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（写真）大統領府 “故チャベス元大統領とアントニオ・アブレウ氏” 

“経済的に貧しい児童へ音楽教育を行う社会プログラム「エル・システマ」の創設者が死去” 

 

２０１８年３月２３日（金曜） 

 

政 治                    

 「非公式情報 国連が選挙団の派遣不可を通知」 

「マクマスター米大統領補佐官を解任 

～後任はタカ派のジョン・ボルトン氏～」 

 「国連人権委員会で米国の制裁非難決議を採択」 

経 済                    

 「１００ボリバル札 使用期間を延長」 

 「７回目 DICOM １ドル４９，４７７ボリバル」 

社 会                    

 「マイケティア空港の犯罪グループを逮捕」 

２０１８年３月２４日（土曜） 

 

政 治                   

 「５月大統領選 投票画面が決定」 

「ファルコン氏 国連通知を公開するよう要請」 

 「州議会議員選 AP、Copei、MAS が出馬」 

経 済                   

 「中銀総裁 ６月３日までに現金預金を要請」 

 「原油価格 １バレル５９．８９ドル 

～石油相サイトにペトロの参考価格掲載～」 

 「Turpial Airline ドミニカ共和国との路線運行」 

「Directv ＮＨＫ視聴料金を改定」 
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２０１８年３月２３日（金曜）             

政 治                       

「非公式情報 国連が選挙団の派遣不可を通知」       

 

非公式情報だが、５月２０日の大統領選に国連はいかな

る種類のミッション団も派遣しないと通知したようだ。 

 

３月１３日にはモンカーダ国連大使やファルコンAP党

首らがニューヨークで国連のミッション団派遣を求め

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.110」３月１３日付

の記事参照）。 

 

この報道が出る前に国連の Farhan Haq 報道官は 

「ベネズエラ政府に対して、要請に対する回答を送っ

た。」とコメントしていた。 

ただし、この時点ではどのような内容の回答を送ったの

かは明らかにされていなかった。 

 

「マクマスター米大統領補佐官を解任           

  ～後任はタカ派のジョン・ボルトン氏～」          

 

３月２２日 米国のマクマスター大統領補佐官（国家安

全保障問題担当）が解任された。後任はジョン・ボルト

ン氏。 

 

ボルトン氏はタカ派として有名な人物で、イラン、北朝

鮮、ロシア、キューバ政策で強硬路線を主張している。

北朝鮮問題では、独裁国家には制裁で対処するというス

タンスを明確にしており、ベネズエラについても同様の

スタンスが取られそうだ。ボルトン新大統領補佐官の正

式な就任は４月９日を予定している。 

 

なお、マドゥロ政権を強烈に非難している米国のマル

コ・ルビオ議員はボルトン氏の就任を「素晴らしい選択

だと考えている。」と評価した。彼が高評価をしている

ところから見ても、米国政府のベネズエラおよびキュー

バへの強硬スタンスが一層深化したものになったと考

えるべきだろう。 

 

３月１３日にはティラーソン国務長官を更迭しており、

後任にマイク・ポンペオ元 CIA 長官を指名している。 

 

米国紙「Diario Los Americas」によると、ポンペオ新国

務長官は、１７年１月から CIA 長官に就任しており、

１７年４月の抗議行動と制憲議会を受けて、ベネズエラ

政府関係者への制裁を勧めた人物でもあるようだ。 

 

現在の在ベネズエラ米国大使館の事実上のトップの役

割を担っているトッド・ロビンソン氏も強硬路線。 

ベネズエラへの制裁を強化する米国のスタンスは当分

変化しないだろう。 

２０１８年３月２５日（日曜） 

 

政 治                  

 「Delphos、Hercon アンケート調査発表 

～ファルコン AP 党首の勝利を予想～」 

経 済                  

 「PDVSA のオペレーションが混乱 

労働者の逃亡と経営層の知識不足」 

社 会                  

 「ラミレス元 PDVSA 総裁親族と中国企業」 

「ベネズエラ音楽界の巨匠 

アントニオ・アブレウ氏死去」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
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「国連人権委員会で米国の制裁非難決議を採択」                 

 

３月２３日 アレアサ外相は国連の人権委員会で米国

とその同盟国がベネズエラに対して行っている制裁を

非難する決議が承認されたと発表した。 

 

ベネズエラは非同盟会議（MNOAL）の議長国を務めて

いる。MNOAL の代表として、ベネズエラが提案した

「人権と強制的で一方的な手段」の決議は 

 

「賛成（ベネズエラの意見に賛同）が２８カ国」、 

「反対（ベネズエラの意見に反対）が１５カ国」、 

「棄権が３カ国」 

で可決された。 

 

 

 

賛成国は中東、アフリカ諸国がほとんど。ペルーが賛成

していることが意外ではある。 

 

 

ベネズエラの意見に反対を表明したのは主に先進国、西

側諸国が中心。具体的には米国、英国、スイス、スペイ

ン、ドイツ、ベルギー、オーストラリア、ウクライナ、

クロアチア、ソロベニア、スロバキア、ハンガリー、ジ

ョージア、韓国、日本。 

 

棄権はアフガニスタン、ブラジル、メキシコの３カ国だ

った。 

 

経 済                         

「１００ボリバル札 使用期間を延長」          

 

１８年３月２０日付官報４１，３６５号で１００ボリバ

ル紙幣の使用期限が再度延長された。 

 

今回の延長措置により１００ボリバル紙幣は５月２０

日まで使用できることになる。 

 

１６年１２月に１００ボリバル札の使用を停止すると

発表してから１年４カ月が経過する。１８年２月時点で

ベネズエラには６４億枚の１００ボリバル紙幣が流通

している。枚数で見ると、市中に流通している紙幣枚数

のほぼ半分を占めている。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.114」３月２３日付の

記事で紹介した通り６月４日には新通貨ボリバル・ソベ

ラーノが流通する予定。 

 

デノミネーション後、１００ボリバル札の価値は０．１

ボリバル・ソベラーノになるが、新しい通貨の最小現金

は０．５ボリバル・ソベラーノ（貨幣）だ。 

 

０．１ボリバル・ソベラーノというのは銀行預金でしか

確認できない小さな数字になる。ついに１００ボリバル

札は市中から姿を消すかもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
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「７回目 DICOM １ドル４９，４７７ボリバル」        

 

ベネズエラ中央銀行は第７回目の DICOM の結果を公

表した。 

 

為替レートは１ユーロ６１，１６９．０３３ボリバル。 

ドル建てで１ドル４９，４７６．５ボリバルになる。 

 

前回の為替レートが１ドル４３，９８０ボリバルだった

ので、ボリバルの価値が下落したことを意味する（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.112」３月１６日付の記事参照）。 

 

今回、落札された外貨の合計は６回目の１３万６，８８

９．３１ドルから１４．５％減の１１万９，５５４．７

５ドル。 

 

法人で外貨を落札できたのは４社のみ。金額は合計で４

万８，２７５．０１ドルの外貨を割り当てた。Alimentos 

Venezolanos S＆M Alivensa という会社が３万３，３６

２．０１ドルでほとんどの外貨を落札した。 

 

なお、外貨競売委員会は DICOM の公式サイトで、３月

２６～３０日の週は DICOM の競売を実施しないと通

知している。 

 

社 会                       

「マイケティア空港の犯罪グループを逮捕」          

 

全ての駐在員や出張者は、ベネズエラに到着して最初に

マイケティア国際空港で襲われないか心配することだ

ろう。 

 

確かに空港駐車場や空港から市内への移動中に襲われ

たという報道は後を絶たない。 

 

 

 

３月２３日 マイケティア空港をベースに誘拐・強盗を

行っていた６名の犯罪者グループが逮捕された。逮捕さ

れたものの中には現役の警察官も含まれる。 

 

参考までに彼らがどのように犯罪を行っていたかを紹

介したい。 

 

まず、空港の入国口で襲う対象を決める。男性がうろつ

いていると不審がられるため、女性が対象を探していた

ようだ。対象を選ぶ基準は腕時計や服などの装備品、人

種、スーツケースの数など。 

 

その後、共謀している警察官に車のナンバープレートを

通知する。警察官は空港からカラカス市内に向かう道路

でコントロールを行っており、ランダムに車を止めて車

内を確認する。知らされたナンバープレートの車を止め

て、脅して金品を強奪していた。 

 

今回の逮捕は氷山の一角でまだ同様の犯罪者は活動し

ている。アジア系は人種が違うので目立つ。ベネズエラ

に入国する際には服装など出来るだけ目立たない格好

をすることを強くお勧めする。 

 

 

（写真）Cooperante “逮捕された犯罪者グループ” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b441a4ae1399bd53640eb4614e83269f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b441a4ae1399bd53640eb4614e83269f.pdf
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２０１８年３月２４日（土曜）             

政 治                       

「５月大統領選 投票画面が決定」           

 

３月２４日 選挙管理委員会（CNE）は５月２０日の選

挙で使用される投票画面を公開した。 

 

ベネズエラの選挙は電子投票で、以下の画面をタッチす

ることになる。 

 

左上は与党グループ。左上に固まっている１０党、どれ

を選んでもマドゥロ大統領に投票することになる。 

 

右下は野党グループ。ファルコン AP 党首に投票する場

合は、右端、一番下の段に並ぶ３党（MAS、Avanzada 

Progresista、Copei）のいずれかを選ぶ。 

 

 

（写真）社会主義行動党（MAS）ツイッター抜粋 

 

 

 

「ファルコン氏 国連通知を公開するよう要請」           

 

３月２４日 ファルコン AP 党首は野党系メディア

Efecto Cocuyo の取材に対して、自身のグループは国連

からの回答を受けていないとコメントし、政府に対して

国連の回答内容を明らかにするよう要請した。 

 

「政府は国連から回答を受け取っているかどうかを明

らかにし、明記されている条件を国民に知らせる義務が

ある。我々のチームは政府ではなく、国連への申請主体

になっていない。従って、国連からいかなる通知も受け

取っていない。 

 

大統領選挙を適正なものにするためには国連のサポー

トが不可欠だと考えている。ただ、国連だけが唯一の選

択肢とは考えていない。 

欧州連合、カリコム、ウナスール、メルコスール、カー

ターセンター（米国の学術機関）、ドミニカ共和国やチ

リ、メキシコなど広くサポートを求めるべきだ。」 

とコメントした。 

 

この発言はファルコン氏の方針を理解する上で、重要な

発言だろう。つまり、国連がミッション団を派遣しない

からといって、即座に大統領選の出馬を辞退する意志は

ないように認識できる。しかも、カリコム、ウナスール

やドミニカ共和国を選択肢に入れている。 

 

個人的な感覚としては、欧州連合がベネズエラに選挙監

視団を派遣するとは考えにくい。一方でベネズエラ政府

と政治的に良好な関係を維持しているカリコム、ウナス

ールなどであれば選挙にミッション団を派遣する可能

性は十分にある。 

 

ファルコン氏がこれで満足するのであれば、国連が選挙

監視団を派遣しなくても対抗馬がいる状態で大統領選

は行われることになる。 
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「州議会議員選 AP、Copei、MAS が出馬」              

 

３月２４日 州議会議員選に出馬する野党候補が出そ

ろった。州議会議員選は大統領選と同じ５月２０日に実

施される予定だ。 

 

野党として州議会議員選に出馬を申請したのは、発展進

歩党（AP）、社会主義行動党（MAS）キリスト教社会党

（Copei）、UPP８９、変化のための希望党（EPC）の５

政党。 

 

一定の規模がある政党は AP、MAS、Copei の３党。重

要度はそこまで高くないので、詳細は割愛するが、前述

の３政党は２３州ほぼ全州に議員候補を出馬させてい

る。 

 

なお、行動民主党（AD）、新時代党（UNT）からの出馬

者はいなかった。 

 

経 済                       

「ラモン・ロボ中銀総裁                 

 ６月３日までに現金を銀行に預けるよう要請」            

 

ラモン・ロボ中央銀行総裁は国営放送局（VTV）のイン

タビュー番組に出演し、６月４日から流通するボリバ

ル・ソベラーノへの移行に関して、６月３日までに現在

使用している紙幣を預金しなければいけないとコメン

トした。 

 

「ベネズエラ国民に対して６月４日には市中に流通さ

せるのに十分な現金を用意することを約束する。 

６月４日には現在流通している紙幣は銀行に預けられ

なければいけない。つまり、現在使用されている現行の

紙幣は６月３日までに銀行に預けなければいけない。」 

と説明した。 

 

 

１６年１２月に１００ボリバル札を使用できなくする

と発表した際にも、似たような発言をしていたが１年４

カ月経過した現在でも１００ボリバル札は流通してい

る。 

 

蓋を開ければ、６月４日以降もしばらくボリバル・フエ

ルテ（現通貨）とボリバル・ソベラーノ（新通貨）が並

行している可能性は十分あるだろう。というよりも、並

行で使用できる期間を設定するのが普通ではないか。 

 

なお、国民に新通貨の価値を認識してもらうため、５月

１日から商品価格はボリバル・フエルテとボリバル・ソ

ベラーノを併記することが官報で定められた。 

 

「原油価格 １バレル５９．８９ドル」        

 

１８年３月１９日～３月２３日のベネズエラ産原油の

平均価格は５９．８９ドル／バレル。前週の５７．９３

ドルから１．９６ドル上がった。 

 

なお、今週から石油相のサイトにペトロの価格が掲載さ

れるようになった（ペトロの価格参考値）。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年３月）

（出所）ベネズエラ石油省

http://www.minpet.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=244
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（写真）石油相  

“ペトロの価格を掲載、ベネズエラ産原油価格と同額” 

 

「Turpial Airline ドミニカ共和国との路線運行」         

 

３月２４日  ベネズエラの民間航空会社「Turpial 

Airline」は、バレンシア（カラボボ州）―サント・ドミ

ンゴ（ドミニカ共和国）およびバレンシア―プンタ・カ

ナ（ドミニカ共和国）のフライトを開始した。 

今後、上記のルートは１週間に１本運航することになる。 

 

就航開始イベントにはドミニカ共和国のミゲル・バルガ

ス外相が参加し、観光促進につながると祝福した。 

 

Turpial Airlineのペドロ・セスタリ社長は、今後ボゴ

タ、リマへのフライトも増やすと意欲を示した。 

 

「Directv ＮＨＫ視聴料金を改定」            

 

ベネズエラで暮らす日本人駐在員にとって、大きな生活

の助けは現地で NHK が視聴できることだろう。 

 

もちろん無料で視聴できるわけではなく、有料放送配信

会社 Directv に NHK が視聴できるようオプションプラ

ンを申し込む必要がある。 

 

４月を迎えようとしているが、Directv は３月１日にさ

かのぼり放送料金を変更した。 

 

例えば１５チャンネルが視聴できる HBO Max プラン

は月額２２，６８０ボリバル。 

ＮＨＫはオプションで、月額１５，０００ボリバル（税

抜き）を追加して視聴できる。 

 

＜オプションチャンネルリスト（３月１日料金）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年３月２３日～３月２５日報道            No.１１５   ２０１８年３月２６日（月曜） 

8 / 9 

 

２０１８年３月２５日（日曜）             

政 治                       

「Delphos、Hercon アンケート調査発表       

    ～ファルコン AP 党首の勝利を予想～」              

 

５月の大統領選を前に、世論調査会社の Delphos と

Hercon Consultores はベネズエラの成人１，２００名を

対象にアンケート調査を実施した。 

 

両社の調査によると、回答者の約７５％はマドゥロ大統

領の再選に否定的な見方を示した。否定的な理由は経済

問題。食料・医薬品不足、インフレなど生活苦が不人気

の一番の理由。 

 

Hercon 社のマルコス・エルナンデス社長は 

「今はチャビスタでさえも経済が危機的な状況にある

と認識している。無批判に与党を支持する状況ではなく

なった。現在、８００人以上が一日に１回しか食事を食

べていない。 

 

自身を野党支持者と認識する回答者のうちの５５％は

投票する意味はあると考えている。一方で３７％は絶対

に投票しないと回答している。選挙条件がより良いもの

になるべきだと考えている回答者は７５％に達する。」 

とコメントしている。 

 

Delphos 社のフェリックス・セイハ社長は、 

「５月の大統領選について、約半数の回答者が投票に参

加するつもりだと答えた。投票しないと答えた５０％の

うち、約２０％は常に投票しないグループで、残りの３

０％は選挙の条件が改善されれば投票したいと考えて

いるグループだ。」 

と分析した。 

 

 

 

 

また、ファルコン AP 党首とマドゥロ大統領への投票意

思について調査したところ、マドゥロ大統領に投票する

と答えたのは２８％、ファルコン AP 党首に投票すると

答えたのは３７％とファルコン AP 党首へ投票したい

と考えている人が多い結果になった。 

 

経 済                       

「PDVSA のオペレーションが混乱          

      労働者の逃亡と経営層の知識不足」            

 

PDVSA の生産量は悪化の一途をたどっているが、特に

米国の制裁が始まり、PDVSA の内部汚職撲滅が激化し

始めた１７年１１月からの減少スピードは著しい。 

 

OPEC 公表値によると１８年２月時点の産油量は日量

１５４．８万バレル（セカンドソース）。３カ月前の１

７年１１月が１８３．４万バレルだったので３カ月で約

３０万バレル減ったことになる。今の勢いで産油量が減

った場合、１９年２月には日量４０．４万バレルになる。 

流石にそこまで減ることはないかもしれないが、

PDVSA の内情はかなり問題だろう。 

 

政府は汚職撲滅を掲げ、PDVSA の社長を含め幹部クラ

スを逮捕している。次は自分が逮捕されるかもしれない

という恐れから人材流出が加速しているようだ。このセ

マナサンタの連休に乗じて、そのまま姿を消そうとして

いる労働者も多いようだ。 

 

旧幹部クラスを逮捕したあとに新たに就任した役員は、

ケベド新総裁の知人の軍人に占められている。PDVSA

の内部関係者は、「新しい幹部は石油産業の知識が乏し

く話が出来ない。」と漏らしているようだ。 

 

制裁により外国送金も制限され PDVSA は正常なオペ

レーションを出来る状態ではないだろう。 
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社 会                       

「ラミレス元 PDVSA 総裁親族と中国企業」         

 

スペインの新聞社「El Pais」は、ラミレス元 PDVSA 総

裁の従兄弟で１７年１２月に逮捕されたディエゴ・サラ

サール氏は、中国企業 Sinohydro Corporation Limited

から２０１０年 9 月までに仲介コンサルタント料とし

て、４，９２０万ドルを受け取っていたと報じた（逮捕

当時の報道は「ベネズエラ・トゥデイ No.67」１２月１

日付の記事参照）。 

 

この Sinohydro Corporation Limited 社はアラグア州

Cabrera 火力発電所の施設２件、El Chorrin 発電施設、

プエルトラクルスの波止場整備、トゥルヒージョ州の水

関連施設など５件の公共事業を請け負った。コミッショ

ンはアンドラ銀行の１１の口座に振り込まれたようだ。 

 

この１１の口座の動きを確認した専門家によると、サラ

サール氏の口座から PDVSA のフランシスコ・ヒメネ

ス・ビジャロエル氏に対して７３０万ドルが送金されて

いるようだ。 

 

また「El Pais」は、サラサール氏は７７２メガバイトの

火力発電施設の契約１０億３，８７１万ドルと２００メ

ガバイトの新たな火力発電所の契約３億１，５８９万ド

ルの公共工事の契約に対して、成功報酬として１０％の

手数料を受け取ったと報じている。 

 

「ベネズエラ音楽界の巨匠               

        アントニオ・アブレウ氏死去」           

 

３月２４日 ベネズエラの音楽家アントニオ・アブレウ

氏（７８歳）が亡くなった。 

アブレウ氏は経済的に貧しい子供に対して無償で音楽

教育を行う社会プログラム「エル・システマ」の創設者

として有名。 

 

有名なオーケストラ指揮者グスターボ・ドゥダメルの先

生としても有名だった。 

 

「エル・システマ」で音楽教育を受けた児童はベネズエ

ラで９０万人にのぼり、同様の音楽教育システムを始め

た国は少なくとも５０カ国はあるようだ。日本もその中

の一つ。 

日本では東日本大震災を受けて１２年にエル・システマ

ジャパンが創設された（「エル・システマジャパン」ウ

ェブサイト）。 

 

葬儀には多くの人が参列した。 

マドゥロ大統領は、アブレウ氏の死を悼み３日間、喪に

服すよう政令を発表した。 

 

 

（写真）テレビジャーナリスト Vaterina Valentino 氏 

“アブレウ氏の葬儀の様子” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
http://www.elsistemajapan.org/
http://www.elsistemajapan.org/

