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（写真）Flicker “Crystallex と PDVSA が返済計画で合意。Citgo 当面は差し押さえを回避” 

 

 

２０１８年１１月２３日（金曜） 

 

政 治                     

「PJ ブリトー議員 マチャド党首を罵倒」 

「スペイン法廷 ベネズエラ政府汚職者の 

ベネズエラ政府への引き渡しを承認」 

経 済                     

「中央銀行 １７年 GDP 成長率は△１６．６％？」 

「Estelar カラカスーローマの直行便を運行」 

「Conviasa パナマ・ニカラグアルートを新設」 

「西メディア PDVSA の汚職内情を告発」 

「原油価格 １バレル５８．４４ドル」 

「６４回目 DICOM １ドル BsS.７９．５６」 

18 年 11 月 24～25 日（土・日） 

 

政 治                    

「Globovision オーナー 大統領就任計画？」 

「エクアドル ベネ移民対策費５．５億ドル必要」 

「１９年１月 ４６カ国はマドゥロ政権認めない」 

「Hinterlaces ７９％は経済制裁に反対」 

経 済                    

「Crystallex とベネズエラ 債務返済計画に合意」 

「ロスネフチ社長 返済遅延でベネズエラ訪問」 

「ロシア EvroFinance の第三者売却を検討」 

社 会                     

「良質な水を摂取できているのは１８％」 
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２０１８年１１月２３日（金曜）             

政 治                       

「PJ ブリトー議員 マチャド党首を罵倒」       

 

１１月２３日 第一正義党（PJ）のホセ・ブリトー議員

が、急進野党のリーダーでベネズエラ主導党（VV）党首

のマリア・コリナ・マチャド氏を罵倒した。 

 

「非難」という表現よりは「罵倒」という表現が正しい

だろう。放送禁止用語を並べ立ててマチャド党首への怒

りを発散させた。 

 

ブリトー議員と同じ PJ に所属するファン・レケセンス

議員とフェルナンド・アルバン市議らについて「彼女に

とっては関係ないかもしれないが私にとって二人は家

族のような存在だ」と主張。問題を解決したいがマチャ

ド党首が野党を分断させ解決を妨げていると訴えた。 

 

ファン・レケセンス議員については８月に起きた大統領

襲撃事件に関与したとして、SEBIN に拘束されている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.173」）。 

 

また、フェルナンド・アルバン市議会議員については、

SEBIN 拘束中に死亡。検察庁は SEBIN の窓から飛び降

りたと説明しているが、野党陣営は拷問死だと主張して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」）。 

 

 

（写真）ホセ・ブリトー議員ツイッターより抜粋 

ブリトー議員の発言はメディアで大きく報じられ、多く

の国民の知るところとなった。 

 

その後、ブリトー議員はツイッターで 

「問題となっているマリア・コリナ・マチャド党首への

発言について謝罪したい。あれは私的なものだったが、

表現が適切でなかったことは間違いない。」 

と、内容と言うよりも表現を謝罪した。 

 

この謝罪のツイートについて「許さない」「離党させろ」

というコメントが続出している。他方、同コメントに「い

いね」ボタンを残す人も決して少なくない。 

 

「スペイン法廷 ベネズエラ政府汚職者の         

     ベネズエラ政府への引き渡しを承認」         

 

１１月２３日 スペイン法廷は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・ベラスケス氏をベ

ネズエラ司法当局に引き渡すことを承認した。 

 

ベラスケス氏は今年４月にスペインで逮捕され、現在は

執行猶予期間中。 

 

ベネズエラ政府は、パナマペーパーで明るみに出た汚職

容疑を理由にスペインにベラスケス氏の引き渡しを求

めていた。 

 

なお、スペイン法廷は、今年１０月にチャベス元大統領

の看護士を務めていたクラウディア・パトリシア・ディ

アス氏（ベラスケス氏の妻）についても引き渡しを承認

している。 

 

加えて、１１月２５日、スペイン法廷がラファエル・ラ

ミレス元 PDVSA 総裁（元国連大使）の従兄弟であるホ

セ・ラモン・サンチェス氏についてもベネズエラ政府へ

の引き渡しを認めたと報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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アドリアン・ベラスケス氏およびラモン・サンチェス氏

の弁護を務めているイスマエル・オリベ弁護士はスペイ

ン裁判所に再審議を求める姿勢を見せている。 

 

また、ベネズエラ政府がスペイン司法当局に引き渡しを

求めているラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁の親族

はラモン・サンチェス氏だけではないと説明した。 

 

経 済                        

「中央銀行 １７年 GDP 成長率は△１６．６％？」           

 

１１月９日付の「ベネズエラ・トゥデイ No.214」の記

事で国際通貨基金（IMF）がベネズエラ政府に対して、

経済統計情報の提供を求めているとの記事を紹介した。 

 

また、同月１５日には IMF 職員が、ベネズエラ中央銀

行と交渉を進めていると説明した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.216」参照）。 

 

ロイター通信は、ベネズエラ中央銀行が作成した２０１

７年の経済成長率は前年比マイナス１６．６％（暫定値）

だったと報じた。この情報はまだ正式な発表ではなく、

ロイター記者が関係者に聞いた情報。 

 

また、ロイター通信によると２０１７年の卸売セクター

の年間インフレ率は前年比２，８００％のようだ。 

国会は２０１７年のインフレ率について前年比２，６１

６％と発表している。 

 

「Estelar カラカスーローマの直行便を運行」         

 

「Estelar Latinoamerica」はベネズエラの航空会社。 

０９年に設立した航空会社で現在はスペインのマドリ

ッド、アルゼンチンのブエノスアイレス、ペルーのリマ、

チリのサンチャゴ、米国のマイアミ・ニューヨーク行き

を運行している。 

 

１１月２２日 「Estelar」は、カラカスからローマへの

直行便の運航を開始した。 

 

「Estelar」の発表によると、使用する飛行機は「Airbus-

340-313」。２６７名乗りでファーストクラスが１２席、

ビジネスクラスが４２席、エコノミークラスが２１３席。

所要時間は１０時間３０分を予定している。 

 

マイケティア国際空港のスケジュール表を見る限り、ロ

ーマ行きは毎週金曜の週１便、１９時発の予定となって

いる。 

 

「Conviasa パナマ・ニカラグアルートを新設」                  

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa（コンビアサ）」

のラモン・ベラスケス社長は、１１月２７日からベネズ

エラ－パナマ間、パナマ－ニカラグア間の運航を開始す

ると発表した。 

つまり、カラカス－パナマ－ニカラグアのルートを新設

するようだ。 

 

更に１２月１４日からはニカラグア－キューバ間のフ

ライトも開始すると発表。 

 

フライトチケットについてはベネズエラ政府が使用を

促進しているデジタル通貨「Petro」で支払えるように

すると説明。「Petro」で支払う場合はディスカウントさ

れると補足した。 

 

この時期に航空会社の新ルート開設発表が続いた理由

はカラカスで行われている観光イベント「Fiven２０１

８」のせいだろう。 

 

１１月２２日～２５日にかけてベネズエラの観光プロ

モーションイベントが行われていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.219」１１月２２日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8b4d6f68762b414dd62b94680a1219a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8b4d6f68762b414dd62b94680a1219a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
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「西メディア PDVSA の汚職内情を告発」                  

 

スペイン紙「El Pais」は、PDVSA 内部で行われた汚職

の実態について調査レポートを発表。 

PDVSA の調達会社「Bariven」が原材料を購入する際に、

不正行為が行われていたと告発した。 

 

「El Pais」の調べによると、２００９年に交わした４．

８万件の契約、２０１５年に交わした２，５６２件の契

約は、汚職容疑で米国にて逮捕されたロベルト・リンコ

ン氏、アブラハミ・シエラ氏の会社との契約だったよう

だ。 

この不正契約により、少なくとも５億ドル相当の汚職が

行われたとした。 

 

また、同汚職資金を使用して１．６億ドル相当のスペイ

ン不動産を購入したと報じた。 

 

「原油価格 １バレル５８．４４ドル」                  

 

１８年１１月１９日～１１月２３日のベネズエラ産原

油の平均価格は米ドル建てで５８．４４ドル／バレル。 

 

６８．５５ドル、６４．９５ドル、６１．０３ドルと、

毎週 原油価格は下落している。 

 

サウジアラビア石油相は、OPEC 加盟国、非加盟国によ

る１９年以降の減産を示唆したものの、米国、ロシア、

サウジアラビアなどが産油量を増やしているようで、原

油価格の下落に歯止めがかかっていない。 

 

産油量が落ち込み、外貨不足が深刻になっているマドゥ

ロ政権にとっては死活問題と言えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

「６４回目 DICOM １ドル BsS.７９．５６」                  

 

１１月２３日に６４回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.７９・５６（１ユーロ BsS.

９０．２８）。 

 

外貨供給額は合計１５７万４，６９６．５４ドルで前回

（２８２万５，４３８．７ドル）よりも減った。 

 

法人４７社に対して１２３万７，０１７．３１ドルが割

り当てられ、５１３名の個人に対して３３万７，６７９．

２３ドルが割り当てられた。 

 

アイサミ経済担当副大統領は１１月～１２月にかけて

DICOM を通じて２０億ユーロを流すと発表していた

が、実際のところ１１月に入ってから外貨割り当てはこ

れまでよりも減っている（アイサミ経済担当副大統領の

発言は「ベネズエラ・トゥデイ No.203」１０月１６日

付の記事参照）。 

 

45.12

61.47

40

45

50

55

60

65

70

75

表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１１月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2721bc39e8ce3a3e9214e7c24c026c35.pdf
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割り当て金額が最も多かった法人は、「International 

Frank Company」で１０万ユーロ（部品・資材の輸入が

目的）。はっきりとは分からないが、米国の石油サービ

ス会社「Frank's International, Inc.」の関係会社かもし

れない。 

 

次いで、食品卸の「FTG Investment & Consulting」で

約７．３万ドル。完成品輸入が目的。 

 

３番目は「Von Road Center」で７万１，４００ユーロ。

完成品の輸入が目的。 

 

２０１８年１１月２４～２５日（土・日）             

政 治                       

「Globovision オーナー 大統領就任計画？」        

 

民法「Globovision」のオーナーであるラウル・ゴリン氏

が米国のマイアミ検察庁に起訴されている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.218」１１月２０日付の記事参照）。 

 

米国マイアミの新聞社「Diario Las Americas」のイベイ

セ・パチェコ記者は、ラウル・ゴリン氏がマイケル・モ

レノ最高裁判長とともに大統領になる準備を水面下で

進めていたと報じた。 

 

この報道の真偽のほどは定かではないが、現在の憲法に

従えば最高裁と国会が大統領の解任を支持すれば、大統

領は強制的に解任されることになる。 

 

過去に国会はマドゥロ大統領の解任を試みたことがあ

ったが、最高裁が認めなかったため成功していない。 

 

なお、ラウル・ゴリン氏とマイケル・モレノ最高裁判長

の計画と報じられているが、実際に行動に移すためには

野党多数の国会の協力が不可欠である。 

 

 

モレノ最高裁が本当にラウル氏を大統領に就任させよ

うとしていたのであれば、国会にも水面下で相談してい

た可能性はあるだろう。 

 

現在、複数の野党系議員がラウル・ゴリン氏の汚職に関

与していたのではないかと疑われている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.219」１１月２１日付の記事参照）。 

 

汚職への関与が事実ならば、野党派議員がゴリン氏の大

統領就任に賛成する大きな理由になったことだろう。 

 

 

（写真）イベイセ・パチェコ記者ツイッター 

 

「エクアドル ベネ移民対策費５．５億ドル必要」           

 

１１月２２日～２３日にかけて、エクアドルの首都キト

にて中南米１３カ国の代表が、急増するベネズエラの移

民問題について協議した。 

 

エクアドルのサンティアゴ・チャベス次官はベネズエラ

移民の住居、教育、医療、労働問題に対応するために５．

５億ドルが必要になると表明。 

 

１１月３０日に寄付を募るイベントを実施するとコメ

ント。米国、欧州連合、日本、韓国、カタール、カナダ

らを招待すると発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
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また、コロンビア政府が提案した国連、世界銀行、米州

開発銀行、アンデス開発公社（CAF）などが共同で設立

する移民支援基金を支持する姿勢を示した。 

 

「１９年１月 ４６カ国はマドゥロ政権認めない」         

 

米国マイアミの新聞社「El Nuevo Heraldo」は、１９年

１月以降、少なくとも４６カ国はマドゥロ政権を認めず、

外交関係を断絶するだろうと報じた。 

 

既にコロンビアのドゥケ大統領は、１月１０日からマド

ゥロ政権と国交を断絶すると宣言している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.217」１１月１８日付の記事参照）。 

 

チリのピニェラ大統領は 

「少なくとも１４カ国の中南米諸国は１８年５月２０

日に行われた大統領選挙を認めていない。」 

と発言している。 

 

野党関係者は、欧州２８カ国を含めて４６カ国はマドゥ

ロ政権との外交関係を希薄化すると考えている。 

 

他方、同紙のコラムニストであるアンドレス・オッペン

ハイマー氏は、コロンビア・チリを含めてそこまで容易

に外交関係を切れるかは疑問であるとコメントしてい

る。 

 

なお、１８年６月にメキシコ大統領選で当選したロペ

ス・オブラドール氏は１２月の大統領宣誓式にマドゥロ

大統領を招待する姿勢を見せている。 

 

国内外からオブラドール新大統領の方針を非難する声

があるが、「敵国を作る意思は無い」として引き続きマ

ドゥロ大統領を招待する意志を示している。 

 

 

 

「Hinterlaces ７９％は経済制裁に反対」         

 

与党の古株政治家ホセ・ビセンテ・ランヘル氏は自身の

テレビ番組「ホセ・ビセンテ・オイ（本日のホセ・ビセ

ンテ）」で、与党系の世論調査会社（民間企業）

「Hinterlaces」のアンケート結果を発表。 

 

１０月３１日～１１月１７日にかけて「Hinterlaces」が

ベネズエラ成人１．５８０名を対象に「米国の経済制裁

に賛成するか？」との質問を行ったところ７９％は「賛

成しない」と答えたという。 

 

また、回答者の６６％は、複数の野党が大統領選に参加

しなかった決断について「誤りだ」と考えているとした。 

 

なお、同社のアンケートは与党に偏っているので、鵜呑

みには出来ない。 

 

経 済                       

「Crystallex とベネズエラ 債務返済計画に合意」            

 

１１月２６日 ロイター通信は、「Crystallex」とベネズ

エラ政府が１４億ドル（賠償金１２億ドル＋利息等）の

賠償金を２０２１年まで分割で支払うことで合意した

と報じた。 

 

米国オンタリオ司法局は、１１月２３日にベネズエラ政

府が４億２，５００万ドルを支払ったと発表。 

４億２，５００万ドルのほとんどが現金通貨だったと報

じている。 

 

また、１９年１月１０日までに予定している賠償金が支

払われなかった場合は再び「Citgo」差し押さえを含め

た支払い請求を再開するようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb7720a471e882b5eb8b52abfff1a6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb7720a471e882b5eb8b52abfff1a6d.pdf
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「Crystallex」は、ベネズエラの金鉱区「Las Cristinas」

の接収を受けて、国際投資紛争解決センター（ICSID）

にベネズエラ政府を提訴。１２億ドル＋利息の支払い判

決が出た。その後、米国裁判所で同決定が追認された。 

 

続いて、「Crystallex」はベネズエラ政府と PDVSA は実

質的に同一の存在と主張。PDVSA の米国子会社「Citgo」

の持ち株会社「PDV Holidings」の株式を売却すること

で資金を回収するよう求めていた。 

 

米国デラウエア州裁判所が「Crystallex」の主張を認めた

ため、「Citgo」と「PDVSA」の資本関係がなくなる懸念

が生じていた。 

 

１２月２０日 デラウエア州裁判所に本件の利害関係

者らを召集し、各位の主張を聴く予定だった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.201」１０月１１日付の記事参照）。 

 

今回の合意により、当面は「Citgo」差し押さえの危機は

回避できたことになる。他方、多額の債務返済が遅延し

ており、いつ同様の訴訟が起きても不思議ではないだろ

う。 

 

「ロスネフチ社長 返済遅延でベネズエラ訪問」         

 

ロイター通信は、ロシアの石油会社「ロスネフチ」のイ

ゴール・セーチン社長および役員らがベネズエラに訪問

していたと報じた。 

 

訪問の理由は、原油輸出遅延を改善するよう訴えるため

だという。ロイター通信曰く、ロシア（ロシア政府＋ロ

スネフチ）は２００６年からこれまでにベネズエラに対

して少なくとも１７０億ドルを融資してきたという。 

 

 

 

 

PDVSA は Rosneft に対して日量３８万バレルを輸出す

ることで合意していた（実際の仕向け先はインドの

「Nayara Energy」、「Reliance」など）。 

この原油輸出で債務を返済してきたが、産油量の減少で

契約の履行が困難になっている。 

 

また、ベネズエラの主要な原油輸出基地である南ホセ・

ターミナルが利用できなくなり、Rosneft 向けの輸出に

遅れを起こしているようだ（「ベネズエラ・トゥデイ

No.184」８月３１日付の記事参照）。 

 

ロイター通信によると、セーチン社長は PDVSA 幹部、

マドゥロ大統領とも面談したという。 

 

そこで中国に対してベネズエラが契約通りの量を履行

していることを資料で示し、他方、Rosneft 向けには契

約通りの量を送れていないと訴えたようだ。 

 

ロイター通信の分析では、現在ベネズエラは中国天然気

集団（CNPC）向けに日量４６万３，５００バレルを輸

出しているようだ。 

 

「ロシア EvroFinance の第三者売却を検討」         

 

ロシア系のメディア「RBC」は、Gazprombank と VTB

がベネズエラの国家開発基金「FONDEN」と共同で所

有している金融機関「Evrofinance Mosnarbank（EMB）」

の株式を第三者に売却しようとしていると報じた。 

 

この売却交渉に関わっている関係者からの情報のよう

で、売却候補先は複数存在しているようだ。他方、まだ

交渉中のため、売却できるかどうかは定かではないと報

じている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/128eff65b186817f47f8767df945eb01.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/128eff65b186817f47f8767df945eb01.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
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２０１１年、プーチン大統領と故チャベス元大統領が共

同の金融機関を作ることで合意し、Gazprombank と

FONDEN が、元々存在していた EMB の株式を購入し

た。 

 

現在の株式比率は４９．９９％が「FONDEN」。２５％

が「Gazprombank」、１５．９５％が「VTB Bank」（EMB

の元々の親会社）、９．０５％が「ITC Consultants（キ

プロスの会社）」となっている。 

 

１０月に「Bloomberg」はベネズエラが EMB を通じて

米国の金融制裁を回避していると報じていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.207」１０月２５日付の記事参照）。 

 

社 会                         

「良質な水を摂取できているのは１８％」           

 

以前、ベネズエラで蛇口からコーヒー牛乳のような濁っ

た水が出ている記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.213」１１月８日付の記事参照）。 

 

水質調査の専門家ノベルト・サウソン氏は、上水道のろ

過設備が機能しておらず、飲料として求められる水質に

達していないと訴えた。 

 

サウソン氏曰く、飲むことが出来る上水道の水は１８％

程度だと説明。問題の解決手段として、アビラ山の水を

汲む、浄化水を販売している店で購入するなどを勧めた。 

 

サウソン氏は特に言及していないが、外国から調達でき

るのであれば、家庭に浄水器を設置することも対策にな

るだろう。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf

