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（写真）@CiecaE “本物の米ドル札を使った偽札がベネズエラで流通” 

 

 

２０２２年９月２日（金曜） 

 

政 治                     

「Sumate 外国居住者４８０万人の投票求める 

～与野党協議は水面下で終わる可能性も～」 

「穏健野党 PV ホセ・ブリト氏 大統領選に出馬」 

「亜フェルナンデス副大統領 殺害未遂」 

経 済                     

「為替レート不安定化でボリバル建て取引が増加 

～ボリバル建て価格３３％増～」 

「国営銀行 現金引き出しは１００ドルから？」 

社 会                     

「５０ドルの偽札が流通」 

22 年 9 月 3～4 日（土・日） 

 

政 治                    

「サアブ氏 外交官特権を保証する証人要請 

～米国検察 サアブ氏の要請に反対～」 

経 済                    

「グアイド政権 Monomeros 委譲を認識 

～Monomeros の新役員人事、報じられる～」 

「シーメンス ベネズエラでの事業契約を否定」 

「自動車部品業界 コロンビア取引再開に好感」 

「蘭裁判所 PDVSA 資産売却の延期認める」 

社 会                    

「米国への越境 ７０００ドル必要」 
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２０２２年９月２日（金曜）             

政 治                       

「Sumate 外国居住者４８０万人の投票求める     

  ～与野党協議は水面下で終わる可能性も～」       

 

非政府系団体「Sumate」は、「選挙管理委員会（CNE）」

に対して、外国に居住する４８０万人のベネズエラ人の

選挙権を保証するよう求めた。 

 

ベネズエラ憲法は、外国に住んでいるベネズエラ人の大

統領選挙での投票権を認めている（大統領選は投票可能

だが、州知事・市長選などは投票できない）。 

 

「Sumate」によると、１９９８年から２０１３年にかけ

て、外国に住むベネズエラ人有権者の数は１０，６３７

人から１０１，００８人と約１０倍に増えている。 

 

しかし、２０１３年から２０２２年にかけては１０１，

００８人から１０７，２９５人と６．２２％しか増えて

いないという。 

 

特に２０１９年～２２年までは２２件しか有権者が増

えていない。 

 

この期間、多くのベネズエラ人がベネズエラを離れてお

り、本来投票できるはずの権利が侵害されていると訴え、

状況の改善を求めた。 

 

また、「Sumate」は、外国に移住しているベネズエラ人

は基本的にマドゥロ政権に否定的であり、彼らの有権者

登録をすることでマドゥロ政権が不利になるため、意図

的に登録をしようとしないと訴えた。 

 

 

 

 

野党は２０２４年の大統領選に向けて選挙条件の改善

を求めるため、マドゥロ政権と与野党協議をしようとし

ている。 

 

しかし、野党側の勢力は衰え、分裂する一方なので、相

対的にマドゥロ政権は安定。マドゥロ政権側が主要野党

グループと協議をするインセンティブは低くなってい

る。 

 

個人的な見解だが、このままだと与野党協議は行われな

い可能性もある気がしている。 

 

マドゥロ政権が求めるものは米国の経済制裁解除であ

り、この問題に決定権を持たない野党が交渉の間に入る

ことでかえって合意を困難にすると認識しており、米国

政府との直接交渉を求めている。 

 

実際に「Chevron」「シーメンス」など個別企業との直接

協議を通じて、米国から制裁緩和を勝ち取っている部分

もあり、このまま間接的な米国との直接協議により状況

が緩やかに改善していく可能性がありそうだ。 

 

「穏健野党 PV ホセ・ブリト氏 大統領選に出馬」         

 

２０１９年まで主要野党「第一正義党（PJ）」に所属し

ていたが、マドゥロ政権と取引をしていたとの理由から

野党を追放されたホセ・ブリト氏（次ページの写真左）

が２０２４年の大統領選に出馬すると発表した。 

 

ブリト氏は PJ を追放された後、同じく PJ から追放され

たルイス・パラ氏（次ページの写真右、マイクの男性）

とともに「Primero Venezuela（PV）」を設立。穏健野党

の政治家として活動を続けている。 

 

また、１９年１２月にこの政党から国会議員選に出馬し、

当選している。 
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（写真）ホセ・ブリト議員ツイッター 

 

「亜フェルナンデス副大統領 殺害未遂」                  

 

９月１日夜 アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナ

ンデス副大統領が自宅に到着して地元住民と話をして

いた際に襲われる事件が起きた。 

 

写真の通り、目の前で銃を突き付けられたが、ボディー

ガードが止めに入り、大事には至らなかった。なお、実

際に発砲されることもなかった。 

 

 

（写真）maduradas 

 

 

 

 

事件を起こしたのは Fernando Andre Sabag Montiel と

いうブラジル人の３５歳男。警察が同氏の自宅を捜索し

たところ多くの銃器が見つかったという。 

 

現時点で、この男がフェルナンデス副大統領を殺害しよ

うとした理由は確認できていないが、フェルナンデス副

大統領の支持者を装って彼女に接近したと報じられて

おり、明確な敵意があったようだ。 

 

８月２２日 アルゼンチン検察はフェルナンデス副大

統領について、大統領在任中に汚職があったとして１２

年を求刑していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.797」）。 

 

この汚職問題を受けて、フェルナンデス副大統領への批

判が強まっており、その流れで起きた犯行の可能性は高

そうだ。 

 

なお、この事件を受けて、アルゼンチンのアルベルト・

フェルナンデス大統領は、９月２日を「アルゼンチン国

民の平和と調和のための祝日にする」と宣言。急遽、９

月２日が祝日になったようだ。 

 

経 済                        

「為替レート不安定化でボリバル建て取引が増加    

        ～ボリバル建て価格３３％増～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.798」でも触れた通り、先

週から急激にボリバル安が進行している。 

 

中央銀行が両替市場に外貨を供給したことで需給のバ

ランスが落ち着き、為替レートは落ち着いたものの引き

続き予断を許さない状況が続いている。 

 

この状況を受けてボリバル建てで支出を増やす人が増

えているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/437b251309b0e7650cb4e197a482bf6b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fdcb324e143703400a6472f32ad95818.pdf
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過去のベネズエラでもあったが、通貨価値が不安定で現

地通貨の価値が日々目減りするような状況になると、市

民は価値を保護するため、すぐに現地通貨を物に変えよ

うとする。 

 

ララ州のメディア「La Prensa Lara」が取材したララ州

バルキシメトのショッピングセンターで働く店員は「こ

こ数日は７０％の人が現地通貨で買い物をしている」と

回答したという。 

 

また物価調査を行っている団体「CENDAS-FVM」のオ

スカル・メサ代表によると、この１週間でボリバル建て

の商品価格は少なくとも３３％上昇したという。 

 

そして、この急激な上昇は人々の不安を駆り立てている

との見解を示した。 

 

「国営銀行 現金引き出しは１００ドルから？」                  

 

８月末からベネズエラ国営銀行「Banco de Venezuela」

へのクレームが散見される。 

 

ソーシャルメディア上では、「Banco de Venezuela」が

ドル現金の引き出しを制限しているとの批判が出てい

る。 

 

報道によると、どうやらドル現金を引き出す場合、１０

０ドルからになったという。 

 

なお、携帯アプリ「BiopagoBDV」からは金額制限など

なくドル支出ができるようだ。 

 

今回の制度変更の理由は説明されていない。 

 

 

 

 

社 会                        

「５０ドルの偽札が流通」                 

 

「ベネズエラ中央大学」「アンドレス・ベジョ・カトリ

ック大学」の共同経済研究チームは、米ドルの偽札が増

えていると警鐘を鳴らした。 
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写真の通り、紙幣はどう見ても５０ドル札に見える。 

しかし、偽札鑑定機を通すと、この紙幣は５ドルと表示

される。 

 

つまり、紙幣自体は本物の米ドル札だが、５ドル札を５

０ドル札に加工しているという。 

 

映像を見る限り、加工はかなり精巧に見える。 

 

ベネズエラで５０ドル札を受け取る場合は注意した方

がいいかもしれない。 

 

２０２２年９月３日～４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「サアブ氏 外交官特権を保証する証人要請      

    ～米国検察 サアブ氏の要請に反対～」        

 

マドゥロ政権の政府高官の蓄財に協力したとして米国

で拘束されているアレックス・サアブ氏は、自身が外交

官であることを証明するために証人２名を法廷でビデ

オ出演させるよう求めていた。 

 

この要請について、米国検察は反対意見を出している。 

 

サアブ氏の次の公判は１０月末を予定している。 

 

サアブ氏は自身がベネズエラの外交官であり、ウィーン

条約で保障された外交特権により逮捕できないと主張

している（不逮捕特権）。 

 

しかし、米国側がそもそもマドゥロ政権をベネズエラ政

府と認識していないこともあり、この問題について根本

的な部分から話がかみ合っていない。 

 

 

 

 

現在のところ、サアブ氏が証人として法廷で証言をさせ

る人物が誰なのかははっきりしていないが、１０月１２

日までに証人の名前を明らかにするという。 

 

経 済                       

「グアイド政権 Monomeros 委譲を認識        

  ～Monomeros の新役員人事、報じられる～」            

 

グアイド暫定政権下で会計監査総長を務めているエン

リケ・サンチェス・ファルコン氏は、「Monomeros のコ

ントロール権がマドゥロ政権に移るのは時間の問題」と

の見解を示した。 

 

８月に入りコロンビアでペトロ政権が誕生してから両

国の関係は急激に改善している。 

 

その流れでコロンビアにあるベネズエラ政府系企業

「Monomeros」のコントロール権もマドゥロ政権側に

変更される流れにある。 

 

現地メディア「Efecto Cocuyo」は、マドゥロ政権が任命

した「Monomeros」の新役員について報道。 

 

社長は、現在「Pequiven」役員を務めている Luis Enrique 

Molina 氏。 

他、Heifred Segovia 氏 

Eduardo Fernández Anaya 氏、 

Mary Yerman Nava 氏、 

Génesis Ron Solano 氏 

の５人が役員に任命されるという。 

 

他、代理役員として 

Rosa Díaz 氏 

Ninoska Rodríguez 氏 

Nohemy Rodríguez 氏 

Marco Aurelio Piñero 氏 
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Sergio Arias 氏 

Graed García Bocaranda 氏 

の名前が挙がっている。 

 

既にこのリストはバランキージャ商工会議所に申請さ

れているという。 

 

「シーメンス ベネズエラでの事業契約を否定」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.797」で、シーメンスが米

国政府から制裁ライセンスを受け、ベネズエラの電力シ

ステム改修を行う契約を交わしたとの記事を紹介した。 

 

本件について、「シーメンス」でベネズエラとコロンビ

アを担当している Eliana Rivera Giraldo 氏は、 

「我々はベネズエラの電力システムの改良のために協

力する意思はあるが、現在のところそのような協議はし

ていないし、個別の合意も存在していない。」 

とコメントした。 

 

Giraldo 氏によると、契約に関してはマドゥロ政権関係

者と一切協議もしていないという。 

 

同記事を報じたのは「Bloomberg」だが、関係者から入

手した情報としており、誤情報だったのか、あるいは「シ

ーメンス」側ですべてを知られると都合の悪いことがあ

ったのかは定かではない。 

 

「自動車部品業界 コロンビア取引再開に好感」           

 

「全国自動車部品商工会（Canidra）」の Roger Flores 代

表は、コロンビアとベネズエラの国境取引の再開につい

て歓迎するとの意思を示した。 

 

 

 

 

Flores 代表によると、コロンビアで部品を製造している

会社で、ベネズエラで現在も活動を続けている企業は多

く、これらの会社の商品がベネズエラに流れることで国

内の自動車部品供給が増えるという。 

 

また、現在両国の商取引は厳しく制限されているが、実

際は違法ルートで商品がベネズエラへ流れており、自動

車部品も含まれるという。これらの部品は正規品ではな

いので、問題が多く、使用者の安全に危険が及ぶが、正

規品が調達できるようになればそのような問題は減る

との見解を示した。 

 

また、関税について自動車部品の調達を可能にするよう

な対応を求めるとした。 

 

「蘭裁判所 PDVSA 資産売却の延期認める」         

 

オランダのハーグ裁判所は、「クラサオ製油所」「Phillips 

Petroleum Company」「ConocoPhillips Petrozuata」の要

請を受け入れ、「Propernyn BV」の売却を延期すること

を認めた。 

 

新たな売却期限は１２月３１日となっている。 

 

上記３社は PDVSA に対して債権を有しており、その債

権回収のために「Propernyn BV」を売却し、回収しよう

としている。 

 

「Propernyn BV」は、ボナイレの原油貯蔵ターミナルを

もつ会社だという。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/437b251309b0e7650cb4e197a482bf6b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年９月２日～９月４日報道               No.８０２   ２０２２年９月５日（月曜） 

7 / 7 

 

社 会                       

「米国への越境 ７０００ドル必要」            

 

ベネズエラの経済は一時期に比べるとかなり落ち着い

てはいるが、それでも状況は引き続き悪いことに変わり

はない。 

 

ベネズエラを出国するベネズエラ人は増えており、直近

は約６８０万人がベネズエラを脱出したと報じられて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.799」）。 

 

移住先の多くはコロンビア、ペルー、エクアドルなどス

ペイン語を母国語とする近隣国だが、中には米国への移

住を試みる者もいる。 

 

ただし、正規の移住は困難なため、非正規のルートで米

国へ入国する人が後を絶たず、入国させるための違法な

ビジネスも横行している。 

 

現地メディア「Noticiero Digital」は、非正規ルートで米

国への移住を試みた人物への取材記事を報じた。 

 

彼は米国への移動のために７０００ドルを支払い、陸路

で川などを超えて１カ月移動したという。 

 

その人物は、最初コロンビアに到着し、正規ルートで米

国への移住を試みたが、それが無理であることが分かる

と、陸路での移動を開始したという。 

 

特に移動中の「ダリエン地峡」の道は非常に厳しく、沼

地を歩くことなるため、足が重く、流れの激しい川を渡

るなど命の危険もある場所を超えたという。 

 

彼は最終的に違法ルートで米国に入国し、現在はバーテ

ンダーをしているという。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ffa078c3353e7f7fda56af93e5833209.pdf

