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（写真）国民安全と正義のための市民委員会（Ccpjp） カラカスの危険地１１カ所 

 

２０１７年１１月２４日（金曜） 

 

政 治                   

 「野党連合 与野党交渉３つの目的を発表」 

 「レオポルド・ロペス妻 Palabra２０１７受賞」 

経 済                   

 「ロシア政府 ベネズエラ政府と会合 

～武器工場建設や鉱業分野での協定を締結～」 

 「PDVSA２０２０、２２ 利払い開始を発表」 

 「ゴールドリザーブ １１月分の支払い受領」 

 「大統領 ２０１９年には天然ガス埋蔵量５位」 

社 会                   

「オリノコ鉱物地帯で汚職が蔓延」 

２０１７年１１月２５日（土曜） 

 

政 治                   

 「アルマグロ事務局長 加盟国の支援求める」 

 「Citgo 役員らは防衛省管轄の警察が逮捕」 

経 済                   

 「Crystallex とベネズエラ政府が訴訟に終止符」 

 「赤道ギニアで PDVSA 製油所建設計画」 

 「原油価格は１バレル５５．４３ドル」 

 「ドイツ銀行 大統領選まで利払い続くと予測」 

社 会                   

「カラカスで特に危険な場所１１地区」 

 「反政府デモ以降も政治的な理由で１６７名逮捕」 
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２０１７年１１月２４日（金曜）             

政 治                       

「野党連合 与野党交渉３つの目的を発表」       

 

１１月２４日 フリオ・ボルヘス国会議長は１２月 1 日、

２日に予定されている政府との交渉での訴えを決めた

と宣言した。 

 

野党の訴えは以下の３点。 

1. 人道支援の受け入れ 

医療に関わる人道支援の受け入れ（キリスト教団体

が特に関心を示しているテーマ）。 

2. 透明な選挙を行うために必要な措置。 

大統領選は政府がしたいようにはさせない。既存の

選挙管理委員会（CNE）と異なる仕組みを求める。 

3. 国会の機能を回復する。 

我々は１，４００万人の有権者に選ばれた。国民の

意志を政府に尊重させる。 

 

今回の与野党交渉には野党の証人国としてメキシコ、

チリ、パラグアイが付き添う。また、与党の証人国と

してボリビア、ニカラグア、ドミニカ共和国が付き添

うことになる。 

 

なお、２７日（月曜）には与野党交渉に参加するメン

バーを発表すると説明した。 

 

「レオポルド・ロペス妻 Palabra２０１７受賞」         

 

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首の妻リリ

アン・ティントリ氏は「Palabra ２０１７」を受賞した。 

 

この賞はスペイン報道者連合（FAPE）が選ぶ人権擁護

に貢献した人物に贈られる賞。 

 

FAPE はティントリ氏について、「ベネズエラの平和と

民主主義の約束を訴えた人物」と説明した。 

 

授賞式は１１月２３日にスペインのマドリッドで行わ

れた。今回の受賞については６月には発表されていたが、

ティントリ氏は国外への移動が禁止されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.28」９月２日付の記事参照）。 

 

レオポルド・ロペス氏の両親であるアントニエタ・メン

ドーサ氏とレオポルド・ロペス・ヒル氏が代理で受賞し

た。 

 

ティントリ氏は今回の受賞を受けてビデオレターで 

 

「私の声、言葉はベネズエラに残っている政治犯３１７

人を代表している。２０１４年から夫のレオポルド・ロ

ペスは正当な理由なく囚われている。彼は軍事収容所に

入れられた。そこでは拷問や残虐で非人間的な扱いを受

けた。 

 

２０１７年１１月２６日（日曜） 

 

政 治                   

 「石油相、外国投資相など４閣僚が交代 

～PDVSA 総裁と石油相はマニュエル・ケベド氏～」 

「Citgo 副社長は最高裁判事の甥」 

 「制憲議長 人道支援の必要性を否定」 

経 済                   

 「ベネズエラでビッドコイン登場 Onixcoin」 

 「大統領 観光産業の促進を求める」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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私は拷問、迫害、不正を訴える。あなた方はこの訴えを

より多くの人に知らせてほしい。」と語った。 

 

 

（写真）Palabra２０１７授賞式 

“代理出席するアントニエタ・メンドーサ氏（白服を着

た女性）とレオポルド・ロペス・ヒル氏（中央右の男性）” 

 

経 済                        

「ロシア政府 ベネズエラ政府と会合          

 ～武器工場建設や鉱業分野での協定を締結～」          

 

１１月２４日 ロシアとベネズエラの政府関係者がロ

シアのソチで会合を行った。 

 

ベネズエラ側の代表団はパドリーノ・ロペス国防相、ウ

ィルマル・カストロ・ソテルド経済担当副大統領、シモ

ン・セルパ経済財務相、ビクトール・カノ鉱業開発・エ

コロジー相とカルロス・ファリア在ロシア・ベネズエラ

大使が出席した。 

 

協議分野は農業、工業、科学技術、鉱業、防衛、医療な

ど多岐にわたった。 

 

目立った内容としては２点。 

 

１点目はベネズエラでの拳銃工場の建設計画。 

 

 

ウィルマル・カストロ・ソテルド経済担当副大統領は、

２０１８年中にロシア製の拳銃カラシニコフの製造を

ベネズエラで始めると発表した。また、１０万丁の拳銃

AK-103 の購入計画にも調印した。 

 

「両国の主要なプロジェクトの一つとしてカラシニコ

フの製造工場の建設がある。来年中には工場が生産稼働

することを期待している。」 

 

２点目は鉱物調査の共同プロジェクト実施の合意。 

 

ロシアと鉱物分野（金とダイヤモンド）で合弁会社を設

立する予定。ダイヤモンドについてはロシア企業 Alrosa

が参加する。１８年第一四半期中に Alrosa のミッショ

ン団が派遣される。金については「金開発に関心がある

ロシア企業がいる」との発言に留まり、具体的な企業名

は言及されなかった。 

 

一方、デル・ピノ石油相はボリビアのサンタクルスで行

われたガス輸出国首脳会合に出席し、ロシアのエネルギ

ー相アレクサンダー・ノバク氏と会合を行った。 

 

 
（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッター 

“写真右からシモン・セルパ経済財務相。パドリーノ・

ロペス国防相。カストロ・ソテルド経済担当副大統領。

カルロス・ファリア在ロシア・ベネズエラ大使。一番左

がビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー相。” 
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「PDVSA２０２０、２２ 利払い開始を発表」        

 

１１月２４日 PDVSAは１１月２７日に支払い猶予期

間が切れる２０２０年満期の社債と２０２２年満期の

社債の利払い開始を発表した。 

 

今回の支払額は２０２０年債の利息は１．４億ドル。２

０２２年債の利息は０．９億ドルで合計２．３億ドルに

なる。 

 

 

（写真）PDVSA ツイッターより抜粋 

“PDVSA２０、２２社債の利払いを発表” 

 

「ゴールドリザーブ １１月分の支払い受領」                 

 

カナダの金開発会社ゴールドリザーブ社は接収の賠償

として合意していた１１月分の支払い（２，９５０万ド

ル）を約束通り受け取ったと発表した。 

 

米国の制裁でベネズエラ政府が国外に送金が出来ない

ため、ベネズエラ社会開発銀行（BANDES）に開設した

ゴールドリザーブ社の口座に預けられたと報じた。 

 

BANDES の口座への送金はここ３カ月（９月～１１月）

続いているようだ。 

 

また、ゴールドリザーブ社は額面３．５億ドルのベネズ

エラ国債を担保としていたが、米国の制裁により同債券

が流通市場で取引できなくなったことを理由に、新しい

担保を設定するようベネズエラ政府に求めているよう

だ。 

 

ゴールドリザーブ社は 

「ベネズエラ政府は、我が社が合意した計画に基づいて

働いていることを認識している。我が社は米国政府、カ

ナダ政府の制裁で制限が多い状況でも事業を継続する

ことを望んでいる。 

 

これまで、ベネズエラ政府と我が社は国外に送金をする

ために複数の銀行に申請をしてきた。 

 

合意に基づいて１億８，７５０万ドルが払われた。９，

９００万ドルは米国の銀行に送金され、８，８５０万ド

ルはBANDESの口座に送金された。」と説明している。 

 

「大統領 ２０１９年までに天然ガス埋蔵量５位」             

 

１１月２４日 マドゥロ大統領はボリビアのサンタク

ルスで開催されたガス輸出国首脳会合に出席した。 

 

同会合で２０１９年までに天然ガスの確認埋蔵量が５

位になることを目指すと宣言した。ベネズエラの天然ガ

ス確認埋蔵量は約２，０００億立法キューブで世界第８

位。 

 

また、主催国ボリビアのエボ・モラレス大統領は、同会

合でベネズエラとトリニダード・トバゴがカリブ海域で

天然ガス地域の共同開発を行うことで合意したと述べ

ている。加えて、デル・ピノ石油相はトリニダード・ト

バゴに向けてベネズエラのガスを輸出することに合意

したと述べた。 
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他、同会合で PDVSA がロスネフチ（ロシア）、エニ（イ

タリア）、レプソル（スペイン）、スタットオイル（ノル

ウェー）に対してプロジェクトのための融資について打

診したとの報道が流れている。 

 

 

（写真）ガス輸出国首脳会合 

 

社 会                       

「オリノコ鉱物地帯で汚職が蔓延」          

 

ボリバル州の地方紙コレオ・デル・カロニは、１１月２

４日に行われたガイアナ持続可能な発展フォーラムで

エドガー・ロペス氏とジュレット・ピネダ氏がオリノコ

鉱物地域で恒常的に行われている汚職と環境破壊を訴

えたと報じた。 

 

「金の採掘にはマフィアが関わっている。軍部は鉱物地

域の周りにいるだけで彼らの領域には入ろうとしない。 

 

また、金の採掘のための水銀の使用は禁止されているが、

引き続き使用されている。そもそも水銀の使用が禁止さ

れていることさえも認識していない。水銀が理由とされ

る死亡は２０１３年から増えている。ロスシオ地区では

１０万人に６９．２人、シフォンテス地区では１０万人

に５８．４人が水銀により死亡したと考えている。 

 

１５０の会社がオリノコ鉱物地帯で活動をしていると

発表されているが、実態はもっと少ない。２０１６年８

月には１３社しか活動が確認されていない。うちベネズ

エラ資本の会社が８社で、５社は外資である。ゴールド

リザーブも外資に含まれる。ゴールドリザーブ社との合

弁会社 Siembra Minera 社が設立され、２社のペーパー

カンパニー（GR Mining 社、GR Engineering 社）が採

掘活動をしていることになっている。 

 

汚職だけではなく環境問題も深刻だ。NASA の衛星画像

によると２０１６年１２月～１７年４月にかけて２０

０ヘクタールの森林が消滅している。」 

と発表した。 

 

２０１７年１１月２５日（土曜）             

政 治                       

「アルマグロ事務局長 加盟国の支援求める」        

 

米州機構のアルマグロ事務局長はマドゥロ政権が「人道

に対する犯罪」を行っているかの調査を進めている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.60」１１月１６日付の記事参照）。 

 

アルマグロ事務局長は、１カ月で最終調査の結果が出る

だろうとの見通しを示した。 

 

「我々は国際司法裁判所に訴えるための加盟国の支持

を受けることができると信じている。およそ１カ月間で

専門調査団による最終判断が下される。会合で受け取っ

た情報が結論に反映されることを望んでいる。」と答え

た。 

 

ハーグの国際司法裁判所に米州機構として訴えること

は出来ないが、加盟国２８カ国のいずれかの国でローマ

議定書に調印していれば訴えることが出来る。 

訴える可能性が高いのはカナダ、ペルーあるいはリマグ

ループを構成している国になると思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月２４日～１１月２６日報道         No.０６４   ２０１７年１１月２７日（月曜） 

6 / 10 

 

「Citgo 役員らは防衛省管轄の警察が逮捕」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.62」１１月２１日記事で

Citgo 社長と役員５名が逮捕されたと報じた。彼らはベ

ネズエラへの出張中にカラカスで逮捕された。 

 

検察庁の発表によると、今回の逮捕には国防省管轄の警

察組織である軍部知的戦略統括部隊（DGCIM）が動い

た。逮捕者は DGCIM の収容施設に収容されている。 

 

１１月２６日の発表になるが、軍人出身のマニュエル・

ケベド氏が PDVSA 総裁兼石油相に就任した。PDVSA

の副総裁マリベル・パラ氏も軍人出身だ。 

 

今回の Citgo 役員の逮捕にも軍部が絡んでいるところ

からも石油セクターが軍部に侵食されている構図が見

える。 

 

経 済                       

「Crystallex とベネズエラ政府が訴訟に終止符」            

 

ブルームバーグの報道によると、カナダの金鉱山会社

Crystallex 社がベネズエラ政府と合意に至ったようだ。

トロントのオンタリオ裁判所で両者が合意に至った。 

 

どのような条件で合意したのかは不明だが、ベネズエラ

政府は大手格付会社スタンダード＆ブアーズに「選択的

デフォルト（SD）」と認定されている。いくつかの債券

については既にデフォルトに認定されている。 

この状況で支払いについて合意できることがあるとす

れば金鉱区の共同プロジェクトで稼いだ資産を賠償に

充てるしか方法が無いように思われる。 

 

 

 

 

 

同社は０８年にベネズエラの金鉱区ラス・クリスティー

ナスを接収され、２０１１年に倒産した。しかし、世界

銀行の国際投資紛争解決センター（ICSID）に提訴し、

ベネズエラ政府は１２億ドルの賠償金と２億ドルの利

息、計１４億ドルを支払うよう命じられていた。 

 

「赤道ギニアで PDVSA 製油所建設計画」           

 

ガス輸出国首脳会合で赤道ギニアのエネルギー鉱業相

ガブリエル・オビアン氏はブルームバーグに対して、 

 

「PDVSAが使用するため２０億ドルかかるとされる製

油所を国内に建設することを検討している。来年１月に

は結論を出し、２年間かけて建設する。 

 

赤道ギニアで産出される軽質油とベネズエラの重質油

を混ぜることでより多くの競争力の高い製品が作れる

と考えている。 

 

我々は既に計画もできているし、融資のあてもある。あ

とは実務者が必要だ。PDVSA には多くの優秀な人材が

いる。言語も共通だ。共同で働くことができる。 

 

この融資は１００％赤道ギニアから割り当てられる。製

油所は日量１００万バレルを精製することができるよ

うにしたい。また、原油の貯蔵施設の建設も必要だ。」 

と説明した。 

 

「原油価格は１バレル５５．４３ドル」              

 

１１月２０日～２４日のベネズエラ産原油の平均価格

は３６６．７７人民元／バレル。ドル建てでは５５．４

ドル／バレルで前週の５４．８ドルから０．６ドル上が

った。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
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２０１７年の平均原油価格は４５．６１ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも１０．４６ドル

高い。また、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０

９６ドル高い。ベネズエラの経済情勢とは裏腹に、この

ところ原油価格は堅調に上昇している。 

 

 

 

「ドイツ銀行 大統領選まで利払い続くと予測」         

 

ドイツ銀行は投資家向けのレポートでベネズエラ政府

は少なくとも大統領選が終わり、米国への輸出が減るま

では利息の支払いを継続するだろうと分析した。 

 

また、PDVSA がデフォルトすると直接的に差し押さえ

リスクが生じるのでベネズエラ国債の支払いよりも

PDVSA社債の支払いを優先するのではないかと述べた。 

 

また、債務再編の可能性は低いと認識している。債務再

編のためには米国の制裁を取り除くことが重要になる

が、そのためには野党に多くのことをゆずらなければい

けない。 

 

この内容は筆者の考え方と似ている。一方で、ベネズエ

ラ政府は常識にとらわれない発想をすることがある（褒

めているわけではないが、感心することは度々ある）。 

 

 

社 会                       

「カラカスで特に危険な場所１１地区」          

 

カラカスは世界で最も危険な都市の一つとして知られ

ている。 

 

国民安全と正義のための市民委員会（Ccpjp）は、死者

の統計を基に、カラカスの中でも特に危険な１１地区

の情報を公開した（１ページ目の地図参照）。 

 

ベネズエラの治安を調査している組織として有名なベ

ネズエラ暴力観測所（OVV）は、これらの１１カ所で

は武装勢力の闘争や家庭内暴力、他者への脅迫・強要

が横行していると説明する。 

 

なお、カラカスとはカラカス大首都区のことでリベル

タドール市、スクレ市、チャカオ市、バルータ市、エ

ルアティージョ市の５市で構成される地域を指す。 

 

・ LA COTA 905 

・ EL JUNQUITO 

・ HOYO DE LA PUERTA 

・ EL VALLE 

・ EL GUARATARO 

・ EL CEMENTERIO 

・ MACARAO 

・ ANTIMANO 

・ PETARE 

・ CARICUAO 

・ SANTA CRUZ DEL ESTE 

 

具体的な場所は１ページ目の地図で確認できる。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１１月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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「反政府デモ以降も政治的な理由で１６７名逮捕」        

 

人権団体フォロペナルのゴンサロ・イミョーブ氏は自身

のツイッターで、反政府デモが鎮静化した８月以降も少

なくとも１００名が政治的な理由で逮捕されていると

投稿した。 

 

８月１１日時点で６７６人いた政治的な理由での逮捕

者は、１１月１９日までに４７６人解放された。一方で、

この間に１６７人が新たに逮捕されたと訴えている。 

 

 

 

２０１７年１１月２６日（日曜）             

政 治                       

「石油相、外国投資相など４閣僚が交代         

～PDVSA 総裁と石油相はマニュエル・ケベド氏～」        

 

１１月２６日 マドゥロ大統領は自身のテレビ番組「コ

ンタクト・コン・マドゥロ」で４人の閣僚交代を発表し

た。 

 

中でも衝撃だったのが PDVSA 総裁と石油相の交代。

PDVSA 総裁はこれまでネルソン・マルティネス氏が務

め、石油相はデル・ピノ氏が務めてきた。 

 

この２つの役職をマニュエル・ケベド氏が兼務すること

になった。ケベド氏は軍人大将。これまで住宅相と社会

主義領土担当副大統領を兼務していた。 

 

同氏は住宅関連の経験は長いが、石油事業の経験は皆無

と言えるだろう。産油量が減り続ける中で非常に危険な

人選といえる。 

マドゥロ大統領は Citgo 社長、役員の逮捕や検察庁が進

めている PDVSA 幹部の汚職摘発を受けて抜本的に

PDVSA を改革するための人選だと説明している。 

 

今回の任命により PDVSA は軍部が、総裁・副総裁に就

任したことになる。２０１５年には軍部の石油サービス

会社 Caminpeg が設立された。軍部と石油セクターが一

体化しつつあることに債権者の警戒感も高まりそうだ。 

 

他、貿易外国投資相がミゲル・ペレス・アバッド氏から

元タチラ州知事のビエルマ・モラ氏に交代した。ペレス・

アバッド氏は国営銀行バンコビセンテナリオの頭取職

に専念する。 

また、運輸相はガルシア・トーサイン氏からカルロス・

オソリオ氏に交代した。オソリオ氏は大統領府担当相、

食糧相など政府の中枢に座り続ける人物。汚職の噂は絶

えない。 

これまでマニュエル・ケベド氏が務めていた住宅相はイ

ルデマロ・ビジャロエル・アリスメンディ氏が就任する。

アリスメンディ氏はあまり有名ではない人物。情報は追

って確認して閣僚リストに反映したい。 

 

 

（写真）大統領府 
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「Citgo 副社長は最高裁判事の甥」            

 

１１月２１日に Citgo 社長らが逮捕される８日前の１

１月１３日、カリスト・オルテガ・サンチェス氏が Citgo

の副社長に就任した（サンチェス氏は逮捕されていな

い）。 

 

同氏は最高裁判所カリスト・オルテガ判事の甥。PDVSA

の首席法務アドバイザーを務めたほか、ベネズエラ代表

国連外交団として予算管理の役職を経験している。また

ヒューストン領事、ニューヨーク領事などを務めた。 

 

 

（写真）Aporrea “カリスト・オルテガ・サンチェス氏” 

 

「制憲議長 人道支援の必要性を否定」         

 

本号「野党連合 与野党交渉３つの目的を発表」でも紹

介したが、野党は与野党交渉の目的の一つに「人道支援

の受け入れ」を挙げている。 

 

これまでの実績から考えると、与野党交渉に与党側はホ

ルヘ・ロドリゲス情報通信相、デルシー・ロドリゲス制

憲議長、エリアス・ハウア教育相、ロイ・チャダートン

元米州機構ベネズエラ代表大使が参加するとみられる。 

 

 

 

 

交渉参加者の有力候補であるデルシー・ロドリゲス氏は

インタビュー番組に出演した際に、記者から人道支援の

必要性について問われると、ベネズエラは人道支援を求

める必要性が無いとの見解を示した。 

 

記者から更にカトリック教会と関係している人権団体

カリタ・デ・ベネズエラの情報（３０万人の子供が栄養

失調で死亡する危険性がある。）を引用し、それでも人

道支援の必要性が無いと言えるのかと追及を受けると、

デルシー制憲議長は 

 

「反政府デモの際にもカトリック教会は暴力的な反政

府デモを支持していた。暴力行為を主導する者に祝福の

言葉を投げかける団体だ。同団体は政府を崩壊させる意

図をもって情報を発表しておりベネズエラの実態を反

映していない。 

 

８００万人の子供が教育施設で朝食、昼食、おやつの３

食をとっている。人道支援を受け入れる状況にはない。」

と反論した。 

 

このスタンスだけとってみても、与野党交渉で合意に至

るのは容易なことではないだろう。 

 

経 済                       

「ベネズエラでビッドコイン登場 Onixcoin」            

 

ベネズエラ国内で開発された仮想通貨が初めて誕生す

る。Onix 社が提供するサービスで通貨の名前はオニッ

クスコイン（Onixcoin）。 

 

同社は数カ月前から中央銀行と共同で仮想通貨プロジ

ェクトを計画していた会社だ。 

この Onixcoin はビッドコインを経由して米ドルに両替

することが出来る。ボリバル通貨を持ち続けるよりもビ

ッドコインに変えた方が資産の保護になりそうだ。 
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外貨管理制度により国外の通貨と現地通貨の移動が自

由にできないベネズエラにとって一つの解決策になる

可能性がある。 

 

Onix 社は Onixcoin を開始するためのボリバル融資も

行うようだ。 

 

「大統領 観光産業の促進を求める」         

 

１１月２６日  マドゥロ大統領は観光産業見本市

FITVEN に参加し、国内の観光産業促進を促した。 

 

FITVEN に関連して発表された主な成果は以下の通り。 

 

・ 観光省と材木業者Madera de Orinocoの協定。 

国内の観光産業を発展させるための木材を同社か

ら購入する合意書に署名した。 

・ 観光省と医療・病院団体の協定。 

ベネズエラ国内で外国人に医療サービスを提供す

る「医療ツーリズム」を促進する。 

・ 観光省とInvershowの協定。 

Invershowはベネズエラ国内でアーティストを招き

音楽祭などを行うイベント業者。Invershowと共同

で国内の観光を促進するためのイベントを企画す

る協定。 

 

材木業者の協定とイベント業者の協定は理解できる

が、医薬品不足が深刻と言われる同国に医療を受けに

来る外国人がいるとは考えられない。国民にとっては

笑えない冗談かもしれない。 

 

以上 


