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（写真）PDVSA “「PDVSA US LITIGATION TRUST」が起こした訴訟に対して Conoco が反応” 

 

 

２０１８年７月９日（月曜） 

 

政 治                     

 「SEBIN 収容施設で再び政治犯が反乱」 

「CNE １２月９日に市議会議員選実施を検討」 

 「アジュップ幹事長息子 PDVSA 汚職に関与か」 

「３００名超の女性 マチャド党首を擁護」 

経 済                     

 「マドゥロ大統領 トルコで投資呼びかけ 

ボルヘス前国会議長は不正な金取引を非難」 

 「家族向け給付金（Hogares de Patria）を増額」 

 「２１回目 DICOM １ドル１２万ボリバル」 

 「国会 ６月インフレ率は先月比１２８％増」 

２０１８年７月１０日（火曜） 

 

政 治                    

 「スイス ベネズエラ政府関係者１１名に制裁」 

 「国会 亡命最高裁の決定に懐疑的な意見」 

経 済                    

 「PDVSA Trust 取引先への訴訟無効の可能性」 

「Conoco PDVSA の取引先への訴訟に訴え」 

 「中央銀行役員５名が決まる」 

「ガイアナ開発公社（CVG）代表が交代」 

 「PDVSA の１～５月の米国向け原油輸出大幅減 

～１８年６月の米国向け原油輸出は増加～」 

「経済緊急事態令を再び６０日間延長」 
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２０１８年７月９日（月曜）             

政 治                       

「SEBIN 収容施設で再び政治犯が反乱」       

 

７月９日 SEBIN の収容施設「Helicide」で政治犯によ

る反乱が起きた。 

 

大統領選直前の５月中旬にも同様の反乱が起きており、

２カ月足らずで２回目の反乱となった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.138」５月１６日付の記事参照）。 

 

報道によると、政治犯らは不十分な食事、親族や弁護士

と連絡が取れないなど待遇の悪さに抗議しているよう

だ（５月１６日の反乱以降、家族や弁護士と連絡が取れ

なくなっている）。 

政治犯の反乱を受けて、少なくとも３４名の軍人が

「Helicide」に送り込まれた。 

 

政治犯や一般犯罪者の家族は「Helicide」の前に集まり、

政府に対して家族の身の保証を要求している。 

 

 

（写真）VivoPlay 

この状況は翌１０日になっても解決していない。 

 

７月１０日 新時代党（UNT）のデルサ・ソロルサノ副

党首は「Helicoide」の状況について、 

「政治犯は昨日から憲法に準じた平和的な抗議行動を

行っている。政府は政治犯らの求めに対して特段の回答

も対応もしていない。 

 

拘束されている政治犯の中には釈放命令が出ている者

もいる。釈放命令が出されている者は即座に解放しなけ

ればならない。 

 

政府は適切なプロセスで囚人側が自身を擁護できる環

境を保証しなければならない。」 

と訴えた。 

 

「CNE １２月９日に市議会議員選実施を検討」         

 

CNE は１２月９日に市議会議員選挙を実施する方向で

検討に入ったようだ。 

 

CNE の中でも技術的な選挙スケジュールを議論するグ

ループ（JNE）は１２月９日での選挙実施を提案し、同

提案は７月１１日に CNE 役員らで議論される。 

 

カベジョ制憲議長率いる制憲議会は国会議員の罷免手

続きの開始を検討している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.160」７月８日付の記事参照）。 

 

市議会議員選挙の重要性は高くないが、国会議員選も同

時に行われるとすれば１２月選挙の重要性は大きく変

わるだろう。 

 

なお、ベネズエラは全国に３３５の市が存在する。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
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「アジュップ幹事長息子 PDVSA 汚職に関与か」                  

 

行動民主党（AD）による野党連合（MUD）からの離脱

を受けて、AD へのネガティブキャンペーンが起きてい

る。 

 

問題は今年３月にPDVSA US LITIGATION TRUSTが

取引先に対して起こした訴訟に関係している。 

この訴訟は PDVSA の取引先が PDVSA の内部情報に

不正にアクセスし、競争原理を失った取引を行ったこと

で PDVSA に損害を与えたという訴訟だ（「ウィークリ

ーレポート No.37」参照）。 

 

PDVSA US LITIGATION TRUST は汚職の主犯格を

Helsinge Enterprise 社と認識している。 

 

問題になっているのは、この Helsinge 社にアジュップ

AD 幹事長の息子（リカルド・ラモス氏）が関与してい

たとの告発。他、ブラジルの建設業者 Odebrecht の汚職

にも関与していると噂されている。 

 

今回の報道もありアジュップ AD 幹事長の息子につい

てネットで検索してみたが、１７年頃から似たような政

府絡みの報道が散見された。 

 

 

（写真）ラモス氏の家族 

“赤色で囲まれた人物がリカルド・ラモス氏” 

 

 

 

以下は報道で流れているリカルド・ラモス氏が Helsinge

社に所属するという資料。 

 

 

 

 

 

７月９日 アジュップ AD 幹事長はテレビのインタビ

ュー番組に出演した。そこで司会者がアジュップ氏の息

子と PDVSA との関係について質問すると、報道を否定

した。 

 

「私の息子が PDVSA と取引をしており、その資金は私

に流れている。もし、そのような事実があるのであれば

私はとんでもない愚か者だ。事実であれば私は PDVSA

を非難することが出来ないだろう。 

 

もし、そのような事実があるのであれば証拠を提示して

法廷で証明すればよい。ネット上の噂だけだ。」 

と釈明した。 

 

また、この情報がどこから流れてきたと思うかとの司会

者の質問については言葉を濁した。 

 

このネガティブ情報が野党側から流れたとの噂も存在

しているためだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
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「３００名超の女性 マチャド党首を擁護」         

 

３００名以上の女性がベネズエラ主導党（VV）のマリ

ア・コリナ・マチャド党首を擁護する署名をした。 

 

この署名は５月に起きたクーデター未遂事件にマチャ

ド党首が関与したとの軍人裁判所の報告書を受けたも

の。 

 

署名した女性にはコロンビアのマルタ・ルシア・ラミレ

ス副大統領（予定、１８年８月～）、アルゼンチンのパ

トリシア・バーリッチ治安相、パナマのミレジャ・モス

コソ元大統領なども含まれる。 

 

今回の署名活動はコスタリカのラウラ・チンチージャ前

大統領の呼びかけで行われた。 

 

チンチージャ前大統領は 

「マリア・コリナ・マチャド氏はベネズエラ野党政治家

の中で最も突出した人物の一人だ。マドゥロ政権はマチ

ャド党首の自由を脅かしている。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 トルコで投資呼びかけ        

   ボルヘス前国会議長は不正な金取引を非難」           

 

マドゥロ大統領はトルコのエルドアン大統領の就任式

に出席した。その後、トルコで経済セミナーに出席。 

トルコ企業１００社に対してベネズエラへの投資を呼

びかけた。 

 

ジョマナ貿易国際投資相は、この会合でトルコ企業が医

療、畜産、エネルギー、運輸部門で投資意欲を示したと

発表している。 

 

 

マドゥロ大統領のトルコ訪問に合わせてフリオ・ボルヘ

ス前国会議長はベネズエラとトルコ間の GOLD の不正

取引について非難した。 

 

「マドゥロはトルコにベネズエラの資源を引き渡して

いる。ベネズエラの GOLD は全くコントロールされな

い状態で持ち出されている。 

 

ベネズエラとトルコの不正な繋がりはベネズエラ国民

の生活改善に結びつかない。この関係はベネズエラの未

来を担保にして、未来を引き渡す行為だ。」 

とコメントした。 

 

「家族向け給付金（Hogares de Patria）を増額」         

 

ベネズエラ政府は「祖国カード（Carnet de la Patria）」

を保有している国民に対して、世帯人数に応じて給付金

を支給している。この社会開発プロジェクトは

「Hogares de la Patia」と呼ばれる。 

 

マドゥロ大統領は、７月８日から給付額を増額すると発

表した（給付額は下図参照）。 
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直近で支給額を改定したのは６月なので、１カ月足らず

で給付額を増額したことになる（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.153」６月２０日付の記事参照）。 

 

当時、２人世帯の給付額は月額１５０万ボリバル、３人

世帯は２３８万ボリバルだった。 

 

今回の改定で２人世帯の給付額は月額２１０万ボリバ

ル、３人世帯は３１９．２万ボリバルになった。およそ

４０％増ということになる。 

 

「２１回目 DICOM １ドル１２万ボリバル」                  

 

ベネズエラ中央銀行は第２１回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ１４１，０００ボリバル。 

ドル建てで１ドル１２０，０００ボリバル。 

 

前回の DICOM のレートは１ドル１１．６万ボリバル

だったので多少ボリバル安に傾いたことになる。 

 

落札された外貨の合計は１２７万６，８０７．９４ドル。 

前回の９８万８４１．１７ドルから３０．２％ほど増加

した。 

 

法人６９社に対して１２１万８０．９ドルが割り当てら

れ、２３９名に対して６万６，７２７．０４ドルが割り

当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かったのはスーパーマーケット

の「Luxor」で１８万６，４００ドル（資材・部品輸入）。 

次いで同じくスーパーマーケットの「 Central 

Madeirense」で１７万８，１４７．８５ドル（サービス

契約の支払いが目的）。 

 

 

「国会 ６月インフレ率は先月比１２８％増」                  

 

７月９日 野党多数の国会の財政委員会は１８年６月

のインフレ率を公表した。 

 

同委員会によると１８年 6 月のインフレ率は先月比１

２８．４％増。 

 

１７年１２月末から６カ月間のインフレ率は４，６８４．

３％。 

 

１７年６月から１８年６月までの１２カ月間で４６，３

０５％増と発表した。 

 

なお、ベネズエラの物価は全国一律に同じスピードで上

昇しているわけではなく、地方や旧市街地ではここまで

上昇していないとの意見もある。 

 

 

（写真）ホセ・ゲラ議員のツイッター抜粋 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a01c0056961e7ba669d490c60199dc79.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a01c0056961e7ba669d490c60199dc79.pdf
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２０１８年７月１０日（火曜）             

政 治                       

「スイス ベネズエラ政府関係者１１名に制裁」        

 

７月１０日 スイス政府はベネズエラ政府関係者１１

名に対して制裁を科した。 

 

制裁対象者は今後、スイスへの入国が禁止され、同国に

保有する資産が凍結される。 

 

今回の措置は欧州連合（EU）が６月２５日に決定した

措置をスイスでも有効にしたもの（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.155」６月２５日付の記事参照）。EU が決定し

た制裁と同じ内容になっている。 

 

なお、前回１８年１月に EU が７名のベネズエラ政府関

係者に制裁を科したことがある（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.89」１月２２日付の記事参照）。 

 

その後、スイスと EU 準加盟国も同様の制裁を発動した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.117」３月２８日付の記事

参照）。前回と同様に今後、EU 準加盟国も１１名に制裁

を科す可能性が高い。 

 

「国会 亡命最高裁の決定に懐疑的な意見」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.160」で亡命最高裁の判事

らがマドゥロ大統領の職務不能を宣言し、新しい大統領

を決定するよう命じた。 

 

亡命最高裁の決定はベネズエラ国会で議論、承認される

ことを想定したものだったが、国会は亡命最高裁の判定

の効果に懐疑的な見方を示した。 

 

 

 

 

国会のスタンスとしては、マドゥロ大統領の職務不能は

過去に議論し、国会として承認したことがあり、再度議

論する必要がないとの認識のようだ。 

 

以下は筆者の認識だが、本当の理由は別にあるだろう。

現在の亡命最高裁は国会が選出した判事で構成されて

いるが、現在の亡命最高裁は国会の多数派を占める

MUD に属する組織ではなく、急進派のマリア・コリナ・

マチャド VV 党首に属する組織になっている。 

 

野党はそれぞれに自分たちのグループが政治を主導し

たいという意識が強く、他のグループのイニシアティブ

に載らない傾向がある。 

今回の国会の認識も、野党グループの違いを反映したも

のと言えそうだ。 

 

経 済                       

「PDVSA Trust 取引先への訴訟無効の可能性」            

 

１８年３月  PDVSA US LITIGATION TRUST が

PDVSA の取引先らを相手取り訴訟を起こした（「ウィ

ークリーレポート No.37」参照）。 

 

PDVSA US LITIGATION TRUST は取引先企業らを相

手取り１００億ドルの賠償金を求めている。 

しかし、この訴訟が無効になる瀬戸際に立たされている。 

 

問題は PDVSA US LITIGATION TRUST が本当に

PDVSAの代理人として訴訟を起こす権利があるのか懸

念が生じているため。 

 

問題は一週間前に行われた裁判の公聴会にベネズエラ

政府関係者と PDVSA 関係者が出廷しなかったため。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1fe993997122a19fd959dee683b5a18.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1fe993997122a19fd959dee683b5a18.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a67cdc0f52703f900efd6121d131607.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
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これを受けて、米国フロリダ州南部裁判所のオタソ・レ

ジェス裁判官は PDVSA US LITIGATION TRUST に

対して、PDVSA の信託人となったことを証明する追加

の資料を提示することを求めた。 

 

この証明についてPDVSA US LITIGATION TRUSTは、

ベネズエラ政府側の署名を提出することが出来ている

が、PDVSA による署名を提出できずにいる。 

この証明期限が７月１３日に迫っている。 

 

なお、本件に関連して訴訟を受けた PDVSA の取引企業

側は６月に訴訟関連の資金を支援したとされる

「Algamex」に対して、米国財務省 OFAC が制裁で禁止

している PDVSA への融資に該当するのではないかと

反対に提訴している。 

 

「Conoco PDVSA の取引先への訴訟に訴え」         

 

PDVSA US LITIGATION TRUST に関連する話だが、

Conoco Phillips が PDVSA US LITIGATION TRUST

に対して訴えを起こした。 

７月１０日 カスト・オカンド記者がツイッターで同事

実を公表した。 

 

オリジナルの訴訟内容を確認できておらず、報道を読ん

でも訴訟理由が分からないが、Conoco Phillips はこの

訴訟が賠償金回収の妨げになると考えているようだ。 

 

Maibort Petit 記者は、「PDVSA US LITIGATION 

TRUST」の背後に「Boies Schiller Flexner LLP」という

弁護士事務所が存在しており、この弁護士事務所は

PDVSA と直接的な関連があると報じている。 

「Boies Schiller Flexner LLP」の Davis Boies 代表は

PDVSA US LITIGATION TRUST は PDVSA により設

立されたものであり、我々の事務所とは法律的な関係は

存在しないと説明している。 

 

「中央銀行役員５名が決まる」              

 

１８年７月６日付の官報４１，４３４号で中央銀行の新

役員 5 名が決定した。 

 

新たな中央銀行の役員は 

・Iliana Ruzza 氏 

・Yosmer Daniel Arellan 氏 

・Santiago Armando Lazo Ortega 氏 

・William Antonio Contreras 氏 

・Simon Alejandro Zerpa Delgado 氏 

 

Iliana Ruzza 氏は PDVSA の元財務担当役員を務めた人

物でシモン・セルパ財相に近い人物。 

 

そして、シモン・セルパ財相自身も中央銀行の役員に就

任している。 

 

他、William Contreras 氏は価格統制庁の長官。 

 

Yosmer Daniel Arellan 氏は１３年に保険監督庁長官、

１７年に証券監督庁長官を務めた。 

 

Santiago Armando Lazo Ortega 氏の経歴は不明。 

 

なお、中央銀行総裁は元 Citgo 副社長の Calixto Jose 

Ortega Sanchez 氏が就任したばかりだ（「ベネズエラ・

トゥデイ No.152」６月１９日付の記事参照）。 

 

「ガイアナ開発公社（CVG）代表が交代」          

 

１８年７月６日付の官報４１，４３４号でガイアナ開発

公社（CVG）の代表交代が発表された。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
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CVG は石油を除く資源開発を担うグループ会社の元締

め。マドゥロ大統領は石油以外の資源開発の担当をアイ

サミ経済担当副大統領に任せると発表している。 

 

新たに CVG 代表に就任したのは前中央銀行役員（１７

年５月～）で外貨競売委員会のトップを務めたペドロ・

マルドナード氏。 

 

中央銀行役員の辞任と同時に、アイサミ経済担当副大統

領の経済対策委員会のアドバイザーに就任した。 

 

過去にさかのぼるとタレク・エル・アイサミ氏が内務司

法相を務めていた頃に人権保護部門の代表を務めてお

り、アイサミ派閥の人間であると言えそうだ。 

 

なお、前任の CVG 代表はフスト・ノゲラ氏で、ボリバ

ル州知事と CVG 代表を兼任していた。 

 

「PDVSA の１～５月の米国向け原油輸出大幅減      

   ～１８年６月の米国向け原油輸出は増加～」              

 

米国商務省の最新の発表によると、１８年１～５月のベ

ネズエラから米国向けの原油輸出量は５，８７０万バレ

ル。前年同期（１億１，２６０万バレル）と比べて４８％

減少した。 

 

１７年８月に発動した米国の経済制裁、ConocoPhillips

のカリブ海資産差し押さえなどを受けて米国向けの原

油輸出が減少している傾向が確認できる。 

 

金額ベースでみると、原油価格は前年と比べて上昇した

にも関わらず、３５億３，６４０万ドルにとどまり、前

年同期と比べて３０％減少した。 

 

 

 

 

グラフ：米国向けの原油輸出量（１～５月分） 

（単位：百万バレル） 

 

 

グラフ：米国向けの原油輸出量（１～５月分） 

（単位：百万バレル） 

 
（出所）BancayNegocios 

 

一方、ロイター通信は１８年６月の米国向け輸出は日量

５６．４万バレルで１８年５月より５％増。１７年８月

からみると最も輸出量が多かったと報じた。主な購入者

は Citgo、Valero Energy、Chevron と続く。 
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「経済緊急事態令を再び６０日間延長」              

 

１８年７月９日付の官報第４１，４３５号で経済緊急事

態令が６０日間更新された。 

 

前回の更新は５月（「ベネズエラ・トゥデイ No.137」５

月１５日付の記事参照）。 

 

新たな経済緊急事態令の有効期限は７月１０日～９月

７日まで。 

 

なお、経済緊急事態令は１６年１月から延長され続けて

いるので施行から２年半が経過する。 

 

経済緊急事態令とは憲法の規定では国民の権利を守れ

ない場合に限り、法律や憲法で規定されている内容を省

略することが出来る特別令。 

 

なお、憲法で保障されている内容を省略できるとは言え、

基本的人権を制限することは出来ず、また省略できる内

容は経済緊急事態令の中に具体的に明記していなけれ

ばならない。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf

