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（写真）大統領府ツイッター “デジタル通貨「ペトロ」で入手した１０億ドルを DICOM に供給すると発表” 

 

 

２０１８年４月２５日（水曜） 

 

政 治                     

 「ファルコン党首ら野党候補 選挙不平等を訴え」 

「アレアサ外相 投票率６０％超を期待」 

経 済                     

 「シェブロン 職員２名の逮捕を受け役員を帰国」 

 「PDVSA２０２０年債 債券団が訴訟準備」 

 「カベジョ PSUV副党首 再びバネスコを非難 

～大統領選後に金融機関接収の噂～」 

 「コヘーデス州でも独自紙幣が流通」 

社 会                     

 「サアブ検事総長 闇両替取り締り進捗を報告」 

２０１８年４月２６日（木曜） 

 

政 治                    

 「パナマとベネズエラ 協議開始 

～４月２７日（金曜）からコパ航空運行再開～」 

 「亡命最高裁 パナマに支部を設立」 

経 済                    

 「米裁判所 PDVSAに２０億ドルの賠償金命令」 

 「ペトロで得た１０億ドルをDICOM に供給」 

 「第１１回目 DICOM 公募要領を発表」 

社 会                     

 「４月２７日 Frente Amplio 抗議行動呼びかけ」 

「水問題を理由に大統領府前で抗議行動勃発」 
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２０１８年４月２５日（水曜）             

政 治                       

「ファルコン党首ら野党候補 選挙不平等を訴え」       

 

４月２２日から大統領選キャンペーンが本格的に始ま

った。 

 

ヘンリー・ファルコン発展進歩党（AP）党首とハビエ

ル・ベルトゥッシ牧師は早速、選挙の実施方法が不平等

であることを非難した。 

 

ファルコン AP 党首は、公的部門が掲載する選挙広告は

ほとんどがマドゥロ大統領のものであること、国営テレ

ビがコマーシャルで流す選挙 CM もマドゥロ大統領に

偏っていることを指摘している。 

 

また、ベルトゥッシ牧師は、４月２３日（月曜）にアラ

グア州リナレス・アルバレス市、４月２５日（水曜）に

ミランダ州グアイカイプーロ市ロス・テケスで予定され

ていた選挙イベントを警察に阻まれたと訴えた。 

警察はベルトゥッシ牧師の選挙チームに対して、選挙イ

ベントを中止しないと刑務所に入れると脅したようだ。 

 

選挙管理委員会（CNE）のサンドラ・オブリータ役員は

記者会見でベルトゥッシ牧師からの訴えを受理したと

発表。 

 

リナレス・アルバレス市、グアイカイプーロ市の両市長

に対して事情聴取を行い、事実関係を調査すると発表し

ている。 

 

また、ベルトゥッシ牧師は今後の自身の進退について、

マドゥロ大統領との対抗候補を一人に絞るべきだと発

言。 

 

 

ヘンリー・ファルコン氏かルイス・アレハンドロ・ラッ

ティ氏に合流する可能性を示唆した。 

 

「ファルコン氏と我々のグループは対話をもった。対話

は礼儀正しいものだった。我々は対話の扉を閉めない。

ファルコン氏と私の間に橋が架かった。ファルコン氏と

の合流もルイス・アレハンドロ・ラッティ氏との合流も

あり得る。」 

と発言した。 

 

同様に、選挙活動を妨害する行為について言及し、今の

ような妨害行為が続くのであれば、マドゥロ大統領の対

抗候補を召集し、大統領選から全員で離脱することも検

討するとコメントした。 

 

世論調査ではハビエル・ベルトゥッシ氏はマドゥロ大統

領、ファルコン AP 党首に次いで支持が多い候補になっ

ている。 

 

「アレアサ外相 投票率６０％超を期待」         

 

４月２５日 ホルヘ・アレアサ外相は国連本部で記者会

見を開いた。 

 

そこでベネズエラの選挙制度が信頼できるものである

ことを主張し、大統領選の投票率が６０％を超えること

を期待すると発表した。 

 

また、アレアサ外相は国連から監視団が派遣されないこ

とを認める一方でアフリカ連合、ラテンアメリカの選挙

専門家団、ロシアなど１００名超の選挙監視団を受け入

れると説明。 

 

選挙が正式なものあるかどうかを決めるのは国民だ。と

国際社会をけん制した。 
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今回の選挙の有権者数は約２，０５２．７万人。６０％

は１，２３１万人になる。ベネズエラの大統領選は通常

であれば投票率は８０％前後に達する（１２年１０月の

大統領選の投票率は８０．６％、１３年４月の大統領選

の投票率は７９．７％だった）。 

 

野党連合（MUD）が投票棄権を訴える中、野党支持者

の投票率が下がることは予見されるが、不可能な数字で

はないだろう。 

 

なお、６０％を越えれば国際的にみて投票率は低くない。

例えば、１７年に行われたチリの大統領選の投票率は４

９．０％だった。先週実施されたパラグアイの大統領を

含む総選挙では６１．４％だった。 

 

経 済                        

「シェブロン 職員２名の逮捕を受け役員を帰国」           

 

ベネズエラ政府は米国系の国際石油資本シェブロンの

職員２名を逮捕した（「ベネズエラ・トゥデイ No.125」

４月１７日付の記事参照）。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、この

逮捕を受けて、シェブロンは現地に駐在する役員を非難

させたようだ。 

 

同様にシェブロンはその他の職員らに対して、PDVSA

との合弁会社 Petropiarにはいかないよう指示したよう

だ。 

 

今回の逮捕について、PDVSA 側が強要した書面へのサ

インを断ったことが原因との報道が流れている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.128」４月２３日付の記事参照）。 

 

現時点では石油省、PDVSA、シェブロンともに逮捕の

理由を明らかにしていない。 

 

なお、ホルヘ・アレアサ外相はシェブロンの役員が国外

退避したとの報道について 

「これはシェブロン側の決定である。もし無実であれば

政府当局に対して自社の無実を訴えるべきである。何か

心配なことがあるのかもしれない。しかし、本件は私の

管轄外の話だ。」 

とコメントした。 

 

「PDVSA２０２０年債 債券団が訴訟準備」         

 

PDVSA２０２０年満期の社債は PDVSA の米国子会社

Citgo の株式５０．１％が担保になっている社債だ。 

 

デフォルトに陥った際には同株式を売却することで、未

受領分を受け取る権利がニューヨーク法で保証されて

いる。 

 

ブルームバーグの報道によると、Ashmore Group Plcな

ど同債券を多く保有する投資銀行は「White ＆ Case 

LLP」を金融アドバイザーに選定したようだ。 

 

PDVSA２０２０の利払い日は４月２７日（金曜）の予

定。同日を過ぎてもグレースピリオドがあるので３０日

間はデフォルトしたとみなされないが、３０日経過後も

投資家の口座に着金しないようであれば、投資家は

Citgo の株式５０．１％を移譲させる権利が発生する。 

 

同社債の債権者が訴えを起こした場合、クロスデフォル

トが起き PDVSA は支払い訴訟に追われることになる。

これを避けるため、PDVSA は他に優先して同社債の利

息を支払う方法を探すと考えられている。 

 

なお、別の債権者グループもベネズエラ政府、PDVSA

を相手取り訴訟を起こすための金融アドバイザーを選

定している（「ベネズエラ・トゥデイNo.128」４月２４

日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
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「カベジョ PSUV副党首 再びバネスコを非難      

     ～大統領選後に金融機関接収の噂～」                  

 

ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は、民間金融機

関バネスコが、「ベネズエラの通貨安定を阻害している」

と非難した。 

 

４月に入ってから急速に並行レートが上昇しているこ

とを理由に、政府は並行レート取引の取り締りを強化し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.127」４月２０日付

の記事参照）。 

 

政府は並行レート取引の関与が疑われる１，１３３口座

を凍結したが、その凍結した口座のうち９０％はバネス

コの口座である。 

 

カベジョ PSUV 副党首は、ここまでバネスコの口座が

凍結されていることは偶然ではないと発言。バネスコ頭

取が、自分の金融機関内で行われていた汚職を認識して

いないはずがないと同行の頭取を非難した。 

 

なお、バネスコのファン・カルロス・エスコテト頭取は

経済誌「フォーチュン」の億万長者リストにも載る人物

で、スペインの Abanca銀行の頭取。他、米国（フロリ

ダ）、パナマなどに自身が役員の金融機関を持っている。 

 

カベジョ PSUV 副党首はこれまでも度々、バネスコを

接収するとの発言を繰り返している（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.84」１月１０日付の記事参照）。 

 

また、ベネズエラ中央銀行の関係者が匿名で野党系の情

報サイト「La Patilla」に流した情報によると、マドゥロ

大統領は選挙後に民間金融機関の接収を計画している

ようだ。 

 

 

 

匿名の情報によると、 

金融機関の接収は、最近政府が行っている並行レートの

取り締りと関係しており、ハイパーインフレーションの

責任を民間金融機関に押し付ける筋書きを立てている

ようだ。 

 

「コヘーデス州でも独自紙幣が流通」                  

 

カラカスのリベルタドール市が「カリベ」という独自通

貨を発行したニュースについて４月１５日付の「ベネズ

エラ・トゥデイ No.124」で紹介した。 

 

コヘーデス州でも同様の試みが始まった。 

 

リベルタドール市で発行された「カリベ」は１カリベ＝

１，０００ボリバルだった。 

他方、コヘーデス州で発行される独自紙幣「エル・サモ

ラーノ」は１エル・サモラーノ＝１ボリバルのようだ。 

写真を見る限りでは、紙幣は４種類あるようだが、単位

は確認できていない。 

 

コヘーデス州のマルガード・ゴドイ知事は、エル・サモ

ラーノが州内の食料市場や CLAP の購入に使用できる

と説明した。 

 

（写真）マルガード・ゴドイ知事ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf
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社 会                        

「サアブ検事総長 闇両替取り締り進捗を報告」           

 

４月２５日 サアブ検事総長は新たに２４７口座を凍

結したと発表した。 

 

サアブ検事総長は記者会見で 

「逮捕された者は虚偽の為替レートを公表し、不適切に

お金を入手した罪で裁かれる。現時点で１１２名が逮捕

され、そのうち１０７人は裁判所で裁判を受けている。 

 

検察庁は新たに２４７の口座凍結、４０名の拘束指令、

１０４の査察を命じた。」 

 

同 様 に 並 行 レ ー ト の 公 表 サ イ ト Intercash 、

RapidCambio、AirTM を取り壊すと発表した。 

 

これらのサイトは外国、多くの場合は米国でサイトを運

営している。また、米国、パナマ、チリ、エクアドルな

どの口座を通じて法外なレートで取引が行われ、ベネズ

エラの通貨安定を阻害していると訴えた。 

 

 

（写真）検察庁ツイッターより抜粋 

“並行レート取引の取り締り進捗について報告する 

サアブ検事総長” 

 

 

２０１８年４月２６日（木曜）             

政 治                       

「パナマとベネズエラ 協議開始             

 ～４月２７日（金曜）からコパ航空運行再開～」        

 

４月２６日 マドゥロ大統領はパナマのバレロ大統領

と対話し、国交を回復させることで合意したと発表した。 

 

両国の合意により大使が戻されることになる。 

また、昨日から完全に停止した二国間の空路について運

行を再開すると発表した。 

 

「パナマのバレラ大統領と対話を持った。我々は３つの

点で合意した。１つ目はパナマとベネズエラ、両国の大

使を戻すこと、２つ目は全ての航空会社の空路制限を解

除すること、３つ目は外相が率いる両国の協議委員会を

発足すること。 

 

空路については４月２７日（金曜）から運行を再開する。 

３０日以内に２国間の問題を解決するための協議結果

を公開する。」 

と説明した。 

 

また、マドゥロ大統領は、今回のパナマとの対話にはド

ミニカ共和国のメディナ大統領が仲裁で協力してくれ

たと説明、メディナ大統領への感謝の意志を示した。 

 

なお、３つの合意に従えば、現時点では空路の運行再開

以外で制裁を解除された法人・個人はないだろう。 
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「亡命最高裁 パナマに支部を設立」           

 

４月２６日 野党多数の国会が任命し、外国に亡命した

最高裁判事はパナマに亡命最高裁判所の支部を設立し

た。 

 

パナマの亡命最高裁判所の支部代表に任命されたロメ

ル・ヒル氏は、我々の最も重要な任務は、制憲議会が偽

物の公権力であることを国民に気づかせ、憲法秩序を取

り戻すことだと訴えた。 

 

「我々はペトロが非合法な通貨であると決定した。また、

ルイサ・オルテガ・ディアス検事総長は、マドゥロ大統

領を職権乱用罪で逮捕するよう通知し、最高裁も承認し

た。 

我々は毎週、定例会を開催し、１５日毎に全体会議を実

施する。」 

と発言した。 

 

映像を見る限りでは、パナマ支部の発足式には８名の亡

命した最高裁判事が出席したようだ。 

 

 

（写真）パナマ亡命最高裁ツイッターより抜粋 

 

 

 

 

経 済                       

「米裁判所 PDVSAに２０億ドルの賠償金命令」            

 

国際商業会議所（ICC）の専門機関、国際仲裁裁判所は

PDVSA に対して、コノコ・フィリップスに２０．４億

ドルを支払うよう判決を下した。 

 

コノコ・フィリップスは０７年にベネズエラに保有して

いた石油会社をベネズエラ政府に接収され、PDVSA を

相手取り訴訟を起こしていた。 

 

コノコ・フィリップスは１７０億ドルの賠償金を求めて

いたが、裁定はそれよりも大幅に少ない金額になった。 

 

コノコ・フィリップスのラングフォード氏は、 

「判決について好意的に受け止めている。判決はコノ

コ・フィリップスの権利保護の訴えを尊重する内容とな

った。」 

と答えた。 

 

フィナンシャル・タイムス紙は、今後、コノコ・フィリ

ップスがどのようにベネズエラ政府と PDVSA から支

払いを回収するかだと論じている。 

コノコ社は既に米国デラウェア裁判所に Citgo からの

支払い要請を訴えているようだ。 

 

「ペトロで得た１０億ドルをDICOMで供給」         

 

４月２６日 マドゥロ大統領はエクスポ・ベネズエラの

開所式に出席した。 

 

マドゥロ大統領はデジタル通貨「ペトロ」について 

「ペトロは既に３３．４億ドルの取引があった。１７．

４億ドルは食料や医薬品の輸入に充てられた。また、

様々な通貨で１６億ドル相当のペトロが購入された。 
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この１６億ドルをベネズエラ中央銀行に供給すること

を決めた。うち１０億ドルは DICOM の競売で供給す

る。」と発言した。 

 

ただし、ペトロを実際に購入したという報道は全く聞か

ない。一部の限られた関係者間で取引されている可能性

は否定しないが、米国からの制裁も科されており一般人

が取引することは稀だと思われる。 

 

仮に、マドゥロ大統領の発表が事実だとすれば、今後

DICOM を通じたドル供給が増えることが期待できる。 

 

他、マドゥロ大統領はケベド PDVSA 総裁、カルロス・

オソリオ交通相らに対して、２６日から飛行機の燃料を

ペトロ建てで販売するよう要請した。 

 

米国は「ペトロ」建ての取引に制裁を科しており、多く

の国際線はペトロ取引が出来ない。今回の決定が国際線

の運行に影響することが懸念される。 

 

「第１１回目DICOM 公募要領を発表」         

 

４月２６日 第１１回目の 新 DICOM 募集要項が公

示された（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：４月２６日（木曜）PM２時まで   

■結果公表：４月２７日（金曜）   

■決済日：４月３０日（月曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ、法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

社 会                       

「４月２７日 Frente Amplio抗議行動呼びかけ」            

 

野党連合（MUD）を中心に構成される野党系の団体

「Frente Amplio」は４月２７日に抗議行動を呼びかけ

ている。 

とは言え、今回の抗議行動は実施場所などが明示されて

いない。 

 

Frente Amplio のニックメル・エバンス氏らが４月２７

日の抗議行動を説明するために開いた記者会見による

と、Frente Amplio が提示するのは抗議の日だけで、実

施場所、時間、方法は市民が決めるようだ。 

ただ、一定の条件がある。 

 

１．抗議行動は４月２７日（金曜）のＡＭ７時～終日行

われる。 

 

２．抗議行動に参加する市民は自分の職場やコミュニテ

ィで組織を結成して、それぞれ最もインパクト大きな時

間帯に２時間の抗議行動を行う。 

 

３．抗議参加者は「経済危機、汚職、５月２０日の不当

選挙の中止、マドゥロ政権の早期退陣」を訴えるプラカ

ードを掲げる。 

 

４．抗議行動の様子をツイッターなどソーシャルメディ

アに掲載する。 

その際、「#EL27NOSREBELAMOSDEFRENTE（２７

日、我々は前線で反乱を起こす）」のタイトルを付ける。 

 

今回の抗議行動は国民にとって分かりにくい。 

これまでのように、決められた場所に集合するだけの抗

議行動とは異なる。今回の抗議が、どこまで拡大するか

は注目に値するだろう。 

 

https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-011-18/
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また、駐在員にとっても、どこでどのような抗議行動が

行われるかが把握できないため、対処のしようがないと

もいえる。在ベネズエラ日本大使館の安全情報によると、

午前１０時～正午までの２時間、ショッピングセンター

「サンビル」前で抗議行動が行われるようだ。 

 

「水問題を理由に大統領府前で抗議行動勃発」         

 

４月２６日 午後６時頃から大統領府の前で抗議行動

が始まった。抗議行動の原因は水道が使用できないこと

だったようだ。 

 

数百人単位の民衆が大統領府の前に集合し、水道の復旧

とマドゥロ大統領の退陣を求めるシュプレヒコールが

鳴り響いた。 

 

大統領府の前には軍人が配備された。 

映像を見る限り、特に武器は使用されておらず、別の場

所で抗議行動を行うよう軍部が促している映像が報じ

られている。 

また、抗議行動は鎮静化したとの報道も確認された。 

 

けが人などがでればツイッターなどで瞬く間に拡散す

るが、現時点ではそのような報道は確認されていない。 

 

 

（写真）個人ツイッター 

“大統領府の前で抗議する民衆” 

 

以上 


