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（写真）Shutterstock “中国国営企業 債権回収のため PDVSA と取引” 

 

 

２０２２年８月２６日（金曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ 赤十字と社会開発協力を協議」 

「政府ツールを使用し与党候補を後押し」 

経 済                     

「Monomeros マドゥロ政権側の役員に交代？」 

「並行レート １週間で３４．６％ボリバル安 

～中銀 ９，９００万ドルを両替市場に供給～」 

社 会                     

「国境を占拠する１３のマフィア組織 

～麻薬・GOLD 密売・強盗・違法転売など～」 

「国連 ベネズエラ移民６８０万人」 

22 年 8 月 27-28 日（土・日） 

 

政 治                    

「在ベネズエラ・コロンビア代表大使 到着」 

経 済                    

「ロイター通信 中国国営企業 PDVSA と取引 

～１３貨物、２５００万バレルを購入～」 

「SUNDDE 値付け調査のため店舗査察」 

「家電に行列 為替の値付けで割安感」 

「国境再開 具体的な日程決まらず」 

社 会                    

「スペインワイン ベネズエラで販売開始」 

「ベネズエラ １５年ぶりに欧州クルーズ船寄港」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年８月２６日～８月２８日報道            No.７９９   ２０２２年８月２９日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２２年８月２６日（金曜）             

政 治                       

「ベネズエラ 赤十字と社会開発協力を協議」       

 

８月２５日 マドゥロ政権のカルロス・ファリア外相は、

国際赤十字の Arnaud de Baecque 氏と会合。 

 

赤十字がベネズエラ国内で行っている社会支援に関し

て協議した。 

 

ファリア外相によると、数カ月前に赤十字とベネズエラ

国内での支援活動に関する協力協定を締結したとのこ

と。２０２３年まで赤十字による支援が決まっていると

いう。 

 

また、赤十字は市民支援だけではなく、ベネズエラ国軍

職員らに対する人権に関する教育なども実施するとい

う。 

 

 

（写真）カルロス・ファリア外相ツイッター 

“赤十字の Arnaud de Baecque 氏と協議” 

 

 

 

 

「政府ツールを使用し与党候補を後押し」         

 

ベネズエラには「コミューン」と呼ばれる独自の行政単

位が存在する。基本的にマドゥロ政権が行う社会プログ

ラムの運営はコミューン単位で行われ、安価な食料品を

販売する「CLAP」などはコミューンが中心となって地

域住民に販売する。 

このコミューンの代表を決める選挙イベントが８月２

７日に行われるという。 

 

本件について、非政府系団体「Sumate」は、３４ある省

のうち１８の省（５２．９４％）が、コミューンの代表

を決めるためのイベントに公的資金が投入されている

と訴えた。 

 

また、ベネズエラの２５の主要都市のうち３市の市長が

市のサイトや公式ツイッターなどを使用し、PSUV 擁立

候補を後押ししていたと訴えた。 
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経 済                        

「Monomeros マドゥロ政権側の役員に交代？」           

 

コロンビア（本社はバランキージャ）にあるベネズエラ

の政府系会社「Monomeros」は、バランキージャ商工会

議所に役員の変更を申請したと発表した（下がオリジナ

ルの発表文）。ただし、現時点で新役員への変更は有効

になっていないという。 

 

今回の役員変更を受けて、Monomeros の経営陣がグア

イド暫定政権からマドゥロ政権へ移ったのではないか

と報じられている。 

 

 

（写真）Monomeros 

 

８月中旬にマドゥロ政権側のエルビス・アモロソ行政監

督長は、ペトロ政権が「Monomeros」のコントロール権

をマドゥロ政権へ返還したと発表していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.795」）。 

 

「並行レート １週間で３４．６％ボリバル安       

 ～中銀 ９，９００万ドルを両替市場に供給～」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.798」で紹介した通り、

ベネズエラの並行レートが急激にボリバル安になって

いる。 

 

並行レートに決まった為替レートは存在しないが、並行

レートの参考サイト「DolarToday」では、先週の月曜日

（８月２２日）時点で１ドル６．５２ボリバルだったの

が、金曜日（８月２６日）には１ドル８．７８ボリバル

になったという。つまり、１週間で３４．６％ボリバル

安が進行したことになる。 

 

それでも木曜日には１ドル９．３ボリバルであったこと

を踏まえると金曜日にある程度レートが戻ったと言え

るだろう。 

 

レートが戻った主な要因は、中央銀行が両替市場に大量

のドルを投入し、両替ドルの不足感を緩和したため。し

かし、一部では２億ドルの外貨が投入されると報じられ

ていたが、実際は９，９００万ドルだったようだ。 

 

なお、公定レート（両替テーブル）も並行レートに影響

される形でボリバル安が進行している。 

 

公定レートは、月曜日には１ドル６．０９ボリバルだっ

たが、金曜日には１ドル７．８５ボリバル。つまり、１

週間で２８．９％ボリバル安が進行したことになる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425504c7bf957b86892074bf8780e78f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425504c7bf957b86892074bf8780e78f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fdcb324e143703400a6472f32ad95818.pdf
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社 会                        

「国境を占拠する１３のマフィア組織           

 ～麻薬・GOLD 密売・強盗・違法転売など～」          

 

ベネズエラの非政府系団体「Transparencia Venezuela」

は、ベネズエラとコロンビアの国境で活動している１３

のマフィアについて紹介した。 

 

以下、１３のマフィアを紹介したい。 

 

「コロンビア革命防衛隊（FARC）」 

２０１６年にコロンビア政府と和平協定を結んだが、こ

れに同意していない残党を中心としたグループ。 

 

「人民解放軍（ELN）」 

マルクス・レーニン思想を掲げる左派により１９６４年

に設立されたグループ。キューバ思想の強い影響を受け

ている。 

 

「Tren de Aragua」 

ベネズエラ国内で最も巨大なマフィア組織。リーダーは

Héctor Rusthenford Guerrero Flores という人物。現在

は刑務所に収容されている。設立時期について正確な情

報はないが、１２年～１４年前にアラグア州で設立され

たという。 

 

「Tren de Guayana」 

１０年前にボリバル州 Ciudad Guayana で活動を開始。 

GOLD など鉱物の採掘、密売などに手を出している。 

他、殺人・麻薬密売・詐欺などを行っている。 

 

「BANDA DEL TOTÓ Y ZACARÍAS」 

２０１３年に創立したボリバル州のマフィアグループ。 

最も好戦的で危険なグループと言われている。 

 

 

 

「ORGANIZACIÓN R」 

２００８年に活動を開始。麻薬密売・誘拐・自動車強盗・

銀行強盗・恐喝などを行っていたが、現在は GOLD 採

掘・密売を行っている。 

 

「BANDA DEL NEGRO FABIO」 

ボリバル州で最も古くからあるマフィア団の１つ。マド

ゥロ政権の支援も受けて活動しているという。 

 

「BANDA DEL JUANCHO」 

最も古くからボリバル州で活動しているマフィア団。ボ

リバル州南部で最も大きな GOLD 埋蔵地帯を占領して

いるという。同組織もマドゥロ政権と協力関係にあると

いう噂が存在する。 

 

「CARTEL PARAGUANÁ」 

ファルコン州を拠点とするマフィア団。ウィスキーやデ

ィーゼル燃料などを転売することで利益を得ている。他、

麻薬密売・家電の転売などを行っている。 

 

「EL KOKI Y RICHARDI」 

ベネズエラ中心部で活動する巨大なマフィア団。 

カラカス・カラボボ州を中心に活動しており、４５０名

の構成員を抱えているという。 

 

「COLECTIVOS CHAVISTA」 

元々は与党支持団体だったが、目的が変化。マドゥロ政

権と協力関係にあり、ガソリンの違法販売や政治活動の

違法支援などを行っている。また、マドゥロ政権が行う

社会支援事業で恩恵を受けている。 

 

「GRUPO ARMADO YEICO MASACRE」 

スリア州を中心に活動するマフィア団。麻薬密売などを

行っている。 
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「SINDICATO DE BARRANCAS」 

ボリバル州の労働者を守る名目で活動している団体だ

が、ガソリンの違法販売や GOLD の密売に関与してい

るという。 

 

「国連 ベネズエラ移民６８０万人」         

 

国連が主導し、ベネズエラ移民数を公表している「ベネ

ズエラ移民難民統合プラットフォーム（R4V）」は、現

在のベネズエラの移民数について６８０万人と発表し

た。 

 

このうち５７５万人はラテンアメリカ・カリブ海地域に

住んでいるという。 

 

特に多いのはコロンビアで２４８万人が住んでいる。 

次いでペルーが１２２万人。 

エクアドルが５０．２万人。 

チリが４４．８万人。 

ブラジルが３５．８万人だという。 

 

なお、２２年７月時点では６１０万人だったとしており、

この数カ月で移民が増加しているという。 

 

２０２２年８月２７日～２８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「在ベネズエラ・コロンビア代表大使 到着」        

 

８月２８日 在ベネズエラ・コロンビア代表大使に正式

に就任した Armando Benedetti 氏がベネズエラに到着

した。 

 

Benedetti 新大使は、自身のツイッターでビデオメッセ

ージを投稿。「決して起きるべきではなかった我々の関

係の断絶を修復する」と意欲を示した。 

 

 

なお、Benedetti 新大使を迎えたのはカルロス・ファリ

ア外相ではなく、外務省の Rander Rena ラテンアメリ

カ担当次官だった。 

 

 

（写真）コロンビア大統領府 

 

経 済                       

「ロイター通信 中国国営企業 PDVSA と取引    

   ～１３貨物、２５００万バレルを購入～」            

 

ロイター通信は、中国国営企業が債権回収を目的にベネ

ズエラの原油を運んでいると報じた。 

 

２０２０年、中国とベネズエラは１９０億ドルの債務に

ついて返済先送りに関する合意を交わしたと報じられ

ている。 

 

元々、この債権はベネズエラが「中国天然気集団

（CNPC）」に原油を輸出することでその代金から回収

する予定だったが、米国の経済制裁を受けて、CNPC は

１９年８月を最後に PDVSA からの原油購入を停止。 

これにより債権回収が止まっていたとされている。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年８月２６日～８月２８日報道            No.７９９   ２０２２年８月２９日（月曜） 

6 / 7 

 

ロイター通信が入手した情報によると、２０年１１月か

ら「CASIC」という中国の政府系企業がベネズエラの原

油を運んでおり、この会社を通じて債権を回収している

という。 

 

CASIC は、来月中国に到着する２隻の貨物も含めて、

これまでに２５００万バレルに相当する１３の貨物を

運んでいるようだ。 

 

なお、２５００万バレルの原油は価値で言うと１５億ド

ルに相当すると報じている。 

 

「SUNDDE 値付け調査のため店舗査察」         

 

先週からベネズエラで急激なボリバル安が進行してい

る。ベネズエラではドル建てでの販売が許容されており、

商品価格をドル建てで表示する店舗は多い。 

 

もちろん、ボリバル建てで支払うことも可能で、その場

合は通常、ベネズエラ中央銀行が公表する公定レート

（両替テーブル）の平均値を参考にボリバル価格とする

ことになっている。 

 

しかし、「並行レート １週間で３４．６％ボリバル安」

で紹介した通り、公定レートと並行レートの為替差が広

がった。 

 

両者の為替差がわずかであれば問題にならないが、レー

トが大きく乖離すると並行レートを基準にボリバル建

ての価格を計算する店舗が増える。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、この動きを警

戒し、小売店に対して公定レートの価格をベースに商品

を販売するよう警告。違反者には罰則を適用すると発表

した。 

 

 

そして、この土日にかけて「価格監督庁（SUNDDE）」

の職員が全国の店舗を視察。商品が適正価格で販売され

ているのかを調査して回っている。 

 

 

（写真）価格監督長（SUNDDE） 

 

「家電に行列 為替の値付けで割安感」           

 

この状況を受けて、ボリバルを多く持っているベネズエ

ラ市民が家電を購入するために行列を作っているとい

う。 

 

ベネズエラの感覚で言うと、公定レートよりも並行レー

トの方が信頼されている。つまり、公定レートを基準に

価格がついている商品は相対的に割安に見える。 

 

また、ボリバル通貨の急激な価値下落により、今後もボ

リバル安が進行していくとの見方が強くなっている。 

 

つまり、今後ボリバルの価値が下がることになるため、

出来るだけ早く手持ちのボリバルを消費する動きが出

ている。 

 

特に家電製品は価値が維持されるため、ボリバル建てで

あれば購入した当時よりも高い価格で転売することも

可能。 
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このような理由からベネズエラでは価値保存の手段と

して家電を購入する習慣があり、家電を購入する人が増

えているという。 

 

「国境再開 具体的な日程決まらず」         

 

イポリト・アブレウ国内生産相は、ベネズエラとコロン

ビアの国境移動の再開について、「具体的な日程は決ま

っていない」と述べた。 

 

一部の報道では、マドゥロ政権内でコロンビアとの商取

引を解放した場合にベネズエラにとってどのようなマ

イナスの影響が生じるかを検討するべきとの意見が出

ており、マドゥロ大統領が国境再開へのゴーサインを留

保しているとの記事もある。 

 

社 会                       

「スペインワイン ベネズエラで販売開始」            

 

ベネズエラで経済回復の兆しが見え始めており、同国で

の販売を開始する外国企業も出ている。 

 

スペインのワイン「Ferrer Miranda」は、８月２４日か

らベネズエラで販売を開始するという。輸入するのは

「Inversiones JAL」という会社のようだ。 

 

 

（写真）Elestimulo 

 

「ベネズエラ １５年ぶりに欧州クルーズ船寄港」         

 

アリ・パドロン観光相は、２０２３年１月３日にスペイ

ンから出発するクルーズ船がマルガリータ島に到着す

ると発表した。 

 

欧州からベネズエラにクルーズ船が到着するのは１５

年ぶり。これを機に定期的に欧州からのクルーズ船を受

け入れるという。 

 

 

（写真）大統領府 

 

以上 


