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（写真）アイサミ副大統領ツイッター  

“アルーバ、ボナイレ、クラサオの交通、商取引再開に合意するアイサミ副大統領オランダ外相” 

 

２０１８年４月６日（金曜） 

 

政 治                     

 「米国・リマグループ パナマに連帯を示す」 

「マドゥロ大統領 

ファルコン氏への選挙妨害で警察の関与を警告」 

経 済                     

 「コパ航空の運航停止で残る外国路線は１８社」 

「マドゥロ大統領 １４種の病気への対策を発表」 

 「第８回目 DICOM は１㌦４９，５００ﾎﾞﾘﾊﾞﾙ」 

社 会                     

「ボリプエルトス副社長に汚職疑惑」 

２０１８年４月７日（土曜） 

 

政 治                    

 「ABC 諸島との商取引・交通を再開」 

「米国議員 マドゥロ大統領と会談」 

経 済                    

 「並行レートの公表サイト AirTM」 

 「カカオ団体 ベネズエラ政府に抗議」 

「イラン ベネズエラに医薬品の供給協定」 

社 会                     

「野党支持者 チャカオで抗議デモを実施」 

「ペレス元 CICPC 捜査官 誕生日」 
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２０１８年４月６日（金曜）             

政 治                       

「米国・リマグループ パナマに連帯を示す」       

 

４月５日にベネズエラ政府がパナマの個人・法人に対し

て制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.120」４月

５日付の記事参照）。 

 

これに対してマドゥロ政権を非難する１２カ国（アルゼ

ンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタ

リカ、ホンジュラス、グアテマラ、メキシコ、ペルー、

パラグアイ、パナマ）で構成されるリマグループは連帯

の意志を表明した。 

 

「国際社会が民主主義と人権、国際金融システムを擁護

しようという思いにベネズエラ政府が応じることなく、

引き続き憲法と国際規律を逸脱することを残念に思う。 

同様に外国とのコネクションを制限し、数千人のベネズ

エラ人の移動を困難にする措置に抗議する。 

 

リマグループは改めてベネズエラ国民、近隣国に影響を

与えている政治、経済、社会、人道危機の解決を呼びか

ける。」 

との声明を公表した。 

 

なお、パナマ政府側は 

「３月２９日に発表したベネズエラ政府関係者５５名、

１６法人への制裁は国際金融システムの規定に従った

もので、リストに掲載されている個人・法人との取引を

全面的に禁止するものではない。」 

と措置の中身を説明した（詳細は「ベネズエラ・トゥデ

イ No.118」３月３０日～３１日付の記事参照）。 

 

また、４月６日 米国ヘザー・アーノート報道官はパナ

マ政府の制裁措置を称賛するコメントを発表した。 

 

「パナマ政府が金融監督を目的にベネズエラ人５５名、

法人１６名の名前を挙げたことを称賛する。同様に、周

辺地域が汚職を撲滅し、金融システムの乱用に対峙する

姿勢を称賛する。」 

 

 

（写真）リマグループ外相 

 

 

２０１８年４月８日（日曜） 

 

政 治                    

 「４月９～１３日 与党が政治イベントを実施」 

経 済                    

 「PDVSA 施設で爆発 １名負傷、１名行方不明」 

「情報更新が出来ず DICOM 申請が不可 

～国内製造業は３，０００社以下～」 

 「原油価格は１バレル５９．７ドル 

石油省ウェブサイトがリニューアル」 

社 会                    

「コロニア・トバル 入植１７５周年」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e91d1f53467efe8dff90c7e04863d4dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/929b158eee46a1a8325a9db8bcc5635a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/929b158eee46a1a8325a9db8bcc5635a.pdf
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「マドゥロ大統領                  

 ファルコン氏への選挙妨害で警察の関与を警告」          

 

５月２０日の大統領選に出馬している発展進歩党（AP）

のヘンリー・ファルコン党首は、選挙キャンペーン中に

同氏のボディーガードが殴打された（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.119」４月２日付の記事参照）。 

また、タチラ州のファルコン氏応援グループの宣伝長が

誘拐されるなど暴力的な事件が続いている。 

 

４月６日 マドゥロ大統領はボディーガードが殴打さ

れた事件について、警察が関わっていたと発言した。 

 

「事件真相を確認した。我々には、事件現場のビデオと

証言者がいる。カティアで起きた暴力事件には数人の国

家警察（PNB）が関わっている。彼らは既に刑務所にい

る。検察庁に引き渡し、法で裁かれる。」 

 

と暴力的な行為に対して与党支持者の行為でも取り締

まる姿勢を見せた。 

 

経 済                         

「コパ航空の運航停止で残る外国路線は１８社」          

 

経済問題が深刻化してから多くの航空会社がベネズエ

ラを去った。 

 

現地情報サイト「Venezuela Al Dia」によると、１７年

に５社（アビアンカ、デルタエアー、ユナイテッド航空、

ダイナミック・エアウェイ、アルゼンチン航空）がベネ

ズエラの定期便の運行を停止した。 

 

 

 

 

 

 

残っている航空会社はトルコ航空、ラセール、アビオー

ル、コンビアサ、キューバ航空、エステラール、アルバ

トロス、ベネゾラーナ航空、タップ、イベリア、エアー

ヨーロッパ、エアーフランス、ビンゴ、スゥイフトエア

ー、アメリカン航空、カリビアン航空、ワールド・アト

ランティック航空、アエロリプブリカの１８社になって

いる。 

 

「マドゥロ大統領 １４種の病気への対策を発表」        

 

４月６日 マドゥロ大統領は国家ワクチン計画を発表。

１４種類の病気に対応するため４月６日～５月１３日

までワクチンを無料で接種できると発表した。 

 

主な発言を以下に記載する。 

 

１．１，１００のワクチンを９００万人のために用意。

４月６日～５月１３日にかけて全国５，４６８会場

にて無料で投与する。 

２．１，１００のワクチンはマラリア、結核、はしか、

百日咳などの予防のため。 

３．公共施設の燻蒸消毒のために５０８チームを組織 

４．マラリア対策として１，１００万の抗マラリア薬を

用意し、３８．５万人の患者に対応する。 

５．国家ワクチン計画はパンアメリカ保健機構（OPS）、

世界保健機関（OMS）の支援を受ける。 

６．具体的なワクチン名は Bacillus de Calmettey Guerin、

Hepatetis B、Polio IPV、Polio Oral Bivalente、

Pentabalente、Antimalarica、Trivalente Viral、

Sarampion、Rubeola、Toxoide、Tetanico Difterico。 

 

５月２０日の大統領選（州議会／市議会議員選）を前に

国民の医療不足感を改善するための選挙対策と言える

だろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d70fb5b40c0e21babb686edf34fda41.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d70fb5b40c0e21babb686edf34fda41.pdf
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「第８回目 DICOM は１㌦４９，５００ﾎﾞﾘﾊﾞﾙ」             

 

ベネズエラ中央銀行は第８回目の DICOM の結果を公

表した。 

 

為替レートは１ユーロ６０，７９５．９ボリバル。 

ドル建てで１ドル４９，５００ボリバルになる。 

 

ユーロ建てでみると前回の DICOM よりレートは１ユ

ーロ６１，１６９．０３ボリバルだったので微減してい

るが、ドル建てでみると、ほぼ変わっていない（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.115」３月２３日付の記事参照）。 

 

今回、落札された外貨の合計は１１４万４，５４８．７

１ドル。７１法人に合計７４万５，２３７．０７ドルが

供給された。 

割り当て金額が多かったのはポルトガル資本のスーパ

ーマーケットチェーン「セントラル・マデイレンセ」で

９．７万ドルだった。 

 

なお、セマナ・サンタの影響で先週、先々週と DICOM

は停止していた。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

 

 

社 会                       

「ボリプエルトス副社長に汚職疑惑」          

 

情報サイト「Run Run」の運営者であり、記者のネルソ

ン・ボカランダ氏は、ベネズエラ国営港湾会社

「Bolipuertos（ボリプエルトス）」の副社長 Elisaul Yepez

氏が、汚職によりアンドラ銀行に６０万ドルを隠し持っ

ているとツイッターに投稿した。 

 

ポルトガルの会社にグアイラ港の工事を請け負わせた

際のコミッションだと訴えている。 

 

４月５日にスペインの報道社「El Pais」は Yepez 氏が２

０１１年にアンドラ銀行に隠し口座を開設したとの記

事を公開していた。 

 

 

（写真）ボカランダ氏のツイッター抜粋 

 

２０１８年４月７日（土曜）             

政 治                       

「ABC 諸島との商取引・交通を再開」        

 

４月７日 オランダのステフ・ブロック外相がベネズエ

ラに訪問し、アイサミ副大統領と会談した。 

 

会談後にアイサミ副大統領はオランダ領であるアルー

バ、ボナイレ、クラサオ（総称して ABC 諸島）とベネ

ズエラとの商取引、交通を再開すると発表した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/402de11b1a5dc49acfe0369bfc9d6a0c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/402de11b1a5dc49acfe0369bfc9d6a0c.pdf
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今年１月に入りマドゥロ大統領は、ABC 諸島との商取

引および陸路・海路での移動を禁止した。当初は７２時

間の限定的な措置と発表していたが、封鎖期間を延長し、

それから３カ月が経過していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.82」１月５日付の記事参照）。 

 

クラサオの小売店では、並行レートでボリバルを入手し

て相対的に安価になった商品を買い占め、クラサオの店

舗で販売することは一般的だった。 

 

筆者もクラサオに行ったことはあるが、ボリバル価格が

印字されている商品も多数あった。 

 

「米国議員 マドゥロ大統領と会談」           

 

米国のディック・タービン上院議員（民主党）がマドゥ

ロ大統領と会談し、透明で信頼できる制度で大統領選を

行うよう求めた。 

同時にベネズエラ政府に拘束されている米国人ジョシ

ュ・ホルト氏の解放を求めた。 

 

他、「The Associated Press」によると、ピート・セッシ

ョンズ共和党下院議員もベネズエラに訪問し、マドゥロ

大統領と会談したようだ。 

 

会談の中身は明らかにされていないが、セッションズ議

員の報道官を務めるキャロライン・ブース氏によるとセ

ッションズ氏は昨年からベネズエラ問題の解決のため

に水面下で動いていたとコメントしている。 

 

経 済                       

「並行レートの公表サイト AirTM」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.119」４月３日付の記事で

並行レートの参照サイト「DOLAR TODAY」を参考に

する人が減っているとの報道を紹介した。 

 

同記事で別の参考値として「Dolar Bitcoin」「Dolar 

Cucuta」を紹介したが、他に「Air TM」というサイト

の注目も高まっているようだ。 

 

AirTM はドルとボリバルだけの取引ではなく、メキシ

コペソなど他国の通貨、ビットコインなどのデジタル通

貨、ギフトカードなどを米ドルに両替する取引も仲介し

ている。 

 

１２４カ国で使用されており、これまでに約７３万件の

取引が記録されている（１８年４月９日時点）。 

 

直近の取引がリアルタイムで掲載されている。最近の取

引では１ドル３６５，１０２．６４ボリバルで両替した

ようだ。 

 

 

（写真）AirTM 掲載の取引履歴 

 

「カカオ団体 ベネズエラ政府に抗議」         

 

ベネズエラのカカオ生産者団体「ASOPROCAVE」は土

地農業省に対して一枚の書類を送った。 

 

ミランダ州政府とカカオ産地バルロベント市がカカオ

の購入に関心を示しており、民間セクターの活動を阻害

しようとしていることへの抗議と状況の説明を求める

ため。 

 

ASOPROCAVE は書面で１９７６年のカルロス・アン

ドレス・ペレス大統領の時代にカカオ販売の国営化が行

われたが、国営化の影響で生産が年間２．４万トンから

１万トンに減少したと説明している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d70fb5b40c0e21babb686edf34fda41.pdf
https://www.airtm.io/
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なお、ASOPROCAVE によると現在のカカオ生産量は

年間１．８万トンのようだ。 

カカオ産業に従事している国民は１７州に１５万人お

り、彼らの生活に悪影響を及ぼすと警告している。 

 

 

（写真）ASOPROCAVE  

“土地農業省へ宛てたASOPROCAVEの書面” 

 

「イラン ベネズエラに医薬品の供給協定」        

 

４月７日 イランのムハンマド・サリーフ外相はベネズ

エラのホルヘ・アレアサ外相と会談し両国の経済協力関

係深化について協議した。 

 

同協議でベネズエラとイランは保険分野での協力覚書

にサインした。具体的にはイランで生産された医薬品、

医療器材などをベネズエラに供給する内容のようだ。 

 

会談後、アレアサ外相は 

「我々はベネズエラに医薬品、ワクチン、医療器材をも

たらすための覚書に合意した。イランは８，０００万人

超の国民の９６％に対して自国で生産した医薬品を供

給している。 

 

また、覚書には技術協力も含まれており、ベネズエラで

医薬品を製造するための技術指導も含まれている。ベネ

ズエラとイランの協力関係は深化している。」 

と説明した。 

 

社 会                       

「野党支持者 チャカオで抗議デモを実施」          

 

一年前の反政府デモによる死者・負傷者を悼むために

La CAUSA R らが４月７日にチャカオ市で反政府デモ

を呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.120」４

月５日付の記事参照）。 

 

同日の反政府デモは小規模なものにとどまり、引き続き

野党支持者の盛り上がりに欠けていることが確認され

た。 

 

一年前であれば数万人単位で集まっていた野党による

呼びかけは、今や数百人を集めることも困難な状況にな

っている。 

 

治安部隊が発砲した催涙弾が胸部に直撃し亡くなった

未成年ネオマル・ランデール氏の事件現場に集まったの

は１００人いるかいないかという状況だった（次ページ

の写真）。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e91d1f53467efe8dff90c7e04863d4dc.pdf
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「ペレス元 CICPC 捜査官 誕生日」           

 

４月７日は、１７年６月に内務司法平和省のヘリコプタ

ーを奪取し、最高裁判所に手りゅう弾を投下、内務司法

平和省に発砲したオスカル・ペレス元犯罪科学捜査班

（CICPC）捜査官の３７歳の誕生日だった。 

 

ペレス元捜査班は今年１月に抗争の末、国軍、警察部隊

に銃殺された（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」１月１

５日付の記事参照）。 

 

独裁政権に立ち向かう彼の姿を英雄視する野党支持者

は多く、彼のお墓には多くの花が供えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）一般人のツイッター投稿 

“オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官の墓” 

 

２０１８年４月８日（日曜）             

政 治                       

「４月９～１３日 与党が政治イベントを実施」              

 

ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）の選挙対策副代表

のダリオ・ビバス氏は４月９日から１３日にかけて各州

で与党の選挙イベントを実施すると発表した。 

 

ミランダ州、カラカス首都区での選挙イベントは４月１

２日に実施される。また、翌１３日にも全国的な与党の

政治イベントが予定されている。 

 

４月１１日～１３日はベネズエラの政治にとって特別

な日だ。２００２年４月１１日にチャベス大統領（当時）

がクーデターに合い、政権から引き下ろされた。しかし、

その２日後の４月１３日にチャベス大統領が政権に復

帰した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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与党は、この３日間を国民の意志が野党工作に勝利した

記念日にしている。 

 

経 済                       

「PDVSA 施設で爆発 １名負傷、１名行方不明」            

 

４月８日 スリア州バチャケロ地区の湖で PDVSA の

合弁会社 Petrozamora のはしけが爆発した。非公式情報

だが、この爆発で１名が死亡、負傷者も出たようだ。 

 

マニュエル・ケベド PDVSA 総裁はツイッターで 

 

「４月８日 バチャケロ地区 Lago-Pozo 1420、GIV14

のはしけで事故が起き１名が負傷した。また１名の行方

を捜索中。Petrozamora の労働者に連帯の意志を表明す

る。」 

と投稿している。 

 

 

（写真）爆発し炎上する PDVSA のはしけ 

 

「情報更新が出来ず DICOM 申請が不可          

    ～国内製造業は３，０００社以下～」              

 

DICOMは応札に申請するために、国内の法人税（ISLR）、

社会保険料（IVSS）を適切に支払っていることを証明す

る書類を提出することが義務付けられている。 

 

 

これらの証明書は DICOM のサイトから電子提出する

ことになっているが、提出するためのサイトがダウンし

ているようで、情報の更新が完了しないためDICOMで

外貨申請が出来ないというクレームが起きている。 

 

なお、ベネズエラ自動車部品製造商工会（FAVENPA）

のオマール・バウティスタ代表は、前述の問題もあり自

動車産業が昨年よりも外貨を受け取ることが出来てお

らず、１７年の同時期から生産稼働率は３７％減少した

としている。 

 

他、ベネズエラ経団連（FEDECAMARAS）のエドゥア

ルド・エンタナ代表は民放のインタビュー番組に出演し、

チャベス大統領が政権に就く前はベネズエラに１．２万

社が存在していたが、いまは３，０００社以下に減少し

たと答えた。 

 

「原油価格は１バレル５９．７ドル          

   ～石油省ウェブサイトがリニューアル～」              

 

１８年４月２日～４月６日のベネズエラ産原油の平均

価格は５９．７ドル／バレル。前週の６１．２８ドルか

ら１．５８ドル下がった。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年４月）

（出所）ベネズエラ石油省
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なお、石油省のウェブサイトがリニューアルされている

（ベネズエラ石油省ウェブサイト）。 

先週は中央銀行のウェブサイトもリニューアルされた

ばかりだった（「ベネズエラ・トゥデイ No.119」４月３

日付の記事参照）。 

 

社 会                       

「コロニア・トバル 入植１７５周年」              

 

カラカス駐在員であれば「コロニア・トバル」の名前を

知らない人はいないだろう。 

コロニア・トバルはアラグア州の標高１，７９６メート

ルの山奥に位置するドイツ移民（当時の Baden 州）が

作ったコミュニティ。 

１８４３年４月８日はそのコロニア・トバルの最初の移

民がベネズエラに到着した日だった。 

 

 

 

 

１９６３年までカラカスからコロニア・トバルに向かう

道は存在せず、コロニア・トバルはドイツ的な習慣を維

持していたと言われる。 

 

コロニア・トバルはカラカス市内から車に乗り１時間半

くらいで行ける距離のため、ドイツ的な文化を味わうこ

とが出来る観光地として週末に訪れる駐在員も多い。 

 

また、この地域で作られているビールはカラカスにも出

回っており、駐在員にとってはポラール、レギオナル、

スリアと並んでなじみの深いビールと言える。 

 

 

以上 

 

http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d70fb5b40c0e21babb686edf34fda41.pdf

