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（写真）中央銀行 “６月１２日 中央銀行 ３種類の新札発行を発表” 

 

 

２０１９年６月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「最高裁 議員２名の不逮捕特権をはく奪」 

「韓国政府 在ペルー・ベネズエラ人に寄付」 

「サンブラーノ国会第１副議長 家族らと面談」 

経 済                     

「中央銀行 新札の発行を発表 

BsS.１万札、BsS.２万札、BsS.５万札の３種類」 

「カード・決済機不要の支払いシステム開始」 

「Nestle 労働組合の訴えで SUNDDE 査察」 

社 会                     

「Consultor２１ ４７％は国外に移住を希望」 

２０１９年６月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「スウェーデンで外国政府ベネズエラ問題議論 

～中・露・欧州・リマグループら集まる～」 

「Twitter ベネズエラ関連アカウントを削除」 

経 済                    

「OPEC ５月の産油量は日量７４．１万バレル」 

「プーチン大統領 ベネズエラでの新事業承認」 

「Coca Cola FEMSA 特別勤務待遇を延長」 

社 会                     

「ガソリン３０時間待ったが給油できず」 

「インフラ危機でカラカスへの移住者が増加」 
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２０１９年６月１２日（水曜）             

政 治                       

「最高裁 議員２名の不逮捕特権をはく奪」       

 

６月１２日 最高裁は、第一正義党（PJ）に所属するホ

セ・ゲラ議員とトマス・グアニパ議員の不逮捕特権はく

奪を承認した。 

 

これまでの流れ通りであれば、今後、制憲議会で本件が

議論され、正式に承認されることになる。 

 

ホセ・ゲラ議員は、チャベス政権前にベネズエラ中央銀

行の調査部門ダイレクターを経験したこともある人物。

これまで経済学者として活動してきたが、２０１６年か

ら政界に入り、国会議員として活動していた。 

 

トマス・グアニパ議員は第一正義党の幹部の一人。 

 

１７年１０月に行われた州知事選でスリア州知事に当

選したが、制憲議会への宣誓を拒み、州知事当選を撤回

されたファン・パブロ・グアニパ氏の兄。 

 

国会によると、今回の決定により、不逮捕特権をはく奪

された野党議員は合計で２２名になるという（リストは

右の写真を参照）。 

 

これらの議員の多くは外国に亡命するか、外国の大使館

に保護を求めるなどしており、メディアへの露出が低く

なっている。 

 

ホセ・ゲラ議員はベネズエラの経済問題を訴える主要な

政治家として活動していたため、同氏のプレゼンス低下

の影響は決して小さくないだろう。 

 

 

 

 
（写真）国会 

 

「韓国政府 在ペルー・ベネズエラ人に寄付」         

 

６月１２日 ペルー外務省は、韓国政府がペルーに住む

ベネズエラ移民に対して５０万ドルを寄付すると発表

した。今回の資金は、ベネズエラ移民受入れに特化した

施設を建設するために使用されるとしている。 

 

なお、１週間前には日本政府がブラジルに住むベネズエ

ラ移民に３６０万ドルの資金援助を行っている。 

 

中国もこれまでに複数回にわたりベネズエラに対して

医薬品を寄付するなど、アジア勢もベネズエラ問題に関

わり始めているように見える。 

 

ペルーは、コロンビアに続き多くのベネズエラ移民を受

け入れている国。国連の発表では１９年４月時点で７６

万８，１４８名のベネズエラ人がペルーに滞在している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.302」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/25a1b188aa7ffa4658316b235f6b5f4d.pdf
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「サンブラーノ国会第１副議長 家族らと面談」                  

 

４月３０日にグアイド議長が呼びかけた「自由オペレー

ション」に関わったとして、エドガー・サンブラーノ国

会第１副議長が SEBIN に拘束され、１カ月以上が経過

した（当時の報道は「ベネズエラ・トゥデイ No.289」

参照）。 

 

この間、サンブラーノ議員の消息は途絶えており、安否

が確認できていなかったが、６月１２日に彼の妻と３名

の議員がサンブラーノ議員と面会できたようだ。 

 

議員３名は穏健派野党に属するオスカル・ロンデロス議

員、ヘラルド・マルケス議員、ペドロ・ディアス議員。 

 

現時点では、サンブラーノ議員がどのような状態かにつ

いては報じられていない。 

 

経 済                        

「中央銀行 新札の発行を発表                  

 BsS.１万札、BsS.２万札、BsS.５万札の３種類」           

 

６月１２日 中央銀行は３種類の新札を発行すると発

表した。 

 

新たな新札は BsS.１万札、BsS.２万札、BsS.５万札。 

 

絵柄は全て同じ。前面はシモン・ボリバルの顔が掲載さ

れており、裏面は絵の説明書きが見つからないが、絵か

ら想像するにシモン・ボリバルの霊廟だろう。 

 

現在、流通している紙幣は BsS.２札、BsS.５札、BsS.１

０札、BsS.２０札、BsS.５０札、BsS.１００札、BsS.２

００札、BsS.５００札の８種類。 

 

 

 

最も金額の大きい紙幣でも BsS.５００札なので１００

倍大きな金額の紙幣が発行されることになる。 

 

中央銀行の発表によると、新札の発行は６月１３日とし

ている。 

 

しかし、EFE 通信が６月１３日に１５の金融機関を回っ

たが、新札が届いているところは無かったという。 

また、銀行窓口に確認する限りでは、いつ新札が届くの

かの予定も分からないとしており、１週間か１か月後に

なるのではないかとコメントしている。 

 

「カード・決済機不要の支払いシステム開始」         

 

ベネズエラ中央銀行は「PuntoYaBDV」という支払いシ

ステムを発表。 

 

中央銀行の説明によると、「PuntoYaBDV」は中規模、

小規模の商業店舗で使用される支払いシステムで、ベネ

ズエラ全国で使用可能とした。 

 

この支払いシステムはカードも決済機も不要のシステ

ムで携帯電話と最低限の機能を満たすパソコンさえあ

れば使用可能という。 

 

インターネットが使用できなくても QR コードなどを

読み取ることで決済が可能としている。 

 

ベネズエラはインフレにより日々紙幣の価値が目減り

するため、紙幣を使用した支払いが困難になっている。

この状況からカード決済が増えているが、停電で支払い

が出来なくなるため、決済に問題が生じている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
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現地に住む人の話では、後で指定口座に送金するなどの

対応をしているようだが、店舗に知り合いがいないとそ

ういった対応は難しいようだ。 

 

ネットが使用できない状況でも支払いが出来れば、決済

は多少楽にはなるだろう。 

 

「Nestle 労働組合の訴えで SUNDDE 査察」                  

 

６月１２日 価格監督庁（SUNDDE）は、「Nestle de 

Venezuela」のアラグア州倉庫を査察し、同社が密売を

していたと訴えた。 

 

報道によると、今回の査察は Nestle の労働組合が

SUNDDE に訴え実施されたもの。労働組合は、Nestle

が１４７．５トンの砂糖をララ州の企業に再販していた

という。 

 

ベネズエラでは砂糖は価格統制の対象となっており、販

売の上限価格が決まっているが、再販時の売値は上限価

格を越えていたという。 

 

また、同社の生産する商品の２５％はペット用食品。

SUNDDE に訴えた Nestle 労働組合のホセ・ペロドモ氏

は「ベネズエラ人が食料難に陥っている状況でペット用

食料品を生産するのはおかしい」とコメントしている。 

 

ペット用食品は価格統制の対象ではないため、人間用の

基礎食料品を販売するよりも利益が出るためと思われ

る。 

 

他、Nestle が生産した５００キロ相当の飲料が賞味期限

切れであるにもかかわらず、出荷ラインに入っていたと

いう。 

 

 

 

 

（写真）農業監督局（Sunagro）ツイッター 

 

社 会                       

「Consultor２１ ４７％は国外に移住を希望」            

 

世論調査会社「Consultor２１」のサウル・カブレラ氏は

ラジオ番組に出演。同社が実施した最新のアンケート結

果を紹介した。 

 

全国のベネズエラ人２０００名を対象に移住に関する

アンケートを実施したところ、回答者の４７％は外国に

移住したいと答えたという。 

 

希望する移住先については、南米地域の回答が多く、一

番はコロンビアで２９％、チリが２１％、ペルーが２

０％と続いた。 

 

これらの国への移住を希望する理由については多くの

回答者が「家族や知り合いがいるから」と答えている。 
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また、移住を希望する人の傾向として、学歴が高く（高

校卒業以上）、民間セクターで働いている人が多いとし

た。 

 

２０１９年６月１３日（木曜）             

政 治                       

「スウェーデンで外国政府ベネズエラ問題議論     

  ～中・露・欧州・リマグループら集まる～」        

 

６月１３日 スウェーデンのストックホルムで多くの

外国政府外交官がベネズエラ問題について議論した。 

 

AP 通信によると、出席した国は欧州諸国に加えて、中

国、ロシア、トルコ、キューバ、バチカン市国、リマグ

ループ代表らも含まれているという。 

 

なお、米国が出席しているとの報道は確認されていない。

米国からの出席があれば、確実に報じられると思われる

ため、米国は同会合に参加していないのだろう。 

 

なお、国連関係者も同会合に参加すると報じられていた

が、国連は同会合には参加しないと発表している。 

 

グアイド議長もストックホルムでベネズエラ問題につ

いて議論されている事実を認めている。 

 

グアイド議長は記者からの本件に関する質問を受け 

「ベネズエラの問題について、世界は自由な選挙を実施

することと、職務の強奪を停止させることで合意してい

る。現在、独裁者は孤立している。我々はこの努力を継

続しなければならない。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

また、「マリア・コリナ・マチャド VV 党首などがノル

ウェーでの対話を停止するよう要請している件につい

てどのように考えているのか？」 

との質問を受けると、先と同じ回答をし、 

「全ての野党が自由な選挙を実施することと、職務の強

奪を停止させることで一致している。」 

とコメントした。 

 

現時点ではストックホルムで議論された内容について

は報じられていない。 

 

「Twitter ベネズエラ関連アカウントを削除」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.303」でマドゥロ政権がツ

イッターを用いて情報操作をしているとの記事を紹介

した。 

 

この訴えを受けたためかは定かではないが、ロイター通

信は Twitter がベネズエラ、イラン、スペイン、ロシア

などの政治問題に関連する４，７７９件のアカウントを

削除したと報じた。 

 

ロシアでは、２０１６年に行われた米国の大統領選に影

響を与えたとされるロシアのアカウントも削除された

と報じている。 

 

スペインでは、カタルーニャ独立運動に関連する１３０

件のアカウントを削除。 

 

ベネズエラでは情報操作を行っていたとされる３３件

のアカウントを削除した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/25a1b188aa7ffa4658316b235f6b5f4d.pdf
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経 済                       

「OPEC ５月の産油量は日量７４．１万バレル」            

 

６月１３日 OPEC は月例の原油市場レポートを更新

した。 

 

同レポートによると、１９年５月のベネズエラ産油量は

日量７４．１万バレルと先月から３．５万バレル減少し

た（第３者調べ）。 

 

なお、ベネズエラと同じく米国の制裁対象となっている

イランも著しく産油量を減らしている。 

１８年のイランの平均産油量は日量３５５．３万バレル

だったが、１９年５月時点では日量２３７万バレルと１

００万バレル以上産油量を減らしている。 

 

 

 

なお、ベネズエラ自身が報告している産油量は日量１０

５万バレルで先月比１．３万バレル増となっている。 

 

 

「プーチン大統領 ベネズエラでの新事業承認」         

 

６月１３日 ロシアのプーチン大統領は、Rosneft がベ

ネズエラで新たなプロジェクトを実施することを承認

した。 

 

承認されたプロジェクトは、スクレ州パリア半島北部の

「Patao」「Mejillones」地区の産油事業。 

 

報道によると、Rosneft は同プロジェクトの権益を１０

０％保有し、両地域のガス開発を行うとしている。 

 

Rosneft は現在のベネズエラで最もアクティブな石油会

社。経済が著しく混乱する２０１８年でもベネズエラで

の産油量を前年比７％増やしている。 

 

また、２０１７年には PDVSA に対して多額の融資を行

い、原油の代物返済により融資を着実に回収している。 

 

ロシアのラブロフ外相は、近いうちにベネズエラに訪問

すると発言。マドゥロ大統領もロシアに訪問する予定が

あるとしている。 

 

「Coca Cola FEMSA 特別勤務待遇を延長」         

 

６月１３日 大手飲料メーカー「Coca Cola-FEMSA」

は、「特別勤務待遇」を１９年１２月１１日まで延長す

ると発表した。 

 

「特別勤務待遇」は、工場の稼働停止により自宅待機を

命じられている労働者２，０００人に対して行っていた

特別な保障制度で、最低賃金の６０％、社会保険料、食

料補助（全額）、同社製品などを支給するもの。 
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１８年１２月に労働省も含めて、同制度を施行すること

で合意していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.232」参照）。 

 

ただし、労働組合は同待遇に完全には納得できていなか

ったようだが、会社の財務状況と工場稼働が出来ていな

い状況を踏まえて、合意をしていた。 

 

社 会                       

「ガソリン３０時間待ったが給油できず」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.303」で地方のガソリ

ン不足について紹介した。一例として以下のような報道

があったので紹介したい。どれほどガソリン不足が深刻

な状況かイメージがつくかもしれない。 

 

モナガス州の州都マトゥリンのタクシー運転手がツイ

ッターにビデオメッセージを投稿。 

 

同市でガソリンを給油するために３０時間待ち、それで

も給油できなかったと訴えた。 

 

「ガソリンスタンドの職員が私に嘘をついた。今日の朝

７時にはガソリンが来ると言われた。私は夜中も車の中

で待ったが、結局給油できなかった。疲れ切ったのでも

う帰る。これ以上耐えられない。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）Sumarium 

 

「インフラ危機でカラカスへの移住者が増加」              

 

前述のガソリン不足に加えて、停電、ガス、道路の整備

状況など地方都市の状況はカラカスと比べてかなり悪

い。 

 

もちろんカラカスも良いとは言えないが、それでも地方

と比較すれば電気供給やガスなど公共サービスはかな

り恵まれているようだ。 

 

また、マドゥロ政権は徐々に経済のドル化を進めており、

並行レートと公定レートとの差も大幅に縮小した。 

カラカスでは民間企業が、ドルで購入し、ドル建てで販

売することで物不足感も一時期より緩和しているとい

う。 

 

「Bloomberg」は、地方の公共サービスが劣悪でモノ不

足が深刻なため、カラカスに移住、会社を移転するケー

スが増えていると報じた。 

 

なお、状況が深刻なのは地方都市（スリア州マラカイボ

市、ララ州バルキシメト市、モナガス州マトゥリン市、

タチラ州のサンクリストバル市など）が中心。 

 

逆に地方の田舎まで行くと元々インフラが未整備で食

料も自給自足、作物を交換して生活するようなコミュニ

ティが多く、意外と落ち着いていたりするようだ。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/25a1b188aa7ffa4658316b235f6b5f4d.pdf

