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（写真）WikiCommons ”PDVSAの米国子会社 Citgo ガソリンスタンド” 

 

２０１７年１１月２０日（月曜） 

 

政 治                    

 「Soy Venezuela は大統領選のための組織ではない」 

「エルアティージョ市長選ゴイコチェア氏が有利」 

 「レデスマ氏の逃亡に関係する１８名を逮捕」 

経 済                    

 「米国で債券保有者が今後の対応について協議」 

 「ISDA 協議を来週２７日（月曜）に再調整」 

 「CENDAS １０月の生活費、食費を公表」 

社 会                    

「インターナショナル SOS 渡航危険地に指定」 

２０１７年１１月２１日（火曜） 

 

政 治                    

 「Soy Venezuela 与野党交渉についての提案」 

 「米国 南米諸国にベネズエラへの制裁を求める」 

 「ラミレス国連大使 与党へ苦言を呈する」 

経 済                    

 「PDVSA 合弁会社の原油枠の使用を求める」 

 「１００ボリバル札の使用期限を延長」 

 「制憲議会 ５品目の統制価格を承認」 

社 会                    

「Citgo 社長および役員 計６名を逮捕」 
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２０１７年１１月２０日（月曜）             

政 治                       

「Soy Venezuela は大統領選のための組織ではない」       

 

アントニオ・レデスマ氏がスペインへ脱出して以来、野

党の中でも急進派とされるグループの動きに注目が集

まっている。 

 

“Soy Venezuela“は制憲議会を合憲的な組織と認めず、

彼らに代わる並行公権力を組織することもいとわない

というスタンスに立っている。つまり、米州機構のアル

マグロ事務局長が進めた亡命判事からなる並行最高裁

判所を支持する立場にある。 

 

“Soy Venezuela“は基本的には７月１６日に野党連合が

実施した制憲議会に反対するための国民投票が発足の

起源となっている（７月１６日当時の国民投票について

は「ベネズエラ・トゥデイ No.7」参照）。 

 

“Soy Venezuela“は政治政党でも政治連合でもない。現

政権との対峙により早急に政権を奪取しようとする考

え方を持った国民が組織する団体である。レデスマ氏は

国民勇猛同盟（ABP）の創設者であり、“Soy Venezuela

“の主張に共鳴している。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長、ペルー外相、スペイン

やコロンビアの元大統領などマドゥロ政権を強く非難

する多くの外国政治家は“Soy Venezuela“の主張に共鳴

する者が多い。 

 

一方で、“Soy Venezuela“はベネズエラ国内では過激派

としての認識が強く、これまで国民の浸透度合いは高く

なかったが、レデスマ氏の脱出と同時に彼らの求心力は

急速に高まっている。 

 

 

故チャベス元大統領がそうであったように、ベネズエラ

は政権に投獄されていたものが解放後にヒーローとし

て扱われる傾向にある。２０１５年２月から自宅軟禁措

置をとられていたレデスマ氏は、ヒーローになり得る存

在だ。 

 

レデスマ氏は「自身の襷（たすき）はベネズエラ主導党

（VV）のマリア・コリナ・マチャド氏に託す」と明言し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.61」１１月１７日

付の記事参照）。 

 

このベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャ

ド氏は 

「“Soy Venezuela“の一番の目的はマドゥロの独裁政権

からの脱出とベネズエラに民主主義を取り戻すことだ。

大統領選で戦うための存在ではない。 

 

与野党対話については本当に現政権を追放できる真摯

な対話であれば支持する。“Soy Venezuela“はこの目的

を達成するために国内外からの圧力を求める組織力を

持っている。」と明言している。 

 

彼女はエリート中のエリートで貧困層の中には否定的

な見方をする者が多い。一方で、野党支持者からは打算

的な与党との交渉を容認せず、対決姿勢を明確に打ち出

す彼女の姿勢を支持する者も多い。 

 

 

（写真）WikiCommons“マリア・コリナ・マチャド氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/38d5e473bfb6d83ad33a969a08366ee7.pdf
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「エルアティージョ市長選 ゴイコチェア氏が有利」         

 

エルアティージョ市はカラカス大首都区を構成する市

の一つで、野党支持者が多い地域としても知られている。 

チャカオ市に並ぶ野党の牙城として有名な地域だけに

１２月１０日の市長選には多くの野党派候補が出馬し

ている。 

 

エルアティージョ市はカラカス日本人学校や日本人が

よく利用するカントリークラブが位置する場所で市長

が誰になるかは日本人駐在員の生活にも間接的に影響

を与えるだろう。 

 

世論調査会社 IVAD はアンケート調査の結果、発展進歩

党（AP）のヨン・ゴイコチェア氏が当選する可能性が高

い候補としている。 

 

以下はアンケート結果で出た各候補の支持率。 

 

・ヨン・ゴイコチェア氏（AP） ２２．５％ 

・エリアス・サギェフ氏（PUENTE） ９．８％ 

・ガブリエラ・グルベル（無所属） ９．５％ 

・フランシス・エレラ（PSUV） ８．５％ 

 

この世論調査が正しければ、野党が有利ではあるが州知

事選の結果から考えれば楽観視できない。 

 

ヨン・ゴイコチェア氏は１２月３日に野党としての統一

候補を決めるためにプレ選挙の実施を呼びかけている。 

 

「レデスマ氏の逃亡に関係する１８名を逮捕」                 

 

１１月２０日 レデスマ氏は自宅軟禁からの脱出は即

興で行われたものではなく、入念な準備をして実施され

たことを明らかにした。 

 

 

「１，２００キロの道のりを移動している間も、私は自

分の声明ではなく、我が国とベネズエラ国民を按じてい

た。移動の際に、仮に政府が私を確保したら、政府は私

を確保したことをトロフィーのように訴えただろう。 

 

脱出できる可能性よりも捕まる可能性の方が高かった

と思う。自宅の近隣には２０～２６人のガードが張り付

いていた。更に外部に２台の国家警察の車がパトロール

している。１台には３名の警察官が乗っていた。更に敷

地内にも諜報部や公務員が警備していた。 

 

私の脱出劇には協力者がいた。マドゥロ大統領は２９の

検問所を通るためには軍人幹部の中に協力者がいたこ

とを知っている。 

 

コロンビアの最後の検問所を通過する際に、悪気はなか

ったと思うが一人の女性が私を認識し、「レデスマ」と

呼んだ。そして、軍人が私を見たが、通過させた。」と

語った。 

 

副大統領府直轄の治安維持組織 SEBIN は、レデスマ氏

の逃亡をサポートした疑いのある１８名を逮捕したよ

うだ。 

 

経 済                       

「米国で債券保有者が今後の対応について協議」          

 

１１月２０日 ニューヨークでベネズエラ債券を保有

する投資銀行らが今後の対応について協議するため会

合を開いた。 

 

ロイター通信は、同会合のアドバイザー代表を務めた

Millstein＆Co,のマーク・ウォーカー氏を取材した。 
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ウォーカー氏いわく、 

「会合には２０の投資家が参加した。参加者は非公式な

債権者グループを組織することで合意した。」と話した。 

 

他にも様々なセクターで今後の対応についての会合が

予定されているようだ。３０日には英国でも会合が行わ

れることが判明している。 

 

ベネズエラ債を保有している投資銀行のコメントとし

ては債務再編には２つの障害を取り除く必要がある。１

つはベネズエラ政府の新発債の購入を阻害している米

国による制裁の停止。２つ目はマドゥロ大統領の経済政

策の転換だと話した。 

 

「ISDA 協議を来週２７日（月曜）に再調整」        

 

１１月１６日 デリバティブ （金融派生商品）の取引

ルールを決めている業界団体、国際スワップデリバティ

ブ協会（ISDA）は、ベネズエラ国債・PDVSA 社債の満

期内で支払いが完了できなかった債券で信用イベント

が発生したと認定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.60」

１１月１６日付の記事参照）。 

 

その際に１１月２０日に補てん率を決めるための協議

を実施すると発表していた。２０日の会合では、ベネズ

エラ国債と PDVSA 社債の補てん率を決定するために

２つの入札を実施することで一致したようだ。 

 

今後は入札する債券リストについて協議することにな

るようで、次回の ISDA 会合は１１月２７日（月曜）に

実施される予定だ。 

 

 

 

 

 

「CENDAS １０月の生活費、食費を公表」             

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人家族が

１カ月にかかる食費（基礎食料費用）と医療費や住居費

などを含めた１カ月の生活費（基礎生活費用）を毎月公

表している。 

 

同組織の調査によると、２０１７年１０月の基礎食料費

は３９１万８，３４１ボリバル（先月費４６．１％増）

だった。２０１６年１２月時点の基礎食料費用が５４万

４，９９１ボリバルだったため、１０カ月で６１９．０％

増加したことになる。 

 

また、食費以外に住居費や医療費、教育費など生活費を

加えた１０月の基礎生活費は５５９万４，１２０ボリバ

ル（先月比４３．４％増）だった。１０カ月で６５２．

３％増加した。 

 

 

 

社 会                        

「インターナショナル SOS 渡航危険地に指定」          

 

インターナショナル SOS とコントロールリスク社は２

０１８年度の渡航安全情報を更新した。 
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（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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渡航に際して重要になる３つの要素（治安、医療、交通

事故）を公表している。 

 

ベネズエラは「治安」では高リスク国と評価されている。

“高リスク国“の評価はメキシコの大部分の地域と同じ

評価になる。 

中東、アフリカ地域には”極めてリスクが高い国“という

評価もある。 

 

「医療」についても高リスク国と評価されている。南米

ではボリビアとスリナムが同様に高リスク国と評価さ

れている。北朝鮮や中東・アフリカには“極めてリスク

の高い国”という評価の国もある。 

 

「交通事故」については、ベネズエラは“評価不能”に分

類されている。個人的な感覚から言えばブラジルなどと

同じ「高リスク国」に位置づけられるのではないかとい

う印象がある。 

 

これらの情報は他国も含めて同社のウェブサイトで確

認できる。 

 

２０１７年１１月２１日（火曜）             

政 治                       

「Soy Venezuela 与野党交渉についての提案」        

 

１１月２１日 レデスマ氏とマチャド氏が主導する反

政府派の市民プラットフォーム“Soy Venezuela“は与野

党交渉を再開するための条件として、制憲議会の即時解

散を要求した。 

 

「“Soy Venezuela“はドミニカ共和国で実施される交渉

を否定する。政府は再び偽物の対話によって国民を欺こ

うとしている。政府の行動からは民主主義的な行動をと

る姿勢は見えていない。 

 

 

現政権が続く限り、死者と物不足と経済問題は一層悪化

する。 

 

マフィア化した公権力は制憲議会という巨大な詐欺行

為を働き、国会の権限を奪い全ての国家権力を越える存

在になろうしている。制憲議会が無くならない限り合意

はできない。 

 

以下の条件に政府が合意するのであれば有効な対話が

実現できる。 

 

1. 交渉を行う前に政府は提示した条件を完了すること。 

制憲議会の停止。これまでの制憲議会による決定を

無効とすること。国会の独立性を尊重すること。最

高裁が憲法を尊重する姿勢を示すこと。人道支援を

求め、政治犯を釈放し、これまでの政治的な迫害を

停止すること。 

2. 対話の明確な目的を示すこと。 

現政権の離脱を前提とした対話を行う。公平かつ透

明な一斉選挙による民主主義国への回帰。 

3. 対話の条件を事前に設定すること。 

結果が出る確証を持てるよう明確な時期を定める。 

4. バランスの取れた仲介者による対話 

前述の内容が達成されることを保証する仲介者の

存在。 

5. 公平な対話の会場。 

我々の問題を解決できる最も良い対話の場所はベ

ネズエラしかない。 

6. 諸外国が納得のいく信頼できる対話スキーム。 

7. 早急な問題の解決。 

8. 合意した条件を政府に実行させるためのメカニズム

を作ること。 

 

以上 

 

 

 

https://www.travelriskmap.com/#/planner/map
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「米国 南米諸国にベネズエラへの制裁を求める」           

 

米国政府は更に２０名のベネズエラ政府関係者に個人

制裁を科す方向で検討しており、早ければ今週中にも発

表される見通しのようだ。 

 

同時に米国は南米諸国にも同様の制裁措置を講じるよ

うに働きかけているようだ。現時点で個人制裁をかける

可能性が高いのはリマグループを構成する１２カ国。 

 

つまり、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロ

ンビア、コスタリカ、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。 

 

カナダは既に個人制裁を科しているので、残りの１１カ

国が候補にあがりそうだ。 

 

ブラジル、パナマ、メキシコ、コロンビアはベネズエラ

の汚職取引に関係して度々登場する国だ。これらの国が

ベネズエラ政府幹部の資産を凍結すれば少なくない打

撃を与えることだろう。 

 

「ラミレス国連大使 与党へ苦言を呈する」              

 

１１月１９日 国連のベネズエラ代表大使がスリア州

の与党に近い報道社 El Panorama に「La Tormenta」と

いうオピニオン記事を投稿し、問題になっている。 

 

記事では故チャベス元大統領が存命だった当時のやり

取りや、経済問題への懸念について述べている。 

 

ラミレス国連大使は２００４年に国営石油公社PDVSA

総裁になり、２０１４年９月まで約１０年間総裁職を担

った。その後、数カ月間は外相のポストに移動したが、

１４年１２月には国連大使に就任している。 

 

 

当時、ラミレス氏は政治経済でかなりの権力を持ってい

たが、為替レートの一本化や価格統制の廃止などを主張

し、政府中枢を追われた。 

 

以下、記事の主要な内容を以下に記載する。 

 

 

1. 故チャベス元大統領は癌との闘いが始まっていた

２０１２年１２月から、経済問題が近づいており

PDVSA に問題が起きることを知っていた。 

2. 当時、チャベス元大統領は経済閣僚に対して問題を

伝えており、社会主義政権を維持するためにいくつ

か必要な決定をするよう伝えていた。 

3. またチャベス元大統領は自身に残された時間があ

まりないことを認識し、閣僚に伝えるだけではなく、

国民に対しても問題を訴え始めていた。 

4. チャベス元大統領は原油市場が抱える問題に当時

から気づいていた。 

5. 彼は PDVSA が、事業継続が困難なほど重い負荷を

かけられていることを認識しており、国の一部がそ

の負荷を負う必要性を認識していた。 

6. 当時から為替制度を理由に PDVSA の生産コスト、

外貨フロー、サービス業者への支払いに支障が出て

いた。更に対外債務を履行する必要性があった。し

かし、これらの問題は放置されることになった。 

7. 自身はチャベス元大統領の意志に従っている。 

8. 自身が経済担当副大統領だった時には、今の経済問

題を避けるための十分な対策を講じることが出来

た。しかし、私の考えは政権内ではサポートされな

かった。 

 

 

マドゥロ大統領の経済政策を否定することで現状に満

足していない与党関係者の支持を集めて、大統領選での

返り咲きを狙っているのかもしれない。今後の彼の発言

は注視する必要がありそうだ。 

 

http://www.panorama.com.ve/opinion/En-opinion-La-Tormenta-20171118-0058.html
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経 済                       

「PDVSA 合弁会社の原油枠の使用を求める」            

 

PDVSA は、合弁相手に対してベネズエラから輸出して

いる原油の一部を国内の精製に回すよう求めているよ

うだ。 

 

ロイター通信によると、Petropiar の合弁相手であるシ

ェブロンに対して、１１月の輸出枠の４５％を国内の製

油所に回すよう求めているようだ。しかも製油所に回し

た原油の支払いは先延ばしにするよう求めている。 

 

PDVSAの支払い遅延から精製用の原油が購入できず国

内製油所のオペレーションが頻繁に停止していること

が原因のようだ。国内製油所の稼働率は３分の１以下と

いうケースもある。その結果、国内に燃料が行き渡らず

ガソリン不足など問題が生じている。 

 

 

（写真）PDVSA ガソリンスタンド 

 

「１００ボリバル札の使用期限を延長」          

 

もはや何回も更新しすぎてニュースにもならないのか

もしれないが１００ボリバル札の使用期限が２か月間

延長された（２０１７年１１月２０日付の官報第４１，

２８２号）。 

 

これにより１１月２１日が更新期限だった１００ボリ

バル札の使用期限は１８年１月２０日に延長される。 

 

本来であれば２０１６年１２月に１００ボリバル札は

使用期限を迎えるはずだったが、これで１年以上経過す

ることになる。 

 

 

（出所）銀行監督庁ツイッターの抜粋 

 

「制憲議会 ５品目の統制価格を承認」         

 

１１月２１日 制憲議会は「合意された価格法（以下、

合意価格法）」を承認した。 

 

対象品目は魚類、とうもろこし、鶏肉（手羽、胸肉、も

も肉）、コーヒー豆（生豆）、コーヒー豆（焙煎豆）、コ

ーヒー豆（粉末状）、白米（品質によって３種類に分け

る）。 

今回の法令を受けて、価格統制庁（SUNDDE）は以下

の通り価格を公表している。 

 

＜魚類＞ 

（いわし、地域によって値段が違う） 
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（スズキ、コロコロ、カツオ、コヒヌア、カタコ） 

 

 

＜コーヒー豆＞ 

（生豆） 

 

 

＜とうもろこし＞ 

 

 

＜コーヒー豆＞ 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「Citgo 社長および役員 計６名を逮捕」          

 

１１月２１日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

PDVSA の米国子会社 Citgo の役員６名を逮捕したと発

表した。 

 

逮捕者はホセ・アンヘル・ペレイラ社長、トメウ・バデ

ル役員、アリリオ・サンブラノ役員、ホルヘ・トレド役

員、グスターボ・カルデナス役員、ホセ・サンブラノ役

員。 

 

理由は１４年～１５年にかけて適切な承認プロセスを

経ずに２つの金融機関（Frontier Group、Apolo Global）

と Citgo にとって悪い条件で契約を結び、Citgo の資産

を担保に最大で４０億ドルの融資契約を結んだ。 

 

また、２０１７年７月１５日にも上記２社と契約を締結

し、Citgo を脅威にさらした（具体的な内容は言及して

いない）。 

 

この取引を仲介していた Mangore Sarl 社のファン・パ

ウネロ氏とベネズエラ人のファン・カルロス・エスピネ

ル氏は融資契約額の１．５％を手数料として受け取って

いた。なお、同２名はパナマペパーに登場する人物だと

のこと。 
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また、サアブ検事総長は、現 Citgo 社長のホセ・アンヘ

ル・ペレイラ氏は２０１４年２月９日にベネズエラとコ

ノコフィリップスの紛争問題に関連する重大な情報を

紛争相手に提供していたと説明した。 

 

他、同役員らは米国政府に協力しベネズエラへの国際圧

力を高めるサポートをしていたと言及した。 

 

現在の PDVSA 社長のネルソン・マルティネス総裁はつ

い最近まで Citgo の社長だった。今の段階ではマルティ

ネス総裁まで問題が及んでいるような報道はないが、彼

が本件と無関係かは現時点ではわからない。 

 

なお、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、今回の逮捕劇

はマドゥロ大統領の指示によるものだと説明している。 

 

マドゥロ大統領自身も同日のテレビ番組で Citgo 役員

の逮捕について言及し、汚職を取り締まると発言してい

る。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV 映像の抜粋 

“Citgo 役員の逮捕を発表するサアブ検事総長” 

 

以上 


