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（写真）アスドゥルバル・チャベス氏ツイッター “PDVSA 米国子会社 Citgo の社長に就任” 

 

２０１７年１１月２２日（水曜） 

政 治                     

 「レデスマ氏後任のカラカス大首都区長解任される 

～解任を決めたのは野党派多数の市議会～」 

 「Citgo 新社長 故チャベス元大統領の従妹が就任 

～逮捕者６名中５名は米国人で外交問題に～」 

「スリア州知事選の勝敗は調査会社により異なる」 

 「マドゥロ大統領が出馬しないとの情報流れる」 

経 済                     

 「イタルバンク ベネズエラ政府の決済仲介を停止」 

 「S＆P 利払い期限切れた債券をデフォルト認定」 

「DICOM１５回目支払いを断念」 

「経済緊急事態令を６０日間延長」 

２０１７年１１月２３日（木曜） 

 

政 治                    

 「CNE 市長選の投票画面を公開」 

 「国会監査委員会 汚職告発サイトを開設」 

 「ゴイコチェア氏 政府との交渉を認める」 

経 済                    

 「大統領 欧州決済機関 Euroclear を非難」 

 「政府側の債務再編アドバイザーグループ」 

 「トリノ デフォルトの影響について分析」 

 「PDVSA 従業員に５０％の経費削減を要請」 

社 会                    

 「外貨不足 在外大使館の賃料、給料に影響」 
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２０１７年１１月２２日（水曜）             

政 治                       

「レデスマ氏後任のカラカス大首都区長解任される     

   ～解任を決めたのは野党派多数の市議会～」     

 

レデスマ氏は２０１５年２月までカラカス首都区長だ

った。そのレデスマ氏は１５年２月に政府によって拘束

された。 

 

レデスマ氏は自身の後任としてエレン・フェルナンデス

氏を任命し、同日以降、フェルナンデス氏がカラカス首

都区長の職務を担っていた。 

 

１１月２２日 エレン・フェルナンデス氏が野党第一正

義党（PJ）多数の市議会で解任を決定された。 

 

PJ 所属市議はフェルナンデス氏解任について 

「レデスマ氏は「絶対的な不在」の状態になった。この

ままだと与党のベネズエラ社会統一党（PSUV）がカラ

カス首都区長のポストを占領する可能性があった。予防

策としてエレン・フェルナンデス氏を解任し、マンソー

ル・ランダエタ氏（PJ 所属）に交代させた。」 

と説明した。 

 

「絶対的な不在」とは憲法に出てくる専門用語で、職務

放棄・辞職・医師がこれ以上職務を継続できないと判断

し、国会が認めた場合など公職の継続が出来ないと判断

された状態のことを指す。 

 

フェルナンデス氏はこの対応について抗議している。 

 

「レデスマ氏の空席を私が埋めてきた。カラカス首都区

長の代理就任に当たっては市議会の承認も得ている。世

界中の人々がレデスマ氏を認識している際に、カラカス

首都区長の絶対的な不在を宣誓することは理解できな

い。 

私は引き続きSoy Venezuelaの一員として政治闘争を続

ける。野党連合は自身の利害を超えて、国民の利益のた

めに戦わなければいけない。我々の違いはクライテリア

の違いだ。クライテリアの違いは互いを尊重することで

理解できる。我々の敵は市議会ではなく、別の場所にい

る。」とコメントしている。 

 

“Soy Venezuela“を構成する国民勇猛同盟（ABP）のアン

トニオ・レデスマ氏とリチャード・ブランコ氏およびベ

ネズエラ主導党のマリア・コリナ・マチャド氏は今回の

PJ の決定を強く非難している。 

 

トーレアルバ氏（２０１７年２月まで野党連合代表だっ

た人物）の意見は確信をついているので紹介したい。 

「一部の政党は、最高裁が与党系の代表を任命する可能

性があるので、フェルナンデス氏を解任させざるを得な

かったと自己肯定している。 

PJ は市長選への不参加を発表し、全国３３５市を与党

に譲ることを許した政党だろう。彼らの矛盾した主張を

誰が理解するか。」 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.61」１１月１７日付けの記

事で懸念したように、レデスマ氏の国外脱出を機に野党

内のパワーバランスが急変している。この変化を食い止

めるために PJ がフェルナンデス氏を解任させたと理解

するのが最もしっくりくる説明だろう。 

 

 

（写真）エレン・フェルナンデス氏ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/38d5e473bfb6d83ad33a969a08366ee7.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月２２日～１１月２３日報道         No.０６３  ２０１７年１１月２４日（金曜） 

3 / 8 

 

「Citgo 新社長 故チャベス元大統領の従妹が就任      

  ～逮捕者６名中５名は米国人で外交問題に～」         

 

１１月２１日 PDVSA の米国子会社 Citgo の社長、役

員５名の計６名が逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.62」１１月２１日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は Citgo の社長としてアスドゥロバル・

チャベス氏を任命した（本号１枚目の写真の人物）。 

 

アスドゥロバル・チャベス氏は故チャベス元大統領の従

妹でロスアンデス大学の化学学科を卒業。９９年に

PDVSA に入り、０１年にオリノコ石油地域の合弁会社

Bitumenes del Orinoco（Bitor）の人事部長に就任、０

３年には Bitor 社長に就任した。その後、PDVSA の人

事総括部長、０５年に販売部門のダイレクターを務め、

０７年には精製・販売部門の役員を務めた。また、２０

１４年９月～２０１５年８月にかけて石油鉱業相も経

験している。 

 

カラボボ州のエルパリート製油所拡張プロジェクトに

携わったようだが、同氏の監督時代に精製能力は下がり、

原油の輸入が増加したと PDVSA 関係者は語っている。 

 

また逮捕した Citgo の役員ら６名は１名を除き５名は

米国籍だったようだ。 

 

今回の事件を受けて、米国国務省の報道官は 

「米国人がベネズエラ国内で逮捕されたとの報告を受

けている。ウィーン条約に従いベネズエラ政府に対して

米国領事と逮捕者との面談を設定することを要請して

いる。 

外国で米国人が逮捕された場合、即座に面会を求めるよ

うにしている。現在のところ追加で報告できるような情

報は入っていない。」とコメントした。 

 

 

マドゥロ大統領は 

「米国が逮捕者の解放を求めてきた。逮捕した者はベネ

ズエラで生まれたベネズエラ人だ。汚職と盗みを犯した。

裏切り者の罪によりベネズエラで裁かれる。」 

と対決姿勢を示している。 

 

「スリア州知事選の勝敗は調査会社により異なる」                 

 

１２月１０日に行われるスリア州知事選について世論

調査会社によって勝敗の見解が分かれている。 

 

世論調査会社 IVAD が実施したアンケート調査では新

時代党（UNT）のマニュエル・ロサレス氏が与党ベネズ

エラ社会主義統一党（PSUV）の対抗馬オマール・プリ

エト氏を少なくとも１２万票は引き離して勝利すると

予想している。またスリア州知事選の投票率は少なくと

も７０％に達すると予想している。 

 

一方で、Datin Corp 社のアンケート調査では PSUV の

オマール・プリエト氏に投票するとの回答が５３％で与

党の勝利を予想している。調査対象はスリア州の成人１，

８３０名で投票への参加する意志があると答えたのは

全体の６０％だったようだ。 

 

アンケート調査と選挙結果が一致しないのは１０月の

州知事選で証明されたが、アンケート調査の時点でも両

者が拮抗していることがうかがえる。 

 

「マドゥロ大統領が出馬しないとの情報流れる」             

 

アンヘル・モナガスという弁護士が政府内部での話し合

いについて明らかにしている。真実かどうかは分からな

いが内容を以下に紹介したい。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
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古株与党政治家らが会合を行ったようだ。その会合で１

８年の大統領選にはマドゥロ大統領は出馬しないとの

話が上がっている。理由は選挙で勝てないから。選挙の

日程は２０１８年３月５日に行われる可能性が高い。 

 

筆頭候補に挙がったのはホルヘ・ロドリゲス情報通信相。

PSUV 副党首のディオスダード・カベジョ氏が出馬する

可能性もあるようだ。 

 

与党の大統領選についての噂はたくさん流れている。パ

ドリード・ロペス国防相という噂もあるし、エクトル・

ロドリゲス現ミランダ州知事という噂もある。 

 

与党はあえて間違った噂を流して情報をかく乱させる

ことがある。どこまで評価できるかわからないのが正直

なところだがホルヘ・ロドリゲス氏が大統領というのは

あり得ない話ではないだろう。 

 

経 済                       

「イタルバンク ベネズエラ政府の決済仲介を停止」          

 

ロイター通信によると、プエルトリコの銀行イタルバン

クがベネズエラ政府の決済取次業務（コレスポンデント）

を辞めると政府に通知したようだ。ベネズエラ政府に手

を貸しているということで銀行のイメージダウンにつ

ながることを恐れたとされる。 

 

１７年１１月１３日の会合でアイサミ副大統領は、

CitiBank が決済取次業務を停止したことを受けて、昨年

からイタルバンクが決済サービスを担っていると発言

していた。 

また、トリノキャピタルのフランシスコ・ロドリゲス氏

によると、１１月１３日の会合でアイサミ副大統領が食

料品と医薬品の輸入代金の支払いのために３３回送金

をしたが米国の制裁により、ほとんどが戻ってきた。と

発言したようだ。 

 

「S＆P 利払い期限切れた債券をデフォルト認定」        

 

ベネズエラ国債２５年、２６年は利払い期限を過ぎても

債権者の口座に利息が着金しなかった。 

 

これを受けて１１月２２日 格付大手スタンダード・ア

ンド・プアーズは２債券の格付けを「デフォルト（D）」

に下げた。 

 

債券アナリストのセサル・アルストムニョ氏は 

「既に多くの債券が期限を切れている。政府は速やかに

着金の遅れがキャッシュの問題なのか、米国による制裁

の問題なのかを明らかにしなければいけない。」とコメ

ントした。 

 

ベネズエラ債券の主要保有者１２社が訴訟を起こすた

めのグループを作り始めているとの情報がある。保険会

社や証券会社で構成されており、１２社の額面総額はベ

ネズエラ発行債券の２０％に達しているらしい。 

 

「DICOM１５回目支払いを断念」            

 

１１月２１日深夜 中央銀行の DICOM 外貨競売委員

会は８月３１日に実施した第１５回目の DICOM の送

金を断念したと発表した。 

 

理由は米国の制裁により送金が出来なかったためと説

明している。 

 

当時の競売で落札した法人・個人のボリバルは返金され

ることになると思うが、３カ月間経過してインフレによ

りボリバルの価値は大きく下落した状態で戻ってくる

だろう。 
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「経済緊急事態令を６０日間延長」            

 

最高裁は経済緊急事態令を６０日間延長し、２０１８年

１月まで有効とした。 

 

緊急事態令は２０１６年１月に始まったため、これで２

年間は非常事態令が続いていることになる。 

 

なお、最初に非常事態令宣言を発表した際に、マドゥロ

大統領は「この非常事態令は少なくとも２０１６年、２

０１７年は継続する。」と発言していた。 

 

そんなに長く続くことはないだろう。とネットではジョ

ークと認識されていたが、マドゥロ大統領の発言は現実

になったことになる。 

 

２０１７年１１月２３日（木曜）             

政 治                       

「CNE 市長選の投票画面を公開」           

 

１１月２３日 CNE は自身のウェブサイトに市長選で

使用される投票画面を公開した。 

 

「１２月１０日 全国市長選投票画面」 

 

３３５市の投票画面が掲載されているが、このサイトで

確認できるのは政党だけで、候補者の名前は確認できな

い。また、作業の完了には多少時間を要するようだ。 

 

なお、現時点ではスリア州知事選の投票画面は公開され

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）CNE “チャカオ市の投票画面” 

 

「国会監査委員会 汚職告発サイトを開設」           

 

国会の監査委員会は政府の汚職を告発するためのサイ

ト「DenunciaElGuiso.com」を開設した。 

 

同委員会のファン・グアイド氏は、 

「現時点で２．６万件の告発を受けている。これらの告

発により、年率１，４００％のハイパーインフレを説明

できる。国会で汚職資金送金法が可決されれば、政府関

係者が横領した資金を国庫に返納させることが出来る。

我々は汚職により３，０００億ドルの資金が国外口座に

移動していると考えている。」と語った。 

 

上記サイトではこれまで告発された内容と金額などが

確認できる。内容が正確かどうかは別にして興味深い告

発も多く掲載されている。 

 

（参考） 

「トコマ火力発電施設に関わる汚職」 

 

 

 

 

http://www.cne.gob.ve/municipales2017/
http://www.denunciaelguiso.com/
http://www.denunciaelguiso.com/buscar.php
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「ゴイコチェア氏 政府との交渉を認める」              

 

ヨン・ゴイコチェア氏は大衆意志党の党員として政府に

拘束されたが、１１月２日に解放され発展進歩党（AP）

に鞍替えし１２月のエル・アティージョ市長選に出馬し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.55」１１月５日付の記

事参照）。 

 

１１月２３日 ゴイコチェア氏は収容所から解放され

るにあたり政府と交渉をしたことを明らかにした。 

 

「私が刑務所から出るにあたり、政府と交渉したに決ま

っている。交渉せずに刑務所を出た政治家はいない。 

政府は私に２つの選択肢を提示した。スペインに逃亡す

るか、エル・アティージョ市の市長選に参加するかのい

ずれかだ。私は国内に残り我々の場所を守ることにした。 

 

今のような困難な状況では誠実でなければいけない。野

党政治家は少しでも多くの市で勝てるように統一しな

ければいけない。」と発言した。 

 

 

（写真）ヨン・ゴイコチェア氏 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「大統領 欧州決済機関 Euroclear を非難」            

 

１１月２３日  マドゥロ大統領は欧州の決済機関

Euroclear が６カ月にわたりベネズエラの資金４．５億

ドルを凍結していると非難した。また、額面１２億ドル

のベネズエラ国債も売却できなくなっているようだ。 

 

「この１２億ドルの債券は医薬品と食品を購入するた

めに使用することが決まっていた。 

しかし、米国による制裁でベネズエラ政府、PDVSA が

発行した債券での取引が禁止された。 

帝国主義の米国が経済戦争を仕掛け、我々の資産を奪い

取ろうとしている。」 

 

関係筋の情報によると、ベネズエラ中央銀行は食料品の

輸入を含め、Euroclear に送金を停止されているようだ。 

 

「政府側の債務再編アドバイザーグループ」         

 

ベネズエラの政治コンサルタント会社ORCコンスルト

ーレスはベネズエラ債券の債務再編に関わる主要な関

係者について明らかにした。 

 

1. David Martinez 

英国ロンドン在住のメキシコ人。投資家でFintech 

Advisoryの創設者であり代表。国債、社債の専門

家。アルゼンチンやエクアドルの債務再編で重要

な役割を果たしてきた。なお、Fintech Advisoryは

非常に安い価格で取引されるディストレストアセ

ットの専門会社。 

２０１７年４月にベネズエラ国債１３億ドルを担

保に３億ドルを融資している。 

2. David Syed 

「ベネズエラ・トゥデイNo.60」１１月１５日付の

記事参照。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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3. Arnold ＆ Porter 

ベネズエラ政府の法務アドバイザー。 

4. Hogan Lovells 

ワシントンとロンドンに事務所がある法務事務

所。PDVSAを法務面でサポートしている。 

5. Greylock Capital 

米国のヘッジファンド。８０年、９０年代にラテ

ンアメリカの債務再編に関わりCitiグループを退職

したWilliam Rhodes氏が中心人物。Cleary Gottlied

の Richard Cooper氏、MillsteinのMark Walker氏

も関わっている。 

6. Macrosynergy Partners 

英国のヘッジファンド。新興国債権を扱うファン

ドでGreylock Capitalの競合相手。 

 

「トリノ デフォルトの影響について分析」        

 

ベネズエラの情報サイト El Patizo で米国の投資銀行ト

リノキャピタルのフランシスコ・ロドリゲス氏のデフォ

ルトに関する記事を公開した。主要な内容は以下の通り。 

 

1. 支払期日が遅れていたとしても常識の範囲内での

遅れであり、かつベネズエラ政府が支払い意志を示

している間は債権者も容易に訴訟を起こすことは

出来ない。 

2. 支払いの遅延が長引き、債権者が政府の支払い能力

に強い疑いを持つようになればベネズエラ政府と

PDVSA に対して支払いの訴訟を起こすことになる。 

3. 債務の支払いが実行されなければ、債権者は即時支

払いを求める権利が生まれる。クロスデフォルト条

項が発動し、現時点ではデフォルトになっていない

債券もデフォルトになる。 

4. 即時支払い（アクセラレーション）は遅れた分の利

息支払いに加えて、将来にわたる利息の支払いと元

本の支払いを要求できる。その金額は９９．４億ド

ルになる。 

 

5. この金額を即金で支払うことはもちろん不可能な

ので完全なデフォルトになる。 

6. ベネズエラ政府により一方的に支払いが停止され

た場合、ベネズエラ政府、PDVSA の対外資産が差

し押さえの危険にさらされる。 

7. 特に PDVSA は外国口座に加えて、米国 Citgo の資

産、タンカーなどが差し押さえられる。その金額は

５９億ドルになると試算している。更に PDVSA の

売掛金も差し押さえの対象となる。 

8. PDVSA は訴訟リスクの低いロシアや中国へ原油輸

出をシフトさせることになるはずだ。 

9. 一方的な支払い停止は食料品や医薬品などベネズ

エラに必要な最低限の資金さえも停止させるリス

クがある。 

10. 解決策は債権者との意味のある対話とベネズエラ

政府側が支払い能力を向上させるために必要な経

済改革案に着手することだ。 

 

「PDVSA 従業員に５０％の経費削減を要請」        

 

PDVSA労働者宛てに送られた通知で、全部門に対して、

支出を５０％削減するよう命じられた。 

 

通知文によると、経済緊急事態のため、融資を取り付け

ていないプロジェクトは全て停止。国外の案件も必要性

の低いものは停止しなければならないようだ。 

 

Bloomberg は、この通知が実際に PDVSA により発行さ

れたということを PDVSA および石油省に裏取りした。 

 

また、国外出張は可能な限り停止し、ビデオカンファレ

ンスで対応するよう指示されている。電力、電話、通信

などあらゆる経費の削減を求めている。 
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社 会                        

「外貨不足 在外大使館の賃料、給料に影響」          

 

経費の削減指令は PDVSA だけに留まらない。 

 

ブルームバーグによると、ベネズエラ政府はベネズエラ

大使館の外交団に借館料を削減するための交渉を行い、

よりリーズナブルな場所に移転することも含めて検討

するよう要請した。 

 

アレアサ外相のサイン入りの文章によると 

「我々は経費の削減のため外交団の賃料見直しをして

いる。家主と賃料削減の交渉を行うよう要請する。もし

家賃の交渉が成功しないのであれば、他の選択肢を探し

財政の節約に貢献するよう求める。」 

 

アフリカなど規模の小さい大使館は閉鎖の方向で検討

が進んでいるようだ。 

 

オーストラリアでも借館料の不払いで大使館が閉鎖さ

れる事態になった（「ベネズエラ・トゥデイ No.34」９

月１６日付の記事参照）。 

また、ニューヨークにあるベネズエラ大使館は競売にか

けられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.40」１０月

１日付の記事参照）。 

 

また PDVSA の元役員マリオ・ブレリ氏は自身のツイッ

ターで数カ月にわたりベネズエラ外交団の給料が支払

われていないと投稿した。 

 

「ベネズエラ外交団は３カ月間も給料を受け取ってい

ない。米州機構のベネズエラ外交団は家賃の滞納で住居

を追われ、米州機構大使の家に非難している。恥ずかし

いことだ。」 

 

 

 

 
（写真）マリオ・ブレリ氏のツイッター 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b62f1ed48a08e3a39c521e6f68faf0ac.pdf

