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（写真）大統領府ツイッター “ペトロの運用開始とデノミネーションを発表するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年３月２１日（水曜） 

 

政 治                     

 「ペルーのクチンスキー大統領辞任 

ベネズエラへのスタンスは変わらない見通し」 

 「チリ財務相 ベネズエラへの制裁準備が完了」 

経 済                     

 「ジャマイカ政府が合弁会社の株式購入オファー」 

 「OIT ベネズエラに調査団の派遣を承認」 

 「中国政府とベネズエラ政府の関係が希薄化」 

社 会                     

 「３月２６、２７、２８日 公的セクターは祝日」 

 「ドミニカ共和国民の半数 移住禁止を望む」 

２０１８年３月２２日（木曜） 

 

政 治                    

 「米国政府 英国・カナダと制裁強化を検討」 

経 済                    

 「ペトロ ３月２３日から一般売却開始 

～４月２０日から全国で使用開始を予定～」 

 「大統領 デノミネーションを発表 

～新紙幣・通貨の運用開始は６月４日から～」 

「７回目 DICOM 入札結果が公表されず」 

 「１８年２月の生活費は５，２６８万ボリバル」 

社 会                     

 「人権報告書 ベネズエラはブラックリスト国」 
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２０１８年３月２１日（水曜）             

政 治                       

「ペルーのクチンスキー大統領辞任            

 ベネズエラへのスタンスは変わらない見通し」       

 

ペルーのクチンスキー大統領が罷免の危機にあること

については「ベネズエラ・トゥデイ No.113」で紹介し

ていた。 

 

３月２１日 クチンスキー大統領は罷免成立が避けら

れないと考え、大統領の職を辞任すると発表した。なお、

クチンスキー大統領は Odebrecht の汚職関与は引き続

き否定している。 

後任はマルティン・ビスカラ第１副大統領。３月２３日

に就任宣誓を行う見通しだ。 

 

クチンスキー大統領は、ベネズエラ政府を真っ向から否

定するスタンスを取っており、４月１３日、１４日に実

施される米州首脳会合で、マドゥロ大統領の受け入れを

拒否していた。 

 

与党のディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は花火

をあげながら「さよなら PPK（ペドロ・パブロ・クチン

スキ）。リマで会おう。」と宣言し、クチンスキー大統領

の辞職を祝った。 

 

 

（写真）テレビ映像を抜粋 

 

ただし、新しく大統領に就任するであろうマルティン・

ビスカラ第１副大統領のベネズエラへのスタンスはク

チンスキー政権のスタンスと大きく変わらないようだ。 

 

１７年３月に最高裁判所が国会の権限を奪う政令を発

出した際に（後に同政令は最高裁により修正された）、

ビスカラ氏はツイッターで、南米各国の在ベネ大使に対

して大使を帰国させるよう求める投稿をしていた。 

 

また、１７年４月１日付の「ロイター通信のインタビュ

ー記事」でも 

「もし南米大陸として民主主義的な国を欲しているの

であれば、全ての国は強権的な政策を採る国を拒絶しな

ければいけない。」 

 

また、ベネズエラの現状についてフジモリ政権を引き合

いに出し、 

「我々は繰り返したくない経験をしている。隣人である

ベネズエラにも同様の経験を繰り返してほしくない。」 

とコメントしていた。 

 

なお、今回のクチンスキー大統領の辞職を受けて、アル

ゼンチンのマクリ大統領は、４月１３日、１４日の米州

首脳会議に参加しない可能性もあるとコメントしてい

る。また、サントス大統領も同様の検討をしていること

を明らかにした。 

 

「チリ財務相 ベネズエラへの制裁準備が完了」         

 

３月２１日 米国のムニューチン財務長官はチリに訪

問し、チリのセバスチャン・ピニェラ新大統領と会談し

た。 

 

その後、ラライン財務相は記者会見でベネズエラへ制裁

を科す準備が出来ていると発言した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1722X6-OUSLD
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1722X6-OUSLD
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「チリ政府はベネズエラへの協力について協議した。制

裁についても支援する用意がある。ただし、制裁が国民

に影響を与えることは避けなければいけない。同様に制

裁が民主主義に導くためのものでなければならない。 

 

商業取引への制裁はより複雑な問題を生じさせる。金融

制裁を科すことが良いと考えている。」 

と答えた。 

 

経 済                        

「ジャマイカ政府が合弁会社の株式購入オファー」           

 

ジャマイカのアンドリュー・ヴィズリー・エネルギー相

はベネズエラを訪問し、 PDVSA との合弁会社

PETROJAM の株式購入オファーを行った。 

 

PDVSAはPETROJAMの株式の４９％を保有している

（PETROJAM については「ウィークリーレポート

No.20」参照）。ジャマイカが PETROJAM の株式購入

を検討しているという報道は昨年１１月頃から流れて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.60」１１月１６日付

の記事参照）。 

ヴィズリー・エネルギー相がブルームバーグに話した情

報によると、８，０００万ドルで合意するよう求めてい

るようだ。 

 

 

「OIT ベネズエラに調査団の派遣を承認」         

 

国際労働機関（OIT）はベネズエラで起きている労働問

題を調査するためのミッション団の派遣を承認した。 

 

OIT のミッション団派遣は以前からベネズエラ経団連

（Fedecamaras）が求めており、１８年１月末に派遣さ

れる予定だったが、ベネズエラ政府側の協力が得られず

当時は延期された。 

 

「中国政府とベネズエラ政府の関係が希薄化」                  

 

ロイター通信は中国とベネズエラの関係が希薄になっ

ているとの記事を公開した（オリジナル記事）。 

 

同社が金融関係者に確認した情報によるとベネズエラ

政府は中国に対して１９３億ドルの債務をかかえてい

るとしている（ベネズエラの対外債務残高については

「ウィークリーレポート No.21」でも紹介しており、ベ

ネズエラ政府が中国に負っている債務は１９３．３億ド

ルと予測している）。 

 

中国はこれまでベネズエラ政府に対して５００億ドル

超の融資を行ってきた。ベネズエラ側は原油を中国に輸

出することで債務を返済するスキームを構築していた

が、原油価格の低迷により２０１６年から返済が停止し

ている。 

 

当時の約束は２年間で、まもなく更新期限を迎えようと

している。中国政府は債務返済の更なる延期を受け入れ

る見通しだが、中国からの追加の融資は期待できなくな

ると報じている。 

実際に１６年以降、中国はベネズエラ政府に対して政府

間融資を事実上停止している。政治的には友好国として

の関係を維持しているが、経済的な関係は以前よりも希

薄になっていると報じている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-china/china-stays-on-the-sidelines-as-venezuela-spirals-downward-idUSKBN1GX0BO
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e099556650ece88a35ef3aafd4febda4.pdf
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社 会                        

「３月２６、２７、２８日 公的セクターは祝日」           

 

３月２９日（木曜）、３０日（金曜）はセマナ・サンタ

（聖木曜日）でベネズエラは祝日になる。 

 

タレク・エル・アイサミ副大統領は前述の祝日に加えて、

「公的セクターの労働者は３月２６日（月曜）～２８日

（水曜）も休日にする。」と発表した。 

 

アイサミ副大統領は休暇を増やす理由について水力発

電に使用するダムの水位が下がっており電力を節約す

るためとしている。 

 

これにより、土日が休みの公的セクター労働者は３月２

４日（土曜）～４月１日（日曜）まで９連休になる。今

回の措置はあくまで公的セクターのみに適用され、民間

セクターも同様の措置を取ることは求めていない。 

 

なお、公的セクターであっても業務の性質上、仕事を止

めることが出来ない業務（例えば、警察や消防隊など）

については通常通り仕事を行う。 

 

 
（写真）アイサミ副大統領ツイッター 

“２６～２８日の休暇を発表するツイッター” 

 

 

 

 

 

「ドミニカ共和国民の半数 移住禁止を望む」                  

 

長引く政治経済の混乱を受けて多くのベネズエラ人が

他国に移住している。 

 

ドミニカ共和国の世論調査会社 Gallup が３月５～１１

日に１，２００名を対象に実施したアンケートによると

回答者の５０．８％はベネズエラ人の移住を禁止するべ

きだと考えている。 

 

なお、ドミニカ共和国はハイチと陸続きの島国のため、

ドミニカ共和国の国民にとってはハイチ人の入国の方

が深刻の問題のようだ。同社のアンケートでは回答者の

８１％はハイチ人の移住を禁止するべきだと考えてい

る結果が出た。 

 

ベネズエラ人の移民増を快く思わない近隣国は多く、国

際的なベネズエラ人差別を拡大させている。 

 

パナマのバレロ大統領は５月２０日の大統領選後に、将

来への希望を失った大量の野党派のベネズエラ人がパ

ナマに移住をすることを懸念している。 

また、大統領選後に制裁が強化されることが予見される

が制裁強化により経済が悪化することで移住者がさら

に増えることが、近隣国が制裁をためらう理由の一つと

なっているようだ。 

 

（写真）Google MAP ドミニカ共和国とハイチ 
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２０１８年３月２２日（木曜）             

政 治                       

「米国 ＥＵ・英国・カナダと制裁強化を検討」        

 

スティーブン・ムニューチン財務長官は米国、欧州連合、

カナダ、英国、その他ラテンアメリカ諸国とワシントン

で会合を開き、マドゥロ政権への経済圧力を強めるため

の協議を行うと発表した。 

 

「我々は欧州連合と制裁強化について対話を続けてい

る。各国が方針を一致させることが重要だと考えている。

Ｇ２０の会合で、欧州連合の代表、英国、カナダ、日本、

その他複数のラテンアメリカ諸国とベネズエラへの制

裁について協議した。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「ペトロ ３月２３日から一般売却開始        

  ～４月２０日から全国で使用開始を予定～」            

 

マドゥロ大統領は３月２３日（金曜）よりペトロの公式

サイト（www.elpetro.gob.ve）を通じてペトロを直接購

入できるようになると発表した。 

 

「３月２３日金曜から、全ての法人・個人がペトロを購

入できるようになる。ペトロは人民元、ルーブル、トル

コリラ、ユーロなどの外貨、ビットコイン、イーサリア

ム、センなどのデジタル通貨に両替できる。 

デジタルウォレットを通じて安全に購入できる。このデ

ジタルアプリを通じて送金や預金が可能となる。 

 

現時点で１，５００万のベネズエラ人が祖国カードを持

っている。祖国カードを通じてボーナスや社会福祉サー

ビスを受けている。ベネズエラはデジタル通貨が発展し

た世界的に先進的な国になる。」と発表した。 

 

全国的にペトロが運用できるようになるのは４月２０

日以降。４月２０日からは不動産売買や輸出代金の受け

取りがペトロ建てで行えるようになる。 

 

また、デジタル通貨運用の試験期間として、マルガリー

タ島、ロスロケス諸島、パラグアナ半島、サン・アント

ニオ・ウレーニャの４つ地域を経済特別区にすると発表

した。この地域は４月２０日よりも早くペトロ建てで

財・サービスを購入できるようだ。 

 

他、「ベネズエラ・トゥデイ No.113」で紹介した通り、

オリノコ鉱物地帯で巨大な金鉱区を発見したことにつ

いて言及し、原油ではなく金を担保にしたペトロゴール

ドの運用にも意欲を見せた。 

マドゥロ大統領によると、オリノコ鉱物地帯で採掘活動

を行っている中小規模採掘事業者には金を売却する対

価としてペトロゴールドを支払うことを検討している

ようだ。 

 

実態はよく分かっていないことは多く、発言通りスケジ

ュールが進まないことも一般的だ。現時点では運用の様

子を見守る必要があるだろう。 

 

「大統領 デノミネーションを発表           

 ～新紙幣・通貨の運用開始は６月４日から～」         

 

３月２２日 ペトロの運用開始と並んで重大な発表が

あった。 

 

マドゥロ大統領は現在流通しているボリバル通貨・紙幣

（ボリバル・フエルテ）のゼロを３桁取り、新しい通貨・

紙幣を発行すると発表した。新通貨の名前はボリバル・

ソベラーノ（主権ボリバル？）になるようだ。 

通貨のアルファベット略はこれまで「Bs F」だったが、

新通貨は「Bs S」になる。新通貨、紙幣の運用開始は６

月４日からを予定している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
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デノミネーションとは「通貨単位切り下げ」のこと。 

これまで１０００ボリバル・フエルテだった商品は６月

４日からは１ボリバル・ソベラーノに変わることになる。 

 

政府の発表によると、現通貨と新通貨の移行期間は２カ

月のようだ。移行期間中は BsF と BsS が並行して使用

できる。 

 

ベネズエラは０７年にもデノミネーションをしたこと

があるが、当時は新通貨への移行に１０カ月を要した。

前回と比べると、今回の通貨移行は短時間と言える。 

 

貨幣は５０センターボ、１ボリバル・ソベラーノの２種

類。 

紙幣は２、５、１０、２０、５０、１００、２００、５

００ボリバル・ソベラーノの８種類。 

 

また、６月４日は大統領選の後だ。５月２０日にファル

コン AP 党首が勝利すれば、この計画が実行されない可

能性もあるだろう。 

 

既に新通貨、紙幣のデザインは完成している。新デザイ

ンは以下の通り。 
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（写真）中央銀行 “ボリバル・ソベラーノ紙幣・貨幣“ 

 

「７回目 DICOM 入札結果が公表されず」              

 

３月２１日、ベネズエラ中央銀行は第７回目の DICOM

入札を公示していた。応札締め切りは発表同日の３月２

１日午後２時。 

応札結果の発表予定日は３月２２日だった。 

 

しかし、中央銀行は３月２２日に予定していた応札結果

の発表を延期し、２３日に発表すると告知した。 

なお、２３日に発表されることになった第７回目

DICOM の清算予定日は３月２６日。 
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「１８年２月の生活費は５，２６８万ボリバル」              

 

家計コストを調査する CENDAS-FMV は１８年２月の

生活費（５人家族が特段の贅沢をすることなく暮らした

場合の平均コスト）を発表した。 

 

CENDAS の調査によると食費・医療費・住宅費・交通

費・教育費など含む生活コストは先月比４８．８％増の

５，２６８万９００．９７ボリバルになった。 

下表の通り１７年１１月、１２月と比べれば物価上昇は

少し落ち着いたが、引き続き物価は著しく高騰している。 

 

 

 

 

社 会                       

「人権報告書 ベネズエラはブラックリスト国」            

 

３月２２日 米州機構（OAS）の人権委員会は２０１７

年の年次人権報告書を公表した（OAS 人権委員会の年

次人権報告書オリジナル）。 

 

ベネズエラとキューバは同報告書で人権侵害を犯して

いるブラックリスト国（報告書の第４章）として名前が

あがっている。１６年の OAS 人権委員会の報告書でも

ベネズエラとキューバはブラックリスト国に入ってい

た。 

 

なお、１６年の報告書は、発表当時ドミニカ共和国もベ

ネズエラ・キューバと並んでブラックリスト国に入って

いたが、途中でブラックリスト国から除外されたようだ。 

 

同報告書ではベネズエラについて、 

「民主主義制度に深刻な脆弱性が見られる。国内の政

治・経済・社会の深刻な危機に伴い、抗議行動への圧力、

表現の自由の侵害、市民の治安問題が起きている。 

これらの一連の行動がベネズエラ国民の人権を侵害し

ている。 

 

人権侵害に加えて、食料、医薬品、医療資材など生活に

欠かせない財・サービスに深刻な不足が起きている。同

様に警戒に値する貧困の増加が確認されている。」 

と書かれている。 

 

以上 
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（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）
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（出所）CENDAS-FMVの公表値を報道から抽出して作成

表： 各月の月間インフレ率の推移

（単位：％）
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