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（写真）デルシー・ロドリゲス財務相 “国債・PDVSA 社債など債券保有者に交渉再開を提案” 

 

 

２０２０年９月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「検事総長 米国人スパイについて追加情報」 

「最高裁 訴訟請求額・弁護士報酬のドル化認める」 

「CNE 有権者数は２０，７１０，４２１人」 

経 済                     

「スリア州 ガソリンの企業輸入・販売を許可」 

「Tipco 制裁回避のため PDVSA との取引停止」 

「Chevron ベネズエラ会社の従業員２０名解雇」 

「FORD ベネズエラで新型 Explorer を販売」 

社 会                     

「レモン川 再び氾濫」 

２０２０年９月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 ２１年以降も続投を宣言 

～国民投票に投票しないとの意見が多数～」 

「財務省 経済妨害対策部など新設」 

経 済                    

「ロドリゲス財務相 債券保有者に提案 

～現在の訴訟を停止し、債務再編交渉開始～」 

「経済専門家 債務再編は法的・資金的に不可」 

「イラン産ガソリン 到着まで２週間」 

社 会                     

「１０月５日から学校を一部開放」 
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２０２０年９月１４日（月曜）             

政 治                       

「検事総長 米国人スパイについて追加情報」       

 

９月１１日 マドゥロ大統領は、ファルコン州のアムア

イ製油所付近で米国人スパイを拘束したと発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.497」参照）。 

 

同発表から３日が経過したが、米国政府・グアイド政権

は未だに本件について沈黙を貫いている。 

 

９月１４日 サアブ検事総長は拘束した米国人の追加

情報を発表した。 

 

サアブ検事総長によると、拘束した米国人の名前は

Matthew Jhon Health 氏。 Matthew 氏は MVM という

軍事会社の職員で０６年～１６年にかけてイラクにあ

る米国中央情報局（CIA）で勤務していたという。 

 

また、Matthew 氏の拘束時に３名のベネズエラ人も拘束

した。 

 

拘 束 し た ベ ネ ズ エ ラ 人 の 名 前 は 、 Marcos Antonio 

Garcés Carapaica 氏、Darwin Andreizo Urdaneta Pardo

氏、Reinaldo Enrique Finol 氏。 

Darwin Andreizo Urdaneta Pardo 氏は軍人だという。 

 

他、Matthew 氏の拘束時に「Chery」の自動車「Arauca」、

衛生電話、３つの携帯電話、外貨、拳銃などを押収した。 

 

これらの情報は前号「ベネズエラ・トゥデイ No.497」

で「La Patilla」が報じた内容と一致しており、当時の報

道が事実であった、あるいは「La Patilla」の情報提供者

がマドゥロ政権側と結託して祖語のない情報を流した

可能性もある。 

 

 

（写真）外務省ツイッター 

“Matthew 氏拘束時に押収した武器、現金など” 

 

「最高裁 訴訟請求額・弁護士報酬のドル化認める」         

 

９月１４日 最高裁は、訴訟時の賠償請求額および弁護

士の報酬をドル建てにすることを許可した。 

 

この決定は２０年８月２７日に裁定１２８号で承認さ

れていた。 

 

この裁定に基づきドル建ての賠償請求を求めたところ、

地方裁判所で訴訟の受け付けを拒否されたという。 

 

この地方裁判所の決定を最高裁が棄却。 

改めて、ドル建ての賠償請求と弁護士報酬をドル建てに

することを認めたという。 

 

なお、弁護士の報酬は賠償額の３０％を上限とし、金額

は４．２万ドルを上限とするようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/95721c9c880481707043219dffa9a336.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/95721c9c880481707043219dffa9a336.pdf
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「CNE 有権者数は２０，７１０，４２１人」                  

 

９月１４日 「国家選挙管理委員会（CNE）」は、１２

月６日の国会議員選の有権者数を発表。 

 

有権者は２０，７１０，４２１人とした。 

 

ベネズエラの人口は３，２００万人超とされる（外国で

の投票も可能なので、外国に移住したことで有権者が減

ることは無い）。 

 

従って、人口の約６５％が有権者ということになる。 

 

経 済                        

「スリア州 ガソリンの企業輸入・販売を許可」           

 

９月１４日 スリア州のオマール・プリエト知事は、ガ

ソリンスタンドの経営者にガソリン燃料の輸入を許可

すると発表した。 

 

また、輸入したガソリンは油種によるが基本的に１リッ

トル当たり０．７～０．８ドルで販売できるとした。 

 

２０年６月 マドゥロ政権は、補助金なしのレギュラー

ガソリン、ハイオクガソリンを販売する際の価格を１リ

ットル当たり０．５ドルに固定した。 

 

今回のプリエト知事の発表は、当時定めた固定価格より

も高い価格で販売することを許可したことを意味する。 

 

現在、ベネズエラは深刻なガソリン不足にあり、特に地

方のガソリン不足は危機的な状況にある。 

 

この状況を受けての対応と思われる。 

 

 

 

「Tipco 制裁回避のため PDVSA との取引停止」         

 

エネルギー情報専門会社「Argus Media」は、タイの

「Tipco」が２０年１１月から PDVSA との取引を停止

すると報じた。 

 

「Tipco」はマレーシアに「Kemaman 製油所」を保有し、

アスファルトを生産している。 

 

「Tipco」がタイの証券取引所に提出した資料によると、

米国政府から２０年１１月までに PDVSA との取引を

停止するよう求められているという。 

 

２００７年から同製油所でのアスファルト生産は

PDVSA の原油を使用しており、PDVSA からの原油輸

入が停止すれば、製油所が一時的に停止することになる

ようだ。 

 

「Chevron ベネズエラ会社の従業員２０名解雇」                  

 

「ロイター通信」は、「Chevron」がベネズエラの従業員

２０名を解雇したと報じた。解雇の理由は原油価格の下

落としている。 

 

米国政府は１９年１月に PDVSA を制裁リストに追加。 

 

この制裁により米国企業は PDVSA との取引が禁止さ

れたが、「Chevron」などベネズエラで事業を継続してい

る一部の米国エネルギー会社についてはライセンスを

発効。ベネズエラでの一定の活動を許可していた。 

 

しかし、２０年４月 米国政府はライセンスで許可して

いた活動の幅を縮小し、ベネズエラの資産を維持するた

めの活動だけを許可するようになった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.435」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
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２０年４月に更新したライセンスの有効期限は２０年

１２月１日で、有効期限が近付いている。 

 

なお、ロイター通信が Chevron 関係者から入手した情

報によると、Chevron は長期的な視点に立ちベネズエラ

での事業に取り組んでおり、状況が変わればベネズエラ

での事業を再開するとの意志を示したという。 

 

「FORD ベネズエラで新型 Explorer を販売」                  

 

「Ford Motor de Venezuela」は、「Explorer ２０２１」

の２モデル（Limited と ST）を発表した。 

 

「Explorer」は、大型車で防弾車に使用されることが多

い。 

 

「Explorer Limited」は、３００馬力、燃費は１リット

ル当たり９．８キロ。 

 

「Explorer ST」は４００馬力、燃費は１リットル当たり

８．５キロ。 

 

「Ford Motor de Venezuela」の社会責任大衆関係担当

のパトリシア・ヒモン氏は、「Explorer はベネズエラで

３０年間の歴史を持っており。６代目のモデルとなる。

特に ST は最も強い車で、顧客がこの車のパフォーマン

スに満足をすると確信している。」と述べた。 

 

 

（写真）Ford Motor de Venezuela 

 

社 会                        

「レモン川 再び氾濫」                   

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.496」で、９月９日にアラ

グア州を流れるレモン川が氾濫したとの記事を紹介し

た。 

 

この災害から１週間も経たない９月１４日、レモン川が

再び氾濫した。 

 

今年のベネズエラの雨期は長くなると予測されている。 

今後も同地域で洪水被害が起きる可能性が高く、地元住

民の絶望する様子が報じられている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
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２０２０年９月１５日（火曜）              

政 治                       

「グアイド議長 ２１年以降も続投を宣言        

  ～国民投票に参加しないとの意見が多数～」        

 

９月１５日 グアイド議長は、２１年１月５日から野党

国会が消滅するとの懸念について、「そのような懸念は

存在しない。」と一蹴。憲法に準じて現在の国会が継続

するとの見解を示した。 

 

「国会権力が消滅するということはあり得ない。 

 

憲法規範に従い成立した現在の国会は、自由で平等な環

境での大統領選、国会議員選が実際されるまで暫定政権

を継続する。 

 

私の使命は大統領として新政権の発足に尽力すること

だ。２１年以降、私が亡命することもあり得ない。」 

と２１年以降も自身が大統領として暫定政権を率いる

意志があることを改めて発表した。 

 

また、グアイド政権が呼びかけた国民投票について改め

て支持者に投票参加を呼びかけた（国民投票については

「ベネズエラ・トゥデイ No.495」参照）。 

 

ただし、グアイド政権の支持率は著しく下がっており、

「Datanalisis」や「Meganalisis」などが実施した世論調

査では、グアイド政権への不信感はマドゥロ政権とそこ

まで変わらない。 

 

この状況を受けてツイッターやインスタグラムでは「国

民投票に参加しない」との意志を表明する投稿が増えて

いるという。 

 

 

 

 

「財務省 経済妨害対策部など新設」           

 

９月１５日 デルシー・ロドリゲス財務相（副大統領兼

務）が財務省の組織変更をしたと発表した。 

 

今回の組織変更により財務省に新たに３部署が出来た。 

 

１つ目は「制裁妨害対策部」 

２つ目は「経済繁栄・生産拡大部」 

３つ目は「外国取引・投資促進部」 

 

以下がベネズエラ財務省の新たな組織図。 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス財務相ツイッター 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
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経 済                       

「ロドリゲス財務相 債券保有者に提案            

 ～現在の訴訟を停止し、債務再編交渉開始～」            

 

９月１５日 デルシー・ロドリゲス財務相（副大統領）

は、ベネズエラ国債、PDVSA 社債、カラカス電力公社

債の保有者に対して債務支払いに関する協議再開を提

案した。 

 

１７年１１月２日 マドゥロ政権は債券保有者に対し

て債務再編を提案した（「ベネズエラ・トゥデイ No.54」

参照）。 

 

しかし、１７年８月末にマドゥロ政権に経済制裁を科し

た米国政府は、投資家が債務再編交渉でマドゥロ政権と

同意することを禁止。交渉は暗礁に乗り上げた。 

 

現時点でロドリゲス財務相から債務再編に関する具体

的な提案はされていない。債券保有者に対して交渉再開

の呼びかけを行っているだけだ。 

 

ただし、交渉再開の条件として複数の提案がされている。 

 

１つ目は、各債券の額面総額の７５％以上を保有する投

資家がグループを組織すること。 

 

２つ目は、投資家は現在訴えを起こしている訴訟を停止

すること。 

 

これらの条件に承諾したことを書面にして１０月１３

日までに指定の住所に提出すること。 

 

現時点では、この提案に応じる姿勢を示す投資家は現れ

ていない。 

 

 

 

「経済専門家 債務再編は法的・資金的に不可」         

 

ロドリゲス財務相の提案について、ほぼ全ての経済専門

家が否定的な見解を示している。 

 

「バンク・オブ・アメリカ」の元ベネズエラ担当リサー

チャーのフランシスコ・ロドリゲス氏は、今回の提案に

ついて「法的に不可能」との見解を示した。 

 

現在残っているベネズエラ国債・PDVSA 社債、カラカ

ス公社債は全て「ニューヨーク法」を準拠法としており、

米国はグアイド政権を暫定政権と認識している。 

 

米国にとってマドゥロ政権は過去の政権であり、彼らに

債務再編交渉を行う権限がないため、債権者と合意して

も法的に有効にならないとの見解を示した。 

 

また、ベネズエラの現地経済調査会社「Ecoanalitica」の

アスドゥルバル・オリベロ氏は、「資金的に不可能」と

の見解を示した。 

 

周知の通り、米国の制裁を受けてマドゥロ政権の現金は

枯渇している。 

 

新たに債券を発行することで債務再編を行うという手

段があるが、米国の金融システムを通さずに債券を発行

することは極めて困難。 

 

更に債務再編交渉で合意した場合、米国政府の制裁を受

けるリスクも存在する。 

 

これらの懸念要素を考えると、マドゥロ政権と債務再編

交渉を行っても徒労に終わる可能性が高く、制裁リスク

が高いと言えそうだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
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「イラン産ガソリン 到着まで２週間」         

 

イラン産ガソリンを積んだタンカー３隻がベネズエラ

に向かっている。 

 

これらのタンカーは制裁の影響を回避するため、欧州経

由ではなく、アフリカ経由でベネズエラに向かっている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.496」「No.497」参照）。 

 

「Tanker Trackers」は、これらのタンカーの最新の位置

を公表。現在は南アフリカ、ナミビアのあたりを運航し

ているとした。 

 

下が現在のタンカーの位置。 

上から「Forest」「Fortune」「Faxon」の順。 

 

「Tanker Trackers」は、これらのタンカーがベネズエラ

に到着するのは２週間後（９月末～１０月初め頃）にな

るだろうと予想した。 

 

また、現在のベネズエラのガソリンの使用量が日量３．

５万バレルと仮定すると、今回のタンカー３隻のガソリ

ンは２３日分に相当するとしている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

 

 

 

社 会                       

「１０月５日から学校を一部開放」            

 

ベネズエラの新学期は９月１６日から始まる。 

 

現在、ベネズエラは遠隔学習を行っており、通学形式の

学習は全国的に行っていない、 

 

マドゥロ政権は、新学期開始からの通学再開を検討して

いたようだが、結局、これまで通り遠隔形式の学習を継

続することになった。 

 

９月１５日 新学期の開始を前にマドゥロ大統領は、１

０月５日から学校を開放すると発表した。 

 

ただし、学校を開放するのは、Covid-１９隔離措置の緩

和期間だけ。 

 

マドゥロ政権は、１週間ごとに「緩和週間」「隔離週間」

を繰り返しており、「緩和週間」だけ学校が開放される

ようだ。 

 

学校では昼食が提供され、教科書、文房具なども無償で

提供されると説明した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/95721c9c880481707043219dffa9a336.pdf

