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（写真）BORSE BERLIN “ベネズエラ国債３４（９．３７５％）債権団 正式にデフォルト手続きへ” 

 

 

２０１８年１２月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「マルティネス元 PDVSA 総裁親族 政府批判 

～デル・ピノ元石油相も重病との噂～」 

「穏健派野党 PSUV との合意を要請 

ファルコン党首は MUD 協定を尊重すると発言」 

経 済                     

「国債３４債権団 デフォルトの法的措置を開始」 

「アルコール販売 ７０％減」 

「７４回目 DICOM １ドル BsS.３８８．８３」 

社 会                     

「Cicpc Facebook 詐欺グループを逮捕」 

２０１８年１２月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「ロシア オルチラ島を軍事拠点にするとの噂」 

「制憲議員 壇上で政府を批判」 

「El Nacional 役員 カベジョ制憲議長に謝罪」 

経 済                    

「CAF ベネズエラ政府へ５億ドル融資を発表 

～野党多数国会 融資を批判～」 

「制憲議会 ２０１９年の国家予算を承認」 

社 会                     

「Venalum 拘束者４名 刑務所へ搬送」 

「検察庁 汚職容疑で PDVSA 職員４名を逮捕」 
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２０１８年１２月１７日（月曜）             

政 治                       

「マルティネス元 PDVSA 総裁親族 政府批判      

    ～デル・ピノ元石油相も重病との噂～」       

 

１２月１２日 軍部 Dgcim に拘束されていたネルソ

ン・マルティネス元 PDVSA 総裁が亡くなった（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.228」１２月１２日付の記事参照）。 

 

政府は死亡した理由について、持病が原因と発表してい

るが、親族はこの発表に異議を唱えている。 

 

１２月１７日 マルティネス元 PDVSA 総裁親族の弁

護士は政府を非難する公開文書を発表した。 

 

 

ネルソン・マルティネス親族の公開文書 

 

最愛のパブロ・ネルソン・マルティネスの死去について、

誤った情報が多いので文章を一般に公開することを決

めた。 

 

-ネルソンは１７年１１月３０日から約一年間、拘束さ

れた。これまで何度か法廷での審議が予定されては、延

期される事態が続いた。 

 

-結果、彼は一度も嫌疑について釈明する機会を得られ

なかった。 

 

-ネルソンは０４年からいくつかの病気にかかり治療を

行った。全ての治療は成功し後遺症はなかったが、彼の

体調は十分なケアを必要とする状況だった。 

 

-これまで何度か、ネルソンは近いうちに自宅に戻され

ると政府側から通知があったが、実現されなかった。 

-１８年９月 ネルソンの体調は明らかに悪化した。１

０月１０日、１１月１７日に面会に行った際には目に見

えて体調が悪化しており、緊急治療を必要とする状況だ

った。 

 

-１１月１７日にネルソンはようやく軍事病院に搬送さ

れたが、残念ながら状況は悪化しており、治療不可能な

状況になっていた。腎臓がひどく悪化していたが、ネル

ソンはこれまで腎臓には問題は無かった。 

 

-軍事病院の対応はとても遅く、診察もされず、薬もな

い。ほとんどの治療は民間病院で行わなければならなか

った。 

 

-我々はネルソンのかかりつけの医者に診察してもらえ

るよう、医療関連の資料とともに裁判所に訴えを提出し

た。しかし、訴えは聞き入れられなかった。 

 

-彼の死は不当なもので、早すぎた。彼が家族に出来る

ことはまだたくさんあった。ネルソンはディオスダー

ド・カベジョが説明したように持病が原因で死亡したわ

けではない。政府の対応の遅さと医療コントロールの悪

さが原因だ。 

 

-我々はデルシー・ロドリゲスに対して一度も自宅で死

を待たせてほしいとは言わなかった。これまでネルソン

は重病を乗り越えてきたため、今回も奇跡が起きること

を期待していた。デルシーに彼の名誉の回復を直接求め

た。 

 

-彼を助けることが出来たにも関わらず、彼を助けなか

った人物はニコラス・マドゥロ、シリア・フローレス、

タレク・ウィリアム・サアブ、タレク・エル・アイサミ、

マイケル・モレノ、ロスベリン・ヒル、デルシー・ロド

リゲスだと認識しており、彼らを訴える。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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なお、ネルソン・マルティネス元 PDVSA 総裁と同時に

逮捕されたデル・ピノ元石油相の体調も悪化していると

報じられている。 

 

野党系記者の Maibort Petit 氏によると、マルティネス

元 PDVSA 総裁と同様に腎臓に問題があるようだ。 

 

ラファエル・ラミレス元国連大使は自身のツイッターで、

デル・ピノ総裁の容態が分かる証拠を公開するよう求め

ている。 

 

 
（写真）Maibort Petit 氏ツイッター抜粋 

“デル・ピノ元石油相の容体悪化を告発” 

 

「穏健派野党 PSUV との合意を要請           

 ファルコン党首は MUD 協定を尊重すると発言」         

 

穏健派野党が政府との交渉と同意を求めており、これが

国民の反発を招き、かえって交渉に障害をもたらしてい

る。 

 

 

 

１２月１４日に穏健派野党で構成される政治グループ

「Concertacion por el Cambio」に所属する「Juntos」の

エンリケ・オチョア氏が政府と合意して国会を運営する

よう野党に提案した（「ベネズエラ・トゥデイ No.229」

１２月１５日～１６日付の記事参照）。 

 

１２月１７日 同じく「Concertacion por el Cambio」

の「行動党（MAS）」のファン・ホセ・オヘーダ氏は 

「与党の国会議員と対話を開始し、対話の環境を作りだ

そう。今の政治経済状況を解決するには交渉しかない。

対立ではなく、調和と対話の時が来た。」 

と訴えた。 

 

主要野党は野党支持者に対して対話の必要性を徐々に

訴えている。早急に政府と対話をしようと言うと野党支

持者の反対にあうからだ。 

 

今回、穏健派野党が明確な対話支持を訴えたことで野党

支持者がツイッターで対話に対する強い拒否感を示し

ており、逆に政府との対話が難しくなっている印象。 

 

１２月１８日 「Concertacion por el Cambio」のリー

ダーを務める発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン

党首は、 

「野党連合（MUD）が決めた協定（国会役員メンバー

の輪番表）を維持する方針に賛成する。新しいメンバー

が対話を支持すると期待している。」 

と発表。 

 

政府との対話を通じて、与党議員が国会の第一副議長に

なるのではないかとの憶測が報じられているが、その方

針には賛同しないとの見解を示した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d961601fe4f12f99efdb92163f213cd.pdf
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経 済                        

「国債３４債権団 デフォルトの法的措置を開始」           

 

１２月１７日 ロイター通信は、ベネズエラ国債３４年

満期の債券保有者が正式にデフォルト申請を行ったと

報じた。 

 

遅延総額は利息１．４億ドル。１７年１１月から国債は

完全に支払いが停止していた。 

 

１７日時点では、当該債券の支払銀行である「Bank of 

New York Mellon」にデフォルト通知を行い、ベネズエ

ラ政府の債券アドバイザリーを務める法務事務所

「Denton」にその事実を伝えた段階。 

ニューヨーク裁判所に訴えは出していないという。 

 

債券保有者がデフォルト申請を行ったのは今回が初め

て。 

 

（債券発行時の目論見書によるが） 

ベネズエラ国債の場合、デフォルト申請手続きの最初の

ステップとして債券発行額面２５％を保有する債権団

を組織し、その債権団が支払銀行に支払い遅延の事実を

通知することから始まる。今回は法的措置を講じる第一

ステップと言える。 

 

国債３４の債権団に資産を取られまいと、今後、他のベ

ネズエラ国債保有者も法的措置を開始する可能性があ

る。 

 

また、投資資金を回収するために国債保有者が狙う資産

は PDVSA の対外資産のため、PDVSA 社債保有者も資

産の取り逃しを避けるために法的措置を開始する理由

になる。 

 

 

 

「アルコール販売 ７０％減」                  

 

アルコール商工会のカルロス・サラサール代表は、２０

１８年のアルコール売り上げについて、１７年よりも７

０％少なくなるとの見通しを示した。 

 

「並行レートと輸入品アルコールの価格高騰により、ア

ルコール販売はこれまで経験したことのない下落に見

舞われている。 

 

ここ数カ月は、良く知られているベネズエラ産ラム酒や

ビールも値段が上がり、販売に著しい減少が見られる。 

例えば、黒ビール１カートンの値段は BsS６，０００。 

多くの国民は容易に購入できない金額になっており、売

り上げが落ちている。 

 

最近のベネズエラ人のアルコール消費傾向として、クリ

スマスは「コクイ（ベネズエラの伝統酒）」、焼酎、ラム

酒など安めの酒を購入している。」 

とアルコール業界の状況を説明した。 

 

「７４回目 DICOM １ドル BsS.３８８．８３」         

 

１２月１７日に７４回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.３８８．８３（１ユーロ

BsS.４４０．８９）。 

 

前回の１ドル BsS. ３５２．７２から再びボリバル安に

傾いた。 

 

外貨供給額はドル建てで２８４万１，１３３ドル。 

前回の２４８．６万ドルから微増した。 
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法人６１社に対してドル建てに換算すると７９万９，１

６８．０１ドル。 

 

また、３，６１１名の個人に対してドル建てに換算して

２０４万１，９６４．９９ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Agropecuaria 

Agriquimvet」(食品業)で１０万ユーロ。完成品の輸入が

目的。 

次いで、「Espacio D Casa」(業種不明)で８万ユーロ。完

成品の輸入が目的。 

３番目が「Industrias Unido」（業種不明）で６万５，０

００ユーロ。原材料輸入が目的だった。 

 

社 会                        

「Cicpc Facebook 詐欺グループの逮捕を発表」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.228」で Facebook のハッキ

ングをして、知人を装い並行レート取引を持ち掛けると

いうベネズエラ版オレオレ詐欺について紹介したが、そ

の詐欺グループが逮捕された。 

 

内務司法省に属する犯罪科学捜査班（Cicpc）によると、

犯行グループは１２名。これまで BsS.３８０万を不正

に奪ったという。 

 

（写真）El Pitazo 

 

２０１８年１２月１８日（火曜）             

政 治                       

「ロシア オルチラ島を軍事拠点にするとの噂」        

 

ロシアの国営メディア「イタルタス通信（TASS）」は、

軍関係者から入手した情報として、ロシアがベネズエラ

のオルチラ島（首都カラカスから北東２００キロに位置

する島）に軍事拠点を構える計画があると報じた。 

 

この計画自体は１０年前から存在し、当時ロシアの軍関

係者がオルチラ島を視察していたという。 

 

ロシアの軍事専門家はこの考えについて、 

「ベネズエラからロシアに毎回戻るのは距離がありす

ぎるため、近隣に軍事拠点を設けることは理にかなって

いる。」とコメントしている。 

 

Vladimir Zaemskiy 在ベネズエラ・ロシア大使は、 

「ロシアの軍事的な脅威についての報道は憶測による

ものだ。 

 

軍事的な協力関係がある国が友好国に飛行機を派遣す

ることはどこの国でも行うことで、ロシア機のベネズエ

ラ派遣は０８年、１３年にも行ったことがあり、これで

３度目だ。 

 

今回の報道は、メディアを通じて我々を攻撃しようとす

る意図を持っている。今回の憶測報道は我々への政治的

な攻撃によるもので、TASS の報道はでっち上げられた

ものだ。 

 

米国政府はベネズエラへの飛行機派遣を公金の無駄遣

いだと指摘したが、米国とラテンアメリカの歴史はドミ

ニカ共和国、グラナダ、パナマ、チリで起きたように侵

略で汚れたものだ。」 

と、本件に関する報道を否定している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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（写真）Wikimapia “Orchila 島上空からの写真” 

 

「制憲議員 壇上で政府を批判」           

 

１２月１８日 制憲議会のフリオ・エスカロナ議員は国

営報道 VTV が議会の中継を放送している最中に、政府

を非難した。 

 

「この制憲議会は大臣を解任することが出来る。私は誰

かを脅迫しているわけではない。しかし、制度上それが

可能だ（議員から拍手が沸き起こる）。 

 

制憲議会はこれまで自身の活動の範囲を制限してきた。

政府の行動には介入しなかった。しかし、国民が苦しん

でいる現状がある。国民は制憲議会に対して不満を感じ

ている。国民は我々を軽蔑しており、我々は行動を変え

なければいけない（議員から拍手が沸き起こる）。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長は、この訴えを聞い

ている。」 

 

マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長の関係は悪化して

いるとの噂が存在する。 

 

エスカローナ議員の今回の発言は、カベジョ制憲議長が

マドゥロ政権をけん制するためのものなのかもしれな

い。 

 

「El Nacional 役員 カベジョ制憲議長に謝罪」         

 

現地メディア「El Nacional」の役員らは個人の連名で２

０１５年１月、２月に同紙が報じたディオスダード・カ

ベジョ制憲議長が麻薬取引に関与しているとの記事に

ついて、証拠がない記事を報じたとの謝罪文を掲載した。 

 

同謝罪文は１２月１５日に現地紙の広告欄に掲載され

たようだが注目されず、ディオスダード・カベジョ制憲

議長のテレビ番組「Con El Mazo Dando」で報じられた

ことで世間に知られた。 

なお、今回の謝罪文を掲載した「El Nacional」役員らは

カベジョ氏の記事を掲載するにあたり承認や編集には

関与していないと釈明している。 

 

この主張は「El Nacional」のミゲル・エンリケ・オテロ

社長の主張と一線を画しており、真相は定かではない。 

 

 

（写真）Con Mazo el Dando 

野党系メディア「El Nacional」の役員（ミゲル・エンリ

ケ・オテロ社長除く）名義で、カベジョ制憲議長の麻薬

取引関与を訴える報道について事実と異なった報道を

したと謝罪する声明。 
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経 済                       

「CAF ベネズエラ政府へ５億ドル融資を発表      

        ～野党多数国会 融資を批判～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.224」の記事で、アンデス

開発公社（CAF）がベネズエラ政府に５億ドルを融資し

ようとしているとの記事を紹介した。 

 

この報道から数日後に、CAF は５億ドルの融資を承認

しなかったと報じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.225」１２月５日付の記事参照）。 

 

しかし、１２月１８日 CAF はベネズエラ政府への５

億ドル融資を発表した。 

 

これを受けて、同日開催された国会では CAF によるベ

ネズエラ政府への融資を非難。 

 

独裁政権への融資は汚職に流れるだけだと批判した。 

また、国会の承認を経ない政府への融資は憲法に違反し

て行われた融資のため、政権交代後に無効にされる可能

性があると主張した。 

 

CAF は、ベネズエラ政府に３０億ドル超の融資をして

いる。仮にベネズエラへの融資がデフォルトしたと認識

されれば、CAF の信用力が著しく低下する。 

 

格付けにも影響を与えると見られ、それを避けるために

債務返済用の資金をベネズエラ政府に融資したとされ

ている。 

 

アルバラード議員は 

「問題を避けるために融資をしても返済資金ができる

わけではない。CAF の融資は問題を先延ばしにしてい

るだけで、融資を拡大することで最終的に CAF の問題

は大きくなるだろう。」とコメントした。 

 

「制憲議会 ２０１９年の国家予算を承認」         

 

１２月１８日 制憲議会は２０１９年の国家予算を承

認した。 

 

承認した予算は BsS.１５億。DICOM レートで換算す

ると３８億５，７００万ドルに相当する。 

 

ベネズエラの国家予算案は１０月中旬に国会に提出さ

れる。現在は国会が機能停止になっているので、制憲議

会が国家予算を承認している。 

 

１０月中旬、国家予算案が提出された際、BsS１５億は

当時の DICOM レートで２３９億ドルだったが、

DICOM レートの切り下げによりドルで見た予算額は

大きく減価している。 

 

１０月、政府が国家予算案を制憲議会に提出した時にも

紹介したが、高インフレの現状で年間の国家予算を立て

ることは不可能。年の途中に追加予算承認を乱発するの

が恒例になっている（国家予算案提出時の記事は「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.202」１０月１２日付の記事参照）。 

 

つまり、この予算承認作業はほとんど意味がない存在に

なっている。 

 

社 会                        

「Venalum 拘束者４名 刑務所へ搬送」           

 

１２月１４日付の記事でアルミニウム精錬会社

「Venalum」の労働者４名が抗議行動を理由に軍部

Dgcimに逮捕されたとの記事を紹介した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.229」１２月１４日付の記事参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/398b7277f9cb61bb875b566ca5fa0594.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/398b7277f9cb61bb875b566ca5fa0594.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d961601fe4f12f99efdb92163f213cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d961601fe4f12f99efdb92163f213cd.pdf
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１２月１８日 ボリバル州地方裁判所は、Vanalum 労

働者４名の幽閉を命じ、彼らはモナガス州マトゥリン市

のピカ刑務所に搬送された。 

 

Vanalum 労働者らは、この決定に反対をしており、今後

どのような行動に出るのかが注目されている。 

 

「検察庁 汚職容疑で PDVSA 職員４名を逮捕」              

 

１２月１８日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

PDVSA の汚職に関与したとして４名の PDVSA 幹部ら

を逮捕した。 

 

汚職はデルタアマクロ州の「Petrowarao」（フランス系

の資源開発会社 Perenco と PDVSA の合弁会社）で起

きた。 

 

「Petrowarao」の PDVSA 幹部は「Turbinas y Mecanica 

CA（Turbimeca）」、「Energy International」、「GE Energy 

Parts」、「Energy Controls Solutions」らに対して落札の

便宜を図ることで見返りを受けたとされる。 

 

サアブ検事総長は、これらの不正な手段で交わした契約

で PDVSA が支払った金額は９００万ドルにのぼると

発表した。 

 

逮捕されたのは Petrowarao の財務部長 Alimir Osorio

氏、契約担当の Yraima Lopez 氏、オペレーション監督

官の Noel Avila 氏、メンテナンス監察官の Freddy 

Marquez 氏の４名。 

 

以上 

 


