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（写真）ラファエル・ラミレス氏ツイッターより抜粋 “ラミレス・ベネズエラ代表国連大使” 

 

２０１７年１１月２９日（水曜） 

 

政 治                   

 「ラミレス国連大使解任の情報流れる」 

「副大統領 マドゥロ大統領の再出馬を宣言」 

 「アルマグロ事務局長に与党と野党連合が抗議」 

 「与野党対話を巡り第一正義党 ４０名が離党」 

経 済                   

 「Moody’s 債券デフォルトの規模は史上４番目」 

 「シュルンベルジェ契約延長停止の噂」 

 「サンタバルバラ１２月１５からマイアミ運航停止」 

社 会                   

「PDVSA 元財務役員息子 ４０万ドル強盗被害」 

２０１７年１１月３０日（木曜） 

 

政 治                   

 「デル・ピノ元総裁、マルティネス前総裁を逮捕」 

 「OAS 米国大使 カリブ海諸国の説得に意欲」 

 「中銀役員 北朝鮮大使と制裁対策で協議」 

 「アルマグロ事務局長とオルテガ元検事総長会合」 

経 済                   

「OPEC 減産延長合意 副理事長に就任 

～ケベド総裁 債務履行は可能と発言～」 

 「ロンドンでベネズエラ債券保有者が会合」 

 「制憲議会 ２０１８年国家予算承認」 

 「欧州連合 Avior Airline を渡航禁止会社に指定」 
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２０１７年１１月２９日（水曜）             

政 治                       

「ラミレス国連大使解任の情報流れる」        

 

ロイター通信は、ラファエル・ラミレス・ベネズエラ代

表国連大使が解任され、後任は１７年６月～８月まで外

相を務めたサミュエル・モンカーダ氏が就任する見通し

だと報じた。匿名の情報筋２名からとのことで、本件に

ついてベネズエラ政府は正式に発表していない。 

 

一方でウォール・ストリート・ジャーナルの記者は、ラ

ミレス大使から解任の報道について否定するコメント

を聞いたとツイッターで投稿している。 

 

他、チャベス大統領の娘のガブリエラ・チャベス氏はラ

ミレス大使を擁護しているようで、マドゥロ大統領に直

訴しているとの噂も流れている。 

 

先週からラミレス大使はマドゥロ政権の政策に否定的

なコメントを投稿し、与党内に動揺が走っていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.62」１１月２１日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は PDVSA の汚職撲滅を宣言し PDVSA

関連で多くの逮捕者が出ている。PDVSA関係者の逮捕、

ラミレス大使が投稿したオピニオン記事と解任、軍部出

身者の PDVSA 総裁就任はすべて関連したものと考え

るべきだろう。 

 

この噂が流れた翌日の１１月３０日にはネルソン・マル

ティネス前 PDVSA 総裁、デル・ピノ元 PDVSA 総裁が

逮捕されている。彼らが逮捕されるのであれば２００４

年～１４年まで PDVSA の代表を務めたラファエル・ラ

ミレス大使が逮捕されない方が不思議だ。 

 

遅かれ早かれ今回の噂は現実のものになるだろう。 

 

ラミレス大使がベネズエラに帰国した場合は、逮捕され

る可能性が高い。 

 

ただし、ラミレス氏がその気になれば米国政府への情報

提供と引き換えに米国に留まることもできるだろう。 

ラミレス氏は１０年間、ベネズエラ経済の中枢にいた人

物だ。政府の内情を最も周知している人物の一人でもあ

る。 

今後の動向が注目される。 

 

 

（写真）ラファエル・ラミレス国連大使ツイッター 

 

「副大統領 マドゥロ大統領の再出馬を宣言」          

 

１１月２９日 アイサミ副大統領は市長選の応援演説

のためにアラグア州に出向いていた。アイサミ副大統領

は１３年１月～１７年１月までアラグア州知事を務め

ていたため、この土地にゆかりがある。 

 

この演説の場で 

「２０１８年は我々の友人であるニコラス・マドゥロ大

統領が再選する。」と宣言した。 

 

ベネズエラの閣僚がマドゥロ大統領の再出馬について

発言したのはアレアサ外相に続いて２人目だ（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.57」１１月８日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
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軍部も今回の発言を支持していると考えられる。 

アイサミ副大統領がマドゥロ大統領の再出馬について

発言した横には現アラグア州知事のマルコ・トーレス知

事がいた。彼は軍人出身者で公共銀行相、財務相、経済

担当副大統領など経済分野の重役を歴任した人物だ。 

 

実際の映像を見るとアイサミ氏が同発言するとすぐに

準備が出来ていたように起立し手を高く掲げた。マル

コ・トーレス知事は同日アイサミ副大統領がこの発言を

すると知っていたはずだ。 

 

軍部の重鎮もマドゥロ大統領の再選を支持していると

国民（あるいは政府内部）に示すための計算されたパフ

ォーマンスと考えられる。 

 

 

（写真）１１月２９日  

マドゥロ大統領の再選を宣言するアイサミ副大統領（右） 

 と起立し高く手を挙げるマルコ・トーレス州知事（左） 

 

「アルマグロ事務局長に与党と野党連合が抗議」                 

 

米州機構のアルマグロ事務局長がマドゥロ政権に対し

て強い姿勢で臨んでいることはこれまで何度も紹介し

てきた。 

 

 

アルマグロ事務局長は１２月１、２日にドミニカ共和国

で行われる与野党交渉について 

 

「ベネズエラの最重要テーマを解決するための方法が

計画されていない。最重要テーマはベネズエラに民主主

義的な政治を取り戻すことだ。選挙の信頼性の確保なし

に大統領選を行うことはマドゥロ政権を長引かせるこ

とになる。 

 

来年２月に大統領選を予定しているというのは非常に

悪い冗談だ。これは現政権の勝利を保証するようなもの

である。今の政権が更に６年続くことを保証する行為

だ。」 

 

他にも与野党交渉を進める野党連合に対して、「野党連

合の中には国民の意見を代表していない者がいる。」と

非難している（「ベネズエラ・トゥデイ No.65」１１月

２８日「急進野党 与野党交渉を非難」参照）。 

 

この発言について与党はいつも通りアルマグロ事務局

長が対話による平和的な解決を阻害していると非難し

ている。与党がアルマグロ事務局長を非難するのは珍し

いことではないが、野党連合もアルマグロ事務局長の発

言に苦言を呈する声明を発表した。 

 

「与野党対話を巡り第一正義党 ４０名が離党」             

 

第一正義党（PJ）に所属していたカラボボ州アルマンド・

アメングアル氏は政府との対話に同意しない PJ 党員４

０名が政党を離党し、自分もその一人だとコメントした。 

 

「弱腰な状態で大統領選の準備を進めても意味がない。

ラカバ氏がカラボボ州知事に就任してから６０日も経

っていないが公共サービスは深刻な問題に陥っている。

州知事は汚い言葉で野党を挑発するだけではなく、国民

に寄り添う存在でなければいけない。」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
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経 済                         

「Moody’s 債券デフォルトの規模は史上４番目」          

 

大手格付会社 Moody’s はベネズエラの債務再編は歴史

上４番目に大きな規模で、最も困難な債務再編の一つに

なるだろうと同社レポートで分析した。 

 

「ベネズエラ国債、PDVSA 社債が利息の不払いを理由

に大規模な債務再編に入ると考えている。国債、PDVSA

社債、カラカス電力債で６５２億ドルの債務不履行にな

ると予測している。 

 

ベネズエラの債務不履行は歴史上４番目に大きなもの

になるだろう。」とコメントしている。 

 

Moody’s の分析は債券（Bond）だけの債務だ。ベネズエ

ラ政府、PDVSA は債券以外のツールで、直接借入や商

業債務を負っている。ベネズエラの外貨建て債務総額に

ついては「ウィークリー・レポート No.21」を参照され

たい。 

 

アルゼンチンのデフォルトの規模は約８２０億ドルと

言われている。債務再編がどこまで広がるかにもよるが

ベネズエラのデフォルトはアルゼンチンを越える規模

になる可能性が十分にある。 

 

「シュルンベルジェ契約延長停止の噂」        

 

マイアミの報道会社 IberoEconomia は、石油探査など

を行う米国の油田サービス会社シュルンベルジェが数

週間のうちに PDVSA との契約を停止する可能性があ

ると報じた。 

 

PDVSAからの委託費支払いが止まっていることがサー

ビス契約打ち切りを検討する理由。 

 

 

鉱区でのオペレーション費用、輸送経費など期限切れの

売掛金が累積しており、その額は７億ドルにのぼるとさ

れる。 

 

同業他社のハリバートンも期限切れの売掛が４．３億ド

ル累積している。ウェザーフォードは少なくとも１．６

億ドル、ベーカーヒュージも１億ドルの売掛を計上して

いる（各社が公開した直近の債務諸表）。 

 

「サンタバルバラ１２月１５からマイアミ運航停止」         

 

ベネズエラの航空会社サンタバルバラは１２月１５日

～１８年１月１５日までマイアミ行きの運航を停止す

ると発表した。 

 

先だって１２月１５日～１７日の運航を停止すること

は発表しており、運航停止期間が延びたことになる。 

 

同社は運行停止の理由について「オペレーション上の都

合」と説明しており具体的な理由は明らかにしていない。 

 

サンタバルバラは毎日マイアミ行きの便を運航してい

た。同社の運航停止は多くのベネズエラ人の移動を制限

することになるだろう。 

なお、経済混乱期であっても年末年始を外国で過ごすベ

ネズエラ人は多い。この時期は最も国外旅行の需要が高

い時期でもある。 

 

 

（写真）サンタバルバラ社のロゴ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e099556650ece88a35ef3aafd4febda4.pdf
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社 会                       

「PDVSA 元財務役員息子 ４０万ドル強盗被害」          

 

PDVSA 元財務役員エウド・カルジョ・ペロソ氏の息子

であるエウドマリオ・カルジョ氏がドミニカ共和国で自

宅強盗の被害にあった。 

 

事件はだいぶ前で今年９月７日。カルジョ氏が妻と知り

合いと自宅にいるときに、武器を持った男性３人が押し

入った。 

 

強盗は金庫を開けるよう強制し、金庫の中に入っていた

現金４０万ドルと１２個のブランド時計を奪った。他、

財布と中に入っていた現金８，５００ドル、結婚指輪２

つ、婚約指輪１つ、金のネックレス２つ、金のブレスレ

ット１つなどを強奪した。 

 

しかし、この強盗に関わった人物が１１月２９日に逮捕

されたようだ。 

 

事件自体もショッキングだが、自宅にそれだけの大金と

高級品を保有する原資はどこから来たのかが気になる

ところだろう。 

 

２０１７年１１月３０日（木曜）             

政 治                       

「デル・ピノ元総裁、マルティネス前総裁を逮捕」        

 

１１月３０日 サアブ検事総長はデル・ピノ PDVSA 元

総裁（前石油相）とネルソン・マルティネス前総裁を逮

捕したと発表した。 

 

 

 

 

 

デル・ピノ氏はつい４日前の１１月２６日まで石油相だ

った人物だ。そしてマルティネス氏も同日まで PDVSA

総裁だった人物（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」１１

月２６日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は PDVSA の汚職を撲滅すると声を荒

げていたが、経済の中枢を担ってきた与党の最高幹部が

ここまで早く逮捕されるのは驚きだった。 

 

なお、ネルソン・マルティネス前総裁は逮捕される直前

も現在もマドゥロ政権を否定するような発言はしてい

ない。 

 

デル・ピノ元総裁については逮捕される直前に録音した

ビデオレターを自身のツイッターに公開している（「デ

ル・ピノ氏のツイッター」）。 

 

デル・ピノ氏は、ビデオレターを残す理由について、自

分を訴えようとする情報があるためと説明した。 

 

自分は、ベネズエラの社会主義を破壊しようとする人々

が起こした情報操作の被害者だと訴えた。 

 

また、「カナダ政府から受けた制裁を誇りに思う（与党

政治家は資本主義国からの制裁を勲章と認識すること

が多い）。 

PDVSAの資金が不正に流れ出ていることは認識してお

り、我々はそれを止めるよう努めてきた。資金の流出が

起きているからと言って PDVSA が汚職で腐敗してい

ることにはならない。 

PDVSA は原油価格が低迷した期間も耐え抜いてきた。

そして、社会主義を守るために国民への支援を継続して

きた。PDVSA は自社のメンテナンスや投資よりも食料

品や医薬品の輸入を優先してきた。正当な法的措置が取

られることを望む。」とコメントした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://twitter.com/delpinoeulogio
https://twitter.com/delpinoeulogio
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（写真）デル・ピノ氏ツイッター 

“スタットオイル副社長（写真右）と面談するデル・ピ

ノ元 PDVSA 総裁（写真左）” 

 

 

（写真）デル・ピノ氏ツイッター 

“逮捕される２週間前にはサアブ検事総長（写真右）と

ネルソン・マルティネス前 PDVSA 総裁（写真左）が会

談をしている。” 

 

「OAS 米国大使 カリブ海諸国の説得に意欲」           

 

新たに米州機構（OAS）の米国代表に選ばれたカルロス・

トゥルヒージョ大使は、米国議員らの前でマドゥロ政権

からベネズエラ国民を救済するためにカリブ海諸国を

説得すると発言した。 

 

トゥルヒージョ大使はキューバ系移民の子供。２０１０

年からフロリダ州選出議員。マイアミはベネズエラ系移

民が多くベネズエラの情勢についても関心が高い。 

 

「カリブ海諸国はベネズエラが置かれている政治、人権

問題の重要性を理解しないといけない。」 

 

会合には同じくキューバ系移民の子息マルコ・ルビオ議

員も出席した。ルビオ議員はベネズエラの状況に最も関

心が高い米国議員と言える。 

 

「米州機構加盟国の中の１４国、人口でみると加盟国の

９０％以上はマドゥロ政権を非難している。しかし、カ

リブ海諸国を中心に１０％以下の人口の国がベネズエ

ラ政府を支援している。 

 

ベネズエラで起きている明白な人権侵害を米州機構が

止められないのであれば、米州機構は何のために存在し

ているのか？」とコメントした。 

 

米国の米州機構代表大使が交代しても米国のベネズエ

ラに対するスタンスが変わることはなさそうだ。 

 

「中銀役員 北朝鮮大使と制裁対策で協議」              

 

ベネズエラ中央銀行の役員ホセ・サラマト・カーン氏は

リ・スン・ヒル北朝鮮大使と面談した。 

 

米国による制裁下で如何に工業化を進めることが出来

るか、北朝鮮の事例を参考にすることが目的。 

 

カーン氏は 

「我々は北朝鮮の経験を学ばなければいけない。我々は

自国の国民の力で工業化を進めることが出来る。そして、

帝国主義国からの離脱を達成することが出来る。ベネズ

エラには優秀な人材がいる。土地も資本もある。」と語

った。 
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スン・ヒル大使は 

「米国はベネズエラや北朝鮮のような社会経済システ

ムを構築した恵まれた国に強い関心を示している。帝国

主義国は我々の国の発展を経済的、軍事的に妨害し続け

る。 

 

ベネズエラは地政学的にも重要な場所で資源もある。米

国はベネズエラの富を自由に扱えるようになるまで、平

和を与えてくれることは無いだろう。 

 

我が国も米国からの制裁対象となり、その後１４年かけ

て工業化、自給自足を達成した。」とコメントした。 

 

「アルマグロ事務局長とオルテガ元検事総長会合」         

 

１１月３０日 米州機構のアルマグロ事務局長とルイ

サ・オルテガ元検事総長が会談した。 

 

両氏が面談した場所はペルーのリマ。両名はベネズエラ

の人権問題、食料や医薬品不足、４月～７月に起きた反

政府デモでの政府による抑圧行為について意見を交わ

した。 

また、アルマグロ事務局長はオルテガ元検事総長に対し

て、マドゥロ政権を非難する姿勢を支持すると伝えた。 

 

オルテガ元検事総長が国外に脱出したのは１７年８月

初め。お互いにマドゥロ政権を強く非難していたが、両

名が接触したのは今回が初めて。 

 

オルテガ氏は０７年１２月～１７年７月まで検事総長

を務めており、政府中枢にいた人物。米国の制裁リスト

に入る可能性もあった人物で１７年４月までアルマグ

ロ事務局長が攻撃する対象の人物だった。 

 

彼女が潔白な可能性は低く、アルマグロ事務局長はこれ

まで一定の距離を維持してきた。 

 

今回の両氏の面談は決して小さくない出来事と言える

だろう。 

 

なお、オルテガ元検事総長はブルームバーグが発表する

「最も影響力がある５０人」の一人に選ばれた（２０１

７年「最も影響力がある５０人」ブルームバーグ）。 

 

どのような基準で彼女が選ばれたのか個人的には理解

に苦しむ。 

 

 

（写真）オルテガ氏ツイッター 

“アルマグロ事務局長とオルテガ元検事総長” 

 

経 済                         

「OPEC 減産延長合意 副理事長に就任           

    ～ケベド総裁 債務履行は可能と発言～」            

 

１１月３０日 オーストリアのウィーンで開かれた石

油輸出国機構（OPEC）の定例総会にて、OPEC 加盟国

およびロシアなどの非加盟国が協調して２０１８年末

まで減産を継続することで合意した。来年６月の会合で

進捗を議論することになるようだ。 

 

同会合で２０１８年の OPEC 事務局長はアラブ首長国

連邦が務め、副事務局長はベネズエラが務めることが決

定した。任期は２０１８年の１年間。 

https://www.bloomberg.com/features/2017-bloomberg-50/
https://www.bloomberg.com/features/2017-bloomberg-50/


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月２９日～１１月３０日報道         No.０６６   ２０１７年１２月１日（金曜） 

8 / 9 

 

また、今回の会合は２６日に新たに PDVSA 総裁兼石油

相に就任したマニュエル・ケベド氏が今の役職で望む初

めての公式イベントとなった。 

 

ケベド氏は「ベネズエラは減産合意について１００％以

上達成した。」と減産傾向を正当化した。 

他、PDVSA の対外債務について 

「PDVSAは債務を支払うのに十分なキャッシュフロー

と原油生産をしている。問題は我々の支払いを遅延させ

るよう米国が妨害してくることだ。格付会社が PDVSA

社債を一部不履行と格付けしているがこれは政治的な

理由によるものだ。政治的な利害によりリスクが操作さ

れているが PDVSA の財務状況は健全だ。」と答えた。 

 

また、米国について 

「我々は米国へ原油輸出を続けることを希望している。

しかし、米国が国民のことを考える姿勢が無いのであれ

ば、別のマーケットに輸出する。我々にとっては問題で

はない。」とコメントした。 

 

 

（写真）石油省ツイッター 

“中央がマニュエル・ケベド PDVSA 総裁兼石油相” 

 

「ロンドンでベネズエラ債券保有者が会合」        

 

１１月３０日 英国ロンドンでベネズエラ公社債を保

有する投資家らが会合を行った。 

 

今回の会合を組織したのは英国のヘッジファンド

Marco Synergy Partnersでアドバイザーはパリに拠点を

置く債務再編の専門コンサルタント会社ロスチャイル

ド。 

今後起こりうる債務再編プロセスについて意見交換を

した。また、非公式なコミッティーを組織する可能性に

ついても議論された。 

 

「制憲議会 ２０１８年国家予算承認」        

 

ラモン・ロボ経済財務相（当時）は１０月１３日に１８

年度国家予算案を制憲議会に提出していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.46」１０月１３日付の記事参照）。 

 

１１月３０日 制憲議会はこの国家予算案を承認した。

１８年の予算額は３６１億ボリバル。一年前の１７年に

承認された予算は８０億ボリバルだったのでおよそ４．

５倍（約３５０％増）になったことになる。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は１８年国家予算の７２．

５％は社会開発プロジェクトに充てられると強調した。 

 

国家予算は本来であれば国会の承認を受けなければい

けないが、野党多数の国会を無効状態にしており国会の

権限を引き継いだ制憲議会が予算を承認した。なお、１

７年予算は最高裁が承認した。 

 

正直に言えば、成立した国家予算を精査してもあまり意

味がない。なぜなら、年期中に追加予算を何百回も承認

するので１８年当初予算が守られることはないため。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
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インフレ率が 2 桁台だったころは、国の当初予算は財政

を見るうえでそれなりに意味のある情報だったがイン

フレ率が１，０００％を超える状況では次年度の予算な

ど立てられるわけはない。 

 

今では取り敢えず形式的に作っているだけの存在で、足

りなければ財源云々の議論は抜きにして承認される仕

組みになっている。 

 

「欧州連合 Avior Airline を渡航禁止会社に指定」        

 

欧州連合委員会はベネズエラの航空会社アビオール・エ

アラインを欧州域内での運航を禁止するブラックリス

トに加えた。 

 

今回の見直しでブラックリストに入れられたのは同社

に加えてイランの Iran Aseman Airline、イラクの Iraqi 

Airways、スリナムの Blue Wing Airlines、ナイジェリア

の Med-View Airline、ジンバブエの AirZimbabwe の６

社。 

 

反対にウクライナの Urga、サンビセンテグラナディン

諸島の MustiqueAirways がブラックリストから外され

た。 

 

現在、欧州域内での渡航が禁止されている航空会社は１

７８社ある。 

 

欧州連合委員会はアビオールをブラックリストに加え

た理由について、欧州域内の運航に高い安全を保証する

ためと説明している。 

 

以上 


