０１７年に制裁を受けて４年が経過し

ようとしている。ディーゼル燃料不足は国内経済に打撃

を与えており、制裁の正当性を疑問視する声も増えてい

る。 

 

そろそろ制裁緩和の流れが起きても不思議ではないだ

ろう。 

 

「債権企業 ベネズエラ政府、PDVSA 提訴」         

 

グアイド政権で会計監査総長を務めていたイグナシオ・

エルナンデス氏は、自身のツイッターで 

「ベネズエラの債務不払いを理由に「 Syracuse 

Mountains Corpotarion」がニューヨーク州南部裁判所

にベネズエラ政府と PDVSA を提訴した」 

と投稿した。 

 

なお、ベネズエラ政府への訴えと PDVSA への訴えは別

のもので「Syracuse Mountains Corpotarion」は、２件

の訴えを出している。 

 

現地メディア「Tal Cual」によると、「Syracuse Mountains 

Corpotarion」はパナマの会社で訴えの理由は債務不履

行だという。 

 

ベネズエラ政府に対しては債券額面３億２，７００万ド

ル。PDVSA に対しては債券額面３億３，３００万ドル

の支払いを求めている。 

 

延滞利息も含めて総額７．５億ドルの支払いを求めてい

るようだ。 

 

ベネズエラの投資会社「Caracas Capital」のルス・ダラ

ン氏によると、「Syracuse Mountains Corpotarion」は１

１種の債券の未払いを訴えているという。 

 

 

社 会                        

「エクアドルの選挙 ベネズエラ人投票呼びかけ」           

 

４月１１日にエクアドルで大統領選が予定されている。 

 

既に２月８日に一時投票が行われており、今回は 1 位通

過候補のアンドレス・アラウス氏とギジェルモ・ルッソ

氏の一騎打ちになる。 

 

この選挙について、ベネズエラ移民らがエクアドル有権

者に対して「家族を自分たちのようにしたいのか」とプ

ラカードを掲げ、ルッソ氏への投票を呼び掛けているこ

とが話題となっている。 

 

アラウス候補は、故チャベス元大統領の盟友でマドゥロ

大統領とも親交が深いラファエル・コレア元大統領の後

継者とされる人物。一方、ルッソ候補は銀行家で右派的

な政策が予見されている。 

 

この選挙キャンペーンは賛否両論で、ベネズエラのよう

になってはいけないと考えルッソ候補に投票する意思

を示す人がいる一方で、ベネズエラ人の貧困を選挙の道

具にしているとの非難もある。 
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２０２１年３月３０日（火曜）              

政 治                       

「COVAX 調達ワクチンは米国製？            

 ～マドゥロ政権 J＆J のワクチン調達検討～」        

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権関係者から得た情報と

して、マドゥロ政権が COVAX を通じて「Johnson ＆ 

Johonson」のワクチンを調達することを検討していると

報じた。 

 

ただし、「Johnson ＆ Johonson」のワクチンは現時点で

供給が追いついておらず、３か月後の７月に届くことに

なるという。 

 

この要請は後日マドゥロ政権の緊急医療委員会から提

出される予定で、この要請には野党関係者も含まれる予

定だという。 

 

マドゥロ政権が「Johnson ＆ Johonson」のワクチンに

感じているメリットは１度だけ摂取すればよいという

効率性と、保存要件が２度～８度程度で、冷凍保存が求

められる他のワクチンよりも要件が厳しくないためだ

という。 

 

特に後者は停電が頻繁に起き、病院の設備に問題が多い

ベネズエラでは重要な点と認識しているという。 

 

「ロシア製の別ワクチン 認証審査を開始」           

 

Covid-１９に関して、ロシアと中国は引き続きマドゥロ

政権の支援を続けている。 

 

３月３０日 ベネズエラに中国から医療物資３５トン

が到着した。 

 

 

他、ロシアから Covid-１９ワクチン「Sputnik V」５万

個が到着した。 

 

これでベネズエラ国内のワクチンは中国製の

「Sinopharma」が５０万個、「Sputnik V」が２５万個の

合計７５万個になる。 

 

ベネズエラの人口が約３，０００万人であることを踏ま

えると全く足りていない。 

 

また、3 月２９日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、

「Sputnik V」以外のロシア製ワクチン「EpiVacCorona」

の国内使用を検討すると発表。 

 

３月３０日には「EpiVacCorona」というワクチンがベネ

ズエラに到着した。今後、ベネズエラ国内で使用に向け

た認証審査が行われる予定だという。 

 

「米政府 ２０２０年の人権侵害報告書を公表」         

 

３月３０日 米国国務省が米国議会に対して毎年提出

している「人権侵害報告書（２０年版）」を公表した。 

 

同報告書の中で、ベネズエラ・キューバ・ニカラグアの

人権侵害に言及。これらの国は拷問、適切な法的プロセ

スを経ることなく処分が行われていると指摘。 

 

特にベネズエラについては、マドゥロ政権を「違法政権」

と非難し、バイデン政権は引き続きグアイド暫定政権を

ベネズエラの政府と認識するスタンスが示されている。 

 

同報告書ではベネズエラ軍部が行っている不当な拘束、

拘束者に対する非人道的な対応、拷問を指摘。 

 

米国議会に対してマドゥロ政権の非人道的な対応を是

正するための措置を取るよう協力を求めた。 
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経 済                       

「石油企業 ディーゼル燃料の制裁緩和を期待」            

 

「S＆P Global Platts」は、オリノコ流域に PDVSA と合

弁会社を持つ企業関係者が、５月にバイデン政権がディ

ーゼル燃料と原油の交換取引を許可することを予見し

ていると報じた。 

 

関係者によると、 

「現在米国がエネルギー事業者に科している制裁ライ

センスは２１年６月の期限を迎えるまで変更すること

はないと思うが、ベネズエラで起きている人道危機を理

由にバイデン政権内部ではディーゼル燃料の制裁は緩

和したがっているようだ。」 

とコメントしたという。 

 

実際にこのようなコメントはこれまで何度も報じられ

ている。実際に、現在のベネズエラのディーゼル燃料不

足の問題は深刻さを増しており、ディーゼル燃料への制

裁は緩和するべきだろう（「ベネズエラ・トゥデイ

No.579」参照）。 

 

一方で、バイデン政権のベネズエラ問題担当官は「急い

で制裁を緩和することは考えていない」とコメントして

おり、マドゥロ政権と我慢比べをしようとしている雰囲

気だ。 

 

また、「Rapidan Energy Group」の地政学リスク調査部

長のフェルナンド・フェレイラ氏は、 

「米国はまだ現状を受け入れる準備ができていない。最

大限の圧力方針を続けてきたが、機能しなかった。マド

ゥロ政権は安定している。率直に言ってクーデターが起

きる可能性は低い。」 

との見解を示している。 

 

 

 

なお、「S＆P Global Platts」は、２１年末時点のベネズ

エラの産油量を日量５５万バレルと予測。最も良いシナ

リオでも２２年末で日量８０万バレルとした。 

 

ただし、制裁が緩和された場合は日量１００万バレルを

超える可能性はあるが、施設老朽化のため、それ以上産

油量を上げるのは容易ではないとした。 

 

社 会                       

「Cota９０５で再びマフィアと軍が衝突」            

 

３月１９日 カラカスの「Cota９０５」で犯罪組織

「Coqui」と軍部が衝突したとの報道を紹介した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.576」）。 

 

それから１１日が経過し、再び「Cota９０５」で「Coqui」

と軍部が衝突を起こした。 

 

衝突の原因は前回と同じで「Coqui」が同地域の軍部施

設を占拠しようとしたためと報じられている。 

 

 
（写真）ラモン・カマチョ記者ツイッター 

“Coqui と軍部の衝突を報道” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dacbc6e21427133948a3d98f8d8e3dc0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dacbc6e21427133948a3d98f8d8e3dc0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
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「ロペス VP 党首 感染防止措置違反で罰則？」         

 

３月３０日 スペイン・ガリシア地方のメディア「La 

Voz de Galicia」は、スペインに亡命している「大衆意思

党（VP）」のレオポルド・ロペス党首が、スペインのガ

リシア地方の警察から尋問を受けたと報じた。 

 

報道によると、ロペス党首が罰則を受けた理由は、

Covid-１９感染拡大防止措置としてマドリッドからの

外出が禁止されている最中にガリシア地方のホテルの

テラスにて大勢で集まっていたためだという。 

 

警察官らが通常の業務で近隣ホテルの巡回をしていた

ところ、ホテルのテラスに大勢の人が集まっており、中

にはロペス党首の妻リリアン・ティントリ氏や在ベネズ

エラ・スペイン代表大使だったヘスス・シルバ氏、その

他カップルや子供らもいたという。 

 

ロペス氏は、スペイン政府の外出許可を持っていたよう

だが、警察官は「ガリシア地方までの移動を許可された

ものではない」として、考慮に入れなかったという。 

 

 

（写真）La Voz de Galicia 

“ホテルのテラスで集まるロペス党首家族ら” 

 

 

 

 

この報道について、「セマナサンタ」で家族旅行をして

いたとの非難もあるが、ロペス党首は自身のツイッター

で反論。 

「マドゥロ政権の被害者や亡命者らと会合を行ってい

た。規則違反や罰金を支払った事実はない。」 

と投稿した。 

 

現時点では罰則を科すことを検討している段階で罰則

が科されたわけではないようだ。 

 

「保険会社 支払い限度額は１４日で２．３万ドル」         

 

Covid-１９感染者の増加でベネズエラの医療保険会社

が医療費の支払いで経営危機に陥っているようだ。 

 

この状況を受けて「保険管理局（Sudeseg）」は、Covid-

１９を理由とする入院時に保険会社が支払う保険料に

限度額を設けると発表した。 

 

「Sudeseg」の発表によると、支給限度額は一級病院の

場合は１４日の入院で最大で２万３，５９５ドル。 

また、カラカスの普通の民間病院に入院した場合の最大

支給額は１２日間で１．３万ドルだという。 

 

実際に治療を受けた家族によると、ベネズエラの集中治

療室で治療を受けると、その費用は１日当たり２，００

０～４，０００ドルになるという。 

 

Covid-１９感染で病院に１５日間入院した場合にかか

る費用は通常２万～３万ドルになるという。 

 

費用が払えないため、感染しても病院に行かない人も多

いようだ。 

 

以上 


