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（写真）大統領府 “甥２名に懲役１８年が宣告がされた後のマドゥロ大統領と妻のシリア・フローレス氏” 

 

２０１７年１２月１３日（水曜） 

 

政 治                    

 「野党連合 大統領選に向けたプレ選挙準備開始 

～AP 党首 野党連合を非難～」 

「急進野党 リマグループに交渉不参加を要請」 

 経 済                    

 「旧市街地でコミューン紙幣パナルが流通」 

 「OPEC PDVSA 産油量は１６カ月連続で減少」 

 「ISDA PDVSA 社債の時価は１７．６％」 

 「PDVSA２２年利息 Euroclear に着金せず」 

社 会                    

「マイケティア空港付近で労働者がストライキ」 

２０１７年１２月１４日（木曜） 

 

政 治                   

 「与野党対話に向けた野党の動き」 

 「１８年国会議長はマルケス新時代党党首」 

経 済                   

 「Shinopec との未払い問題は解決」 

 「CAF ベネズエラ中央銀行に４億ドル融資」 

 「PDVSA 21・24・26・35 利払い開始を発表」 

 「ダイヤモンドの国際販売が認められる」 

 「ECLAC １８年の GDP 成長率は△５．５％」 

社 会                   

「大統領妻の甥 １８年の禁固刑を宣告される」 
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２０１７年１２月１３日（水曜）             

政 治                       

「野党連合 大統領選に向けたプレ選挙準備開始      

        ～AP 党首 野党連合を非難～」       

 

大衆意志党（VP）のルイス・フロリダ議員は、野党連合

として２０１８年の大統領選の検討を本格的に開始す

ると発表。以前より水面下での動きは報じられているが

野党連合として正式に大統領選に向けた検討開始を発

表したのは今回が初めてのことになる。 

 

大統領選候補の検討は７つの野党政党を中心に議論さ

れると語った。 

 

「基本的に方針はプレ選挙を実施し、候補者を一人に絞

ることだ。我々は大統領選が２０１８年の第一四半期に

行われると考えている。 

 

１０月１５日の州知事選以来、同盟に亀裂が生じており、

未だに修復されていない。野党連合に再編が必要であれ

ば再編を辞さない。 

 

与野党交渉について、野党連合としての第一目的は透明

性のある選挙を行うことだ。真に独立した選挙管理委員

会（CNE）の存在が必要だ。」と述べた。 

 

また、与党が要求している米国の金融制裁の解除につい

て記者から聞かれると 

 

「制裁は我々が科しているわけではない。国会は議会と

して外交を行うことは出来る。」と米国への仲介役を果

たすことが出来ると理解できるような発言をしている。 

 

 

 

 

一方で野党連合の方向性について異議を示す者もいる。

発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首もその一

人。 

 

ファルコン氏は自身のツイッターで 

「選挙制度への猜疑心をあおり、市長選の不参加を推進

し、３０８市を与党にプレゼントした野党連合が大統領

選に向けたプレ選挙の検討を呼びかけた。選挙制度は何

も変わっていないにもかかわらずだ。無責任だ。」 

と投稿した。 

 

なお、ファルコン氏率いる AP 党および主要政党で唯一

市長選に参加した新時代党（UNT）は市長選で大敗北を

喫している。同氏のツイッターは上記の投稿以外は沈黙

を続けている。 

 

「急進野党 リマグループに交渉不参加を要請」         

 

急進野党を中心に組織した市民団体 Soy Venezuela は、

マドゥロ政権を厳しく非難するリマグループに対して

与野党交渉の証人にならないよう要請した（リマグルー

プについて「ベネズエラ・トゥデイ No.17」８月８日付

の記事参照）。 

 

Soy Venezuela のスタンスは政府が政権移行を約束する

前提であれば対話のテーブルに着くというもの。現在行

われている与野党交渉は、現政権の交代が前提になって

おらず、政府に時間を与えるだけだと考えている。 

 

以下、Soy Venezuela がリマグループに宛てた書簡の簡

訳。 

 

 

ベネズエラが置かれている状況について Soy Venezuela

としての見解を示したい。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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１２月１０日に全国市長選が行われた。この選挙は制憲

議会に従って実施されたもので、選挙結果は民意を無視

したものだった。 

 

また、１２月１５日にドミニカ共和国で行われる与野党

交渉について以下の通り認識している。 

 

1. ベネズエラは制憲議会の存在により民主主義と憲

法が破壊された状態。制憲議会の起源は憲法の枠組

みを超えたものだった。 

2. １７年８月８日にリマグループは「制憲議会の存在

を認めない」との声明を発表した。「また制憲議会に

よる決定も認めない」との声明を発表した。この声

明は９月２０日の国連の場と１０月２６日のトロ

ント会合でも再確認されている。与野党交渉に臨む

ことは制憲議会を認識することになり、民主主義へ

の移行を妨げる結果になる。 

3. したがって、ドミニカ共和国での与野党交渉を受け

入れることは出来ない。制憲議会と協定を結ぶこと

は大多数のベネズエラ国民に受け入れられていな

い。 

4. 同時に我々は２０１８年に行われる大統領選にむ

けて何らかの合意を結んだ結果、独立した組織によ

る結果の確認が実施されず、政権が延命することを

危惧している。 

5. １２月１５日の与野党交渉は現政権が権力を維持

するためのイベントだ。現政権は汚職、バラマキ、

統制のない財政政策を行っており政権を維持して

はいけない。 

6. 人道支援、第三者の監督による透明な選挙の実施、

政治犯の解放など野党が提示する条件を政府が飲

むまでは交渉に着くべきではないと考えている。 

 

独裁政権の延命に協力するような与野党交渉にリマグ

ループが参加しないことを望む。 

 

 

 

経 済                       

「旧市街地でコミューン紙幣パナルが流通」          

 

カラカス旧市街に「１月２３日地区」という地域が存在

する。この地域でコミューン紙幣「パナル」の流通が始

まっている。１パナル５，０００ボリバルの価値がある。 

 

この紙幣を発行しているのは「PANAL コミューン銀行」

という金融機関。町の自警団（コレクティーボと呼ばれ、

危険なグループとして認知されている）によって導入が

進められているようだ。まだ試験段階のようでコミュー

ン紙幣はお米、シリアルの売買にしか利用できない。ま

た、１月２３日地区でのみ使用可能だ。いわゆる町の商

品券のようなイメージと思われる。 

 

パナル紙幣はチャベス大統領や歴史の偉人などの顔写

真が印刷されている。 

 

 

（写真）Comuna El Panal ２０２１ツイッター 
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「OPEC PDVSA 産油量は引き続き減少」         

 

石油輸出国機構（OPEC）は加盟国の１１月の平均産油

量を更新した。OPEC によると２０１７年１１月のベネ

ズエラの産油量は日量１８３．４万バレルで先月から４．

２万バレル減少した（第三者の専門家調べ）。 

 

２０１７年１月には日量２００．４万バレルだったのが

２０万バレル近く減少したことになる。更に遡ると２０

１５年の年間平均産油量は日量２３１．９万バレル、２

０１６年は日量２１５．４万バレルだった。産油量はこ

の３年間コンスタントに減少している。 

 

なお、ベネズエラ自身の申告では日量１８３．７万バレ

ル（先月比１１．８万バレル減）だった。これまで OPEC

の第３者による予測値とベネズエラ自身の発表値は１

０～２０万バレルほど誤差があったが、今回の発表でそ

の誤差がほぼなくなっている。 

 

 

 

（出所）OPEC Monthly Oil Report 

 

「ISDA PDVSA 社債の時価は１７．６％」                 

 

１２月１３日 国際スワップデリバティブ協会（ISDA）

は PDVSA 社債で信用イベントの発生が認められた債

券の CDS 保険付保率を決めるための競売を実施した。 

 

その結果、PDVSA社債の時価は１７．６％と決まった。

PDVSA 社債について CDS のプロテクションを受けて

いた者は差額の８２．４％分の保険料を受け取ることが

出来る。 

 

なお、１２月１２日にはベネズエラ国債の競売も行われ

ており、国債の時価は２４．５％になった（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.71」１２月１２日付の記事参照）。 

 

「PDVSA２２年利息 Euroclear に着金せず」             

 

ブルームバーグは PDVSA２０２２年の利息９，０００

万ドルが決済機関 Euroclearに着金していないとの報道

を流した。 

 

１１月２４日に PDVSA は自身の公式ツイッターで同

債券利息の支払い手続きを開始したと発表されていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」１１月２４日付の記

事参照）。しかし、１１月２７日にグレースピリオド（支

払猶予期限）が切れたまま利息の着金が確認されていな

かった。 

 

同債券はゴールドマンサックスが１７年５月に約７

０％（額面２８億ドルの社債を８．７億ドルで購入）の

ディスカウントで購入した社債でもある。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
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社 会                       

「マイケティア空港付近で労働者がストライキ」          

 

１２月１３日 ベネズエラの国営航空会社アエロポス

タル社の労働者がカラカスのマイケティア空港に向か

う道路を封鎖しストライキを行った。 

 

ストライキの理由は給料未払い。１１月下旬分の給料と

食料チケット、年末賞与を受け取っていないことが理由。

参加者は支払いがされるまでストライキを継続すると

訴えている。 

年末にかけて空港へ向かう人が増えることが予想され

るが、同ストライキにより道が混む可能性が高い。空港

に向かう際は念のため早めに出かけることをお勧めす

る。 

 

（写真）Maduradas 

 

２０１７年１２月１４日（木曜）             

政 治                       

「与野党対話に向けた与野党の動き」        

 

１２月１５日にドミニカ共和国で行われる与野党交渉

に参加するためルイス・フロリダ議員がベネズエラを発

った。 

 

 

 

前回１２月１日、２日に行われた交渉には野党の付き添

い国としてメキシコ、チリが参加した。本来はパラグア

イも参加する予定だったが、最終的にパラグアイは参加

していない。 

 

パラグアイはマドゥロ政権を最も強く非難する国の一

つだ。パラグアイ外相は与野党交渉に出席しない理由に

ついて、「自国の大統領プレ選挙が近いことが理由」と

説明しているが、それは最初から分かっていた予定であ

り、参加しない本当の理由は与野党交渉に参加すること

に同国内部で反対意見が多いからだろう。 

 

なお、フリオ・ボルヘス国会議長は与野党交渉には参加

しないと見られている。与野党交渉に反対しているから

ではなく、１２月１４日にフランスで授与されるサハロ

フ賞授賞式に出席するためのようだ。 

 

ルイス・フロリダ議員は 

「２０１８年に行われる大統領選に向けて現在出馬を

禁止されている野党の筆頭リーダーの出馬を可能にす

るよう求める。具体的には大衆意志党（VP）のレオポル

ド・ロペス党首、第一正義党のエンリケ・カプリレス氏、

国民勇猛同盟（ABP）のアントニオ・レデスマ党首とベ

ネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首

の４名。 

ベネズエラ国民にとって悪い条件に合意するくらいで

あれば、合意しない。」と述べた。 

 

ボルヘス議長の不在により、今回の与野対話の主要プレ

ーヤーは、与党側はホルヘ・ロドリゲス情報通信相とデ

ルシー・ロドリゲス制憲議長（二人は兄妹）の２名。 

野党側はルイス・フロリダ議員になるだろう。 

 

実はこのフロリダ議員とロドリゲス兄弟は祖父が同じ

で親戚関係にある。 
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７０年前にパスクアル・フロリダという大農場主がいた。

彼は９人の妻を持ち、４５人の子供を持っていた。しか

し、９人の妻の長子だけを自身の子供として認知し、そ

れ以外の子供は母親が育てた。 

 

その中の長子はルイス・フロリダ議員の父親のビセン

テ・フロリダ氏。 

 

他方、ロドリゲス兄弟の父親のホルヘ・ロドリゲス氏（情

報通信相と同姓同名）は長子ではなかったので、母親に

育てられた。そして、ホルヘ・ロドリゲス氏（父親）は

共産党員として活動し、１９７６年に当時の政権に暗殺

されている。 

 

 

（写真）右からホルヘ・ロドリゲス情報通信相（与党）、 

ルイス・フロリダ議員（野党）、デルシー・ロドリゲス

制憲議長（与党） 

 

「１８年国会議長はマルケス新時代党党首」           

 

国会役員の任期は１年。２０１７年も終わろうとしてお

り、１月から国会は新しい議長、副議長らが就任する。 

 

非公式情報によると、２０１８年の国会議長は新時代党

（UNT）のエンリケ・マルケス党首。第一副議長は発展

進歩党（AP）のフリオ・セサル・レジェス議員。第二副

議長はまだ決まっていないようだ。 

 

 

他、秘書官は行動民主党（AD）のネガル・モラレス議

員が就任する見通し。 

 

UNT、AP、AD は、現在議長・第一副議長を務める第

一正義党（PJ）と大衆意志党（VP）よりも穏健派。特に

大事なのは国会議長と国会第一副議長。この人事は２０

１８年の野党方針に少なくない影響を与えることだろ

う。 

 

 

（写真）エンリケ・マルケス UNT 党首ツイッター 

 

（写真）セサル・レジェス氏（AP）ツイッター 

 

経 済                         

「Shinopec との未払い問題は解決」            

 

中国の石油会社 Shinopec 社が未払い金の支払いを求め

て PDVSA を相手取り米国で訴訟を起こしていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.69」１２月７日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
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１２月１４日 AP 通信は、Shinopec が PDVSA への訴

訟を取り下げたと報道した。 

現地紙「エルナシオナル」によると PDVSA は未払分の

２１５０万ドルについて１２月１４日と１８年１月１

５日の２回に分けて支払うことで合意した。訴訟のため

に費やされた Shinopec 社の費用については人民元建て

で PDVSA が支払うことで合意したようだ。 

 

１２月９日にはケベド総裁やシモン・セルパ財務担当役

員らを含めて Shinopec が会合を行っていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.70」１２月９日付の（ケベド総裁 国

内外の合弁相手らと会合）記事参照）。この際に具体的

な合意が交わされたと思われる。 

 

「CAF ベネズエラ中央銀行に４億ドル融資」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.69」１２月６日付の記事（中

央銀行 CAF に４億ドル融資求める）で、アンデス開発

公社（CAF）に４億ドルの融資を求めていた記事につい

て紹介した。 

１２月１５日 CAF はベネズエラの流動資金の問題を

緩和するために４億ドルを融資すると発表した。また、

融資に関する補足として、CAF は過去３年間に加盟国

１１カ国に対して同様の理由で５１億ドル相当の融資

を行っていると説明した。 

 

一方、野党は国会の承認を経ず政府に融資をすることは

憲法違反であり、政権交代後には同融資を履行しない可

能性があると述べていた。 

第一正義党（PJ）のアンヘル・アルバラード議員は 

「CAF の職員たちよ。この政府に対して融資をする者

はいない。今の政府が返済をすると考えているのか。中

央銀行総裁は国会の承認を経ていない。あなた方が行っ

ているのは人権侵害を行っている独裁政権への資金援

助だ。」とツイッターで非難した。 

 

「PDVSA 21・24・26・35 利払い開始を発表」        

 

１２月１４日 PDVSA はツイッターで 

「ベネズエラ政府と PDVSA は全ての債権者に対して

PDVSA２６、２４，２１，３５年社債の利息支払いプ

ロセスを開始したことを報告する。」と発表した。 

 

PDVSA２０２６年社債は、１２月１５日にグレースピ

リオド（支払猶予期限）が切れる。PDVSA２４年、２１

年、３５年社債については、来週１８日にグレースピリ

オドが切れる予定だった。 

この４債券の利息は合計で約５．４億ドルになる。 

 

PDVSA社債については着金していない利息はあるもの

の、とりあえず全て支払い手続きを開始したとのアナウ

ンスが流れている。 

 

一方で国債の利払いは１１月１５日の国債１９、２４年

を最後に、送金手続きを始めたというアナウンスさえも

行っていない。 

 

 

（写真）PDVSA 公式ツイッターより抜粋 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
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「ダイヤモンドの国際販売が認められる」              

 

ベネズエラ政府はオーストラリアクイーンズランドで

行われた「２０１７年キンバリープロセス承認システム

総会」に出席した。 

 

同総会で、ベネズエラがダイヤモンドを合法的に国際市

場で販売することが承認された。 

 

キンバリープロセスの代表を務めるベネズエラ中央銀

行のホセ・カーン役員は 

「我々はベネズエラの経済発展と社会開発に貢献する

ためにダイヤモンドを販売することを同組織で認めら

れた。」と述べた。 

 

ダイヤモンドの採掘活動ではマフィアや違法行為が横

行しており、テロの資金源になることも多々ある。これ

らの活動に一定の監視を敷くためにキンバリープロセ

スが存在し、同プロセスに準じない方法で採掘している

国は合法的に国際市場でダイヤモンドを販売できない

ようになっている。 

 

ベネズエラは原油価格の低迷以降、石油以外の鉱物資源

の輸出拡大を進めており、ダイヤモンドもその一つ。２

０１６年１１月にキンバリープロセスに加盟していた。 

 

「ECLAC １８年の GDP 成長率は△５．５％」        

 

１２月１４日 国連のラテンアメリカ・カリブ経済委員

会（ECLAC・スペイン語名 CEPAL）は、２０１８年の

ラテンアメリカおよびカリブ海地域のGDP成長率は前

年比２．２％増になるだろうとの見通しを示した。 

 

なお、２０１７年の同地域の経済成長率見通しは前年比

１．７％増だったので、今年よりも好調に推移するだろ

うとの見通しになる。 

 

一方でベネズエラについては、２０１８年の GDP 成長

率は前年比マイナス５．５％と予想。２０１７年よりも

更に経済が縮小するとの見通しを示した。 

なお、２０１７年のベネズエラの GDP 成長率は前年比

マイナス９．５％と分析。２０１４年から４年連続のマ

イナス成長になる。 

 

社 会                       

「大統領妻の甥 １８年の禁固刑を宣告される」          

 

マドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏の甥のカンポ

ス・フローレス氏とフローレス・デ・フェレイタ氏の２

名は懲役１８年を宣告された。加えて、各自５万ドルの

罰金を支払う。彼らはフロリダの刑務所に収容される。 

 

両名は２０１５年１１月、コカイン８００キロを飛行機

で米国に運ぼうとした罪で逮捕された。なお、逮捕され

た場所は中継地のホンジュラス。 

 

判決まで２年以上かかったことになる。何度も判決が下

される予定日があったが、これまで全て延期されていた

ため今回も延期されると思っていたが最終的な判決に

至った。 

検察側は最低でも懲役３０年を求めていた。また、両名

に厳格な処罰を求める署名が裁判所に提出されている。 

しかし、懲役１８年の禁固刑が宣告された。 

ベネズエラ政府の汚職事情について司法取引すること

を条件に減刑の処分が下されたのが理由とみられてい

る。 

 

本件については、情報が錯そうしており、ウィークリー

レポートで内容の詳細については別途紹介したい。 

 

以上 


