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（写真）国会 “１０月１５日 グアイド政権 社債「PDVSA２０」の無効化を宣言” 

 

 

２０１９年１０月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「リマグループ、欧米諸国 

マドゥロ政権の国連人権委員会入りを拒否」 

「スイス銀行 マドゥロ政権関係者との取引？」 

「カベジョ制憲議長 中国で投資求める」 

「穏健野党 今週 CNE 役員の交代を提案」 

経 済                     

「元労働相 最低賃金の改定を発表 

～月額 BsS.１５万、食料補助も BsS.１５万～」 

「IMF ベネズエラの経済見通しを更新」 

「Nayara と PDVSA の物々交換 Rosneft が仲裁」 

２０１９年１０月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「米国の民主党大統領選出馬候補 

ベネ方針 TPS 賛成、制裁反対、軍事介入否定」 

「国会 与党所属議員が野党に鞍替え」 

経 済                    

「グアイド政権 PDVSA２０の無効化を宣言 

～発行当時、国会の承認を得ていない～」 

「量販店 Traki 全ての商品をドル建てで表記」 

社 会                     

「１８年 ベネの整形手術市場は２億ドル」 

「パン・デ・ハモン ３０～３５ドル」 
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２０１９年１０月１４日（月曜）             

政 治                       

「リマグループ、欧米諸国                

  マドゥロ政権の国連人権委員会入りを拒否」         

 

１０月１４日 リマグループ・欧州連合・米国は、国連

に対してマドゥロ政権のメンバーを人権委員会に入れ

ることに反対する声明を発表した。 

 

国連には、テーマ毎に常設委員会が存在する。 

 

各委員会のメンバーは交代制で、ベネズエラは２０２０

年～２０２２年の人権委員会メンバーの候補となって

いる。 

 

候補メンバーに入っていると言っても、加盟国の３分の

２（１２６カ国）の賛成をもってメンバーに選ばれる。 

 

このメンバー選定が１０月１７日に国連で行われるた

め、欧米、リマグループが今回の反対声明を表明したの

だろう。 

 

１９年６月 バチェレ人権高等弁務官がベネズエラを

視察し、報告書にてマドゥロ政権の人権侵害を非難。 

 

９月の国連で行われた人権委員会でもバチェレ弁務官

はベネズエラ情勢について報告。マドゥロ政権が人権侵

害を働いていると訴えた。 

 

また、同声明では、ベネズエラを人権委員会メンバーか

ら外す代わりに、ブラジルとコスタリカをメンバーに加

えるよう推薦している。 

 

 

 

 

 

 

（写真）フレディ・ゲバラ議員ツイッター 

“欧米、リマグループの反対意志表明文“ 
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「スイス銀行 マドゥロ政権関係者との取引？」                  

 

「Bloomberg」は、スイスのジュネーブに本店を持つ

「CBH Compagnie Bancaire S.A.」という銀行が、マド

ゥロ政権関係者の金融取引を仲介していると報じた。 

 

これは、２０１７年までベネズエラの検察庁で金融犯罪

捜査室に務めていた Zair Mundaray 氏（現在はコロンビ

アに亡命中）の証言だという。 

 

一例として、ベネズエラ政府に対して救急車を販売して

いた「Naman Wakil」は、カルロス・オソリオ氏が食料

相を務めていた頃に牛肉をベネズエラに販売。 

 

その際「CBH Compagnie Bancaire S.A.」を通じて支払

いをしたという。 

 

当時の支払金額は少なくとも５９０万ドルはあったと

いう。 

 

なお、カルロス・オソリオ氏は陸運相を務めたことあり、

救急車をベネズエラに販売した時もオソリオ氏の関係

を利用し、救急車を販売したと思われる。 

 

ただし、これはかなり以前（２０１６年頃）の話で、現

在も「CBH Compagnie Bancaire S.A.」がマドゥロ政権

との取引を仲介しているとは言えないだろう。 

 

「カベジョ制憲議長 中国で投資求める」                  

 

１０月１４日 カベジョ制憲議長は中国に訪問。 

 

中国の政府高官らと会合した。同会合に同伴したのは妻

のマルレニー・コントレラス氏、ペドロ・インファンテ

若者スポーツ相、ペドロ・カレーニョ制憲議員、フレデ

ィ・ベルナル CLAP 代表など。 

 

カベジョ制憲議長は、中国企業らとも会談。 

ベネズエラはカリブ海、南米地域のゲートウェイになる

と主張。中国企業に対してベネズエラへの投資を求めた。 

 

率直に言って、今のベネズエラに拠点を置くと制裁関連

の問題で南米地域に販売するのは容易ではないだろう。 

 

 

 

 
（写真）在中国ベネズエラ大使館 
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「穏健野党 今週 CNE 役員の交代を提案」          

 

９月に与野党合意を交わした穏健野党のエドゥアルド・

セミテイ議員（発展進歩党（AP）所属）は、民放

「Globovision」のインタビュー番組に出演。 

 

今週、CNE の役員を交代させるための提案を正式にす

ると述べた。 

 

この提案はマドゥロ政権に対して行うのか、国会に対し

て行うのかは明確に示されていない。 

 

セミテイ議員は、大衆意志党（VP）、行動民主党（AD）、

第一正義党（PJ）、新時代党（UNT）に対して、選挙管

理委員会（CNE）役員を交代させるプロセスに協力して

ほしいと呼びかけた。 

 

経 済                        

「元労働相 最低賃金の改定を発表           

 ～月額 BsS.１５万、食料補助も BsS.１５万～」           

 

１０月１４日 元労働相で制憲議員を務めているフラ

ンシスコ・トーレアルバ議員は、自身のツイッターで最

低賃金の改定を発表した。 

 

ツイッターの投稿には、１０月１１日付の特別官報の表

紙が添付されている。 

 

同表紙によると最低賃金は月額 BsS.１５万。 

また、法定福利の食料補助費も同額の BsS.１５万。 

従って、正規雇用の労働者の場合、BsS.３０万が実質的

な最低収入になる。 

 

ただし、表紙のみのため、いつから最低賃金が施行され

るのかは分からない。 

 

 

現在の公定レートは１ドル BsS.１．９万（並行レートも

ほぼ同額）なので、ドルに換算すると月額１５．８ドル

になる。 

 

なお、ベネズエラの社会保険料は最低賃金を基準に計算

するため最低賃金の上昇は社会保険料の上昇を意味す

る。 

 

従って、雇用主側の負担は月額 BsS.３０万より多いこ

とになる。 

 

 

 

「IMF ベネズエラの経済見通しを更新」         

 

国際通貨基金（IMF）は、ベネズエラの経済見通しを更

新。 

 

２０１９年の経済成長率は前年比△３５％。 

インフレ率は前年比２０万％。 
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２０２０年は同△１０％。 

インフレ率は同５０万％とした。 

 

「Nayara と PDVSA の物々交換 Rosneft が仲裁」                  

 

ロイター通信は、インドの「Nayara Energy」が「Rosneft」

の仲介でベネズエラ産原油の取引をしていると報じた。 

 

また、「Nayara Energy」の取引は米国の制裁を回避する

ため、原油を輸入し、燃料（ガソリン、ガスオイル）を

輸出することで物々交換を行っているとした。 

 

「Nayara Energy」の他にもインドの「Reliance」も物々

交換で PDVSA との取引を再開すると明言している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.356」参照）。 

 

「Reliance」の広報担当が PDVSA との取引再開を発表

した当時、「米国政府の許可を得た」と発言していた。 

 

ロイター通信によると、米国政府は「マドゥロ政権に現

金が入らない限りは制裁に抵触しない」と企業に説明し

ているようで、物々交換を容認していると言えそうだ。 

 

２０１９年１０月１５日（火曜）             

政 治                        

「米国の民主党大統領選出馬候補            

 ベネ方針 TPS 賛成、制裁反対、軍事介入否定」        

 

米国民主党の大統領選出馬候補が、ベネズエラに対する

方針を語った。 

 

主なテーマは「一時保護資格（TPS）」、「制裁」、「軍事介

入」。 

 

 

 

TPS に関しては、Bernie Sanders 候補、Elizabeth Warren

候補、Julián Castro 候補、Beto O’Rourke 候補の全員が

ベネズエラ人に対しての保護政策を支持するとの姿勢

を示した。 

 

制裁について明言したのは Julián Castro 候補。 

Castro 候補は、制裁についてはベネズエラ人に悪影響を

与えている側面が強いと指摘。制裁よりもベネズエラ人

に利益のある手段で支援したいと述べた。 

 

軍事介入について明言したのは Elizabeth Warren 候補。 

Warren 候補は、「軍事介入については明確に反対する。

トランプ政権は軍事介入の検討を先に進めてはいけな

い。」と警鐘を鳴らした。 

 

「国会 与党所属議員が野党に鞍替え」           

 

１０月１５日 与党議員の Zandra Dayana 議員（補欠

議員）が、野党の議員団に加入すると発表した。 

 

 

（写真）@Gregory Jaimes 記者 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa2385261342683938fb699f8b65a87f.pdf
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経 済                       

「グアイド政権 PDVSA２０の無効化を宣言      

   ～発行当時、国会の承認を得ていない～」            

 

１０月１５日 国会は、PDVSA２０について「憲法違

反」との理由で無効を宣言した。 

 

PDVSA２０の社債発行は、国会に承認権限がある「国

にとって重要な案件」に該当するが、事前に国会は承認

をしていなかったというのが憲法違反の理由。 

 

このタイミングで、PDVSA２０の無効を宣言する理由

は CITGO の差し押さえを防ぐため。 

 

PDVSA２０はグアイド政権側にコントロール権がある

CITGO の株式５０．１％が担保に設定されている。 

 

１０月２７日に９．１億ドルの支払いを予定しているが、

グアイド政権側に支払う資金がないので、無効を宣言し

たことになる。 

 

なお、グアイド政権は１９年４月に PDVSA２０の利息

を支払っていた。 

 

しかし、今になって支払うことが出来ないので、当該社

債の無効を宣言するという矛盾した状態になっている。 

 

グアイド政権側の経済ブレーンを務めるリカルド・ハウ

スマン教授は、今になって PDVSA２０の無効を宣言し

た理由について、 

「１９年４月当時は債権者と法廷で争う準備が出来て

いなかったが、今は準備が出来ているため。」 

と説明している。 

 

 

 

 

 

（写真）ハウスマン教授ツイッター 

 

「量販店 Traki 全ての商品をドル建てで表記」         

 

ドル建てでの取引は既にベネズエラではかなり一般的

になっている。 

 

カラカスの量販店「Traki」は、全ての商品をドル建てで

表記。ボリバル建ての表記が無いという。 

 

ドル建てでの支払いの他、ベネズエラでよく使用される

デジタル通貨「Zelle」での支払いも可能なようだ。 

 

 

（写真）Watcher 

“ドル、Zella 建てでの価格を表示する量販店「Traki」” 
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社 会                        

「１８年 ベネの整形手術市場は２億ドル」         

 

経済不況が報じられるベネズエラだが、整形手術の需要

は引き続き底堅いようだ。 

 

ベネズエラ整形手術協会（SVCP）のデータによると、

２０１８年にベネズエラでは８４，０００回。 

単純計算すると６分に１度、整形手術が行われたという。 

 

１８年、整形手術に支出された金額は２億ドル弱。 

 

ベネズエラは昔から整形手術大国として外国から手術

のために訪問する人も多かった。 

 

現在は治安や飛行機でのコネクションの問題など障害

が多く、外国から整形手術目的でベネズエラを訪れる人

はだいぶ減ったようだ。 

 

「パン・デ・ハモン ３０～３５ドル」              

 

カトリック教徒が９割以上を占めるベネズエラでは、ク

リスマスは一年で最も重要なイベントとなる。 

 

筆者が駐在したばかりの２０１２年はベネズエラの経

済はまだ順調で、１０月頃からベネズエラではクリスマ

スモードに入り、町にイルミネーションが増え始めた。 

 

今では当時のようなクリスマスの華やぎは無いだろう

が、一年間で最も重要なイベントであることは変わらな

い。 

 

そのクリスマスの代表的な食事と言えば「Pan de Jamon

（パン・デ・ハモン）」。 

 

 

 

ハムやレーズン、オリーブなどが入ったパン。 

 

ドル建てでの取引が一般的になる中、今年の「パン・デ・

ハモン」は基本的にドルで取引されることになりそうだ。 

 

小麦製品協会（Fedearina）のファン・クレスポ代表は、

今年のパン・デ・ハモンの値段について１本３０～３５

ドル程度になるだろうと述べた。 

 

筆者の感覚からすると妥当な金額だが、最低賃金２カ月

分であることを考えると一般のベネズエラ人が容易に

購入できる商品ではないだろう。 

 

 

（写真）OKdiario 

“クリスマスの定番調理 パン・デ・ハモン” 

 

以上 

 


