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（写真）ベネズエラ外務省 “Exxon Movil の船が運航していた海域を示す地図” 

“ガイアナ政府 ベネズエラ軍の排他的経済水域への侵入と Exxon Movil 原油探査船の活動妨害を非難” 

 

 

 

２０１８年１２月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「マチャド VV 党首 国会に移行政権発足を要請」 

「オルテガ元検事総長の追跡を理由にピノ氏退去」 

経 済                     

「Intervep 休眠中鉱井の再開で協力協定」 

「Coca Cola オペレーション継続可能を発表」 

「原油価格 １バレル５１．４５ドル」 

「７６回目 DICOM １ドル BsS.５０４．３７」 

社 会                     

「石油専門家 ガソリン不足は続く見通し」 

「ロン・サンタテレサ 蒸留酒 TOP１００入り」 

18 年 12 月 22～23 日（土・日） 

 

政 治                    

「ガイアナ政府 ベネズエラ軍船の領海侵入非難 

ベネズエラ政府は自領に入国したと反論」 

「ベネズエラ人外交官の口座凍結を非難」 

経 済                    

「１８年１２月 外貨準備が約９億ドル増加」 

「Good Year 政府管理下で操業再開か？」 

「ロイター PDVSA CVP 副社長の解任報じる」 

「ウルグアイの乳製品業者に債務を返済」 

社 会                     

「故チャベス元大統領看護士 汚職を否定」 
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２０１８年１２月２１日（金曜）             

政 治                       

「マチャド VV 党首 国会に移行政権発足を要請」       

 

１２月２１日 急進野党のリーダーであるベネズエラ

主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首が自身の

ツイッターでビデオメッセージを投稿した。 

 

内容はマドゥロ大統領が再任する１月１０日以降、野党

がどのように政府と対峙するべきか。および１月５日の

国会役員の決定についての提案。 

 

主な要点は以下の通り。 

 

１．１月１０日以降、ベネズエラには大統領がいなくな

る。 

 

２．国会は大統領の空白を埋め、移行政権を発足する義

務がある。移行政権のトップは国会議長が担う。 

 

３．この決定により政府の著しい抑圧を受けることにな

るが、避けられないことだ。 

 

４．２０１９年の国会議長はベネズエラの将来を大きく

左右する極めて重要な役職であり、なれ合いで決め

てはいけない。国会はその重要性を認識して役員を

決定しなければいけない。 

 

５．１月１０日はマドゥロ政権の存続を議論する日では

ない（マドゥロ政権は１月１０日以降存在しないこ

とが決まっているから）。国会が本当に民意を反映

した組織なのかを議論する日になる。 

 

６．軍部、ベネズエラ国民は独裁政権から民主主義を取

り返そうとする国会の決定を支持するよう求める。 

 

マチャド党首は、これまで対話を否定し、選挙も否定。

国民に対してマドゥロ政権への不服従を訴えるだけで、

具体的な政権移行手段については示さなかった。 

 

今回の訴えは急進野党がどのように政権移行を目指す

のかを示す指針となる。 

 

 

（写真）マチャド党首ツイッター 

“国会に暫定政権発足を要請するマチャド党首” 

 

「オルテガ元検事総長の追跡を理由にピノ氏退去」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.231」１２月１９日付の記

事で、コロンビア政府が「国家安全保障上の理由」で在

コロンビア・ベネズエラ大使館に勤務していたカルロ

ス・ピノ・ガルシア氏を逮捕。本国送還したと紹介した。 

 

ベネズエラ政府は対抗措置として、在ベネズエラ・コロ

ンビア大使館の副領事を国外追放し、両国の緊張が一層

高まっている。 

 

１２月２１日 コロンビア検察庁はピノ氏の国外追放

理由について 

「ピノ氏は不法にベネズエラ人のスパイ活動を行って

おり、特にルイサ・オルテガ元検事総長を追跡していた。 

 

検察庁は８カ月間、事実関係を調査した。コロンビア司

法当局の承認のもとで合法的にピノ氏の電話傍受を行

った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4e294568bc63dc0507f5cf5a67116f7.pdf
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その結果、ピノ氏が訴えるに値する活動をしていたこと

が確認された。」 

と説明した。 

 

なお、ピノ・ガルシア氏の妻、グロリア・フローレス・

シュネイダー氏は２０１４年～２０１５年にかけてコ

ロンビア政府で秘書官を務めていた人物のようだ。 

シュネイダー氏はコロンビア政府を非難。証拠を開示す

るよう求めている。 

 

経 済                        

「Intervep 休眠中鉱井の再開で協力協定」           

 

１２月２１日  PDVSA の技術開発部門子会社

「Intervep」は、「Hartung Hermanos Sucesores, CA」と

休眠中の鉱井を再開するための技術開発、産油コストを

減らすための技術開発で協力する旨の協定を締結した。 

 

ただし「Hartung Hermanos Sucesores, CA」は政府契約

を受託するために必要な登録を行っていない。 

 

また、徴税庁（Seniat）の登録では同社は「その他商品

の卸売業」として登録されており、石油部門の技術開発

のノウハウを持っているのかも疑問視されている。 

 

ベネズエラの中小企業リストを確認する限り、

「Hartung Hermanos Sucesores, CA」の従業員数は４名。

事業内容として、蒸気管、設備、部品、医療資材、食料

品の輸入販売業と明記されている。 

 

また、同社の代表である Claus Hartung 氏は、２０１４

年に国営金公社「Minerven」の事業に関連した汚職に関

与した可能性があるとして調査を受けた人物でもある。 

 

 

 

 

「Coca Cola オペレーション継続可能を発表」         

 

１２月２０日 Coca Cola-FEMSA はオペレーション継

続のための問題は解決されたと発表した。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

 

労働省の承認を受けて、出勤していない労働者に対して

も最低賃金、食料補助、社会保険料、Coca Cola 社製造

品の一部提供などの支払い継続を保証することで合意

した。 

 

労働省の同意によりCoca Cola-FEMSA倒産の危機は解

決した。また、労働者に特別保護待遇を継続する。 

 

Coca Cola-FEMSA ベネズエラは、引き続き労働の創出

と経済社会への貢献を継続する。これは労働者、関係会

社、政府当局の協力と理解のおかげで実現できる。 

 

 

１２月１９日 Coca Cola-FEMSA の労働者は労働省の

前で抗議行動を実施。 

 

Coca Cola-FEMSA の労働者２，０００人が「仕事がな

い状態にある」と非難していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.231」１２月１９日付の記事参照）。 

 

今回の発表を見る限りCoca Cola-FEMSAが行ったのは

「解雇」ではなく「一時的な出勤停止措置」ということ

だろう。また労働省も同意しているようだ。 

 

１８年１０月 Coca Cola -FEMSAは事業継続の危機に

あるとして２，０００名の雇用削減を求めていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.206」１０月２２日付の記事参

照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4e294568bc63dc0507f5cf5a67116f7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4e294568bc63dc0507f5cf5a67116f7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8baaff51aff1b64d632849048ba38f6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8baaff51aff1b64d632849048ba38f6.pdf
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「原油価格 １バレル５１．４５ドル」                  

 

１８年１２月１７日～１２月２１日のベネズエラ産原

油の平均価格は米ドル建てで５１．４５ドル／バレル。 

 

価格下落が続いていたが、先週の５４．３ドル／バレル

から大きく下落した。 

 

原油市場はこの２カ月で大きく様相が変わった。 

 

１０月のベネズエラ産原油の平均価格は７２．５６ドル

／バレルだったが、１２月現在の平均価格は５３．５２

ドル／バレルと１バレル当たり２０ドル近く価格が下

がったことになる。 

 

OPEC、OPEC 非加盟国が１９年以降の減産で合意した

ものの価格の下落トレンドは継続しており、今後の見通

しは厳しいものになりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

「７６回目 DICOM １ドル BsS.５０４．３７」                  

 

１２月２１日に７６回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.５０４．３７。 

前回の１ドル BsS.４４７．６２から BsS.５６．７５（１

２．７％）ボリバル安に傾いた。 

 

外貨供給額はドル建てで３６８万２，７１７．５７ドル。 

前回の２２３．８万ドルから増加した。 

 

法人１２５社に対してドル建てで換算して１６１万７，

８５５．２３ドルが割り当てられた。 

 

また、３，３６２名の個人に対してドル建てで換算して

２０６万４，８６２．３５ドルが割り当てられた。 

 

最近は法人よりも個人向けの外貨割り当てが多い傾向

にあるようだ。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、スーパーマーケッ

ト「Excelsior Gama」で１０万ドル。資材・部品などの

輸入が目的。 

 

同じく、食品メーカー「Coca Cola-FEMSA」が同額の１

０万ドルの割り当てを受けている。原材料輸入が目的。 

 

次いで「Corporacion Clavellino」（長距離バス運送業）

で８．７万ユーロ。資材・部品などの輸入が目的だった。 

 

「Coca Cola-FEMSA」は前回の DICOM でも１０万ド

ルの外貨割り当てを受けていた。 

 

Coca Cola は労働省に労働問題を事前に打診し、合意を

得てから進めるなど、政府に配慮しており、政府も比較

的を好意的に対応している印象を受ける。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１２月）

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

「石油専門家 ガソリン不足は続く見通し」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.231」でも紹介した通りこ

こ数日、カラカス市内では複数のガソリンスタンドが閉

鎖し、ガソリン不足が深刻になっているようだ。 

 

カラカス市内にガソリンが供給できない主な理由は、１

２月１３日にミランダ州グティエレにある PDVSA 施

設で起きた爆発とされている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.228」１２月１３日付の記事参照）。 

 

１２月２０日 石油専門家のラファエル・キロス氏はこ

の問題について、グティエレの PDVSA 施設爆発により

ガソリン流通に問題が生じているとコメントした。 

 

また、PDVSA 内部の関係者は、 

「４日～５日以内に状況が改善する」とキロス氏に語っ

たそうだが、 

キロス氏自身は 

「組織内の構造的な問題、資金的な問題もあり、問題の

解決にはもっと時間がかかるのではないか」 

との見解を示した。 

 

また、国内全体のガソリン不足を補うために米国から日

量５．５万バレルのガソリンを輸入しているとコメント

した。 

 

「ロン・サンタテレサ 蒸留酒 TOP１００入り」                  

 

アルコール雑誌「Wine Enthusiast Magazine」は、世界

の傑出した蒸留酒ベスト１００の「ビンテージ・ラム酒

部門」にベネズエラのラム酒メーカー「ロン・サンタテ

レサ」の商品「Santa Teresa 1796」を選んだ。 

 

 

 

「Santa Teresa 1796」は同社が販売する最高級ラム酒。

最大３５年寝かせたラム酒をブレンディングしている。 

 

「Santa Teresa 1796」は空港の免税店でも購入できる。

ベネズエラ出張のお土産に丁度良いかもしれない。 

 

 

 

（写真）Ron Santa Teresa 公式サイト 

“SANTA TERESA １７９６” 

 

２０１８年１２月２２日～２３日（土・日）             

政 治                       

「ガイアナ政府 ベネズエラ軍艦の領海侵入非難     

    ベネズエラ政府は自領に入国したと反論」        

 

１２月２２日 ガイアナ政府は、自国の排他的経済水域

で活動していた Exxon Movil の石油探査船「Ramform 

Tethys」がベネズエラの海上監視船に航路を阻まれたと

訴えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4e294568bc63dc0507f5cf5a67116f7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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ガイアナのグリンジャー首相は今回の事件について、

「国際法に違反した威嚇的な行為で、ガイアナの安全保

障上の脅威になる」とベネズエラ政府を非難。 

国連に訴える意向を示した。 

 

この訴えを受けて米国国務省のロベルト・ポジャディー

ノ報道官は、 

「我々はベネズエラ国軍が Exxon Movil の船を妨害し

た一件に注意を払っている。ガイアナは自国海域で石油

探索の活動を行う権利がある。 

 

ベネズエラ政府は隣国の自主権を尊重し、国際法を守ら

なければいけない。」 

とツイッターで投稿した。 

 

これらの非難に対してベネズエラ外務省が反論。 

 

「１２月２２日 ベネズエラの海上監視船が通常のオ

ペレーションを行っていた時、遠方に２隻の船を確認し

た。 

バハマ船籍の「RAMFOR」とトリニダード・トバゴ船

籍の「DELTA MONARCH」で２隻とも Exoon Movil に

雇われた船舶だった。 

 

船は緯度 09 度 17’4”N、経度 058 度 15’7”W で確認され

た。この海域は間違いなくベネズエラの海域に属する。 

 

ガイアナ政府は国際法に違反し、ベネズエラの自主権を

侵害した。ベネズエラ外務省はガイアナの違反行為を国

連の事務局長に訴えた。」 

と発表している。 

 

ベネズエラ政府の主張によると、ベネズエラが船の運航

を停止させたのは本レポート表紙の地図の☆マークの

位置だという。 

 

 

 

直線が引かれている点線はベネズエラとガイアナの領

土で上部はベネズエラ海域、下部はガイアナ海域に属す

る。☆マークの部分はベネズエラの海域に属すると主張

している。 

 

「ベネズエラ人外交官の口座凍結を非難」           

 

ベネズエラ外務省は、コロンビア政府を非難する趣旨の

公文を発表。 

 

特にコロンビア政府が１年以上にわたり、在コロンビ

ア・ベネズエラ大使館および９名の外交官の口座の動き

を妨害しており、任地での活動に著しい支障をきたして

いると訴えた。 

 

この件については１７年１２月、１８年１月、１８年５

月（２回）１８年 8 月（２回）、１８年１１月と繰り返

し訴えてきたが、コロンビア側は改善の意志を見せない。 

コロンビア側が外交で定められた規則を守らないため、

ベネズエラも決まりを順守することが難しくなってい

ると訴えた。 

 

また、この問題を解決するためベネズエラからコロンビ

ア外務省に対して再三、面談を訴えているが、コロンビ

ア側は対話の門戸を開こうとせず、両国の亀裂を深めて

いると非難した。 

 

経 済                       

「１８年１２月 外貨準備が約９億ドル増加」            

 

１２月に入り外貨準備が増加している。 

 

１１月３０日時点の外貨準備は約８８億ドルだったが、

１２月２０日時点の外貨準備は９６．８億ドルと８．８

億ドル増加した。 
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１８年に入り徐々に減少していた外貨準備だが、年末に

急激に回復したことになる。 

 

これまでも年末に外貨準備が増加することは度々あっ

たが、１７年、１６年はそのような動きは見られなかっ

た。 

 

なお、１７年１２月末時点の外貨準備は９６．７億ドル

だった。 

 

このまま外貨準備が大きく変わらなければ１８年１２

月末の外貨準備は一年前とほぼ同じ水準になる。 

 

「Good Year 政府管理下で操業再開か？」         

 

１２月１０日 大手タイヤメーカー「Good Year」はベ

ネズエラからの事業撤退を発表（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.227」１２月１０日付の記事参照）。 

 

同社の撤退を受けて、労働省は雇用維持を理由に「Good 

Year」のカラボボ工場を占領していた。 

 

１２月２１日 Good Year の労働者が工場に集まり、労

働省と会合を行った。 

 

エドゥアルド・ピニェテ労働相は 

「近日中に労働者によるボードメンバーを組織する。 

 

労働法１４９条を適用し、労働者が会社を占拠し、ベネ

ズエラ政府は労働者の行動を承認した。 

 

我々は、Good Year 労働者を信頼しており、生産を継続

できると確信している。」 

とコメントした。 

 

 

 

労働法１４９条には 

「不法な事業閉鎖、経営者によるストライキなど行政決

定に背く行為が確認された場合、労働省は労働者主体で

工場を再開させることができる。（一部省略）」 

と書かれており、この規定を適用したことになる。 

 

「ロイター PDVSA CVP 副社長の解任報じる」         

 

１２月２２日 ロイター通信は、匿名の PDVSA 関係者

からの情報として、CVP のラファエル・ウルダネタ副

社長が解任されたと報じた。 

 

CVP は PDVSA 組織。PDVSA は外国企業と合弁会社を

組織する際、CVP の名義で合弁会社を組織する。 

 

ウルダネタ副社長は軍人で住宅省出身。PDVSA のケベ

ド総裁の派閥に属する人物のようだ。 

 

CVP は合弁会社への原油での代物支払いが遅延してお

り、問題が山積している。 

 

「ウルグアイの乳製品業者に債務を返済」         

 

ウルグアイの乳製品業者「Conaprole」は、未回収の商

品代金７６３万２，８７１ユーロをベネズエラ政府から

受け取った。 

 

ウルグアイ政府は 

「１８年１０月に乳製品業者とバスケス大統領、外務相、

畜産業者はベネズエラ政府向けの未回収債権について

会合を行った。 

１２月２１日に BANDES から「Conaprole」に７６３

万２，８７１ユーロが支払われた。」 

と発表した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
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２０１５年頃、ウルグアイはベネズエラ向けに乳製品を

輸出し、ベネズエラは原油を輸出するという代物取引を

行うことで合意していた。 

 

ウルグアイは乳製品を輸出していたが、ベネズエラ側か

ら約束通り原油が輸出されず、未回収資金が積み上がっ

ていた。 

 

社 会                        

「故チャベス元大統領看護士 汚職を否定」            

 

１２月２３日 スペイン新聞社「El Mundo」は、故チャ

ベス元大統領の看護士を務め、２０１１年～２０１３年

まで歳入庁長官、国家開発基金（FONDEN）代表を務

めたクラウディア・パトリシア氏のインタビュー記事を

公開した。 

 

パトリシア氏は現在スペインに住んでいるが、汚職容疑

をかけられベネズエラ政府から身柄引き渡しを要請さ

れている。 

 

１８年１０月にスペイン裁判所はパトリシア氏のベネ

ズエラ政府への身柄引き渡しを承認。 

 

彼女の夫で、故チャベス元大統領のボディーガードを務

めたアドリアン・ベラスケス氏も身柄引き渡しを要請さ

れており、１８年１１月に承認された。 

 

両氏はこの決定を不服として再審を要請。 

１２月１４日、裁判所は両名の汚職実態調査のためスペ

イン域内の資産実態を調査するよう決定を下しした。 

 

パトリシア氏はマドリッドに１８０万ユーロ（約２．３

億円）の不動産を購入したと報じられており、これが資

金洗浄で得たお金ではないかと疑われている。 

 

 

パトリシア氏は政府職員として働いた間に汚職を働い

たことはなく、自身の資産は働いて得たものだと主張し

た。 

 

国家歳入庁長官としての給料はとても高く、一部はドル

で受け取っていたと説明。在任中は忙しすぎてお金を使

う暇はなく、貯金がたまったと巨額資産の理由を述べた。 

 

他方、ボリバル建ての貯金についてはハイパーインフレ

により現在は５ユーロほどの価値もないだろうと言及。

ベネズエラに持っている不動産は政府関係者に差し押

さえられ、政府の誰かが住んでいるようだと述べた。 

 

なお、具体的にいくら資産を保有しているのかとの質問

については回答しなかった。 

 

また、仮に自分がベネズエラに送還されれば SEBIN の

収容施設「La Tumba」に送られ政治犯になるだろうと

訴えた。 

 

以上 


