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（写真）ベネズエラ中央銀行 “３月５日 ３種類の新紙幣発行を発表。３月８日から市場に供給” 

 

 

２０２１年３月５日（金曜） 

 

政 治                     

「変異ウイルスの確認で隔離政策を再び強化」 

「コロンビア Gedeon Operation 実行犯らに有罪」 

「与党国会 野党政治家とその妻らを召喚」 

経 済                     

「中銀 ３種類の新札発行を発表 

～３月８日から市場への流通を開始～」 

「ディーゼル燃料不足が深刻化」 

社 会                     

「故チャベス元大統領死去から８年」 

「DGCIM 元 CITGO 役員らにスパイ」 

21 年 3 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「ロシアから追加の Covid-１９ワクチン到着 

～３月８日から中国ワクチンも接種開始～」 

「マドゥロ政権はウランをイランへ輸出？」 

「ピコン CNE 役員候補 与野党対話再開を仲介」 

経 済                    

「店舗の現金ドル決済のおつり支払い手段」 

社 会                     

「スリア州の空港 出入国時に PCR 検査義務化 

～往復で１４０ドルの支払いが必要～」 

「停電回数 過去２年で２９．４万回」 
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２０２１年３月５日（金曜）             

政 治                       

「変異ウイルスの確認で隔離政策を再び強化」       

 

３月５日 マドゥロ大統領は、故チャベス大統領逝去か

ら８年を記念して与党「社会主義統一党（PSUV）」の集

会を実施。 

 

今回の集会を最後に、Covid-１９対策のため大勢を動員

するようなイベントを無期限で停止すると発表。 

 

３月８日の「女性の日」に政治集会を予定していたが、

この予定は中止するとした。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.569」で、ベネズエラ

で Covid-１９の変異ウイルスが確認されたとの記事を

紹介した。 

 

現在の感染者のうち何名が通常のCovid-１９感染者で、

何名がブラジル型ウイルスの感染者かの詳細は分かっ

ていないが、マドゥロ大統領によると少なくとも２名が

変異型ウイルスの感染が原因で亡くなっているという。 

 

この状況を受けて、マドゥロ大統領は閣僚、知事らに感

染対策のための適切な対応を執るよう指示。 

 

ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、５名以上が

集まるような屋内での集会を禁止すると発表。 

また、仮に大人数で集会を行う場合は、換気の良い屋外

で行うよう呼び掛けた。 

 

なお、グアイド政権も３月８日に女性を中心とする抗議

行動を実施すると発表。動員を呼びかけている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.569」）。 

 

 

グアイド政権は同イベントを中止するとの発表はして

いない。また、各地で野党政治家らが主導している抗議

行動の様子をツイッターで広報しており、抗議行動を拡

大させる意思は変わっていないように見える。 

 

屋外であれば５名以上の集会は可能なので、抗議行動は

禁止事項には抵触しないが、Covid-１９下で動員を呼び

かける姿勢を疑問視する声もある。 

 

なお、４月１日、２日はセマナサンタで国民の祝日だが、

この前後期間は Covid-１９隔離緩和措置を講じるよう

だ。 

 

緩和期間は３月２８日～４月４日まで。 

セマナサンタは宗教行事のため、教会に足を運ぶ人が多

いが、屋内での集会は感染を拡大する恐れがあるため、

教会に対して衛生対策に細心の注意を払うよう呼び掛

けている。 

 

なお、カトリック教会同盟は、Covid-１９対策のやり方

は各教会の司教の判断にゆだねるとして、特別な指示は

行っていない。 

 

「コロンビア Gedeon Operation 実行犯らに有罪」         

 

２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon 

Operation」に関して、コロンビア政府は、２０年９月

に同作戦に関与したとされる４名を拘束していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.493」）。 

 

コロンビア裁判所は、この４名のうち、３名に懲役６～

１０年の有罪判決を下した。 

 

ただし、コロンビア政府に協力することで自宅軟禁など

の措置に切り替えることができるという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/504485aa408cb9ea97f55640990e5df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/504485aa408cb9ea97f55640990e5df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/504485aa408cb9ea97f55640990e5df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
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有罪判決を受けた３名は、 

フベナル・セキア国軍大尉 

アンヘル・シルバ大将 

アレクサンダー・ルッソ氏 

 

この３名は、自身が作戦に関与したことを認めているが、

自分たちが今回の行動を起こした原因は、ベネズエラの

悲惨な状況にあると理解を求めた。 

 

なお、逮捕された４名のうちの１名、ジャシー・アルバ

レス氏は無罪を主張。コロンビア政府が同オペレーショ

ンに関与していたと訴えている。 

 

アルバレス氏は、「Gedeon Operation」の首謀者の一人

である米国人ジョーダン・ゴドレウ氏の通訳。 

また、３月２４日にベネズエラに運ぼうとして、コロン

ビア警察の検問で押収された武器の密輸に関与してい

た人物でもある（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」（マ

ドゥロ政権 コロンビア政府の暗殺計画訴え））。 

 

なお、ジョーダン・ゴドレウ氏は、グアイド政権と契約

を交わしマドゥロ政権の倒壊作戦に手を貸していた。 

 

また、ゴドレウ氏はトランプ大統領の選挙キャンペーン

でボディーガードを行っており、ペンス元副大統領との

関係もあると報じられている。 

 

グアイド政権はゴドレウ氏に５万ドルの手付金を支払

ったが、残りの契約金に関してグアイド政権とゴドレウ

氏との間で問題が発生。最終的にゴドレウ氏は、

「Gedeon Operation」を実行した（詳細は「ウィークリ

ーレポート No.148」「No.149」）。 

 

グアイド政権との契約から作戦実行に至るまでの経緯

ついては詳細が報じられるべきだが、メディアの忖度か

米国政府の圧力なのか分からないが、本件に関する続報

は無い。 

 

「与党国会 野党政治家とその妻らを召喚」                  

 

３月５日 与党国会は、汚職調査を行うため野党政治家

および彼らの妻を国会に召喚することを決定した。 

 

召喚命令が出されたのは、グアイド議長、ボルヘス PJ

幹事長、ラモス・アジュップ AD 幹事長、レオポルド・

ロペス VP 党首、マニュエル・ロサレス UNT 党首など。 

 

その他、グアイド議長の妻のファビアナ・ロサレス氏、

アジュップ幹事長の妻のディアナ・デアンゴスティーノ

氏、ロペス党首の妻のリリアン・ティントリ氏、他

「Gedeon Opereation」の運営資金を拠出していたとマ

ドゥロ政権が訴えている「大衆意思党（VP）」のヨン・

ゴイコチェア氏の妻、ロサウラ・バレンティーニ氏らに

も召喚命令が出されている。 

 

ベネズエラの汚職は親族を介して行われることが多く、

野党政治家の妻が何らかの形で政治資金獲得に関与し

ている可能性は否定できない。 

 

また、３月は女性の月でグアイド政権は女性を中心とし

た抗議行動を呼びかけている。 

 

彼らが汚職に関与している可能性を匂わすことで、抗議

行動での主張の信頼性を失わせる目的もありそうだ。 

 

野党側はマドゥロ政権の抑圧行為と非難しており、これ

らの対象者が与党国会の召喚に応じる可能性はほぼ無

いだろう。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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経 済                        

「中銀 ３種類の新札発行を発表             

    ～３月８日から市場への流通を開始～」           

 

３月５日 ベネズエラ中央銀行は３種類の新ボリバル

札を発行すると発表した。 

 

新たな紙幣は、「BsS.２０万札」「BsS.５０万札」「BsS.１

００万札」の３種類。３月８日から市中に新紙幣を供給

するとしている。 

 

ベネズエラでは、慢性的なインフレによりボリバル現金

紙幣の価値が著しく低下しており、ボリバル紙幣での現

金決済が困難になっていた。 

 

現在の最大単位の紙幣は BsS.５万札。 

為替レートは１ドル BsS.１９０万なので、BsS.５万札は

ドルに換算すると２．６セントほどの価値しかない。 

 

新たな紙幣が供給されることにより、多少は現金決済が

楽になるだろう。 

 

しかし、「BsS.１００万札」は、現在の為替レートでドル

に換算して０．５２ドル程度。 

「BsS２０万札」は０．１ドル。 

「BsS.５０万札」は０．２６ドル。 

 

今後インフレが進むことにより更に価値が低下するこ

とが予見される。 

 

その意味で、特に大きなインパクトはないものと思われ

る。 

 

「第一正義党（PJ）」の、ホセ・ゲラ議員は、この紙幣

は一年前に発行されるべきで、もう遅すぎると非難して

いる。 

 

なお、新札のデザインは本レポート表紙の通り、すべて

シモン・ボリバルの肖像画で色が違うだけ。 

 

裏面は「BsS.２０万札」と「BsS.５０万札」はともに「シ

モン・ボリバルの霊廟」が描かれており、「BsS.１００万

札」は「カラボボ勝戦記念の記念碑」が描かれている。 

 

 

 

 

（写真）ベネズエラ中銀 “新紙幣の裏面” 

 

「ディーゼル燃料不足が深刻化」                  

 

ここ最近、都市部でのガソリン不足の報道は少なくなっ

たが、ディーゼル燃料不足に関する報道が増えている。 
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カラカスでもディーゼル燃料を使用するトラックが長

蛇の列をなす映像が投稿されている。 

 

ガソリンは、車のナンバープレートで給油できる曜日を

制限し、一カ月に給油できる量を制限しているが、ディ

ーゼル燃料についてはこれらの制限が存在していない。

更に、ディーゼル燃料は料金値上げをされておらず、事

実上タダで給油できる。 

 

しかし、１９年に米国が「CITGO」のコントロール権

をグアイド政権に渡したことで、ベネズエラ産原油をガ

ソリンに変える手段が狭まった。 

 

また、２０年に米国が「Rosneft」に制裁を科して以降、

マドゥロ政権はガソリンの調達手段を失ってしまい、深

刻なガソリン不足に陥った。 

 

その当時は「Reliance」や「Repsol」などはベネズエラ

産原油とディーゼル燃料の物々交換を行っていたが、米

国はこれらの取引を停止するよう他国企業に働きかけ、

ディーゼル燃料の調達手段も制限された。 

 

現在は、イランの協力を得て燃料を調達。また、イラン

の技術者がベネズエラ国内製油所の改修を支援するこ

とで多少の燃料精製を継続している。 

 

ただし、国内製油所はメンテナンス不足で劣化しており、

その稼働率は低く、ディーゼル燃料が枯渇してきたよう

だ。 

 

ディーゼル燃料不足により、商品の輸送や発電、トラク

ターが使用できなくなることで農業への悪影響が懸念

されている。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「故チャベス元大統領死去から８年」           

 

２０１３年３月５日は、故チャベス元大統領が亡くなっ

た日である。 

 

マドゥロ政権は、故チャベス元大統領の死去から８年を

記念し、軍部による記念イベントを実施。大勢の軍人が

軍人病院から国軍本部まで行進を行った。 

 

筆者も故チャベス大統領の死亡が発表された当時、ベネ

ズエラにいた。当時、社内で仕事をしていたが、外の車

がクラクションを一斉に鳴らし始め、町は騒然とし、異

常な状況だった。 

 

 

 

（写真）TELESUR  

“故チャベス元大統領の追悼軍事パレード” 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月５日～３月７日報道               No.５７０   ２０２１年３月８日（月曜） 

6 / 9 

 

筆者が駐在していたチャカオ市は、住民のほとんどが野

党支持者なので、チャベス大統領が亡くなったことで国

が良い方向に変わると期待していた。 

 

それから８年が経過し、ベネズエラはその当時と比べも

のにならないほどひどい状況になってしまったのは残

念でならない。 

 

「DGCIM 元 CITGO 役員らにスパイ」         

 

２０１７年に、国家にとって不利な条件の融資契約を締

結したとして PDVSA の米国子会社 CITGO の役員６

名が拘束された。 

 

現在彼らは、ベネズエラで懲役８～１３年の刑を受けて

いる。そして、拘束された６名のうち５名はベネズエラ

人であるとともに米国籍も持っており、米国政府がマド

ゥロ政権に開放を要求している。 

 

ロイター通信は、この CITGO 役員らの活動をスパイし

ていたベネズエラ軍の警察組織「Dgcim」のラモン・バ

ルサ軍人が法廷で証言した内容に関する書類を入手。 

その内容の一部を報じた。 

 

バルサ氏の証言によると、DGCIM は CITGO 役員の電

話など彼らの行動を監視していたという。 

また、このようなスパイ行為はどの国でも行っており、

誰でも知っていることだ、と補足した。 

 

この証言について、米国シンクタンク「ラテンアメリカ・

ウィルソンセンター」の Benjamin Gedon 氏は、米国の

国内法ではこのような行為は米国の法律で禁止されて

おり、処罰の対象になると指摘している。 

 

 

 

 

なお、米国中央情報局（CIA）のエドワード・スノーデ

ン氏は、米国政府が１０年以上にわたりドイツのメルケ

ル首相の携帯電話を盗聴していたとされる機密情報を

公表した。 

 

オバマ大統領がメルケル首相に直接電話で「盗聴行為は

知らなかった。知っていれば、すぐにやめさせた」と謝

罪している。 

 

確かに、このような行為はどの国でも行われているのだ

ろう。 

 

２０２１年３月６日～７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ロシアから追加の Covid-１９ワクチン到着       

  ～３月８日から中国ワクチンも接種開始～」        

 

３月６日 ロシアから１０万個の Covid-１９ワクチン

「Sputnik V」が到着した。 

 

ロシアからは、２月に１０万個のワクチンが到着してお

り、これで２回目となる。 

 

また、中国からも Covid-１９ワクチン「Sinopharma」

５０万個が到着しており、これでベネズエラ国内には７

０万個のワクチンがあることになる。 

 

既に、ロシア製ワクチンの接種は始まっている。 

３月７日 マドゥロ大統領は、８万個のワクチンは医療

従事者を中心に接種済みだとした。 

 

なお、３月５日にマドゥロ大統領と妻のシリア・フロー

レス氏は「Sputnik V」を接種したようで、「接種から４

８時間が経過したが、体調に問題はない。」と述べてい

る。 
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なお、中国製のワクチンについて、３月８日から接種を

開始すると発表。１０万個は学校の教師に、５万個は

Covid-１９の研究者に摂取するという。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「マドゥロ政権はウランをイランへ輸出？」           

 

グアイド議長は、イスラエルのメディア「Israel Hayom」

の取材に応じ、マドゥロ政権とイランとの関係について

訴えた。 

 

グアイド議長は、イランはベネズエラからウランを輸入

している可能性があると指摘。 

 

ベネズエラにはウラン鉱石が多く埋蔵されており、複数

のベネズエラ軍人がウラン密売を理由に拘束されてい

ると説明。このウランはイランに流れている可能性があ

るとした。 

 

また、マドゥロ政権は犯罪組合であり、国際社会が協調

してマドゥロ政権を非難する必要があると主張。イスラ

エル政府が外交的支援を行っていることに感謝の意を

示した。 

 

イランは核兵器を製造しているとの懸念からその材料

となるウランの輸入は世界的な問題になるだろう。 

 

「ピコン CNE 役員候補 与野党対話再開を仲介」         

 

新たな「選挙管理委員会（CNE）」役員の候補にノミネ

ートされているロベルト・ピコン氏は、「El Estimulo」

のインタビューに対応。 

 

CNE 役員の任命について与野党が合意に至るよう努力

していると述べた。 

 

なお、ロベルト・ピコン氏は、１７年に２か月ほどマド

ゥロ政権に拘束されたことがある選挙専門家で、野党の

選挙対策アドバイザーを務めたこともある人物。 

 

野党と強いコネクションがあるため、対話の仲裁者とし

ては適任だろう。 

 

ピコン氏は、ベネズエラが採用している「Smartmatic」

が提供する選挙システムには、不正の疑いがあり、１７

年以降投票をしたことはないと主張。 

 

自分はグアイド議長のファンだったと説明した。 

しかし、グアイド政権の試みは失敗し、現時点ではマド

ゥロ政権が勝利していると指摘。 

これまでの方針を見直し、選挙に参加する必要があると

の見解を示した。 

 

また、CNE 役員の任命について与野党が合意できるよ

う努力すると言及した。 

 

仮に、州知事選の参加について、与野党合意が結ばれる

のであれば、ピコン氏が CNE 役員の１人に任命される

可能性は高そうだ。 

 

ただ、グアイド政権は交渉を再開しない方向で検討して

いる雰囲気があり、合意に至るかどうかは疑問だろう。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月５日～３月７日報道               No.５７０   ２０２１年３月８日（月曜） 

8 / 9 

 

経 済                       

「店舗の現金ドル決済のおつり支払い手段」            

 

「ウィークリーレポート No.187」でも触れたが、ベネ

ズエラ経済のドル化により現金ドルでの決済が一般的

になったが、小額紙幣があまり流通していないため、ド

ル建てでのお釣りが返せない問題が起きている。 

 

現地メディア「El Nacional」は、現在のお釣り事情につ

いて報道。その内容を紹介したい。 

 

まず、差額のお釣りをボリバル通貨で返す場合だが、そ

の時の交換レートが非常に悪い店舗があることが問題

になっている。 

 

例えば、１ドル BsS.１８０万の時に、１ドル BsS.１２

０万の為替レートでボリバルを返すなど。 

 

現在は、ボリバルの現金紙幣も枯渇している。 

また、１ドル相当のお釣りをボリバル通貨で返すために

は３６枚の BsS.５万札を渡さなければいけない。 

 

しかし、稼働を停止している ATM も多く、ボリバル紙

幣は不足している。その希少性からボリバルの現金紙幣

の価値は数字よりも高い場合もあるようだ。 

 

他、かなりの数の店舗が、お釣りがないので、金額が丁

度になるように他の商品を購入させる、あるいは購入予

定だった商品を減らすなどの対応を求めている。 

 

他、大型スーパーマーケット「Excelsior Gama」では、

同スーパー専用のデジタルウォレットを開発。お釣り分

を次回の購入に回すことができるという。なお、デジタ

ルウォレットは指紋認証機能付きのようだ。 

最初は一部の店舗だけで使用されていたが、現在は全国

２４店舗で利用できるという。 

 

社 会                       

「スリア州の空港 出入国時に PCR 検査義務化      

    ～往復で１４０ドルの支払いが必要～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.569」で紹介した通り、

ベネズエラの玄関口マイケティア国際空港については、

入国時に PCR 検査が義務化されており、検査を受ける

際に現金６０ドルを「Casalab ２０２０」に支払うこと

になっている。 

 

これに加えて、ベネズエラの第２の都市スリア州マラカ

イボ市のラ・チニータ空港でも PCR 検査時の検査代支

払いが決定した。 

 

ラ・チニータ空港での PCR 検査代はマイケティア国際

空港よりも高く、７０ドルだという。しかも、入国時は

もちろん出国時にも PCR 検査が義務化された。 

 

つまり、マラカイボに出張あるいは旅行した人は往復で

１４０ドルの PCR 検査が追加で必要になる。 

加えて、ベネズエラは入国前に出国地で PCR 検査を受

けるよう求めているため、実際の PCR 検査費用はさら

に必要になる。 

 

唯一の良い点は、外貨建てのクレジットカードあるいは

「Zella」というベネズエラで普及しているドル決済サ

ービスを使用できる点。なお、マイケティア国際空港は

現金ドルしか受け付けていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f15671cba531f5f8791abcf83a8076b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/504485aa408cb9ea97f55640990e5df9.pdf
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「停電回数 過去２年で２９．４万回」         

 

２０１９年３月７日 ベネズエラで場所によっては１

週間以上続く大停電が起きた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.262」）。 

 

この間、トイレの水は流れず、各地で略奪なども起きた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.264」）。この日を境にベネ

ズエラの電力事情は特に悪くなっていった。 

 

１９年１月にグアイド議長が暫定大統領就任を宣言し、

急激に盛り上がりを見せていたが、この停電問題をきっ

かけに国民の関心がグアイド政権から電力問題に移っ

てしまい勢いを削がれた印象もある。 

 

なお、キューバの政府高官がベネズエラを訪問し、キュ

ーバに帰国した直後に今回の停電が発生したため、野党

の勢いを削ぐためのキューバ政府の工作ではないかと

も疑われていた。 

 

「停電被害委員会」のアクシア・ロペス代表は、１９年

３月７日からの２年間で、ベネズエラで２９万４，３２

４回の停電が起きたと発表。 

 

２０１９年３月～１２月の間に８３，２２９回。 

２０２０年は、通年で、１８６，７７２回。 

２０２１年は、１月～２月の間に２４，３２３回の停電

が起きたという。 

 

特に電力事情がひどい地域は、スリア州、メリダ州、タ

チラ州で、比較的電力事情が良いのはカラカスだという。 

そのカラカスの中でも停電が多い地域は、「エルバジェ

地区」「ラ・カンデラリア地区」「エルレクレオ地区」「ア

ルタグラシア地区」だという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7c66d7c775850663ca9e4c98134188e6.pdf

