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（写真）El Nacional “１２月１３日 紙媒体「El Nacional」の発行停止を発表するエンリケ・オテロ社長” 

 

 

２０１８年１２月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「マルティネス元 PDVSA 総裁 死去」 

「Datanalisis 代表 野党に対する問題提起」 

「在マイアミ ベネズエラ人富裕層にインタビュー」 

「Globovision ジャーナリスト 汚職関与を否定」 

経 済                     

「GoodYear 労働者へのタイヤ提供 軍部が妨害」 

「７２回目 DICOM １ドル BsS.３０１．３７」 

社 会                     

「ペレス元 CICPC 捜査官 検死官の証言 

～カベジョ制憲議長が遺体を燃やすよう指示～」 

２０１８年１２月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「外相 反マドゥロ政府外交官 全員退去を示唆」 

「西 Podemos ベネズエラ政府を非難」 

経 済                    

「全国紙 El Nacional 印刷新聞の発行を停止 

～ウェブサイト、デジタル版は継続～」 

「PDVSA グアティレで爆発 ２名死亡」 

「ロシア ペトロ建て取引は何も決まっていない」 

社 会                     

「ハーバード大 ８２０万人が国外移住？」 

「ベネズエラ版オレオレ詐欺 並行レート取引」 
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２０１８年１２月１２日（水曜）             

政 治                       

「マルティネス元 PDVSA 総裁 死去」       

 

１２月１２日 検察庁はネルソン・マルティネス元

PDVSA 総裁が軍人病院で死亡したと発表した。 

 

検察庁は死因について「慢性的な病気が悪化した」と発

表している。 

 

マルティネス元 PDVSA 総裁は、５つの大学院を卒業し

た高い専門性を持つ化学者で、PDVSA の研究開発会社

INTERVEP、PDVSA 精製・開発部門のダイレクター、

プエルトラクルスの精油部門統括、PDVSA ガスの社長、

PDVSA エクアドル・英国・アルゼンチンなど外国支所

の社長を務め、１３年６月からは Citgo の代表、１７年

１月からは石油相を務めていた。 

 

その後、１７年８月～１１月まで PDVSA 総裁を務めた

が、１１月３０日に汚職容疑で逮捕され軍部（Dgcim）

に拘束されていた。マルティネス元 PDVSA 総裁は、拘

束されてから約１年で死去したことになる。 

 

他方、同じタイミングで国連大使を追われたラファエ

ル・ラミレス元 PDVSA 総裁は 

「マルティネス総裁は以前から病状を訴えていたが、適

切な処置を拒否されていた。」 

と訴えている。 

 

マルティネス総裁の緊急入院および死亡をいち早く報

じたのもラファエル・ラミレス元総裁だった。 

 

マルティネス総裁の息子は自身のツイッターで、 

「父は DGCIM で病気に感染し、軍人病院で適切な治

療が行われず、気づいた時には腎臓が処置不能な状況に

なっていた。」と訴えている。 

 

（写真）ラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁 Twitter 

“マルティネス元総裁の死亡を報じるラミレス元総裁” 

 

 

（写真）ネルソン・マルティネス元 PDVSA 総裁 

 

「Datanalisis 代表 野党に対する問題提起」         

 

１２月９日の市議会議員選の結果を受けて、世論調査会

社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は野党の方針

を非難した。 

 

「今のベネズエラ政治は、政府も野党も国民から明確な

支持を受けていない。 

 

引き続き政権交代と信頼できる政治リーダーを望む国

民は多く、この状況はアウトサイダーだった政治家の支

持を集める絶好の機会になっている。 
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政権交代に導くためには①信頼できるリーダーの存在、

②政権交代が可能だと国民が信じること、③政権移行の

ために最も被害が少ない手段を交渉する意志が必要。 

 

今は政権交代に必要な３つの要素が達成できていない。 

 

野党政治家は、「我々の目的はマドゥロからの脱却だ」

「我々の戦略はマドゥロからの脱却だ」と繰り返すが、

誰一人どのように現政権を変えるのか手段を示すこと

が出来ていない。なぜならどのように変えれば良いのか

分からないから。 

 

彼らは言葉で攻撃しているだけで、どのように事態を収

束させるのかを知らない。 

 

投票しない。交渉しない。抗議しない。野党が行ってい

るネガティブな戦略では戦うことはできない。自分たち

を断崖に追い込んでいるようなものだ。 

 

投票・交渉による政権交代を望むのであれば、無法政府

から国民の票をどのように守るのかきちんと説明しな

ければ、反対グループの攻撃にあい負けてしまう。 

 

その後、投票も交渉も支持しない、どのように政権交代

をするかも示すことが出来ないグループに道を譲るこ

とになってしまう。 

 

いつ野党が本当の意味で力を持つことが出来るのか？

いつ伝統野党が国民との繋がりを取り戻し、リーダーシ

ップを発揮することが出来るのか？いつになったら全

ての政治家が一つのテーブルに座り、馬鹿げた紛争を辞

めるのだろうか？」 

との意見を表明した。 

 

 

 

 

 

「在マイアミ ベネズエラ人富裕層にインタビュー」                  

 

ベネズエラ銀行家、企業家のエリヒオ・カデーニョ氏は、

マドゥロ政権を強く非難するペルー人ハイメ・バイリー

氏のテレビ番組に出演（バイリー氏については「ウィ―

クリーレポート No.59」参照）。 

 

同番組で米国、コロンビア、ブラジルともにベネズエラ

に軍事介入することは無いし、ベネズエラの問題はベネ

ズエラ国民が解決するべきとの原則に立てば、他国は軍

事介入するべきではないとの見解を示した。 

 

その後、バイリー氏による 

「では、どうしてこれまでベネズエラでは自国の問題を

解決できなかったのか？」 

との質問に対して、 

 

「野党には５つのグループがある。いつの時代も野党は

この５つのグループのいずれかがリーダーを務めてい

た。例えば、現在野党が選挙を呼びかけたのであれば勝

利するのはマリア・コリナ・マチャド党首だろう。 

 

これは時代によって変わる。カプリレス元ミランダ州知

事だった時もあるし、レオポルド・ロペス VP 党首の時

もある。ラモス・アジュップ AD 幹事長だった時もある。 

 

マドゥロ政権は既に技術的には崩壊している。しかし、

現実的にはマドゥロ政権は存続している。 

 

何故かと言えば、野党が合致しないからだ。理由は他の

４つのグループは、自身がリーダーとして政権交代をす

る機会を失うと考えているからだ。これが結果的にチャ

ベス政権を維持する理由になっている。その結果、国民

が苦しむことになる。」 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d382d58ea047fd9c6afc88426d4aff6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d382d58ea047fd9c6afc88426d4aff6.pdf
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次にバイリー氏は、 

「ベネズエラにはあなたのように国外に出た裕福な野

党支持者がたくさんいる。彼らは政権交代を望んでいる。

どうして政権交代に手を貸さないのか？」 

との質問について 

 

カデーニョ氏は、私が全てを知っているわけではない。

と前置きした上で 

「彼らは政権交代を望んでいるが、表には出たがらない。

マドゥロ政権を恐れているのもあるだろうが、政権交代

のための策謀が良い結果をもたらさないと考えている

のだろう。 

 

８月に起きたドローン襲撃事件もそうだ。私自身はあの

行動には賛同していない。暴力的な手段で政権交代を目

指すのは言葉を綺麗にしてもテロリストと変わらない。 

違法政府に違法行為をしているだけだ。 

 

もちろん私が考えていることが答えではない。 

数日前に米国在住のベネズエラ人企業家１０名と会っ

て話をした。ベネズエラ情勢についてもテーマに上がり

３時間ほど議論をした。 

 

ある人は選挙に参加するべきだと考えており、ある人は

選挙など無意味だと言う。３時間話をしたが結局答えは

出なかった。」 

と語った。 

 

また、外国に移住したベネズエラ人が保有する資産につ

いてすべて合わせれば８，０００億ドルほどあると発言

した。 

 

他、外国に移住したベネズエラ人の多くはベネズエラの

国内情勢について無関心になっているとの見解を示し

た。 

 

 

 

「Globovision ジャーナリスト 汚職関与を否定」                  

 

民法「Globovision」のオーナーであるラウル・ゴリン氏

が起訴され、米国にある複数の不動産が差し押さえられ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.218」１１月２０日付の

記事参照）。 

 

同氏の汚職には野党政治家も関与していると噂されて

いるが、関与を疑われる人物の名前が挙がった。 

 

Globovision でテレビ番組の司会を務めるウラディミー

ル・ビジェガス氏だ。 

彼は元与党政治家で、同氏の弟であるエルネスト・ビジ

ェガス氏は情報通信相など政府閣僚を務めたこともあ

る。 

 

穏健派野党のヘンリー・ファルコン氏と共同で発展進歩

党（AP）を発足した過去もある。 

 

ビジェガス氏は、ずいぶん前からテレビ番組で与野党の

政治家らと意見交換をする番組の司会を務めていた。 

野党寄りのスタンスから与党政治家に質問を投げかけ

る番組で、個人的には同氏のテレビ番組自体は悪いもの

ではなかったと考えている。 

 

そのビジェガス氏はゴリン氏が所有する不動産の一室

をビジェガス氏が社長を務める「Telemann Investings 

of Frorida」の会社名義で所有しているようだ。同不動

産は少なくとも４０万ドルの資産価値があるという。 

 

また、「Telemann Investings of Frorida」を登記した事

務所「Cosme De La Torriente」はラウル・ゴリン氏と

関係がある弁護士事務所のようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0584473222f684683fbc3b139078ad9.pdf
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この報道について、ビジェガス氏は自身のインスタグラ

ムに投稿し、自身は汚職とは無関係であると訴えた。 

 

「私はこれまで３５年間、ベネズエラの報道業界に身を

置き、多くの番組に関わってきた。また、「El Universal」

「El Nuevo Pais」「Cadena Caplires」など多くの情報サ

イトにオピニオン記事を投稿した。 

また、１０年前には政府との意見の違いから与党を離れ

ている。誰にも私が得た所得が不正なものだったとは言

わせない。 

 

現在メディアで報じられている私の評判を落とす報道

は不当なもので断固抗議する。」 

と投稿した。 

 

経 済                        

「GoodYear 労働者へのタイヤ提供 軍部が妨害」           

 

１２月１０日 米国タイヤメーカー「Good Year」は、

ベネズエラ事業からの撤退を発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.227」１２月１０日付の記事参照）。 

 

労働者に渡された事業閉鎖の通知書には 

「追加の退職金とタイヤ１０個を提供する」 

と明記されていた。 

 

労働者は、退職の保証として「Good Year 社」が提示し

たタイヤの提供を軍部が拒んでいると訴えている。 

 

同社労働組合の関係者は 

「Good Year のファン・バルガス社長の委託を受けた弁

護士事務所が１人当たりタイヤを１０個提供すると言

っている。この通知は守られなければいけない。 

しかし、同工場を占拠したベネズエラ政府職員はこの通

知書には何の効力もないとして、タイヤの提供を拒んで

いる。」と訴えた。 

 

「７２回目 DICOM １ドル BsS.３０１．３７」         

 

１２月１２日に７２回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.３０１．３７（１ユーロ

BsS.３４２．６９）。 

 

前回の１ドル BsS.２５３．１１から大きくボリバル安

に傾いた。 

このところ DICOM レートが著しくボリバル安に傾い

ている。１１月２８日時点のレートは１ドル BsS.８５．

８７だったため、２週間で７０％ほどドルに対するボリ

バル価値が失われたことを意味する。 

 

外貨供給額はドル建てで３１５万７，８８５．４８ドル。 

（１４８万９，００２．４３ドルと１４６万７，６６６．

０４ユーロ）前回の２６０．７万ドルから少し増加した。 

 

法人１０１社に対して１３３万５，６５２．５４ユーロ

と３０万４，０４１ドルだった。 

 

また、１，２８３名の個人に対して１３万２，０１３．

５ユーロと１１８万４，９６１．４３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 

Canaima」(業種不明)で９万４３８ユーロ。完成品の輸

入が目的。 

 

次いで、「Sabrina Company」(業種不明)で９万ユーロ。

完成品の輸入が目的。 

 

３番目が「Importadora El Salamy」で８万７００ユーロ。

完成品輸入が目的だった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
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社 会                        

「ペレス元 CICPC 捜査官 検死官の証言        

 ～カベジョ制憲議長が遺体を燃やすよう指示～」                  

 

ベジョモンテ死体安置所の元ダイレクター（ウィリア

ム・ガビリア氏）は、野党系メディア「Punto de Corte」

のインタビューに応じ、オスカル・ペレス元犯罪科学捜

査班（CICPC）捜査官の死体が運ばれた当時の様子を証

言した。 

 

オスカル・ペレス元捜査官はマドゥロ政権に反旗を翻し、

１７年６月に内務司法省のヘリコプターを強奪し、上空

から最高裁、内務司法省を攻撃した。 

 

１８年１月にはペレス氏の潜伏地が判明し、軍部との戦

闘の末に殺害された（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」

１月１５日付の記事参照）。 

 

ガビリア氏は現在ペルーに移住している。 

 

ガビリア氏は当時の様子を振り返り、ペレス捜査官の死

体が運ばれてきた際、すぐに遺体を燃やすようディオス

ダード・カベジョ政権議長など政府高官から指示があっ

たという。また、ペレス氏の遺体が運ばれた時には親族

が近くにいたようだが、遺体を家族にも見せてはいけな

いとの命令があったようだ。 

 

しかし、遺体安置所のボスは遺体を燃やすのを躊躇し、

軍人に対して「ペレス氏の遺体を燃やしたいのであれば、

あなたがやればいい。」と鍵を渡した。 

 

「ペレス氏の遺体が安置所に到着したのは午後７時頃。

彼の遺体の頭部は黒いビニールで覆われており、写真を

撮影することは出来なかった（遺体はすぐに燃やされた

ため検死もできなかったようだ）。 

 

 

ペレス氏の他にアブラハム・アゴスティーニ氏、リスベ

ス・アンドレイナ氏、ホセ・ピメンタル氏、ジャイロ・

ラモス氏、ダニエル・ソト氏の遺体が運ばれてきた。 

 

彼らの遺体は同日中に検死を行った。ダニエル・ソト氏

は首を撃たれており、アブラハム氏は胸部を打たれてい

た。リスベス氏、ピメンタル氏は頭部を銃で撃たれたよ

うで、ボールが破裂したようになっていて驚いた。 

 

リスベス氏は妊娠していた可能性があると報じられて

いたが、私が確認した限りでは妊娠していなかった。」 

と答えた。 

 

２０１８年１２月１３日（木曜）             

政 治                       

「外相 反マドゥロ政府外交官 全員退去を示唆」        

 

マドゥロ大統領が２期目に突入する１月１０日が迫り、

各国政府は対応を検討している。 

 

この状況についてベネズエラのホルヘ・アレアサ外相は

在ベネズエラ外交団らを招き 

「ベネズエラから出たい国はすぐに出るべきだ。しかし、

その場合は全ての外交官を出す。誰も残るべきではない。

我々は、良好な外交関係を構築する全ての国の代表がベ

ネズエラにいてほしいと思っている。」 

とコメントした。 

 

なお、日本政府も５月２３日に G７加盟国として 

「５月２０日の大統領選を認めない」 

とのスタンスを取っている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.141」５月２３日付の記事参照）。 

 

その意味では日本大使館も１月１０日以降、大使がいな

くなる可能性があるかもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
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ただの脅しかもしれないが、その場合、他の大使館職員

もベネズエラから追い出される可能性がある。 

 

 

 

（写真）ホルヘ・アレアサ外相ツイッター 

“日本から岡田大使も出席” 

 

「西 Podemos ベネズエラ政府を非難」           

 

スペイン極左政党「Podemos」のパブロ・イグレシアス

党首がスペイン国会に出廷し、ベネズエラ政府との金銭

的な関係について証言を行った。 

 

イグレシアス党首は、ベネズエラ政府と「Podemos」と

の間に金銭的な関係は無いと明言。これまでチャベス政

権を支持する発言をしてきたが、考えが変わっていると

発言。ベネズエラの状況を「悲惨だ」とした。 

 

 

パブロ・イグレシアス党首の主な発言は以下の通り。 

 

 

１．私を含め全ての人は間違いを犯す。間違いを正すこ

とは我々の権利だ。私は１年前とは考え方が変わっ

ている。 

 

２．政治で間違いを認めることは悪いことではない。私

はベネズエラの政治経済情勢は悲惨だと認識して

いる。 

 

３．ベネズエラ政府から資金的な協力を受けたことは無

い。これまで、誰も Podemos の運営に違法な行為

を確認していない。 

 

４．ベネズエラ政府のために働いたことは無い。 

 

 

経 済                       

「全国紙 El Nacional 印刷新聞の発行を停止      

    ～ウェブサイト、デジタル版は継続～」            

 

１２月１３日 ベネズエラの全国紙「El Nacional」のミ

ゲル・エンリケ・オテロ社長は、１２月１４日をもって

紙媒体の「El Nacional」は休刊すると発表した。 

 

「明日の発行を最後に紙媒体の「El Nacional」を最後と

する。この数年の間、同社で活動してきた記者らの働き

を誇りに思う。El Nacional は記者たちの戦いにより世

界的に評価されたメディアとなった。 

 

紙媒体での発行を停止するが、El Nacional が死ぬわけ

ではない。El Nacional は引き続き民主主義のための戦

いを続ける。El Nacional はゲリラで扉が閉ざされても、

新たな扉を開く。 
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我々はとても強力なポータルサイトを持っている。El 

Nacional は今日も明日も民主主義のための闘争を続け

る。」 

と発表した。 

 

El Nacional のサイトでは月契約でデジタル版が購読で

きるが、ボリバル建ての金額は書かれていない。 

購読料はドル建てになっており５ドル／月と安価に読

むことができる。 

 

「PDVSA グアティレで爆発 ２名死亡」         

 

１２月１３日 デニス・ラミレス記者が自身のツイッタ

ーで「ミランダ州グアティレの PDVSA 工場で爆発が起

き２名が死亡、７名が火傷など怪我を負った」 

と報じた。 

 

この工場での爆発はこの２カ月で２回目。爆発の原因に

ついてメンテナンス不足が原因と報じた。 

 

 

（写真）El Pitazo ツイッター 

“爆発を起こした PDVSA グアティレ工場の様子” 

 

 

「ロシア ペトロ建て取引は何も決まっていない」         

 

ロシアの Serguéi Storchak 財務次官がベネズエラを訪

問。デジタル通貨「Petro」の進捗状況を確認した。 

 

ロシア側の報道を見る限り、ロシア政府はペトロ建ての

取引をするかどうかをまだ決めていないようだ。 

 

１２月１３日  国営メディア「RIA Nóvosti」は、

Storchak 財務次官がロシア記者に対して、 

「PETRO について知ることが出来た。しかし、それ以

上のことは無い。ペトロ建ての支払いについては、まだ

何も決まっていない。」 

と答えたという。 

 

なお、マドゥロ大統領は１２月４日～５日のロシア訪問

の際に、「１９年からペトロ建てでロシアと原油取引を

始める」と発言していたようだ。 

 

社 会                        

「ハーバード大 ８２０万人が国外移住？」           

 

ハーバード大学の経済学者 Dany Bahar 氏と Douglas 

Barrios 氏が少し変わった計算システムを公表している。 

 

「産油量」「原油価格」「年間の家族送金＋経済援助額」

の３つの指標を変動要素として、将来的に何名のベネズ

エラ人が国外に移住するかを予想する計算システムだ。 

 

例えば、現在の実績に近いとされる数値 

「産油量」が日量１１７万バレル、 

「原油価格」が１バレル５４．１ドル 

「家族送金＋経済援助」が２４億ドル 

と仮定すると８２０万人（ベネズエラ人口の２５．６％）

が国外に移住する可能性があるとの数字が出る（次ペー

ジの画像参照）。 
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「産油量」が日量１００万バレル、 

「原油価格」が１バレル５１ドル 

「家族送金＋経済援助」が３０億ドル 

と仮定すると９２０万人（ベネズエラ人口の２８．９％）

が国外に移住する可能性があるとの予測値が出る。 

 

 

（写真）BROOKINGS 

 

 

「ベネズエラ版オレオレ詐欺 並行レート取引」              

 

日本でオレオレ詐欺は有名だが、ベネズエラでは

Facebook のハッキングによるオレオレ詐欺が増えてい

るようだ。 

 

犯罪者が Facebook にハッキングし、そのハッキングし

た人物の知人に対して、並行レート建ての取引を持ち掛

ける。 

 

犯罪グループは知人を装いながら「換金を急いでおり、

誰とでも取引できるものではないから」という理由で、

一般的に公表されている並行レートよりも、有利なレー

トでの取引を持ち掛けるという。 

 

並行レート取引を警察に話すことは無く、Facebook か

らの知人名義での取引なので疑うことなく返信し、承諾

する人も多いようだ。 

 

知人をかたる犯罪者は、別の人物から連絡をさせるとの

メッセージを伝え、その後送金や直接受け渡しなどの手

段でお金を奪うという。 

 

以上 

 

 

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/12/11/cuantos-migrantes-y-refugiados-mas-podemos-esperar-de-venezuela/

