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（写真）エンリケ・カプリレス WEB 番組「Pregunta Capriles」 “カプリレス元ミランダ州知事” 

 

２０１８年４月２７日（金曜） 

 

政 治                     

 「サパテロ元西大統領 再び対話を呼びかけ」 

「ベルトゥッシ牧師 スクレ州の選挙対策長が負傷」 

経 済                     

 「コパ・エアライン ５月 1 日から運行再開」 

 「中国政府との元本返済延期合意 期限切れ」 

 「DICOM１１回目 １ドル６９，０００ボリバル」 

社 会                     

「Frente Amplio 抗議行動 平和裏に終了」 

「５月１日 与党が政府支持行進を呼びかけ」 

２０１８年４月２８日（土曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 投票率を上げるため 

投票参加者へボーナスを支払うことを提案」 

「米州機構 ４月３０日に臨時会合を召集」 

経 済                    

 「PDVSA２０ 利息支払いの報道流れる」 

 「赤道ギニアとの空路開通を検討」 

 「ペトロ・ゴールド DICOM を通じて売却」 

「ペトロは１６のデジタル通貨取引所で両替 

～ペトロ建てで７億ドルの食糧を輸入～」 
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２０１８年４月２７日（金曜）             

政 治                       

「サパテロ元西大統領 再び対話を呼びかけ」       

 

４月２７日 与野党交渉の仲裁役を務めてきたロドリ

ゲス・サパテロ元スペイン大統領はエクアドルで開催さ

れた飢餓撲滅プロジェクトに出席。同記者会見で再びベ

ネズエラには対話が必要だと訴えた。 

 

「ベネズエラの紛争は平和的な対話でしか解決しない

と認識している。これまで与野党仲裁のためベネズエラ

に３０回訪問し、ドミニカ共和国へは１０回訪問した。 

 

野党は対話の概念については支持するものの、マドゥロ

大統領と会うことは強く拒絶する。多くの批判があるこ

とは分かるが、マドゥロ大統領は民主的な手段で選ばれ

た大統領だ。 

 

ベネズエラには２つのイデオロギーが存在する。平和

的に解決するためには両者がお互いを理解しなけれ

ばいけない。 

 

トランプ政権のベネズエラに対する方針について、私

は賛同しない。トランプ大統領はベネズエラに対する

多くの方針を変えてきた。私は評価しない。」 

と発言した。 

 

「ベルトゥッシ牧師 スクレ州の選挙対策長が負傷」          

 

５月の大統領選に出馬しているベルトゥッシ牧師は、

スクレ州の選挙対策長のアンヘル・アリアス氏が拳銃

で負傷したと訴えた。 

 

銃で撃たれた場所は選挙イベントの集会場で、クマナ

の市民に対してスープを配給していた。 

 

なお、ベルトゥッシ牧師の選挙キャンペーンは多くの場

合、スープが配給される。同氏は選挙に出馬する前から

スープを国民に配給するプロジェクトを行っており、彼

の選挙は「ソパソ（スープイベント）」と呼ばれる。イ

ベント時の同氏の動員力はかなり高い。 

 

 

（写真）ベルトゥッシ牧師ツイッター動画から抜粋 

“４月２７日 スクレ州での選挙イベントの様子” 

２０１８年４月２９日（日曜） 

 

政 治                    

 「カプリレス氏 MUD に方針転換求める」 

「ラッティ候補 大統領選辞退を表明 

～ファルコン氏 他候補者との会談を予定～」 

経 済                    

 「インド・トルコにペトロ建て取引を提案 

～ペトロ建てならば３０％オフ～」 

 「PDVSA トルコとインドにコークス輸出検討」 

「ハリバートン ３．１億ドルの減損処理」 
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経 済                         

「コパ・エアライン ５月 1 日から運行再開」          

 

コパ・エアラインはパナマとベネズエラの外交関係が悪

化したことを理由にベネズエラ―パナマ間の運行を４

月６日から停止していたが、４月２６日にマドゥロ大統

領が空路の再開を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.129」４月２６日付の記事参照）。 

 

これを受けて、コパ・エアラインは５月１日からベネズ

エラ（カラカス、バレンシア、マラカイボ）―パナマ間

の運行を再開すると発表した。チケットの販売は４月２

７日から始まる。 

 

制裁が発動する前に５月１日以降のフライトチケット

を予約し、まだ返金処理が済んでいない人は、引き続き

そのチケットを使用できる。 

また返金手続き中の人は返金処理を続けることもでき

るし、中止することも可能。 

 

また、コパ・エアラインはこの機会にプロモーション価

格でチケットを販売すると発表した。 

 

「中国政府との元本返済延期合意 期限切れ」        

 

ロイター通信は、中国とベネズエラの二国間融資の返済

延期期限が切れたと報じた。 

 

ロイター通信の報道によると、中国はベネズエラの資金

繰りを支援するために、１９０億ドルの融資元本の返済

を２年間延期、その間は利息だけを支払うことで合意し

ていた。 

 

この中国との合意がいつ頃開始したのかについて公式

な情報は存在しないが、ロイター通信は関係者からこの

合意は既に切れているとの情報を入手した。 

 

中国側はベネズエラ政府に対して今後の対応を連絡し

ていないようだ。 

 

匿名の関係者は 

「中国はベネズエラに対する融資枠を上げない方針を

維持している。２年間の元本返済延期を合意した時期か

ら１バレル２０ドルは上がっている。 

 

利息だけを支払っていた時、中国は日量７万バレル相当

を利息支払いとして差し引いて PDVSA に支払ってい

た。しかし、元本返済が始まると日量３７．５万バレル

相当を元本と利息の支払いとして差し引くことになる。

金額にして年間７０億ドルに達する。」 

とコメントした。 

 

なお、ロイター通信が入手した情報によると、PDVSA

は中国に対して日量７０万バレルを輸出している。 

 

「DICOM１１回目 １ドル６９，０００ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第１１回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ８３，３４５．１ボリバル。 

ドル建てで１ドル６９，０００ボリバルになる。 

 

前回の DICOM のレートは１ドル６６，９３７ボリバ

ルだったので若干ボリバル安になったことになる。 

 

今回、落札された外貨の合計は７０．６万ドル。前回か

ら約１２２％増えたことになる。 

 

割り当て金額が多かったのは、前回同様ビールメーカー

の「Cerveceria Regional」で約１０万ドル。次いで歯磨

き粉などを生産する日用品メーカー「COLGATE（コル

ゲート）」で５万ドルだった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
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グラフ：DICOM の為替レート推移 

（単位：ボリバル／ドル） 

 

（出所）Bancaynegocios 

 

グラフ：DICOM による法人向け外貨供給額推移 

（単位：ドル） 

 

（出所）Bancaynegocios 

 

社 会                       

「Frente Amplio 抗議行動 平和裏に終了」          

 

４月２７日 Frente Amplio は抗議行動を呼びかけてい

た。 

 

２７日当日に野党系のメディアは、El Hatillo のムラー

ジャ前＠AM７時、旧市街地「ラ・カンデラリア」の

Sambil＠AM１０時など抗議行動を実施する１６カ所

を報じた。 

 

しかし、野党の拠点とされるチャカオ市での抗議行動は

掲載された情報からは確認できなかった。 

 

現在のチャカオ市長（野党系の市長で、元第一正義党（PJ）

所属）は市内での抗議行動実施を嫌っている。市長のス

タンスも影響しているのかもしれない。 

 

映像を確認する限り、抗議行動の参加率は低い。 

ラ・カンデラリアの「サンビル」で治安部隊が抗議集会

を阻み、口論になったが、暴動には発展しなかった。 

その他、治安当局との目立った衝突はなく抗議行動は総

じて平和裏に終了した。 

 

 

（写真）ツイッター投稿写真 

“El Hatillo のスーパー「ムラージャ」前に集まった人々” 

 

「５月１日 与党が政府支持行進を呼びかけ」           

 

制憲議会のフランシスコ・トーレアルバ議員（元労働相

で元 IFE 社長）は５月１日に与党を支持する労働者によ

る行進を呼びかけた。 

 

５月１日はメーデーで、ベネズエラは祝日。 

この時期に最低賃金を改定するのが恒例になっている。

大統領選前の賃金改定のため、政府は支持獲得のため大

幅に改定する可能性がある。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年４月２７日～４月２９日報道            No.１３０   ２０１８年４月３０日（月曜） 

5 / 9 

 

２０１８年４月２８日（土曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 投票率を上げるため        

  投票参加者へボーナスを支払うことを提案」        

 

４月２８日 マドゥロ大統領はアンソアテギ州で行わ

れた選挙イベントで、「祖国カード」を持つ、投票者に

対してボーナスを支給することを検討していると発表

した。 

 

「祖国カードを持つ者は投票に行かなければいけない。

私は祖国カードを持ち、投票に行ったベネズエラ人に対

してボーナスを支給することを検討している。」 

 

当然ながら、この種の発表はマドゥロ大統領への投票に

裨益する。ファルコン AP 党首、ベルトゥッシ牧師らが

不平等な選挙制度について選挙管理委員会（CNE）に訴

えているが、正されることは無いだろう。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

“アンソアテギ州での選挙キャンペーンの様子” 

 

 

 

 

「米州機構 ４月３０日に臨時会合を召集」              

 

米州機構は４月３０日にベネズエラの人道問題を議論

するためワシントンで臨時会合を行う。 

 

この集会はアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コ

スタリカ、米国、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、

パナマ、パラグアイ、ペルー連名の求めによるもの。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長は米州機構のウェブサ

イトで、ベネズエラの難民問題について独裁政権の責任

であると紛糾。経済情勢の更なる悪化により１８年には

難民が更に増え、米州史上最も悲惨な状況に陥るだろう

と警告している。 

 

経 済                       

「PDVSA２０ 利息支払いの報道流れる」            

 

新興国の金融情報を扱う「REDD LATAM」は、少なく

とも２名の投資家から PDVSA が２０年満期の社債利

息（約１億７００万ドル）を送金したとの情報を得たと

報じた。REDD LATAM が銀行関係者から得た情報に

よると、ある決済機関が PDVSA からの着金を認めたよ

うだ。 

 

ただ、金融機関により対応は異なる。支払いを受け付け、

送金作業に入る金融機関もあれば、支払いを受け付けな

い金融機関もあるようだ。 

 

PDVSA２０年債は Citgo の株式５０．１％が担保にな

っており、PDVSA が優先的に支払う可能性があると言

われていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月２５

日付の記事参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
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ま た 、 REDD LATAM は 、 GOLD RESERVE 社 や

CRYSTALLEX 社に対しては遅れながらも支払いを継

続していると補足し、ベネズエラ政府が債券投資家より

も、接収した金鉱山事業者への賠償金支払いを優先して

いると報じた。 

 

「赤道ギニアとの空路開通を検討」         

 

４月２８日 ベネズエラ政府と赤道ギニアは二国間の

関係を強化する方針で合意した。 

 

赤道ギニアの航空相秘書官とベネズエラの外務省アフ

リカ担当の次官は会合を行い、二国間強化の枠を広げて

両国で空路を開設しようとの話し合いを持った。 

 

赤道ギニアの航空相秘書官は、カルロス・オソリオ運輸

相とも会合。航空関連の複数の組織を視察した。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省ツイッター 

 

 

 

「ペトロ・ゴールド DICOM を通じて売却」           

 

４月２８日 アイサミ副大統領は「ペトロ・ゴール

ド」について説明した。説明を聞く限りでは「ペト

ロ・ゴールド」はベネズエラの貯蓄手段として使用す

るもののようだ。 

 

「ペトロ・ゴールドは実物のある貯蓄資産だ。１０、

２０、３０、４０、５０グラムが存在する。 

 

ペトロ・ゴールドはDICOMを通じてボリバル建てで

売却される。競売は一般を対象に行う。まず、ベネズ

エラの貯蓄システムをゴールドで再構築する。次に

我々の通貨ボリバルを他国に侵害されることのない自

国通貨にしよう。 

 

ペトロ・ゴールドは長年ベネズエラ経済に悪影響を与

えてきた並行レートを打倒するための貯蓄資産にな

る。ベネズエラ経済改革の一部だ。」と述べた。 

 

以下の写真は３月２３日にマドゥロ大統領がペトロ・

ゴールドについて発表した際に紹介したペトロ・ゴー

ルドのプロトタイプ。トルコの技術により加工されて

いる。 

 

 

（写真）TELESURの映像を抜粋 

“ペトロ・ゴールドのプロトタイプ” 
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「ペトロは１６のデジタル通貨取引所で両替       

   ～ペトロ建てで７億ドルの食糧を輸入～」        

 

４月２６日のマドゥロ大統領の発表だが、漏れていたの

で紹介する。 

 

４月２６日 マドゥロ大統領はペトロの説明をする際

にペトロおよびその他デジタル通貨は１６の通貨取引

所を通じて両替できると説明した。マドゥロ大統領の発

言から以下の１４社は確認できている。 

 

CriptoExchange,  

CriptoCapital,  

Asesorías Financieras C.A.,  

Italcambio,  

Amberes COIN,  

CaveBlockchain Valorata Casa de Bolsa,  

Coinsecure.ve,  

CritiaExchange, 

Criptolago, 

Criptoven Trade, 

Criptoactivo Menes, 

Criptoactivo Bancar, Criptomundo Casa de Intercambio, 

Inversiones Financieras 1444  

Criptoactivo Criptoes. 

 

上記の中で最も有名なのは Italcambio だろう。 

ただし、具体的なペトロの購入方法は分かっていない。 

 

４月２８日 アイサミ副大統領は 

「国籍は言わないが、ベネズエラ人ではない若い生産者

グループが我々にペトロ建てで７億ドルの食料品を売

ってくれた。また、外国企業家で２万トンの鶏肉をペト

ロ建てで販売してくれるグループもいる。」 

と発言した。 

 

 

２０１８年４月２９日（日曜）             

政 治                       

「カプリレス氏 MUD に方針転換求める」              

 

４月２９日 エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事は

自身のブログで野党連合（MUD）に対して、緊急協議

を要請した。 

 

ブログの記事自体は停電に関する国民の苦しみや政府

の非効率な運営を非難する内容だが、最後に以下の記述

がある。 

 

「ベネズエラが歴史的な危機にある中で、現在の野党連

合が行っている政策は、ベネズエラ国民が危機を抜け出

すために機能しているかどうか議論することを求める。 

 

野党連合は国民が本当に求めていることを聞いたこと

があるか？現実は日々動いているにも関わらず、野党連

合は動いていない。 

 

これまで、トップダウン的な指揮系統は悪い事態を招い

てきたが、現状を見る限り全員が賛同して出せる決断は

存在しない（様々な意見を聞きすぎるのではなく、時に

はトップダウン的な決断も必要だと言いたいと思われ

る）。 

 

何もしなければ５月２０日がただ過ぎていく。国民の声

を聴いて動かなければいけない。 

後から、「だから言っただろ」と言っても何も解決しな

い。解決するための方法を探さなければいけない。我々

にはまだ時間がある。緊急的な議論を求める。」 

 

１２年１０月、１３年４月に大統領選に出馬した野党の

政治リーダーが同コメントを掲載した意味は決して小

さくないだろう。 
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「ラッティ候補 大統領選辞退を表明          

 ～ファルコン氏 他候補者との会談を予定～」              

 

４月２９日 ５月の大統領選に出馬しているアレハン

ドロ・ラッティ氏は同選挙を辞退すると表明した。 

 

同氏は自身のツイッターに 

「３０日（月曜）１２時に選挙管理委員会（CNE）へ行

き、大統領選への参加辞退を申請する。また、候補者の

身の安全を保証するためのシステムを CNE 役員らに求

める。 

 

ベネズエラ国民に対して野党候補者を攻撃する姿勢を

改め、本当の意味で統一することが必要だと考えてい

る。」 

と投稿した。 

 

また、ファルコン AP 党首は今週中にベルトゥッシ牧師

の選挙グループと選挙参加率を高めるための方法につ

いて協議する。また、近日中にアレハンドロ・ラッティ

候補、レイナルド・キハーダ候補とも協議する予定だと

コメントした。 

 

ファルコン AP 党首は、マドゥロ大統領の対抗馬を統一

することで、票の拡散を防ぐ動きを見せ始めている。 

 

経 済                       

「インド・トルコにペトロ建て取引を提案        

      ～ペトロ建てならば３０％オフ～」            

 

４月２９日 インドの新聞「Business Standard」は、ベ

ネズエラがインドに対してペトロ建てで取引する場合、

原油価格を３０％ディスカウントするとオファーした

と報じた。 

 

 

同紙によると、ベネズエラ政府の関係者が１カ月ほど前

にインドに出張し、デリーに拠点を持つ Coinsecure 社

と契約を結んだと報じた。 

Coinsecure の Mohit Kalra 社長は同紙の取材に対して、

ベネズエラ政府はペトロを Coinsecure のシステムを介

して Bitcoin や Rupia に両替することを望んでいるとコ

メントしたようだ。 

 

また、Karla 社長は、ベネズエラ政府はインド政府に対

して、ペトロ建ての原油購入であれば３０％までディス

カウントするとオファーしていたと答えた。 

 

「PDVSA トルコとインドにコークス輸出を検討」        

 

PDVSA のジャスメル・セラーノ副総裁は、ビジネス見

本市「Expo Venezuela Potencia ２０１８」での商談成

果について、インドとトルコに対して、コークスを輸出

することが出来るか検討することになったと答えた。 

 

「我々はインド、トルコ向けのコークス輸出を検討する。

ベネズエラ企業とトルコ、インド企業と共同でプロジェ

クトを進める。具体的には Capex、Brat Resources、

Venepetrol が挙げられる。」 

と答えた。 

 

トルコのラテンアメリカ商工会のニコ・ボラ代表は、少

なくとも１００万トンのコークスを輸入するつもりだ

とコメントした。 

 

「ハリバートン ３．１億ドルの減損処理」             

 

米国紙「ニューヨーク・タイムス」は米国ヒューストン

に拠点を置く資源サービス会社「ハリバートン」がベネ

ズエラ事業で３億１，２００万ドルの減損処理をしたと

報じた。 
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同紙は、減損の理由について、産油量減少、米国の制裁、

政治の急進化と経済危機により支払いの受け取り見通

しが立たないためと報じている。ハリバートンは昨年６

億４，７００万ドルの減損処理をしていた。 

 

ベネズエラ人の石油専門家として知られるフランシス

コ・モナルディ氏は 

「これはベネズエラの石油産業崩壊の序章だ。なぜなら

オペレーションに必ず必要な石油サービス事業者が、少

しずつベネズエラ事業から撤退していることを意味し

ている。」 

とコメントした。 

 

なお、ハリバートン以外の石油サービス事業者シュルン

ベルジェは昨年９億３，８００万ドルの減損処理を行っ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.88」１月１９日付の記

事参照）。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf

