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（写真）ラファエル・ラミレス前国連大使ツイッター “ラミレス氏による国連総会での演説（１７年１０月）” 

 

２０１７年１２月４日（月曜） 

 

政 治                    

 「与党交渉窓口 制裁解除がなければ選挙もない」 

 「新 PDVSA 総裁 １００人超の素行調査を実施 

～業者との契約内容の再確認も実施～」 

「スペイン外相 米国と欧州の協力深化を提案」 

経 済                    

 「デジタル通貨ペトロについてのコメント」 

 「Crystallex 与党との合意を否定」 

 「IATA １８年１月でカラカス事務所閉鎖」 

「Fitch Citgo の格付けを CCC に降格」 

「PDVSA 内部情報 飛行機燃料の不足が深刻」 

２０１７年１２月５日（火曜） 

 

政 治                    

 「ラミレス国連大使ついに辞表提出 

～アレアサ外相と一緒に米国を離れる～」 

 「サアブ検事総長 アンドラ銀行４２億ユーロ 

～資金洗浄、船舶契約など～」 

経 済                    

 「電力公社 ウェルスファーゴに着金拒否される」 

 「パラグアナ製油施設の稼働率は１３％」 

「S＆P PDVSA１７年社債をデフォルト認定」 

 「ニッケル・石炭開発 ５．８億ドルの投資署名」 

 「国会 ９カ月間で GDP 前年同期比△１２％」 
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２０１７年１２月４日（月曜）             

政 治                       

「与党交渉窓口 制裁解除がなければ選挙もない」       

 

１２月１日、２日に与野党交渉がドミニカ共和国で行わ

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.67」１２月２日付の

記事参照）。 

 

１２月４日 与党側の対話窓口を務めるホルヘ・ロドリ

ゲス情報通信相は制裁を解除しなければ選挙を実施し

ないと発言した。 

 

「野党がトランプ政権に求めた卑劣な制裁行為を解除

しない限り、野党と合意をすることもないし、選挙も実

施しない。」とコメントした。 

 

同コメントに対して、自宅軟禁措置からスペインに脱出

したアントニオ・レデスマ氏は 

「外国の制裁解除を透明な選挙の条件にするなど、考え

られない。ベネズエラはキューバの植民地と化している。

諸外国に助けを求める。」 

 

また、与野党交渉のメンバーとして参加していいたホル

ヘ・ロイ元ベネズエラ商工会議所の代表はラジオのイン

タビュー番組で 

 

「政府は制裁を解除しなければ選挙を実施しないと言

い出した。他国が受ける印象を想像してみてほしい。 

 

政府が法律を順守すれば制裁は解除されるだろう。ベネ

ズエラは民主主義の道を逸れてしまった。制裁だけが民

主主義に戻す方法だ。制裁は更に加速することだろう。」 

 

 

 

 

「新 PDVSA 総裁 １００人の素行調査を実施       

     ～業者との契約内容の再確認も実施～」         

 

１２月３日 マヌエル・ケベド新 PDVSA 総裁兼石油相

は、これまでの PDVSA のオペレーションを徹底的に調

査すると発表した。 

 

まずは PDVSA の役職者の調査が行われるようだ。 

 

「PDVSA には１００の役職がある。我々はこれらの役

職者全員を外部役員と一緒に調査する。彼らが本当に石

油産業のために働いているのかを労働者の意見も含め

て調査する。この調査は増産に寄与する。」 

 

また、調査は PDVSA の契約相手先にも及ぶ。 

 

「PDVSAと商業取引をしている企業は２６２社以上あ

る。我々は PDVSA に財・サービスを提供する契約業者

に対して調査を実施する。PDVSA を破壊した過去のボ

ードメンバーが主導した契約の更新は行われない。」と

コメントした。 

 

 
（写真）国営放送局 VTV 映像の抜粋 

“PDVSA の査察について発表するケベド新総裁” 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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「スペイン外相 米国と欧州の協力深化を提案」                 

 

スペインのアルフォンソ・ダティス外相はレックス・テ

ィラーソン米国国務相に対してベネズエラの危機に欧

米が協力して対応するよう求めた。スペインは欧州連合

の中でも特にベネズエラ政府に対して批判的な立場を

示している。 

 

ダティス外相はティラーソン国務長官とのランチミー

ティングで 

「最近、欧州連合はベネズエラ向けの武器、その原材料

の輸出を禁止した。同様に人権侵害に加担したベネズエ

ラ政府関係者のブラックリストを作成するための法的

枠組みを作った（「ベネズエラ・トゥデイ No.59」１１

月１３日付の記事参照）。米国と欧州連合が協力してベ

ネズエラの人権侵害を解決に導く必要がある」と説明し

た。 

 

他、１２月４日～６日にかけて米国ワシントンで、ダビ

ッド・サリバン在米国欧州連合大使、１５名の欧州連合

議員団、米国のミハエル・フィッツパトリック米州南部

地域担当が会合を行う。 

 

会合の目的は両地域の協力関係の発展について議論す

るものだが、会合の中でベネズエラの人道危機について

も議論される。 

 

経 済                       

「デジタル通貨ペトロについてのコメント」          

 

１２月３日 マドゥロ大統領はデジタル通貨「ペトロ」

の運用を開始すると発表した。本件について多くの経済

学者がコメントを発表している。 

 

ベネズエラの経済調査会社「エコノメトリカ」のエンケ

ル・ガルシア氏は 

 

「デジタル通貨は使用用途が限られており実経済での

利用は難しい。世界で最も使用されているビッドコイン

も含めて、使用用途は投資でありモノを買う目的ではあ

まり使われていない。 

政府が制限できる能力も限られており、デジタル通貨を

使用することは並行レートを公式な為替レートと認め

ることを意味している。」とコメントした。 

 

世論調査会社ダタナリシスのビセンテ・レオン社長は 

「ペトロが原油や金など価値のある現物で保証されて

いる理由は通貨に対する信頼を得るためだろう。しかし、

信頼を得るために最も大事な部分は疑問が残るままだ。

つまり、国民は政府が本当に現物と交換するかどうかを

疑っている。」とコメントした。 

 

他方、与党系の経済学者アンドレス・ジュゼッペ氏は 

「政府がデジタル通貨を導入することは自国の権利を

取り戻すことになる。制裁で金融取引が制限されている

中、デジタル通貨に解決を見出すのは正しい政策だ。」

と説明した。 

 

一方で、通常であればデジタル通貨は原油や金など現物

の保証はされておらず、通貨に両替できることを信頼の

ベースにしている。と補足した。 

 

「Crystallex 与党との合意を否定」        

 

カナダの金開発会社 Crystallex は米国裁判所に、ベネズ

エラ政府の接収賠償金の未払いを PDVSA の資産差し

押さえで回収することを可能するための申請を提出し

た（同社は８月１５日付「ベネズエラ・トゥデイ No.20」

に一度提出している）。 

同社の起こした訴訟について以前ベネズエラ政府と何

らかの合意に至ったとの情報が流れたが、Crystallex 社

自身が合意の存在を否定した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.64」１１月２６日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/801c04b6194f4ae1f4a034cd941939df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
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「IATA １８年１月でカラカス事務所閉鎖」             

 

国際航空運送協会（IATA）の米州地域副大統領を務め

るピーター・セルダ氏は２０１８年１月３１日にカラカ

ス事務所を閉鎖すると発表した。 

 

IATA に加盟する航空会社で、ベネズエラで運航する航

空会社は年々減少しており、２０１４年には２４社いた

加盟航空会社は２０１７年１２月現在６社（サンタバル

バラ、アメリカンエアライン、タップ、エールフランス、

イベリア航空、コパ）しか運航していない。 

 

ここ数年で少なくともエアーカナダ、アルゼンチン航空、

ユナイテッド、デルタ、アビアンカ、アエロメヒコ、テ

ィアラエアー、アリタリア、ゴル、ルフトハンザ、ラタ

ムなどがベネズエラから撤退した。 

 

セルダ副代表は 

「IATA加盟会社の運航本数は２０１３年から６５％減

少した。加盟会社の数については６９％減少した。数年

前から問題となっている航空会社への３８億ドルの未

払いも解決されていない。 

 

我々はベネズエラの状況改善を楽観視していない。１８

年２月からはパナマからベネズエラの加盟企業を支援

する。」と説明した。 

 

「Fitch Citgo の格付けを CCC に降格」         

 

国際格付会社 Fitch Ratings は PDVSA の米国子会社

Citgo の格付けを「CC（非常に高い水準の信用リスク）」

から「CCC（相当重大な信用リスク）」に格下げした。 

 

FitchによるとCitgoは１７年９月までに支払うべき６．

１億ドルのうち３．４億ドルの借り換えをしなければな

らないようだ。 

 

加えて「最も現実的な手段は全ての融資の返済期間を引

き延ばすことだろう」と分析した。 

 

「PDVSA 内部情報 飛行機燃料の不足が深刻」              

 

現地の報道サイト La Patilla が報じた PDVSA からのリ

ーク情報によると、飛行機燃料の生産と供給が危機的な

状況になっているようだ。 

 

 

カティア・ラ・マル工場の生産供給の問題により、現在

のところ飛行機の燃料 AV-GAS の在庫が危機的な状況

で、今後は在庫を増やすことに専念する。 

AV-GAS を使用している飛行機でマイケティア空港を

使用する場合は十分な燃料を事前に積んでおくことを

勧める。状況が改善するまで AV-GAS を供給すること

が出来ない。 

 

 

（写真）La PATILLA 
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２０１７年１２月５日（火曜）             

政 治                       

「ラミレス国連大使ついに辞表提出           

   ～アレアサ外相らと一緒に米国を離れる～」        

 

ラファエル・ラミレス国連大使が辞表を提出した。同氏

の解任について、これまでも何度か紹介してきた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.66」１１月２９日付の記事参照）。 

 

時間の問題と思われたラミレス氏の解任だったが、最終

的には解雇ではなく、辞表となった。辞表の日付は１２

月４日（月曜）だった。辞表は同氏のツイッターで公開

されている（オリジナルの辞表文）。 

 

辞表文は４ページにわたり書かれている。文章にはスペ

ルミスが１８カ所もあり、ラミレス氏自身が直接作成し

たものであることが伺える。 

 

辞表に書かれている内容は、大統領の命令で辞職するこ

と。政治的な計算で迫害されること。石油産業は長年に

わたり政府の方針に従い拠出を行ってきたこと。故チャ

ベス元大統領が考えていた政策へ転換するよう求める

ことなど。 

 

辞職の報道が出される前にはアレアサ外相が米国に渡

航していた。ラミレス氏は妻と、アレアサ外相と故チャ

ベス元大統領の娘ガブリエラ・チャベス氏の４人で米国

を離れ、エクアドルの首都キトに向かったとの情報が流

れている。 

 

また、野党系ウェブサイト Run Run を運営するネルソ

ン・ボカランダ氏によると、ラミレス氏は政府から罪に

問われない約束を受けて辞表を提出したとのこと。今後、

ラミレス氏の妻が国籍を持つイタリアで隠居すると報

じている。 

 

 

なお、ラミレス国連大使の後任はサミュエル・モンカー

ダ氏。モンカーダ氏はラミレス氏が国連大使に就任する

まで国連大使を務めていた他、１７年６月までは米州機

構のベネズエラ代表大使、１７年６月～８月まで一時的

に外相を務めた。外交官としての経験は長い。 

 

 

（写真）サミュエル・モンカーダ氏ツイッター 

 

「サアブ検事総長 アンドラ銀行４２億ユーロ         

         ～資金洗浄、船舶契約など～」           

 

サアブ検事総長は引き続き PDVSA 関連の調査を進め

ている。１２月１日にラミレス前国連大使の従兄弟ディ

エゴ・サラサール氏が逮捕された（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.67」１２月１日付の記事参照）。 

 

１２月５日 サアブ検事総長は本件について記者会見

を開き調査の進捗を公表した。 

 

「検察庁の調査によるとディエゴ・サラサール氏とホ

セ・ルオンゴ氏はアンドラ銀行での資金洗浄に関わって

いる。汚職取締法によって SEBIN に拘束を命じた。 

彼ら以外にも大勢の人間が資金洗浄に関わっている。現

時点で少なくとも４０名の関与が確認されている。 

また、資金洗浄の金額は４２億ユーロと推測している。」 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf
https://twitter.com/RRamirezVE/status/938094838922272768/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmaduradas.com%2Fmision-robinson-con-el-la-carta-de-renuncia-de-rafael-ramirez-no-se-salvo-de-sus-errores-ortograficos%2F
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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他、電気エネルギー次官を務めスペインで拘束されたネ

ルビス・ビジャロボス氏についてもアンドラ銀行の資金

洗浄に関わっているとして、スペイン検察庁に引き渡し

を求めているとコメントした（同氏逮捕の報道は「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.52」１０月２７日付の記事参照）。 

 

他にもビジャロボス次官について、政府が買収した乳製

品メーカー「ロス・アンデス社」の買収に関与したこと

で報酬を受けている。 

２００８年３月にビジャロボス次官が関係するパナマ

のペーパーカンパニー「Llamada Lomond Overseas 社」

に１，０００万ドルの入金が確認されている。 

 

他に PDVSA の船舶契約に関連して汚職があったとし

て６名の逮捕を命じている。数人はすでに国外に脱出し

ておりインターポールに協力を求めていることを明ら

かにした。なお、逮捕を命じたうちの一人は PDVSA サ

ービス社の Romel Valdez 元社長だと発言している。 

 

経 済                       

「電力公社 ウェルスファーゴに着金拒否される」            

 

国営電力公社 Corpoelec のモッタ・ドミンゲス社長（電

気エネルギー相兼務）は、同社に起きた金融妨害行為を

非難した。 

 

同氏のインスタグラムでブラジルからエネルギー代金

として７４４．８万ドルの送金を受け取る際にウェルス

ファーゴ銀行が同社の着金を拒否し、ブラジルの送金元

に送り返したとのこと。 

 

また、８月３１日に行われ、最終的に取り消しされた

DICOM 競売について、ドイツ銀行が支払いを拒否した

ため取り消しせざるを得なかった。トランプ政権の金融

妨害で公的セクター、民間セクター関わらず被害を受け

ている。と非難した。 

 

「パラグアナ製油施設の稼働率は１３％」         

 

PDVSAの労働組合代表のイバン・フレイタ氏によると、

事故が頻発しているためベネズエラで最も大きなパラ

グアナ製油所の稼働率は１３％まで下がっているとい

う。 

 

パラグアナ製油施設の一つアムアイ製油所の精製能力

は日量６４．５万バレルだが、月曜の精製量は７万バ

レル。５つある設備のうち１つしか動いていない。 

 

隣接するカルドン製油所は精製能力が日量３１万バレ

ルなのに対して、月曜の精製は５万バレルだと明らか

にした。カルドン製油所では４日にぼや騒ぎが起き、

アムアイ製油所も停止した。 

 

ロイター通信によると、１７年１０月のパラグアナ製

油施設の平均稼働率は２７％だった。当時は一番の原

因は精製に必要な原料が不足していることだと報じら

れていた。 

 

「S＆P PDVSA１７年社債をデフォルト認定」        

 

国際格付会社スタンダード＆プアーズはPDVSA２０１

７年社債の格付けを CC からデフォルト（D）に切り替

えた。 

 

PDVSA 社債は既に元本は返済されているが、利息は支

払われていない。３０日間のグレースピリオド（本当は

１２月２日だが、土曜日のため１２月４日）は過ぎたが

支払いが確認されていないためデフォルト（D）に格下

げした。 

 

PDVSA自身は元本の支払いについては明言しているが

利息の支払いについては言及していない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
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「ニッケル・石炭開発 ５．８億ドルの投資署名」        

 

１２月５日にボリバル州で行われたオリノコ鉱物地域

のイベントで、ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー

相は２０１７年の間にニッケルと石炭の開発で５．８億

ドルの署名を締結したと発表した。 

 

内訳は４億ドルがニッケル開発、１．８億ドルが石炭開

発。また、ダイヤモンドとコルタンの開発について

Parguaza という合弁会社を組織し、既に同社による開

発は行われていると説明した。 

 

また、同会合に出席したマドゥロ大統領はオリノコ鉱物

地域で開発を行う２３のコミュニティの活動を承認し

た。 

 

同会合にはパドリーノ・ロペス国防相、ウィルマル・カ

ストロ・ソテルド経済担当副大統領、ノリエガ・ピエト

リ・ボリバル州知事が出席した。 

 

 

（写真）大統領府 

“右からノリエガ・ピエトリ・ボリバル州知事、クトー

ル・カノ鉱業開発・エコロジー相、ウィルマル・カスト

ロ・ソテルド経済担当副大統領、パドリーノ・ロペス国

防相” 

 

 

 

「国会 ９カ月間で GDP 前年同期比△１２％」        

 

野党多数の国会は１７年１月～９月の経済成長率が前

年同期と比べてマイナス１２％だったとの数字を公表

した。 

 

ベネズエラ中央銀行は２０１５年９月を最後にインフ

レ指数や経済成長率、対外債務残高などの数字の更新を

停止している。この状況を受けて国会がインフレ率など

を独自計算した指標を公開している。国会が算出した四

半期ごとの経済成長率は以下の通り。 

 

 
（出所）国会の数値を加工して作成 

 

なお、ウィルマル・カストロ・ソテルド経済担当副大統

領は１２月５日、近日中に新たな計算基準を採用したベ

ネズエラの経済指標が公表される予定だと発言した。 

 

以上 
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