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（写真）Motiva Enterprises “PDVSA 後任として Motiva Enterprises がクラサオ製油所を運営すると報じられる” 

 

 

２０１８年１２月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 キューバ訪問 

ALBA 首脳会議で PETRO の使用求める」 

「１月１０日 制憲議会ではなく最高裁で宣誓？」 

「ソロルサノ元 UNT 副党首 新党結成」 

経 済                     

「Venalum 労働者拘束で操業停止」 

「IMF ベネズエラからの経済統計に異議」 

「７３回目 DICOM １ドル BsS.３５２．７２」 

社 会                     

「ベネズエラ 繁栄国ランキング１２６位」 

18 年 12 月 15-16 日（土・日） 

 

政 治                    

「穏健野党 国会で与党との共同運営を提案 

～AP 党員離党 私は政府側の人間ではない～」 

「ウルグアイ与党 軍事介入肯定を理由に 

アルマグロ OAS 事務局長の党員資格を剥奪」 

経 済                    

「PDVSA に代わるクラサオ製油所運営者」 

「SPS １８年中に日量１．３万バレル増産に成功」 

社 会                     

「資金洗浄に加担したドイツ人銀行職員の証言 

大統領夫人の甥が汚職に関与」 
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２０１８年１２月１４日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 キューバ訪問           

   ALBA 首脳会議で PETRO の使用求める」       

 

１２月１４日 マドゥロ大統領はキューバを訪問。 

ベネズエラを盟主として発足したカリブ海政治同盟「米

州ボリバル同盟（ALBA）」の首脳会合に出席した。 

 

同会合に参加した首脳は、キューバのディアス・カネル

国家評議会議長、ボリビアのエボ・モラレス大統領、ニ

カラグアのダニエル・オルテガ大統領、ベネズエラのニ

コラス・マドゥロ大統領。その他、ALBA 加盟国（アン

ティグア・バーブーダ、ボリビア、キューバ、ドミニカ

国、グラナダ、ニカラグア、サンクリストファー・ネー

ビス、サンビセンテ・グラナディン諸島、スリナム、ベ

ネズエラ）の代表らが参加した。 

 

同会合でマドゥロ大統領は、 

「デジタル通貨「PETRO」は、制裁と経済的な迫害に

対する対抗措置として誕生した。PETRO は誰も制裁し

ない。また、迫害することもない。ALBA 経済圏の諸国

が使用を認めれば、素晴らしいものになる。」 

と発言。 

加盟国に対してデジタル通貨「PETRO」の使用を求め

た。 

 

マドゥロ大統領は１８年１月にも同会合で加盟国に対

して、デジタル通貨「PETRO」での域内取引を要請し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.85」１月１２日付

の記事参照）。 

 

しかし、一年近くが経過した今も PETRO は、どの国で

も運用が確認されていない。PETRO 建ての取引に前向

きな姿勢を見せているのはトルコくらい。 

 

インド財務省は「デジタル通貨での取引自体を検討しな

い」とのスタンスを示しており、ロシア財務次官も

「PETRO 取引は何も決まっていない」と明言している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.228」１２月１３日付の記

事参照）。 

 

１８年３月 米国は「PETRO」建ての取引を禁止する

制裁を科している（「ベネズエラ・トゥデイ No.113」３

月１９日付の記事参照）。 

 

PETRO を使用することは米国の制裁を受けるリスク

を伴う行為であり、普通の国であればマドゥロ大統領の

求めに応じることは不可能だろう。 

 

 

（写真）ALBA 首脳会合後、各国代表の集合写真 

 

「１月１０日 制憲議会ではなく最高裁で宣誓？」         

 

野党系メディア「Runrun」の運営者ネルソン・ボカラン

ダ氏は自身のツイッターで、１月１０日にマドゥロ大統

領が宣誓するのは、最高裁になると報じた。 

 

「速報：ハバナで決定された事項。１月１０日の大統領

宣誓式は最高裁判所で行われる。制憲議会ではない。彼

らは違憲性を認識している。宣誓式にはマドゥロ政権の

同盟国であるロシア、トルコ、ベラルーシなどいつもの

メンバーが招待される。」 

と投稿した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55f7dbcdc49a5e1d56cb1816377dfd05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
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ベネズエラ憲法によると、大統領の宣誓式は１月１０日

に国会で行うことが決まっている。しかし、憲法には避

けられない事情で国会での宣誓が叶わない場合は、最高

裁の前で宣誓すると補足されている。 

 

実際、６年前の１３年１月。当時チャベス大統領が存命

だった時、キューバで療養中だったチャベス大統領は国

会での宣誓が出来なかったため、最高裁判長長官の前で

大統領就任を宣誓したことがあった。 

 

国会は無効状態にあるため、国会での宣誓ができないの

で、最高裁判所で宣誓を行うという政府の筋書きは十分

に考えられそうだ。 

 

「ソロルサノ元 UNT 副党首 新党結成」                  

 

主要野党の１つである新時代党（UNT）の副党首を務め

たデルサ・ソロルサノ議員は、UNT の方針と自身の考

えが異なることを理由に離党を表明した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.227」１２月１０日付の記事参照）。 

 

翌１１日 ソロルサノ議員は「Encuentro Ciudadano（市

民集会）」という名前の政党を発足した。 

 

１２月１４日、ソロルサノ党首はチャカオ市のロス・バ

ロス・グランデス広場で集会を実施。 

 

「Encuentro Ciudadano が重要視しているのは人々を

理解することだ。我々は政治、社会、業界団体など全て

のセクターを導く政治団体になる。既に２３州１首都に

組織が成立している。 

 

我々は中道政党だ。右派にも左派にも属さない。人権、

経済、政治、教育、医療、住居、国民生活の観点から戦

う政党になる。」 

と発表した。 

 

なお、記者に UNT を離党した理由について聞かれると 

「政党内に民主主義がないにもかかわらず、国民に対し

て私を信じてくれとは言えない。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）WikiMedia “デルサ・ソロルサノ議員” 

 

経 済                        

「Venalum 労働者拘束で操業停止」           

 

日本企業にもなじみ深いアルミニウム精錬会社

「Venalum」で問題が起きている。 

 

１２月１４日 待遇改善を求める Venalum 職員が抗議

行動を実施。少なくとも４名の労働者が軍部（Dgcim）

に拘束された。 

 

一連の騒動を受けて Venalum 労働者が更なる抗議行動

を行っているようだ。 

 

ボリバル州の地方政党「La Causa R（LCR）」はツイッ

ターで 

「CVG Venalum は完全に停止した。全ての事務職員と

作業員は、Dgcim に拘束された労働者の解放を求める

戦いに参加している。労働者自身が工場を閉鎖した。」 

と投稿した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
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「IMF ベネズエラからの経済統計に異議」         

 

１１月 ベネズエラ政府は国際通貨基金（IMF）に対し

て同国の経済指標（GDP 成長率、インフレ率等）を提

出。IMF は提出された経済指標を精査していた。 

 

１２月１４日 国際通貨基金（IMF）はベネズエラ政府

が提出した経済指標に異議を唱えた。 

 

「IMF は、ベネズエラ政府に対してインフレ指数の統

計について情報の整合性を確認できなかったため、新た

な情報提供を求めた。」 

 

Bloomberg は、ベネズエラ政府が IMF に提出した経済

指標のうち、２０１７年の GDP 成長率は前年比マイナ

ス１５．７％、インフレ率は前年比８６０％と報じてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.222」１１月２８日付の

記事参照）。 

 

IMF は１７年のベネズエラ GDP 成長率は前年比マイ

ナス１４％。インフレ率は同１，０８７．５％と予測し

ている。 

 

「７３回目 DICOM １ドル BsS.３５２．７２」                  

 

１２月１４日に７３回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.３５２．７２（１ユーロ

BsS.３９８．５７）。 

 

前回の１ドル BsS.３０１．３７から再びボリバル安に

傾いた。 

 

外貨供給額はドル建てで２４８万５５５．６９ドル。 

前回の３１５．８万ドルから減少した。 

 

 

法人９８社に対して１３３万３，５０５．１９ユーロ、

１６万３，５３５ドルを割り当てた。 

 

また、１，０３６名の個人に対して８万９，８３２．８

３ユーロと７０万８，７９１．０６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、「Importadora 

Opus」(衣料輸入)で１３万２，０００ユーロ。完成品の

輸入が目的。 

 

次いで、「Von Road Center」(業種不明)で１２万５，２

６８ユーロ。完成品の輸入が目的。 

 

３番目が「Digital Import」（家電輸入）で８万５，８５

０ユーロ。完成品輸入が目的だった。 

 

社 会                        

「ベネズエラ 繁栄国ランキング１２６位」           

 

英国シンクタンク「Legatum Institute」は２０１８年の

「繁栄度ランキング」を公表した（オリジナル結果は

「The Legatum Prosperity Index」参照）。 

 

同ランキングは、１０４の指標をベースに世界１４９カ

国の繁栄度をランキング化したレポート。２００７年か

ら毎年、同調査を行っている。 

 

ベネズエラの順位は１４９カ国中１２６位。「ビジネス

環境」と「政府」の指標で１４９位と最下位だった。 

調査対象となっているラテンアメリカの中では最下位。 

 

同レポートには、ベネズエラは調査開始（０７年当時は

８２位）から、大きく順位が下方修正された国と書かれ

ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62ae306411cb66f7f989619f6ea1fd69.pdf
https://www.prosperity.com/rankings
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なお、同ランキングの１位はノルウェー、２位はニュー

ジーランド、３位はフィンランド、４位はスイス、５位

はデンマーク。 

 

日本は２３位だった。日本は主だった指標では低くない

順位だったが、「社会とのつながり」という指標で９９

位と低く評価されている。 

 

 

 

２０１８年１２月１５～１６日（土・日）             

政 治                        

「穏健野党 国会で与党との共同運営を提案       

 ～AP 党員離党 私は政府側の人間ではない～」        

 

１２月１５日 発展進歩党（AP）に所属するテオドロ・

カンポス氏が AP からの離党を表明した。 

 

テオドロ・カンポス氏は「AP には政権交代を望む有能

な人材が多く存在する」として、AP を非難することは

無かったが、「私は政府側の人間ではない。」と明確に AP

の方針に異を唱えた。 

 

きっかけは、ヘンリー・ファルコン AP 党首をリーダー

とする穏健野党「Concertacion por el Cambio」に所属

する政党「Juntos」の発表。 

 

 

１２月１４日 「Juntos」は野党政治家に対して、離反

与党と共同で民主主義に回帰し、平和で選挙による交渉

を前提とした政治変革を目指そうと訴えた。 

 

また、１９年度の国会メンバーについては政府との協議

で決めるべきだと主張した。つまり、国会役員に与党陣

営を入れることを意味しているのだろう。 

 

Juntos の主な主張は以下の通り。 

 

「市議会議員選の結果は悲惨なものだった。選挙ボイコ

ットを訴える過激な野党が投票意欲を失わせた。彼らが

していることは自殺行為に近い。 

 

我々は Concertacion por el Cambio として民主主義的な

現状の解決を訴えている。 

 

行動民主党（AD）、新時代党（UNT）、カプリレス元ミ

ランダ州知事、Frente Amplio および与党を離反した

UPP８９、Marea Socialista（社会主義の波）らに対して、

国民との連帯を取り戻すよう求める。 

 

１月５日に新しい国会が始まる。 

与党 PSUV と合意することで国会が再開することを望

んでいる。新しい国会役員メンバーは政府との対話を支

持し、政府との交渉によって決められるべきだと考えて

いる。」 

との見解を示した。 

 

なお、１２月１６日に AP のリカルド・リオス幹事長は

カンポス氏の「政府側」という主張に反論。 

 

「AP はマドゥロ政権が存在することを否定できない事

実だと考えている。我々はマドゥロ政権の存在を拒絶し

ている。彼らは明確に憲法を違反している。しかし、現

実を直視しないスタンスは無意味だ。」と訴えた。 
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「ウルグアイ与党 軍事介入肯定を理由に         

  アルマグロ OAS 事務局長の党員資格を剥奪」           

 

ベネズエラには野党系の市民団体「Frente Amplio」が

存在する。同団体の正式名称は「 Frente Amplio 

Venezuela Libre（略称 FAVL）」。 

 

南米には「Frente Amplio」という団体が他にも複数存

在する。その一つがウルグアイの与党「Frente Amplio」。 

 

マドゥロ政権を強烈に非難する米州機構（OAS）のアル

マグロ事務局長はウルグアイの政治家でホセ・ムヒカ政

権の時にウルグアイの外相を務めていた。 

 

アルマグロ氏は、OAS 事務局長であると同時にウルグ

アイ与党「Frente Amplio」の党員でもある。 

 

しかし、１２月１６日 ウルグアイ与党「Frente Amplio」

は、アルマグロ事務局長を「Frente Amplio」から離党さ

せることを決定した。 

 

理由は、９月にアルマグロ事務局長がコロンビア国境を

視察した際に「民主主義を取り戻すためであれば軍事介

入も選択肢から排除するべきではない」と発言したこと

（「ベネズエラ・トゥデイ No.190」９月１４日付の記事

参照）。 

 

同発言を受けてウルグアイのバスケス大統領は、アルマ

グロ事務局長が OAS に再出馬する際、ウルグアイはア

ルマグロ事務局長の再任に賛成しないと発言していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.192」９月１９日付の記事

参照）。 

 

１２月６日 アルマグロ事務局長は２０２０～２５年

の OAS 事務局長に立候補を表明した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.225」１２月６日付の記事参照）。 

 

経 済                       

「PDVSA に代わるクラサオ製油所運営者」            

 

クラサオは、２０２０年から PDVSA に代わる製油所の

運営会社を探しており、先週、第一候補が決まったと報

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）。 

 

当時の報道では、PDVSA 後任の製油所運営会社の名前

は明らかにされていなかったが、その会社名が現地新聞

（「Antillians Dagblad」）で報じられた。 

 

非公式情報ではあるが、名前が挙がっているのはヒュー

ストンに本社を置く「Motiva Enterprises」。サウジアラ

ムコと資本関係がある会社のようだ。 

 

PDVSAによる製油所貸与契約は２０１９年末で終了す

るので、１９年１月から正式に協議を開始し、年末まで

には合意を目指すという。 

 

「SPS １８年中に日量１．３万バレル増産に成功」         

 

現地情報サイト「El Cooperante」に、石油サービス事業

者「Southern Procurement Serveices(SPS）」の紹介が掲

載された。 

 

 

SPS 社は、原油生産のトータルサポートをしており、２

０１８年はラテンアメリカ南部で日量１万３，５００バ

レルを増産させた。 

 

同社の増産技術はロシア・ウクライナを起源としている。 

同社チームは、石油産業で１５年以上の経験を有する有

能な技術者で構成されており、鉱井の運営サービス期間

を５０日から７日に短縮することに成功した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fedaf2578457e606aeea57148cd629c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/398b7277f9cb61bb875b566ca5fa0594.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/398b7277f9cb61bb875b566ca5fa0594.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/398b7277f9cb61bb875b566ca5fa0594.pdf
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SPS は、Grupo Rimera Alnas と同盟を組んでおり、深

海油田でも環境に配慮した採掘を可能としている。 

また、ウクライナの「Triol Corporation」と商業関係が

あり、高速での産油を可能としている。 

 

 

同社はベネズエラではよく耳にする会社で、１１月には

スリア州のウルダネタ湖の原油開発について、PDVSA

が同社との契約停止を通知したと報じられていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.214」１１月９日付の記事参照）。 

 

社 会                        

「資金洗浄に加担したドイツ人銀行職員の証言     

        大統領夫人の甥が汚職に関与」            

 

「Globovision」のオーナー、ラウル・ゴリン氏の汚職に

加担したとして米国で逮捕されたドイツ人銀行職員

Matthias Krull 氏の証言内容がスペイン語に翻訳され、

報じられている。 

 

同氏の証言には、マドゥロ大統領の妻であるシリア・フ

ローレス氏の甥で、元歳入庁長官で PDVSA 財務担当役

員を務めたマルピカ・フローレス氏の名前が挙がってい

る。 

 

Krull 氏曰く、PDVSA による汚職は「Eaton Global」と

いう会社を通じて行われていた。汚職は公定レートと並

行レートの乖離を利用して行われた。 

 

例えば、２０１４年に並行レートで１，０００万ドルに

両替するためには６億ボリバルが必要だった。 

しかし、公定レートへ自由にアクセスが出来れば、６億

ボリバルで１億ドルが手に入る。 

別の言い方をすれば１億ドルを１，０００万ドルで購入

することが出来る。 

 

 

PDVSA による汚職は「Eaton Global」（ラウル・ゴリン

氏の会社）に対して融資を行う建前で行われた。 

 

汚職の実例は以下の通り。 

 

１．１４年１２月１７日 「Rantor Capital CA」（ベネ

ズエラのペーパーカンパニー。同社の社長 Javier 

Ernest Franceschi Davila 氏は Globovision のダイ

レクターを務めている）は、PDVSA に対して７２

億ボリバルの融資を行った。同融資契約は PDVSA

の財務担当役員だったマルピカ・フローレス氏が締

結した。 

 

２．１４年１２月２３日 「Rantor Capital CA」は「Eaton 

Global」に PDVSA への７２億ボリバルの債権を譲

渡する契約を締結。 

 

３．「Eaton Global」は PDVSA（マルピカ・フローレス

氏）に債権譲渡契約を締結したと通知。PDVSA に

対して１８０日以内に６億ドル相当の金額をユー

ロ建てで返済するよう要請。「Eaton Global」が

PDVSA から６億ドルを受領。 

 

７２億ボリバル（当時の並行レートで３，５００万ドル

相当）を PDVSA に融資することで、短期間で莫大な利

益を得られる構造になっていたという。 

 

汚職で得た資金は仲間内で分けられ、ラウル・ゴリン氏

はこの取引で２億２，７００万ユーロを得た。 

 

ゴリン氏はこの汚職資金を「Los Chamos」と呼ばれる

他の協力者に分ける。その「Los Chamos」とは、マドゥ

ロ大統領の義理の娘やシリア・フローレス大統領夫人の

親族だという。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf

