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（写真）大統領府 “５月２０日の大統領選挙対策班の主要メンバー” 

 

 

２０１８年３月２６日（月曜） 

 

政 治                     

 「マドゥロ大統領 情報通信相を選挙対策長に指名」 

「ヤーレ刑務所を大学施設に変更」 

 「米国元大使 原油輸入禁止の可能性を否定」 

経 済                     

 「国内の主要製油所 無期限で閉鎖の可能性 

人材流出、精製原料・メンテナンス不足が理由」 

 「ペトロのホワイトペーパー差し替えられる 

大きな変更は Ethereum から NEM への移行」 

社 会                     

 「Citgo 財務役員の給料は月額７１万７０００ドル」 

２０１８年３月２７日（火曜） 

 

政 治                    

 「在ベネズエラ米国大使館代表 方針転換か 

～マルコ・ルビオ議員は代表の解任を示唆～」 

 「プエルトリコ 米政府と野党の対話窓口の提案」 

 「ペルー新大統領 ベネズエラ方針に変更なし」 

経 済                    

 「ICOindex ペトロを購入しないよう推奨」 

 「Bitfinex ペトロ取引を行わない方針」 

 「ロシア ペトロ建ての返済オファーを否定」 

 「ペトロの最小購入価格は１，０００ユーロ」 

 「トリニダードトバゴとガス輸出について協議」 
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２０１８年３月２６日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 情報通信相を選挙対策長に指名」       

 

３月２６日 マドゥロ大統領は５月２０日の大統領選

に向けてホルヘ・ロドリゲス情報通信相を選挙対策長に

指名した。 

 

与党の選挙対策グループ名は「Comando Nacional de 

Simon Bolivar（国家シモン・ボリバル特別部隊）」。 

 

ホルヘ・ロドリゲス氏は元リベルタドール市長。与野党

交渉の与党側交渉窓口を務めた人物。選挙キャンペーン

の際はほぼ毎回、彼が選挙対策長に任命されている。 

 

野党のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事とマドゥ

ロ大統領が争った１３年４月の選挙でも選挙対策長を

務めていた。 

 

マドゥロ大統領はセマナサンタ明けの来週、Comando 

Nacional de Simon Bolivar の前で宣誓を行う予定。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス氏ツイッターより抜粋 

 

 

 

「ヤーレ刑務所を大学施設に変更」            

 

３月２６日 マドゥロ大統領はミランダ州シモン・ボリ

バル市にあるヤーレ刑務所を大学施設に変えると発表

した。 

 

「我々はチャベス大統領に敬意を表し、ヤーレ刑務所を

近日中にウーゴ・チャベス政治科学大学に変更すること

を検討している。 

 

この提案はミランダ州のエクトル・ロドリゲス州知事と

ウグベル・ロア大学科学技術相、イリス・バレラ刑務制

度相から受けた。」 

 

犯罪が多いベネズエラでは刑務所が定員オーバーにな

っており、ヤーレ刑務所も同様。ヤーレ刑務所施設は３

つの建物に分かれているが、１つの建物は収容想定人数

が７５０名であるのに対して、実際に収容されている囚

人の数は４，５００名だと報道されている。 

 

ただでさえ、刑務所が足りていない状況で刑務所を大学

施設に変えることは理解に苦しむが、人口が多いミラン

ダ州から地方に囚人を移動させたいという意図がある

のかもしれない。 

 

また、ベネズエラ政府は米国からの制裁回避のためデジ

タル通貨産業の促進に力を入れている。デジタル産業の

管轄省は大学科学技術省なので、ウーゴ・チャベス政治

科学大学で技術者を養成しようとの意図があるのかも

しれない。 
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「米国元大使 原油輸入禁止の可能性を否定」                  

 

故チャベス元大統領時代に在ベネズエラ米国大使を務

めていたパトリック・ドディ氏は、ペルーメディア「El 

Comerico Peru」の取材に応じた。 

 

パトリック・ドディ氏は０７年８月～０８年９月に大使

を務めたが、外交関係悪化により米国へ送還させられて

いる。しかし、国交が回復した０９年７月に再度、大使

としてベネズエラに戻った。 

 

ドディ氏は、マドゥロ政権がチャベス政権時代よりも強

権性が増していると非難し、５月２０日の選挙は正式な

ものと認識することは出来ないとの米国の従来の認識

を肯定したが、米国政府はベネズエラ産原油の輸入禁止

措置を取らないだろうとの見解を示した。 

 

理由は、原油輸入の禁止措置はベネズエラ国民全体に悪

影響を与えるためだとした。 

 

経 済                        

「国内の主要製油所 無期限で閉鎖の可能性      

 人材流出、精製原料・メンテナンス不足が理由」           

 

近日中に PDVSA の主要製油所が無期限で稼働を停止

すると PDVSA 労働組合のイバン・フレイテス氏が現地

メディア「El Nacional」にコメントした。 

 

稼働が停止するとされる製油所は、カルドン製油所、エ

ル・パリート製油所、プエルト・ラ・クルス製油所。 

 

フレイテス氏はロシアのロスネフチ、中国のペトロチャ

イナが、採算が取れないことを理由に、国内プロジェク

トを放棄したためとコメントしている。 

 

 

 

ロイター通信は、モナガス州にあるロスネフチとの合弁

会社ペトロモナガスは４月に予定されていた大規模な

アップグレーダーのメンテナンスを７月まで延期した

と報道した。 

 

施設の稼働が停止することで PDVSA は、当初の予定よ

りも多くの石油製品を輸入する必要に迫られる。 

ロイターが入手した情報によると、１８年３月時点で日

量６万４，５００バレル輸入していたナフサの輸入を４

月からは８万３，０００バレルに増やさなければいけな

いようだ。 

 

「ペトロのホワイトペーパー差し替えられる      

 大きな変更は Ethereum から NEM への移行」         

 

ベネズエラ政府が進めているデジタル通貨「ペトロ」の

内容を記したホワイトペーパー（デジタル通貨への投資

を呼び込むために目的や趣旨、仕組みなどを説明する資

料）が、変更されていることが判明した。 

 

新しいホワイトペーパーはペトロの公式ウェブサイト

の「Descargar Whitepaper」から確認できる（スペイン

語）。 

全て読んだわけではないが、概要を確認した限りでは大

きな変更点はこれまで Ethereum（イーサリアム）を使

用していたのが、NEM に変わったということ。以下が

ペトロのサイトからダウンロードしたアプリケーショ

ンのペトロ取引画面。 

 

http://www.elpetro.gob.ve/
http://www.elpetro.gob.ve/
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社 会                       

「Citgo 財務役員給料は月額７１万７０００ドル」            

 

１７年１１月に元ニューヨーク領事、ヒューストン領事

などを歴任した最高裁判事の甥カリスト・オルテガ・サ

ンチェス氏が Citgo 副社長に就任した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.64」１１月２６日付の記事参照）。 

 

報道によると、サンチェス氏は米国での就労許可手続き

を踏んでいないようだ。 

サンチェス氏自身は公的部門で働いていたため、石油産

業に関する知識は無い。役員としての就労ビザを得るた

めには、Citgo と同様の職務に数年務めることがビザ発

行の条件とされている。 

 

また、マイボート・ペティ記者によると、サンチェス氏

が副社長として受け取っている報酬は月額７１万７，１

７６ドル（月額７，６００万円）だという。 

 

また、住宅補助、旅行、車両代、携帯電話料金など支出

は全て Citgo 持ちで、飛行機での移動はビジネスかファ

ーストクラスだと訴えた。 

 

２０１８年３月２７日（火曜）             

政 治                       

「在ベネズエラ米国大使 方針転換か         

 ～マルコ・ルビオ議員は大使の解任を示唆～」        

 

前号の「ベネズエラ・トゥデイ No.115」３月２３日付

の記事（マクマスター米大統領補佐官を解任）で、米国

の制裁姿勢はより強固になったと分析した。 

 

その際に実質的な在ベネズエラ米国大使館トップのロ

ビンソン経済担当官（右写真の人物）も強硬路線と紹介

した。その認識は間違っているのかもしれない。 

 

３月２７日  ロビンソン経済担当書記官は「Union 

Radio」のインタビュー番組に出演し、 

「選挙結果については様々なセオリーがある。選挙が信

頼に足るものかどうかは、最終的にベネズエラ人が決め

ることだ。我々はベネズエラ人の決定を待つ。」 

とコメントした（米国紙「El Nuevo Herald」参照）。 

 

米国政府はこれまで５月２０日の選挙について独裁政

権が強行する憲法に準じない、不平等な選挙だと非難し、

結果を認めないとのスタンスを示してきた。 

選挙結果を受け入れる可能性を示唆するロビンソン経

済担当書記官の発言は、波紋を呼んでいる。 

 

マドゥロ政権に強硬な姿勢で臨んでいる議員の代表格

マルコ・ルビオ議員は、自身のツイッターに 

「トランプ政権の方針に変更はない。しかし在ベネズエ

ラ大使館のトップは変わるかもしれない。」と投稿した。 

 

 

（写真）マルコ・ルビオ議員ツイッターより抜粋 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/402de11b1a5dc49acfe0369bfc9d6a0c.pdf
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article206878039.html
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「プエルトリコ 米政府と野党の対話窓口の提案」           

 

野党、大衆意志党（VP）のフイス・フロリダ議員はプエ

ルトリコに訪問した。そこで、プエルトリコ政府はフロ

リダ議員に対して米国政府とベネズエラ野党との協議

窓口を務める意思があると伝えた。 

 

プエルトリコ政府のルイス・リベラ秘書官は、 

「ベネズエラを現在の危機から脱出させるため米国政

府当局と国会議員の政治リーダーが協議する本部とな

る提案」というタイトルの書簡をフロリダ議員に渡した。 

 

リベラ秘書官は、 

「１７年１月にロセジョ知事が就任して以来、プエルト

リコはベネズエラ人の民主主義と人権、平和に生きる権

利を主張している。」と説明した。 

 

フロリダ議員も 

「ベネズエラの変革を話し合うのに、プエルトリコは理

想的な場所だ。米国の司法管轄にあり、米国政府との関

係が深い。そして、ベネズエラから５００マイルと距離

も近い。」との見解を示した。 

 

プエルトリコはアメリカ合衆国の自治連邦区。住民はア

メリカ国籍を保有しているが、自治が認められており、

プエルトリコの代表は知事が務める。 

 

 

 

「ペルー新大統領 ベネズエラ方針に変更なし」         

 

３月２１日 ペルーのクチンスキー大統領が辞任した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.114」３月２１日付の記事

参照）。 

 

３月２７日 後任のマルティン・ビスカラ新大統領は４

月１３日、１４日にリマで開催される米州首脳会議には

引き続きマドゥロ大統領を招待しない方針だと明言し

た。 

 

「私は複数の代表から、この件について賛同を得た。ト

ランプ大統領も出席を予定している。米州首脳会合が成

功すると信じている。 

 

ペルーではなく、米州機構のメンバーが決めるべき案件

は複数ある。外務省から本件に関するアドバイスを受け

ている。マドゥロ大統領の招待については外務省で決定

済みのことであり、私は同決定を尊重する。」 

と発言した。 

 

ビスカラ氏は就任間もないためか、クチンスキー元大統

領のようにマドゥロ政権を強硬に非難する発言はして

いないが、方針に変更はないだろう。 

 

経 済                       

「ICOindex ペトロを購入しないよう推奨」            

 

３月２７日 デジタル通貨での資金調達の格付けを行

う会社「ICOindex」は、ベネズエラ政府が進めているデ

ジタル通貨「ペトロ」について、詐欺と評価。 

 

「ペトロ」を購入しないよう推奨した（同社のペトロに

対する評価オリジナル文章）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
https://icoindex.com/profile/petro-ptr
https://icoindex.com/profile/petro-ptr
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同サイトではペトロについて 

 

・ベネズエラでは年間数千％のインフレが起きており、

犯罪が増え、複数の汚職も確認されている。 

 

・ペトロの取引には透明性がなく、説明不足の点が多い。

また、原油を保証の裏付けにすると書かれているが、

どのように原油で保証するかが示されていない。 

 

・ペトロの価格はボリバルと連動するが、ベネズエラの

国内通貨は世界で最も悪いパフォーマンスを示して

いる。 

 

・ペトロのプラットフォームは度々ダウンする。 

 

など否定的な評価をしている。 

 

なお、同社はペトロの運営主体の説明でマドゥロ大統領

を「オーナー＆独裁者」と紹介している。 

 

 

（写真）ICOindex より抜粋 

 

「Bitfinex ペトロ取引を行わない方針」         

 

３月２７日 世界最大規模の仮想通貨取引所として知

られる「Bitfinex」はペトロを扱わないと発表した

（Bitfinex のオリジナル発表文）。 

 

 

Bitfinex 社はペトロを扱わない理由について、有益性が

保証できないことと、米国政府の制裁を回避しようとす

る目的があることを挙げた。 

 

３月１９日に米国政府はデジタル通貨「ペトロ」の取引

を制限する目的の制裁を発動しており、今後ベネズエラ

政府が運営するデジタル通貨は取引しないと補足した。 

 

なお、米国政府の制裁はあくまで米国の法人・個人によ

るペトロの取引を禁止したもので、他国の個人の取引は

禁止していない。 

 

Bitfinex の利用者は米国人以外も含まれるが、全世界の

利用者はペトロを取引することが出来ない。 

 

「ロシア ペトロ建ての返済オファーを否定」              

 

ロシア財務省債務管理部のトップを務める Konstantin 

Vyshkovsky 氏は取材に対して、 

「ベネズエラ政府からペトロ建ての債務返済オファー

は受けていない。」 

とコメントした。 

 

１７年１１月、ロシア政府はベネズエラ政府に貸してい

る３１．５億ドルの返済スケジュールを引き延ばすこと

で合意した（「ベネズエラ・トゥデイ No.60」１１月１

５日付の記事参照）。 

 

「ペトロの最小購入価格は１，０００ユーロ」              

 

ペトロの最小購入単位が１，０００ユーロだとの情報が

流れている（「Bancaynegocios」報道）。 

 

ペトロの登録者が閲覧できる画面に「送金時のペトロの

最小取引単位は１，０００ユーロからなので注意してく

ださい。」との画面が出るらしい。 

http://blog.bitfinex.com/announcements/statement-venezuelan-petro-token/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
http://www.bancaynegocios.com/inversion-minima-para-comprar-petros-es-de-1-000-euros/
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筆者自身はペトロのサイトから登録を完了し、取引用の

アプリをダウンロードし、ログインすることが出来たが、

そのような注意文は確認できていない。 

 

通常であればデジタル通貨は少額から取引を始められ

るが、ペトロは最初からそれなりの金額をつぎ込む必要

がありそうだ。この金額ではボリバル建てで給料を受け

取っているベネズエラ人が購入することは無いだろう。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.115」でも紹介したが、

ベネズエラ石油省にペトロの取引価格が公開されるよ

うになった。基本的にはベネズエラ産原油の価格と同額

だろう。 

 

（写真）ベネズエラ石油省より抜粋 

“３月２３日時点のペトロは３８６，６４人民元” 

 

「トリニダードトバゴとガス輸出について協議」              

 

３月２７日 マニュエル・ケベド PDVSA 総裁とトリニ

ダードトバゴのヤング首相を代表とするミッション団

が天然ガス供給の合意の進捗を確認するために会合を

行った。 

 

会合では、ベネズエラの Dragon 鉱区からトリニダード

トバゴの Hibiscus を結ぶガスダクトの建設・メンテナ

ンス状況を確認した。 

 

また、両国は２国間で国境を接しているガス田について、

協力して開発するための合意を結んだ。 

 

本件については１７年１１月のガス輸出国首脳会合で

発表されていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.58」１１

月１１日付の記事、「ベネズエラ・トゥデイ No.64」１

１月２４日付の記事参照）。 

 

 

（写真）PDVSA 公式ツイッター 

“会合を行う PDVSA 幹部とトリニダードトバゴのミッ

ション団” 

 

以上 
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