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（写真）ベネズエラ大統領府 “マドゥロ大統領（写真左）とマニュエル・ケベド新 PDVSA 総裁（右）” 

 

２０１７年１１月２７日（月曜） 

 

政 治                   

 「野党連合 対話の参加者を発表 

～野党の主要４政党は交渉に参加～」 

 「ベラルーシとの関係深化を模索」 

経 済                   

 「国営スーパー 民間企業に売却」 

 「大統領 制憲議会に外国投資法の改定を求める」 

 「市長選を前に最低賃金の再改定を検討」 

 「ハイチ大統領と食料・インフラ分野などで協定」 

社 会                   

「サアブ検事総長 石油部門で更なる逮捕を示唆」 

２０１７年１１月２８日（火曜） 

 

政 治                   

 「大統領 PDVSA 副総裁を交代、名誉総裁も設置 

～抜本的な組織改革を求める～」 

 「急進野党 与野党交渉を非難」 

 「カリブ海の小国が与党側の３番目の付き添い国」 

経 済                   

 「PDVSA 製油所の貸与あるいは売却の噂」 

「ガイアナ公社が副大統領府の管轄に移管」 

 「ISDA 入札は１２月１１日との見通しを示す」 

 「米投資銀行 コンゴの原油差し押さえ事例紹介」 

「大統領 米国への原油輸出停止について言及」 
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２０１７年１１月２７日（月曜）             

政 治                       

「野党連合 対話の参加者を発表             

     ～野党の主要４政党は交渉に参加～」       

 

フリオ・ボルヘス国会議長は１２月１日、２日にドミニ

カ共和国で行われる与野党交渉に参加するメンバーを

明らかにした。 

 

今回の交渉には政治家だけではなく企業家、政治経済分

野の専門家なども参加する。 

 

＜政治家＞ 

・フリオ・ボルヘス国会議長（第一正義党（PJ）） 

・エンリケ・マルケス議員（新時代党（UNT）） 

・ルイス・フロリダ議員（大衆意志党（VP）） 

・ルイス・アキレス・モレノ議員（行動民主党（AD）） 

・ルイス・カルロス議員（AD） 

・エウドロ・ゴンサレス議員（PJ） 

・ティモテオ・サンブラノ議員（UNT） 

・シモン・カルサディージャ議員 

（ベネズエラ進歩行動党（MPV）） 

・マニュエル・テイクセイラ議員（MPV） 

 

＜民間部門＞ 

・ビセンテ・ディアス（選挙専門家、元 CNE 役員） 

・ホルヘ・ロイ 

（企業家代表、経済団体 Fedecamaras 元代表） 

・ファン・マニュエル・ラファエリ 

（弁護士、政治学者） 

・レオン・アリスメンディ（労働法専門家） 

・アスドゥルバル・オリベロ 

（経済専門家、経済分析会社 Ecoanalitica 役員） 

・コレッテ・カプリレス（政治学者） 

・マルセラ・マスペロ（全国労働組合代表） 

・ダニエラ・シエラ（弁護士） 

・マリア・エウヘニア・モスケラ 

（報道代表、Vale テレビ局の設立者） 

・フェリシアノ・レイナ（人権団体代表） 

・グスターボ・ベラスケス（社会学者、弁護士） 

 

今回の参加者リストで大事な点を「政治家」、「民間部門」

に分けて言及する。 

 

＜政治家＞ 

まず重要なのは、ベネズエラ野党の４大政党と言われる

PJ、AD、VP、UNT は全政党が与野党交渉に参加した

ことだ。これまでの主要政党の方向性を一致させること

が出来た。PJ、AD、UNT はそれぞれ２名ずつ参加して

いるが、VP は１名のみ。VP はゲバラ氏がチリ大使館

に亡命したことで政党の顔になる人物が不足している。 

 

しかし、与野党交渉に否定的なグループ（マリア・コリ

ナ・マチャド氏率いるベネズエラ主導党（VV）やアント

ニオ・レデスマ氏が創始者の国民勇猛同盟（ABP））を

懐柔することは出来なかった。野党連合になびきかけて

いたアンドレス・ベラスケス氏率いる La CAUSA R も

与野党交渉には参加していない。 

 

＜民間部門＞ 

参 加 者 の 中 で よ く 国 民 に 認 知 さ れ て い る 人 物 は

Fedecamaras のホルヘ・ロイ元代表、ビセンテ・ディア

ス元 CNE 役員、アスドゥルバル・オリベロ Ecoanalitica

役員が挙げられる。 

 

個人的にはアスドゥルバル・オリベロ氏の参加は意外だ

った。野党に属する人間とレッテルが張られると与党関

係者から情報が取りにくくなる。また、野党側として活

動することで経済分析会社として中立的な分析ができ

るのか疑問が残る。 

交渉に参加する人物は、交渉に否定的な意見を持った人

から非難されることになるだろう。 
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「ベラルーシとの関係深化を模索」            

 

１１月２７日 リカルド・メネンデス企画相率いるミッ

ション団がベラルーシで同国のルカシェンコ大統領と

会談した。１０月５日にはマドゥロ大統領が同国を訪問

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.42」１０月５日

付の記事参照）。 

 

同会合では、今後３年間の両国の経済協力の方法につい

て協議された。 

 

メネンデス企画相は 

「今回の二国間のハイレベル級会合は１カ月前にマド

ゥロ大統領が同国を訪問した際に決まったものだ。最重

要テーマは既存のトラクター工場の再稼働、その他建設、

農業、ガス、石油化学（特に肥料）、融資に関する協議

をした。」と説明した。 

 

今回のミッション団にはシモン・セルパ経済財務相、フ

ァン・アリアス基礎工業・社会主義産業相と外務省幹部

らが参加した。 

 

ルカシェンコ大統領は来年にはカラカスへ訪問したい

と言及している。 

 

 

（写真）リカルド・メネンデス企画相ツイッター 

 

 

 

経 済                        

「国営スーパー 民間企業に売却」           

 

国営スーパー「アバスト・ビセンテナリオ」の労働組合

代表によると同社の一部店舗が民間企業に売却される

ようだ。 

 

「アバスト・ビセンテナリオ」は２０１０年にコロンビ

ア系の Exito を政府が接収し、ベネズエラ系の Cada を

買収してできたスーパーマーケットチェーン。モンタル

バン、バルガス、バレンシア、マラカイボ、マカラクア

イ、チャラジャベ、テラサ・デル・アビラなど多くの地

域で店舗が閉鎖していた。 

 

同組織の労働組合代表によると１８カ月でアバスト・ビ

センテナリオの従業員６，０００～９，０００人が正当

な理由なく解雇されたとのこと。 

 

「アバスト・ビセンテナリオ」は、接収当時は貧困層に

食料品、生活品をいきわたらせるための重要なツールだ

った。しかし、１４年頃から並行レートと公定レートの

乖離が激しくなり、徐々に買い占め、行列、転売が深刻

な問題になっていった。 

 

問題に対処するため政府は既存の流通システムを諦め、

２０１６年に CLAP を通じて貧困層に直接安価な食料

品や生活品をセットで販売する形式に切り替えた。 

 

CLAP は国民カードを用いて貧困層を登録し、国民カー

ドを持っている人に CLAP の製品を売りに行く仕組み。

CLAP の商品を販売するのは各コミューン（共同体）の

担当者なので買い占めを避けることができる（と言われ

ている）。一方で「アバスト・ビセンテナリオ」は店舗

型なので買い占めや転売が起きやすかった。 

政府にとって重要なツールではなくなり、組織を維持で

きなくなったのが売却の理由だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
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「大統領 制憲議会に外国投資法の改定を求める」        

 

１１月２６日 マドゥロ大統領は、観光分野で外国から

の投資を促進するため制憲議会に外国投資法を改定さ

せると言及した。観光促進イベント FITVEN の会場で

発表され、エジプト、インドなど２２カ国の観光業関係

者が参加していた。 

 

なお、外国投資法はこれまで何度も改定されており、最

新版は２０１６年６月に発行したもの。これまでもマド

ゥロ大統領は法改正の目的を外国からの投資誘致を促

進するためと説明してきたが、内容はより外資の権利が

曖昧になり、政府の裁量が多くなるように変更されてい

るとの見解が一般的だ。 

 

マドゥロ大統領は２０１７年９月に外国投資法のプロ

ジェクト案を制憲議会に提出しており、ミゲル・ペレス・

アバッド元貿易・外国投資相が検討していた。公布まで

にそこまで時間はかからないのかもしれない。 

 

「市長選を前に最低賃金の再改定を検討」                 

 

CENDAS の発表によると１７年１０月のインフレ率は

先月と比べて４０％を超えている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.62」１１月２０日付の記事参照）１１月のイン

フレ率は更に加速すると考えられており、国民の可処分

所得が急速に減っている。 

 

経済学者のルイス・オリベロ氏は、政府はインフレ対策

と１２月１０日の市長選の対策として１２月に再度、最

低賃金を上げそうだ。との見解を示した。 

 

仮に最低賃金を改定する場合、１年間で６回目の改定に

なる。なお、最低賃金は社会保険料の計算基準になって

いる。最低賃金の増加は社会保険料の増加につながるた

め、全ての企業にとって負担増を意味する。 

 

「ハイチ大統領と食料・インフラ分野などで協力」             

 

１１月２７日 ハイチのジョブネル・モイーズ大統領が

マドゥロ大統領と会談した。 

 

モイーズ大統領は Citgo の飛行機でカラカスに到着。ア

レアサ外相らに迎えられた。 

 

二国間でハイチの道路整備、水力発電の分野での共同プ

ロジェクトを実施することで合意した。他にも農業、商

業の分野でハイチを支援することで合意した。 

 

ハイチはベネズエラが宗主国となっているペトロカリ

ベと米州ボリバル同盟（ALBA-TAP）の加盟国。現政権

を支援する国だ（「ウィークリー・レポート No.18」参

照）。 

 

 

（写真）大統領府ギャラリー 

“ハイチのモイーズ大統領とマドゥロ大統領” 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月２７日～１１月２８日報道         No.０６５   ２０１７年１１月２９日（水曜） 

5 / 8 

 

社 会                       

「サアブ検事総長 石油部門で更なる逮捕を示唆」          

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は民放のインタビ

ュー番組に出演し、石油部門での調査を継続しており更

に逮捕者がでるだろうと言及した。 

 

「検察庁が進めている汚職との闘いは、政府閣僚に支持

されている。我々は調査を継続しており、新たな逮捕者

が出るだろう。PDVSA の内部にマフィアが存在してい

る。カラボボ支部では、幹部が会社の資金で自分のため

の自動車を購入していた。マフィアと対峙している私は

調査をやめるように脅されることも度々ある。 

 

食料品や医薬品を輸入すると叫ぶだけで、実際はそんな

ものは輸入されていない。野党の政府への非難は私にと

ってはジョークでしかない。 

 

米国にいる企業家のほとんどが汚職に関係している。彼

らは汚職資金で米国の観光地にヨットや飛行機、建物を

購入している。」と説明した。 

 

また、ルイサ・オルテガ前検事総長について、外貨申請

の汚職取り締まりなど必要な措置を講じてこなかった

と非難した。また、過去の検察庁は犯罪を取り締まる組

織ではなく政治団体になっていた。との見解を述べた。 

 

２０１７年１１月２８日（火曜）             

政 治                       

「大統領 PDVSA 副総裁を交代、名誉総裁も設置     

        ～抜本的な組織改革を求める～」        

 

１１月２８日 マドゥロ大統領は石油セクター労働者

のイベントに参加した。 

 

 

同イベントでイスマエル・

セラーノ氏を PDVSA 副社

長に任命した。セラーノ氏

は ２ ０ １ ７ 年 ２ 月 か ら

PDVSA の販売供給部門の

役員だった。 

 

また、石油セクターの倫理、人権を監督する担当として

アリ・ロドリゲス現キューバ大使を PDVSA の名誉総裁

に添えたいと提案した。 

 

 

アリ・ロドリゲス氏

は２００２年４月～ 

０ ４ 年 １ ０ 月 ま で

PDVSA の総裁を経

験。 

 

他にも財務相、電気エネルギー相、外相などチャベス時

代に経済分野の重役を経験している。 

 

他、マドゥロ大統領は PDVSA の汚職構造を抜本的に改

革する必要があると言及。新たに総裁になったマニュエ

ル・ケベド氏が汚職を撲滅すると言及した。 

 

既に複数の汚職の証拠をつかんでおり、２９日にアイサ

ミ副大統領が汚職の詳細を説明すると言及した。 

 

「急進野党 与野党交渉を非難」           

 

本号「野党連合 対話の参加者を発表」で紹介した通り、

１２月１日、２日にはドミニカ共和国で与野党交渉が行

われる予定だ。 

 

しかし、野党連合のスタンスに一部の野党政治家、野党

支持者、諸外国から非難が集まっている。 
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１１月２８日 国会は賛成多数で与野党交渉への参加

を承認した。 

 

しかし、議会の最中に若者グループが議会内に入り「対

話は裏切り行為だ」とクレームする場面も見られた。ま

た、ボルヘス議長が与野党交渉の内容について記者団に

説明している際に、２０１４年の反政府デモで刑務所に

収容され、１７年に解放された政治家が交渉を停止する

よう騒ぎ始める場面もあった。 

 

また、急進野党のグループ“Soy Venezuela”も今の状態

で対話を始めると、国民ではなく現政権に資する結果に

なることを懸念している。との意見を表明した。 

 

スペインに亡命したアントニオ・レデスマ氏も“Soy 

Venezuela”に属する政治家だ。 

１１月２８日 レデスマ氏は米州機構のアルマグロ事

務局長と会談し、ベネズエラの人権問題や経済情勢など

について意見交換を行った。会談時間は２時間に及んだ。 

 

会談後にアルマグロ事務局長は記者団の前で与野党交

渉の実施について懸念を述べ、野党連合の方針を非難す

るような意見を表明した。 

 

「私は、野党連合の一部の勢力の中には野党支持者の意

見を代表している者がいることを知っている。しかし、

野党連合の一部は野党支持者の意見を代表していない

ことも知っている。 

 

野党は民主主義を取り戻すために安易な選択をしては

いけない。」とコメントした。 

 

他、州知事選終了後には第一正義党や大衆意志党と接近

していたボリバル州の地方政党 La CAUSA R のマリア

ラ・マガジャネス氏も、「野党連合から交渉参加を打診

されたが断った。」とツイッターで投稿した。 

 

 

 

加えて野党側の交渉付き添い国であるパラグアイは１

２月１日、２日の与野党交渉に外相は参加しないとの文

章を公開した。理由はパラグアイで行われる大統領選の

準備のため手が離せないとのこと。パラグアイから他の

外務省関係者が参加するかは定かではない。 

 

なお、発展進歩党のヘンリー・ファルコン氏は騒動の渦

中に入ることを避けており、最初から与野党交渉に参加

する意志はない。 

 

記者からの質問に対して 

「今回の交渉は国民にとって良い結果を導くことを望

む。」と第３者的な見解を示した。 

 

「カリブ海の小国が与党側の３番目の付き添い国」              

 

１１月２８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相が与野党

交渉の３カ国目の付き添い国はサンビンセント・グラナ

ディン諸島であることを明らかにした。 

 

９月に実施された会合では、今後は与野党双方が３カ国

ずつ友好国を対話に招待し、交渉の証人とすることで合

意した（「ベネズエラ・トゥデイ No.33」９月１４日付

の記事参照）。 

 

野党側は早い段階でメキシコ、チリ、パラグアイと決ま

っていた。一方で与党はボリビア、ニカラグアを付き添

い国と決定したものの３カ国目は正式に発表されてい

なかった。 

 

先週の段階ではボルヘス国会議長は与党の３カ国目を

仲裁国のドミニカ共和国と説明していたが、サンビンセ

ント・グラナディン諸島になるようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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経 済                       

「PDVSA 製油所の貸与あるいは売却の噂」            

 

ブルームバーグの情報によると、カルドン製油所とアム

アイ製油所を中国とロシアの外国資本に売却あるいは

貸与することを検討しているようだ。 

 

本件は「ベネズエラ・トゥデイ No.53」１０月３１日付

の記事でも紹介している。 

 

契約金額は１０～１５年の貸与で１５億～７０億ドル

になるだろうと述べた。 

 

PDVSA 労働組合代表のイバン・フレイタ氏は 

「カルドン製油所もアムアイ製油所も極めて稼働率が

低い。エルパリート、プエルトラクルス、バホ・グラン

デは完全に機能停止状態だ。 

 

カルドン製油所は日量１０万バレル、アムアイ製油所は

日量２５万バレルを精製している。」 

 

PDVSA の業務報告書（２０１６年）では、カルドン製

油所の精製能力は日量３１万バレル、アムアイ製油所は

日量６４．５万バレルと書かれている。 

 

「ガイアナ公社が副大統領府の管轄に移管」         

 

１１月２４日付の官報４１，２８６号政令３，１７４号

でガイアナ公社（CVG）と関連２０社が副大統領府の管

轄組織になることが決まった。 

 

副大統領府の管轄に入ったのは以下の組織。 

 

1. CVG Aluminio del Caroni（CVG Alcasa） 

2. CVG Aluminio de Carabobo（CVG Alucasa） 

3. CVG Aluminio Nacionales（CVG Alunasa） 

 

4. CVG Bauxilum 

5. Bruquetera del Caroni（Briqcar） 

6. Bruquetera del Orinoco 

7. Bruquetera de Venezuela（Briqven） 

8. Empresa Conductores de Aluminio del Caroni 

9. CVG Carbones del Orinoco（CVG Carbonorca） 

10. Complejo Siderurugico de Guayana（Comsigua） 

11. CVG Compania Nacional del Cal 

12. Corporacion Venezolana de Guayana （ CVG 

International） 

13. Compañía General de Minería de Venezuela 

 (CVG Minerven) 

14. CVG Ferrominera Orinoco (CVG FMO) 

15. CVG Promociones Ferroca, (CVG Ferrocasa) 

16. CVG Refractario Socialista de Venezuela. 

 (CVG Refractarios C.A.) 

17. CVG Rines de Aluminio, (CVG Rialca) 

18. Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (CVG 

Sidor C.A.) 

19. CVG Técnica Minera, (CVG Tecmin) 

20. CVG Industria Venezolana de Aluminio 

 (CVG Venalum) 

 

「ISDA 入札は１２月１１日との見通し示す」         

 

１１月２８日 国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）

は信用イベントが発生したと認定したベネズエラ国債、

PDVSA 社債の保険料の補てん率を決定するための入札

を１２月１１日（月曜）に実施する見通しであることを

発表した。 

 

また、ニューヨーク時間で２９日（水曜）１４時３０

分に次回の会合を行うとのこと。ISDAは２７日にも会

合を開き、２８日の１９時から電話会議を行うことが

決まっていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b9f711e0d6068163339fdcf5f97781a.pdf
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「米投資銀行 コンゴの原油差し押さえ事例紹介」        

 

米国の投資銀行トリノ・キャピタルのリサーチャー・フ

ランシスコ・ロドリゲス氏は、コンゴ共和国で起きた債

務不履行がベネズエラの参考になるとのレポートを発

表した。 

 

コ ン ゴ 共 和 国 で 起 き た 債 務 不 履 行 で 投 資 銀 行

Kensington 社が石油公社の資産を差し押さえることに

成功していた。アルゼンチン債券で同国政府と戦ったこ

とで有名なエリオットマネジメントの関係会社。 

 

１９８０年代欧米系の金融機関はコンゴ共和国に投資

をしていた。しかし、コンゴ共和国は債務不履行に陥っ

た。Kensington 社は２００２年から欧米で訴訟を開始

した。同社は、「石油公社は政府の資産だったため、差

し押さえが可能」と主張したが、何度か敗訴している。 

 

しかし、２００５年に勝訴し、３，９００万ドルの石油

船を差し押さえることに成功した。更に２年後にベルギ

ーの裁判所で Kensington 社が１，０９０万ユーロの取

得に成功。加えて、コンゴ共和国が欧州の金融機関に持

っている口座を凍結させた。解決までに長い時間を要し

たが同社のリカバリーバリューは高かったと結論付け

た。 

 

ベネズエラのケースはコンゴ共和国に類似している。ベ

ネズエラ政府は PDVSA の株式を１００％所有してお

り、PDVSA はベネズエラ政府へ多額の拠出をしている。 

 

ベネズエラ政府は、PDVSA 以外の組織に原油の採掘お

よび販売権をゆずる可能性もある。しかし、コンゴ共和

国でも同様の対応をしたが最終的には差し押さえに承

認が出たようだ。 

 

 

 

「大統領 米国への原油輸出停止について言及」        

 

マドゥロ大統領は PDVSA の労働者らの集まるイベン

トに出席し、米国による金融制裁でベネズエラ政府と

PDVSA は格付機関にデフォルト認定されたと米国を非

難した。 

 

その中で現在米国向けに送っている約７５万バレルの

原油輸出を停止し、アジア向けにシフトさせることも

我々にとっては問題ではないと訴えた。 

 

 

（写真）大統領府 

 

以上 

 


