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（写真）ホワイトハウス公式ツイッター “デジタル通貨「ペトロ」の制裁に署名するトランプ大統領” 

 

 

２０１８年３月１９日（月曜） 

 

政 治                     

 「レデスマ氏 ペルー政府への攻撃を訴える」 

「CNE 州議会議員の定数を発表」 

経 済                     

 「米国 デジタル通貨ペトロの取引に制裁 

～SUNDDE 長官ら４名の政府関係者にも制裁～」 

「２月の食料コストは３，７５２万ボリバル」 

「ブラジル政府 約２．７億ドルの未払金を督促」 

社 会                     

 「PDVSA 合弁会社ペトロピアールでガス噴出」 

 「CLAP の値上げで抗議起きる」 

２０１８年３月２０日（火曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン AP 党首 

フェルミン氏を選挙対策長に抜擢」 

 「トーレアルバ元 MUD 幹事長 ファルコン支持」 

 「CEELA ５月の選挙にミッション団を派遣」 

経 済                    

 「ベネズエラ 世界４位の金鉱区を発見」 

 「初期売却に向けペトロのウェブサイトが変更」 

社 会                     

 「サアブ検事総長 製油所部門の汚職で４名逮捕」 

 「パドリーノ・ロペス国防相の汚職を告発」 
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２０１８年３月１９日（月曜）             

政 治                       

「レデスマ氏 ペルー政府への攻撃を訴える」       

 

元カラカス大首都区長でスペインに亡命しているアン

トニオ・レデスマ氏が自身のツイッターで、マドゥロ大

統領がペルー政府の崩壊を企てていると訴えた。 

 

「国際社会に告ぐ。マドゥロ独裁政権はペルー政府と米

州首脳会合を崩壊させるための資金を流している。ペル

ー政府を否定するグループを容認できない。」 

と投稿した。 

 

ペルー議会は３月２２日にパブロ・クチンスキ―大統領

の罷免について議論する。レデスマ氏はマドゥロ政権が

罷免を企てる政治グループと結託していると訴えてい

る。 

 

なお、３月２０日 ケイコ・フジモリ氏率いるペルーの

Fuerza Popular 党はクチンスキー氏の汚職関与を示唆

する動画を公開した。クチンスキー陣営が議員に対して

役職の見返りに、大統領辞任を支持しないよう頼んだと

される映像のようだ。クチンスキー大統領は、

Odebrecht の汚職関与でも訴えを受けており状況は不

安定だ。 

 

また、マドゥロ政権を非難する米州機構１４カ国で構成

されるリマグループは４月１３日、１４日にリマで行わ

れる米州首脳会合にマドゥロ大統領が参加することを

拒絶している（「ベネズエラ・トゥデイ No.98」２月１

３日付の記事参照）。 

 

本件に対してカリブ海諸国を中心とするベネズエラの

同盟連合 ALBA が反対しており、国際的な政治対立と

なっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.107」３月５日

付の記事参照）。 

本件について、ペルーの市民団体が「Cumbre de los 

Pueblos」というイベントを４月１３日、１４日にリマ

で開催し、マドゥロ大統領を招待すると発表した。 

 

同日、市民団体は米国トランプ政権を非難する市民がデ

モ行進を計画しているようだ。米州首脳会合にはトラン

プ大統領が参加する可能性が高い。 

 

ベネズエラ政府を擁護する意図が無かったとしても、ト

ランプ政権の方針を良く思っていないペルー国民は多

いだろう。「Cumbre de los Pueblos」には、それなりの

人数が動員される可能性がある。 

 

 

（写真）アントニオ・レデスマ氏ツイッター 

“握手を交わすレデスマ氏とクチンスキー大統領” 

 

「CNE 州議会議員の定数を発表」         

 

CNE は５月２０日に開催される州議会議員選の議員数

を発表した。 

 

ベネズエラの州議会議員選は、比例代表制（政党への投

票数で決定する議員）と小選挙区制で構成される。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1bf1acaeaea5c9cc16dc608db61844b.pdf
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例えば、ミランダ州の場合、小選挙区制で決定する議員

数は１２名、比例代表制で決定する議員数は３名の計１

５名。全２３州で２５１名の州議会議員を選ぶことにな

る。 

 

市民団体ベネズエラ選挙観測所（OEV）が分かりやすい

図を公開しているので参考までに紹介したい。 

 

 

（写真）ベネズエラ選挙観測所（OEV） 

 

経 済                        

「米国 デジタル通貨ペトロの取引に制裁      

 ～SUNDDE 長官ら４名の政府関係者にも制裁～」           

 

３月１９日 米国のトランプ政権はベネズエラ政府が

推し進めているデジタル通貨「ペトロ」の取引に制裁を

発動。同時に政府関係者４名にも個人制裁を科した。 

 

 

 

今回の制裁により米国の法人・個人あるいは米国が管轄

する領土内でペトロの売買およびペトロ建ての商取引

が禁止されることになる。制裁は３月１９日から有効と

なる。 

 

正確に言うと、ペトロに限らず、ベネズエラ政府、

PDVSA、中央銀行が発行するいかなるデジタル通貨の

取引も禁止されている。 

 

マドゥロ大統領は金を担保とするペトロゴールドの運

用も開始すると発表していたが、今回の制裁の対象にな

るだろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.102」２月２１日

付の記事参照）。 

 

また、以下、４名の政府関係者に対して個人制裁を科し

た。制裁対象となった人物は米国への入国が禁止され、

資産は凍結。米国の法人・個人との取引も禁止されるこ

とになる。 

 

・ウィリアム・コントレラス価格監督庁（SUNDDE）長

官 

 

・ネルソン・バレヘ元国家歳入庁（ONT）長官 

 

・アメリコ・マタ元外貨管理委員会（CADIVI）役員 

 

・カルロス・ロトンダロ元社会保険庁（IVSS）長官 

 

ネルソン・バレヘ元国家歳入庁（ONT）長官については、

３月１５日付でONT長官を交代したばかりだった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.112」３月１６日付の記事参照）。 

 

同氏への制裁が分かっていたため、先に役職を交代させ

た可能性もあるだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b441a4ae1399bd53640eb4614e83269f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b441a4ae1399bd53640eb4614e83269f.pdf
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「２月の食料コストは３，７５２万ボリバル」         

 

家計コストを調査する CENDAS-FMV は１８年２月の

食費（５人家族が特段の贅沢をすることなく暮らした場

合の平均必要コスト）を更新した。 

 

CENDAS の調査によると、食費は３，７５１万７，９

１２．１３ボリバルで、先月と比べて５３．７％上昇し

た。 

並行レートはここ最近、安定しているが、国内では引き

続きハイパーインフレが起きている。 

 

 

 

「ブラジル政府 約２．７億ドルの未払金を督促」                  

 

ブラジル財務省は１８年１月に支払い期限が切れた２

億７，４６０万ドルの支払いをベネズエラ政府に求めて

いることを明らかにした。 

 

ブラジルの現地メディア UOL は、ブラジル経済開発銀

行（Bndes）がベネズエラ政府に融資していた。１８年

１月に返済期日が過ぎた１．３億ドルの支払いも遅延し

ているようだ。 

 

 

ベネズエラとブラジルでは、一定期間に行われた貿易の

差額を中央銀行間で相殺するALADIの決済システムが

存在するが、その支払いも滞っている。 

 

ブラジル政府は１７年９月に支払い期限が過ぎた債務

について、１７年１１月に支払いを督促しており（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.59」１１月１３日付の記事）、

１８年１月には回収できたと宣言していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.84」１月１０日付の記事）。 

 

社 会                       

「PDVSA 合弁会社ペトロピアールでガス噴出」            

 

３月１９日  PDVSA とシェブロンの合弁会社

Petropiar からガスが噴出した。原因は分かっていない。 

 

 
（写真）Reporte Ya 
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https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
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「CLAP の値上げで抗議起きる」                  

 

３月１９日 マイケティア国際空港があるバルガス州

で CLAP の値上げを巡り抗議が起きた。 

 

これまで CLAP の値段は３０，０００～４０，０００ボ

リバルだったが、今回から３２万～４０万ボリバルに値

上がりしたと訴えている。 

 

「我々は空腹だ。こんな高い値段は支払うことは出来な

い。先月はそこまで高くなかったが、それでも多くの人

がCLAPを買うために借入をしなければいけなかった。」 

 

抗議行動の影響でマイケティア空港に続く道はひどい

渋滞になったようだ。 

 

 

（写真）一般人の投稿 

“CLAP の値上げに抗議するバルガス市民” 

 

 

 

 

 

２０１８年３月２０日（火曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首                 

      フェルミン氏を選挙対策長に抜擢」        

 

５月２０日の大統領選への出馬を表明しているヘンリ

ー・ファルコン AP 党首は、選挙対策長にクラウディオ・

フェルミン氏を抜擢すると発表した。 

 

クラウディオ・フェルミン氏は９０～９３年までカラカ

スの首都リベルタドール市の市長を務めたことがある。

行動民主党（AD）出身で９３年、９７年、００年の大

統領選に出馬していた（現在は AD を離れている）。 

 

野党に属する政治家の中で最初に大統領選への出馬を

宣言したが、最終的に大統領選出馬を辞退していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.83」１月９日付の記事参照）。 

 

 

（写真）フェルミン氏ツイッターより抜粋 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
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「トーレアルバ元 MUD 幹事長 ファルコン支持」           

 

２０１７年２月まで野党連合（MUD）の幹事長を務め

ていたフランシスコ・トーレアルバ氏はファルコン AP

党首を大統領とする野党グループの結成を呼び掛けた。 

 

「私は野党が幻想の世界から抜け出し、政治に戻ること

を提案する。私はファルコン AP 党首が大多数の国民の

要望と結びつき始めているように思う。 

 

ただし、私はファルコン氏の選挙対策長にはならない。 

 

今の野党には３つのグループがある。１つ目はマリア・

コリナ・マチャド氏が主導するグループ。2 つ目はＧ４

（PJ、VP、AD、UNT）で構成される MUD のグルー

プ。３つ目はファルコン AP 党首が主導するグループ。 

各グループの溝は深い。私は各グループの蝶番（ちょう

つがい）として機能する必要があると考えている。」 

 

なお、前述の記事の通りファルコン AP 党首の選挙対策

委員長にはクラウディオ・フェルミン氏が抜擢された。 

しかし、関係者の話によるとファルコン氏はフェルミン

氏に相談する前に２名の政治家に選挙対策長になって

くれるか相談していたようだ。 

 

１人目はトーレアルバ元 MUD 幹事長。２人目はエンリ

ケ・マルケス新時代党（UNT）元党首（１６年の国会第

一副議長）。 

 

先週、マルケス議員はファルコン氏を擁護するようなコ

メントをしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.112」３

月１７日付の記事参照）。 

 

 

 

 

 

「CEELA ５月の選挙にミッション団を派遣」         

 

５月２０日の選挙の成否は外国からの選挙監視団の受

け入れにかかっている。 

 

特に国連が選挙にミッション団を派遣するかどうかは

重要な要素になるが、選挙管理委員会（CNE）は他の団

体にもミッション団の派遣を要請している。 

 

CNE がミッション団の派遣を要請している団体の一つ

「ラテンアメリカ選挙専門家委員会（CEELA）」のニカ

ノル・モスコソ代表は５月２０日の大統領選にミッショ

ン団を派遣すると発表した。 

 

モスコソ代表は記者会見で 

「我々の行動がベネズエラの民主主義を進展させるこ

とを望む。我々の参加はベネズエラの平和のためだけで

はなく、ラテンアメリカ全体の平和のために重要だと考

えている。これはラテンアメリカ国民の望みでもある。」 

と発言した。 

 

CEELA は１７年１０月の全国州知事選、１７年１２月

の全国市長選にもミッション団を派遣したが、選挙結果

について全く異論を示すことなく、選挙が滞りなく終了

したとのお墨付きを与えて帰国している。 

 

CEELA のミッション団参加は５月２０日の選挙が公平

に行われることの保証にはならないだろう。 

 

経 済                       

「ベネズエラ 世界４位の金鉱区を発見」            

 

３月２０日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は共同で金

鉱山の開発をしているゴールド・リザーブ社の調査によ

り新たな金鉱区が発見されたと報告した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b441a4ae1399bd53640eb4614e83269f.pdf
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「今回の金鉱区の発見によりベネズエラに埋蔵されて

いる金が１，４８０トン、金額で５４３億ユーロが増え

た。世界４位の金鉱区が発見された。 

 

ベネズエラには８，０００トン、金額で２，３４０億ユ

ーロの金が埋蔵されているとされていたが、その数字が

更に増えることになる。 

 

発見された金鉱区については、５５％はベネズエラ政府、

４５％はゴールド・リザーブ社で利益を分けることにな

る。」 

と発表した。 

 

同様にオリノコ流域区で最大１，１９０億ユーロに相当

する銅資源を確認したと説明した。 

 

「初期売却に向けペトロのウェブサイトが変更」         

 

デジタル通貨「ペトロ」は３月２０日から Venta Inicial

（初期売却）のフェーズに入る。 

 

バルロス・バルガスデジタル通貨監督庁は、 

「３月２０日に PreVenta（事前売却）のフェーズが終

了次第、DICOM を通じてペトロがボリバルで購入でき

るようになり、公的部門はペトロ建ての商取引を開始す

る。流通市場でも、ボリバル建てでペトロが購入できる

ようになる。」 

とコメントしている。 

 

まだ、全体は読めていないが PETRO の公式サイトが大

きく変わっている（「PETRO 公式サイト」）。 

 

３月２０日からの初期売却に向けたサイト更新と思わ

れるが、前日には米国から制裁を受けており、ペトロの

運用を疑問視する声が多い。 

 

 

社 会                       

「サアブ検事総長 製油所部門の汚職で４名逮捕」            

 

３月２０日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長はパ

ラグアナ製油所での汚職で４名を逮捕したと発表した。 

 

この４名の中には長年、PDVSA の精製・供給部門の役

員を務めていたヘスス・エンリケ・ルオンゴ氏が含まれ

る。 

 

「我々は新たにパラグアナ製油所の運営で汚職を発見

した。パラグアナ製油所は Espidel Espinoza Delgado, 

C.A.（以下、Espidel 社）からパラグアナ製油所で作ら

れている商品と同じ商品を購入している。 

 

PDVSA が 自 社 で 生 産 し た デ ィ ー ゼ ル 燃 料 を

Distribuidora de Combustible Falcon 社に販売し、

Espidel 社は Distribuidora de Combustible Falcon 社か

ら１リットル６．９ボリバルで購入していた。 

 

一方、Espidel 社は２０１６年３月から PDVSA に対し

て１リットル２０７．３４ボリバルでディーゼル燃料を

供給する契約を結んでいた。このディーゼル燃料はまさ

にパラグアナ製油所で精製されたものだった。 

 

この取引について５名の逮捕令状を発行し、４名は既に

逮捕済みだ。 

 

逮捕したのは精製・供給部門のヘスス・ルオンゴ役員、

パラグアナ製油所コスト計算分析官のKheila Gatica氏、

パラグアナ製油所の技術支援サービス長の Lexy 

Briceno 氏、Espidel 社の Jose Espinoza 社長の４名。 

Kheyla Martinez 氏は国外に逃亡したためインターポー

ルに逮捕を申請している。」 

と発表した。 

 

http://www.elpetro.gob.ve/
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「パドリーノ・ロペス国防相の汚職を告発」              

 

マイボート・ペティ記者はパドリーノ・ロペス国防相が

汚職に関わっているとの記事を発表した。 

 

彼女の調査によると、ロペス国防相の旧友であるヘス

ス・アントニオ・バリオス・キンテロ氏（軍人）は、彼

の妻の名義で米国フロリダに「USA International 

Brokers LLC」という会社を登記している。 

 

この会社を通じて国防省はトヨタ・カローラ（２０１８）

を含む様々な財を市場価格の２倍の値段で輸入してい

たと書かれている。 

 

バリオス・キンテロ氏は与党 PSUV のアドバイザーも

務めており、１６年に始まった軍部主導の食料品・生活

品供給システム「Gran Abastecimiento Sobrerano」の役

員も務めていたようだ。 

 

以上 

 


