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（写真）発展進歩党（AP）公式ツイッター 

“ファルコン AP 党首が大統領選で勝利できるとの結果を公示した世論調査” 

 

２０１８年２月１６日（金曜） 

 

政 治                    

 「ＥＵ準加盟国もベネズエラ政府へ制裁実施」 

「Somos Venezuela 政党幹部を発表」 

 「墨大統領候補政党 社会主義思想本の発行支援」 

経 済                    

 「外貨不足により医薬品生産６０％減」 

 「米国 ベネズエラのアルミに高関税を検討か」 

 「SUPCAVEN 中東諸国のペトロ購入に期待」 

社 会                    

「チャカオ市でＶＰ党首の解放を求め抗議集会」 

２０１８年２月１７日（土曜） 

 

政 治                    

 「大統領 ２４、２５日に軍事演習実施を発表」 

「HERCON 社のアンケート調査 

～回答者の８割は政権交代を希望～」 

経 済                    

 「デジタル通貨委員 ペトロは祖国カード連携」 

 「アセルカエアー ２月２５日まで運行休止」 

「原油価格は１バレル５５．９２ドル」 

社 会                    

「米国企業 ラミレス元 PDVSA 総裁を提訴」 
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２０１８年２月１６日（金曜）             

政 治                       

「ＥＵ準加盟国もベネズエラ政府へ制裁実施」       

 

欧州連合は７名のベネズエラ政府関係者に対して制裁

を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」１月２２日

付の記事参照）。 

 

現地紙「El Nacional」は欧州諸国への加盟申請を行って

いる国々もベネズエラへの制裁について欧州連合加盟

国と同様の措置を取ったと報じた。 

新たにベネズエラ政府に対して制裁を科した国は、マケ

ドニア、モンテネグロ、アルバニア、ボスニア、アイス

ランド、リヒテンシュタイン公国、ノルウェー、ウクラ

イナ、モルドバ、ジョージアの１０カ国。 

これらの国との経済関係は強くないので、経済的な影響

は軽微と思われるが政治的にマイナスのイメージを与

える効果が強いと思われる。 

 

「Somos Venezuela 政党幹部を発表」          

 

マドゥロ大統領は１８年１月に与党の新政党 Somos 

Venezuela（以下、MSV）の発足を発表した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.91」１月２７日付の記事参照）。 

 

MSV 党首となったデルシー・ロドリゲス制憲議長はテ

ーマごとの政党幹部を決定したと発表した。また、同組

織の党員登録サイトを新設したことも併せて発表した

（MSV のウェブサイト）。 

 

以下が主なテーマ別 MSV の幹部 

・企業家分野： Orland Camacho 

・デジタル通貨分野： Carlos Vargas 

・文化分野： Pedro Carzadilla 

 

上記の他にも若者分野、女性分野、スポーツ分野、先住

民分野、労働者分野など多くの分野があるが、仕事上は

特に関係ないと思われるので割愛する。 

 

上記３名はある程度名前が知られている人物だ。Orland 

Camacho氏は与党系企業団体のFedeindustriaの代表を

務めており、制憲議会議員でもある。 

Carlos Vargas 氏は本レポートでも度々登場するデジタ

ル通貨管理局の代表。 

Pedro Carzadilla 氏は１３年９月～１４年１月まで高等

教育相を務めた。 

 

「墨大統領候補政党 社会主義思想本の発行支援」                 

 

メキシコの新聞「La Razon」によると、メキシコの大統

領最有力候補とされているロペス・オブラドール氏が所

属する労働党が、マドゥロ政権と米州ボリバル同盟

（ALBA）諸国を賛美する８冊の本の発行を支援してい

るようだ。 

２０１８年２月１８日（日曜） 

 

政 治                  

 「AP 党首 条件が適切であれば大統領選出馬」 

 「牧師が大統領選に出馬を宣言」 

 「与党系世論調査会社 

半数以上がマドゥロ大統領を支持」 

「ティントリ氏 大統領選出馬者は与党派」 

経 済                  

 「国内航空チケットの値段が急騰」 

 「経済専門家の国会議員 デノミを警戒」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
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「帝国主義～資本主義の次のステージ～」、「フィデルの

１００日間」、「メタボリック市場」、「ラテンアメリカ、

カリブ海の新たな経済モデル」など。 

 

これらの本の著者にはイグナシオ・ラモネット氏が含ま

れている。同氏は「マドゥロは賢い」というタイトルの

記事を自身の Facebook に投稿し、多くの人から強い非

難を浴びたことがある。 

 

また、オーランド・ニュネス氏は米国政権を非難するサ

ンディニスタ思想の持ち主として知られている。 

彼は著作の中で「ラテンアメリカの民主主義のための戦

いはベネズエラで行われているボリバル革命を見習わ

なければいけない。」と論じている。 

 

他にもパウラ・カラチョコ氏は野党による抗議行動が経

済困窮の原因であるとの主張をしており、１７年６月に

は「ベネズエラには政治犯は存在しない。」とテレビの

インタビューで回答していた。 

 

他の著者も著書の中でベネズエラ与党を擁護する内容

を記載しているか、ベネズエラ政府と関係が近い人物が

多いようだ。 

 

経 済                         

「外貨不足により医薬品生産６０％減」          

 

現地紙「El Nacional」が医薬品製造者商工会のティト・

ロペス代表に行った取材記事によると、現在の医薬品生

産量は４年前と比較して６０％減少していると訴えた。 

 

「現在のベネズエラ国内の医薬品製造工場の稼働率は

３０～４０％で、生産を続けるために必要な在庫は２カ

月分しか残っていない。 

 

 

 

生産に必要な原材料の９８％は輸入に依存しており、政

府からの外貨供給がなければ生産を継続できない。 

生産を続けるには自社の外貨を使用するか、並行レート

で外貨を入手するしかない。DIPRO でも DICOM でも

ない為替レートを使用すれば医薬品の価格は高騰する。 

 

医薬品業界は１６年１０月から DIPRO での外貨割り

当てを受けていない。１７年は１４回の DICOM 競売

により６４８万ドルが同業界に割り当てられた。 

この金額は１６年に割り当てられた７，９００万ドルの

１０％に満たない。また、１７年８月に DICOM が停止

してから外貨競売を待っている製薬会社もいる。 

 

例えばCifarが国内で生産する医薬品は輸入品よりも高

い。原料調達コストが高く、国内の生産コストも異常に

上がっているためだ。 

 

医薬品業界の必要性を鑑みて、同業界には特別な外貨割

り当てスキームが必要だ。」 

と訴えた。 

 

「米国 ベネズエラのアルミに高関税を検討か」        

 

米国商務省はトランプ大統領に対して、ベネズエラのア

ルミニウムに高関税をかける提案を行ったと発表した。 

 

この提案の対象国はベネズエラだけではない。ベネズエ

ラの他に中国、ロシア、ブラジルについても鉄、アルミ

ニウムの税率を上げるよう提案したようだ。 

 

商務省のロス秘書官は 

「鉄とアルミニウムの輸入は米国の安全保障に脅威を

及ぼす。よって、商務省として３つの対処法を提案した。

目下、中国とロシアを主要な税率見直し国としているが、

その他の国についても検討している。 
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鉄の輸入はどの国からの輸入でも２４％にし、ロシア、

中国、ブラジル、韓国、トルコなど数カ国については５

３％にする。また、輸入数量についても制限を設けるこ

とを検討している。具体的には前年比６３％を上限にす

るなどだ。 

 

アルミニウムについても同様の提案を行っている。全て

の国に対して７％の輸入関税を設け、中国、香港、ロシ

ア、ベネズエラ、ベトナムについては２３．６％の関税

を課すなど。同様に１７年比８６．７７％までしか輸入

できない輸入制限も設ける提案をしている。トランプ大

統領が最終的に結論を出す。」 

と発表した。 

 

「SUPCAVEN 中東諸国のペトロ購入に期待」             

 

デジタル通貨管理局（SUPCAVEN）のカルロス・バル

ガス局長は２月２０日のペトロ競売を前に中東諸国な

どからのペトロ購入を期待していると発言した。 

「来週、デジタル通貨の売却が始まる。ペトロにより制

裁など金融妨害を克服することが出来る。 

カタール、トルコ、その他中東諸国から多くの購入を期

待している。同様に欧州、米国からも購入を期待してい

る。」とコメントした。 

 

ブルームバーグは１８年１月にベネズエラ政府関係者

がカタールに出張し、ペトロの売り先を探しているとの

記事を公開していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」

１月１７日付の記事参照）。当時の記事が事実であった

ことが裏付けられたと言える。 

 

なお、米国はペトロの購入は金融制裁の対象になる可能

性があるとの警告を発表している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.88」１月１９日付の記事参照）。 

 

 

 

社 会                       

「チャカオ市でＶＰ党首の解放を求め抗議集会」          

 

２月１６日 大衆意志党（ＶＰ）レオポルド・ロペス党

首の妻リリアン・ティントリ氏が夫の解放を求める支持

者らを集め抗議集会を行った（「ベネズエラ・トゥデイ

No.99」２月１５日付の記事参照）。 

抗議集会の実施場所は日本人駐在員の居住する地域の

Plaza Los Palos Grandes だったので、治安の懸念もあっ

たが想定よりも参加者は伸び悩んだようだ。 

 

Plaza Los Palos Grandes は決し大きな公園ではない。少

し前であればこのようなイベントを行うと２階も人で

埋め尽くされるような混雑になることが多かったが、写

真からは参加者が多くなかったことが伺える。当日は目

立った治安部隊との対立もなく終了したようだ。 

 

（写真）野党連合ＭＵＤ公式ツイッター 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
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２０１８年２月１７日（土曜）             

政 治                       

「大統領 ２４、２５日に軍事演習実施を発表」        

 

２月１７日 マドゥロ大統領は２月２４日（土曜）、２

５日（日曜）に軍事演習を行うと発表した。 

 

ベネズエラ政府は米国・コロンビアが軍事介入を検討し

ていると警鐘を鳴らしており、外国からの攻撃に備える

軍事演習を行うことで国民の反米、反コロンビア感情を

盛り上げようとしていると思われる。 

 

なお、１７年８月にトランプ大統領が「ベネズエラへの

軍事介入の可能性も排除しない」と発言したことを受け、

８月２６～２７日にも軍事演習を実施している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.25」８月２７日付の記事参照）。 

 

当時は日本も含めメディアに大きく取り上げられたが、

ベネズエラが自分から外国へ軍事攻撃を仕掛ける可能

性は低い。実際のところはそこまで警戒する必要はない

と考えている。 

 

「HERCON 社のアンケート調査               

  ～回答者の７４．５％は政権交代を希望～」           

 

世論調査会社 HERCON 社が１月２４日～２月１３日

にかけて１，２００人を対象に行ったアンケート調査の

結果を公表した。同社は野党に偏った調査会社として認

識されているが、その前提で紹介したい。 

 

まず、与野党どちらを支持しているか？との質問につい

ては野党が４８．２％、無派閥が２４．５％、与党が２

３．５％、無回答が３．７％だった。 

 

 

 

 

 

また、マドゥロ大統領による政権運営で状況が好転する

か？との質問について７９．１％は「好転しない」と答

え、１８．３％は「好転する」と答えた。 

 

 

次に政治経済的な混乱を抜け出すために政権交代が必

要か？との質問について、「必要」と回答したのが７４．

５％、「必要ない」と回答したのが２１．９％だった。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
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政府が進める経済政策 CLAP や祖国カードについて好

意的に受け止めているか？との質問について、６５．

１％は「反対している」と回答、３２．３％は「賛成し

ている」と回答した。 

 

 

 

野党の中で誰が大統領選の候補になるべきか？との質

問について、最も支持を受けたのはラモス・アジュップ

AD 幹事長で１１．３％、次いでヘンリー・ファルコン

ＡＰ党首が７．７％、ファン・パブロ・グアニパ氏が６．

５％、アンドレス・ベラスケス LCR 党首が４．８％、

クラウディオ・フェルミン氏が４．６％との結果が出た。 

なお、最も多かった回答は５０．２％の「誰もいない」

だった。 

 

 

 

詳細は La Patilla のウェブサイトで確認できる（スペイ

ン語）。 

 

 

経 済                       

「デジタル通貨委員 ペトロは祖国カード連携」            

 

スリア州のデジタル通貨委員会のファン・パブロ・ベラ

氏は現地紙「Version Final」への取材で、デジタル通貨

「ペトロ」は祖国カードと連携させると発言した。 

 

デジタル通貨「ペトロ」の初期売却は明日２月２０日（火

曜）を予定している。 

 

以下、Ｑ＆Ａを簡単に紹介する。 

 

Ｑ：どうしてペトロがベネズエラ経済に有益なのか？ 

 

ペトロは祖国カードのＱＲコードを使用し、Peer to 

Peer で迅速な取引を可能とする。祖国カードで支払い

が完了すれば、持ち運びも容易で消費者にとって大きな

メリットになる。また現金を使用しないため現在の現金

不足の解決策になる。 

 

また、ペトロはベネズエラの経済活性化につながる。今

後、多くのマイニング事業者がベネズエラで事業を行う

ことになるだろう。マイニング業者は計算処理を行う報

酬として、ビットコインをもらうが、米国ではその計算

処理にかかるコストは６，０００ドル。一方でベネズエ

ラの場合は４００ドルで済む。同国はマイニング業者に

とって楽園のような国だ。 

 

Ｑ： マイニング事業者として誰でも参加できるのか 

 

マイニング自体はパソコン１台でもアンドロイド携帯

１個からでも始められる。しかし、処理能力が低いため

企業単位でマイニングを行う場合はそれでは不十分だ。 

ベネズエラでマイニング事業に関わる投資を行う事業

者は１００台の機械を準備する必要があるだろう。 

 

https://www.lapatilla.com/site/2018/02/17/para-el-895-del-pais-el-ingreso-familiar-no-le-alcanza-encuesta-hercon/
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Ｑ： 今後、国内通貨はペトロに移行するのか？ 

 

金融システムを全面的に変更することは容易ではない。

少なくとも２４カ月は必要だ。ベネズエラの全国民にペ

トロの使用を普及させることは現段階では保証できな

い。 

 

Ｑ： 他国でのデジタル通貨の運用状況は？ 

 

ロシアは政府運営のデジタル通貨の試みを始めている。

中国も自国のデジタル通貨の運用を検討している。我々

の場合は祖国カードを通じた決済システムによりデジ

タル通貨を導入する。デジタル通貨の革新は日進月歩で

進んでいる。現在、世界には１４．６億種類のデジタル

通貨が存在している。我々も後れを取ることはできない。 

 

Ｑ： 祖国カードとペトロはどのように連動するのか？ 

 

具体的な連携については大統領が明らかにするのでこ

の場で詳細を伝えることは出来ない。しかし、ＱＲコー

ドを用いて連携されることになる。ＱＲコードとデジタ

ル通貨を連携されるシステムは中国や日本でも行われ

ている。携帯電話のアプリケーションや祖国カードでも

同様のことが可能だ。 

 

「アセルカエアー ２月２３日まで運行休止」         

 

ベネズエラの航空会社アセルカエアーは公式ツイッタ

ーで２月１５日～２３日まで運行を中止すると発表し

た。理由は「技術的な理由」とのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）アセルカエアー公式ツイッター 

 

「原油価格 １バレル５５．９２ドル」        

 

１８年２月１２日～１６日のベネズエラ産原油の平均

価格は５５．９２ドル／バレルで前週の５８．８９ドル

から２．９７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２月）

（出所）ベネズエラ石油省
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社 会                       

「米国企業 ラミレス元 PDVSA 総裁を提訴」            

 

ＡＰ通信は、２月１６日にヒューストンに拠点を置く

Hervest Natural Resorces 社がラミレス元 PDVSA 総裁

を提訴していたと報じた。 

 

PDVSA は Hervest Natural Resorces 社と原油供給に関

する協定を結ぶにあたり、見返りとして４回ほど賄賂を

要求されたと訴えている。要求された賄賂の金額は少な

くとも１，０００万ドルにのぼると語った。 

Hervest Natural Resorces 社はこれまで賄賂を断ってき

たという。 

 

賄賂の支払いを拒否した結果、ラミレス当時 PDVSA 総

裁は同社との原油供給契約を承認されなかったと話し

た。 

 

米国法務省は先週、ラミレス元 PDVSA 総裁らに対して、

汚職容疑をかけたばかりだった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.98」２月１４日付の記事参照）。 

 

２０１８年２月１８日（日曜）             

政 治                       

「AP 党首 条件が適切であれば大統領選出馬」              

 

現地大衆紙「Ultimas Noticias」は大統領選の有力候補ヘ

ンリー・ファルコン氏に対して取材を行った。以下、取

材の内容を紹介したい。 

 

Ｑ：野党連合はまだ方向を決めていない。どう思うか？ 

 

我々も加盟している野党連合は民主的な方法での選挙

を望んでいる。選挙のコンディションは大統領選挙の成

否を決める重要なポイントだ。 

 

私は適切な条件であれば大統領選に参加する。主な条件

は実施日だ。選挙管理委員会（CNE）は４月２２日に大

統領選を実施すると発表した。 

２カ月超の期間でどのように適切な手続きを踏めるだ

ろうか。 

国際社会からの選挙監視団を受け入れる準備もできて

いない。来週から大統領選の出馬申請が始まる。適切な

国際監視団の受け入れはこの時期から始まらなければ

いけないが、未だにどこからも監視団が来ていない。今

からでも新たな日程を求めることは可能と考えている。 

 

Ｑ： 選挙に出るのか、出ないのか？ 

 

野党の中には選挙を通じた政権交代を望むグループも

存在する。我々もその一人だ。選挙参加の必要性は認識

しているが、適切な条件を求める国民と国際社会の声に

耳を傾けることが必要だ。 

 

Ｑ： 野党連合が選挙に参加しない場合、どうする？ 

 

野党連合の団結は必要だが、野党支持の基盤は国民全体

の１６～２０％しか存在しない。現在の野党は統一性を

失い、選挙プロセスへの不信を盛り上げている。 

我々はこの考え方には共感しない。我々は現状の問題を

速やかに解決する方法を探る。 

 

Ｑ： 迅速な解決とは何か？ 

 

政府が協力する選挙プロセスによるものでなければな

らない。CNE が適切な条件を設定するように我々は善

処している（質問の回答になっていないが、答えづらい

時はあえて的外れな回答をすることは一般的）。 

 

Ｑ： あなたは野党連合を離脱したのか？ 

 

我々は野党連合に所属している。しかし、私はより高い

団結を望んでいる。政党の団結ではなく国民の団結だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年２月１６日～２月１８日報道            No.１００   ２０１８年２月１９日（月曜） 

9 / 10 

 

「牧師が大統領選に出馬を宣言」            

 

２月１８日 プロテスタント団体のハビエル・ベルトゥ

ッシ代表が４月２２日の大統領選に出馬すると発表し

た。カラボボ州バレンシアで行われたイベントで発表し

た。 

 

「私は次期大統領選に出馬することを決めた。ベネズエ

ラに栄光の日が訪れるだろう。私の旗は希望と信念と未

来だ。」と宣言した。 

 

同氏は泡沫候補の一人ではあるが、カリスマ性はかなり

高いそうだ。これまで牧師の活動として、食糧や医薬品

の無料供給などを慈善事業として行ってきたようで、一

部には熱烈な支持者もいる。同氏の大統領選出馬宣言を

受けて、涙を流して喜ぶ人もいた。 

 

ただし、同氏はパナマペーパーで有名な法律事務所モサ

ック・フォンセカの情報流出の際に名前が出てきた人物

の一人でもある。パナマペーパーに乗ったことが犯罪で

はないし、節税の目的が貧困層への食料・医薬品供給で

あれば正当化できるのだろうが、若干うさんくさい気も

する。 

 

 

（写真）ハビエル・ベルトゥッシ氏ツイッター 

“写真左がハビエル・ベルトゥッシ氏” 

 

 

 

「与党系世論調査会社                    

      半数以上がマドゥロ大統領を支持」              

 

与党に偏った結果を公表すると認識されている世論調

査会社 Hintelaces のオスカル・シェメル代表は与党古

株政治家ホセ・ビセンテ・ランヘル氏のテレビ番組に出

演し、ベネズエラの現状について独自の認識を語った。 

 

代表的な発言をいくつか紹介する。 

 

・ロレンソ・メンドーサ社長の大統領選出馬について、

「理想が先走りすぎている。メンドーサ社長は企業家で

あり、政治的な経験は皆無だ。」と否定的な見解を述べ

た。 

 

・同社のアンケート調査ではマドゥロ大統領の支持者

が３７％で最も支持が多い候補者であると言及。 

 

・５５％の回答者はマドゥロ大統領に現在の問題を解

決してほしいと考えている。 

 

・８０％は対話による与野党の問題解決を望んでいる。 

 

・６６％の国民は大統領選に参加したいと考えている。 

 

・国民の生活環境は悪化しており、抗議行動が増える可

能性がある。 

 

「ティントリ氏 大統領選出馬者は与党派」            

 

２月１８日 大衆意志党（VP）の妻リリアン・ティント

リ氏は VPI テレビに出演し、 

「野党は大統領選に出馬するべきではない。大統領選に

出馬する者はマドゥリスタ（マドゥロ派閥の人間）だ。

野党派は選挙で投票しない。」とコメントした。 
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この発言は現地の報道で拡散されて多くの国民の知る

ところとなっているだろう。 

 

VP は野党連合が大統領選に対するスタンスを検討して

いる最中に「大統領選に参加するべきではない」とのス

タンスを公開している。この時点で VP は野党連合の統

一を乱していると言える。 

 

ティントリ氏の発言の意味は大きい。 

 

彼女の影響力は決して小さくない。彼女が選挙に参加し

てはいけないと訴えれば、それに同調する野党支持者は

多い。また、彼女も政治家の妻として一度、スタンスを

決めたら容易に方向性を転換できない。 

仮に野党が大統領選に参加するとしても、彼女は投票に

参加しないよう訴えることになるだろう。 

 

加えて、「野党は大統領選に出馬するべきではない。大

統領選に出馬する者はマドゥリスタ（マドゥロ派閥の人

間）だ。」という発言は与党に対して向けた敵意ではな

く、野党に向けた敵意だ。 

 

野党支持者あるいは無派閥の人が「あなたはマドゥリス

タだ」と非難されれば、最上級の侮辱と感じるだろう。 

 

野党の団結を測ろうとしているのかもしれないが、政治

家は発言の影響を十分に考えなければいけない。このよ

うな発言は野党の亀裂を拡大させるだけであることを

認識しなければいけない。 

 

また、ティントリ氏が選挙不参加を訴えすぎると、レオ

ポルド・ロペス氏の自宅軟禁措置が解除され、再び刑務

所に収容される可能性があることも考えなければいけ

ないだろう。 

 

 

 

 

経 済                       

「航空チケットの値段が急騰」            

 

マイケティア空港があるバルガス州の現地紙「LA 

VERDAD」は、航空チケットが急騰していると報道し

た。 

 

先週の金曜に国内チケットの料金が改定された。 

 

国営航空会社 Conviasa のカラカス―ポルラマルの料金

は、１９万ボリバルから１５０万ボリバルに改定。 

 

民間航空会社 Laser のカラカスーエルビヒアの料金は

６５．２万ボリバルから２００万ボリバルに改定。 

 

また、国営航空会社 Conviasa も外国行きのチケットは

外貨で販売している。カラカス―キューバ間の航空チケ

ットは９００万ボリバルから６，０００万ボリバルに改

定した。 

 

今回の料金改定は新 DICOM の為替レート改定と関係

があると考えるべきだろう。 

 

「経済専門家の国会議員 デノミを警戒」            

 

経済専門家のホセ・ゲラ議員は中央銀行が再びデノミネ

ーションを検討しているとツイッターで投稿した。 

 

デノミネーションとは通貨の単位を一気に下げること。

例えば、現在の１，０００ボリバルを１シモンに変更す

るなど。０７年にも実施していている（当時は１，００

０ボリバルを１ボリバル・フエルテに変更。現在はボリ

バル・フエルテという単位の呼び方はなくなり、ボリバ

ルに戻っている）。 

以上 


