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（写真）第一正義党 “コロンビア政府に亡命を承認されたフリオ・ボルヘス前国会議長” 

 

 

２０１８年１０月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「アルバン市議の葬儀に野党支持者ら参列」 

「サアブ検事総長 自殺現場の写真を公開」 

「ドゥケ大統領 ベネズエラ政府を非難」 

「プーチン大統領 ベネズエラ支援を表明」 

経 済                     

「GOLD RESERVE １４９０万ドル送金に成功 

～接収賠償金 約２億ドルの支払い遅延～」 

「医薬品５７品目の価格統制で合意」 

「政府 PDVSA・CVG と新給与で合意」 

「４７回目 DICOM １ドル BsS.６２．８８」 

２０１８年１０月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア ボルヘス前国会議長の亡命承認」 

「クーデター計画容疑者 解放後に即再逮捕」 

経 済                    

「Citgo 差押 少なくとも１２月２０日まで延期」 

「PDVSA による取引先への訴訟 １９年に延期」 

「OPEC １８年９月は日量１１９．７万バレル」 

「マドゥロ大統領 新ガソリン価格は来週発表」 

「アムアイ製油所から煙 稼働が一時停止」 

社 会                     

「ミスコン参加者 米国ビザの許可降りず」 
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２０１８年１０月１０日（水曜）             

政 治                       

「アルバン市議の葬儀に野党支持者ら参列」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.200」で紹介した通り、リ

ベルタドール市のフェルナンド・アルバン市議が、

SEBIN に拘束されている際に死亡した。 

 

政府は飛び降り自殺と発表しているが、野党支持者らは

その説明を否定。国際社会も透明性の高い調査を要請し

ており、大きな波紋が広がっている。 

 

１０月１０日 ベネズエラ中央大学でアルバン市議の

葬儀が行われた。 

 

アルバン市議は敬虔なキリスト教徒だったようで、カラ

カス・カトリック教会のウロサ大司教とも親交がある人

物。当日はウロサ大司教、在ベネズエラ米国大使館の経

済担当官、在ベネズエラ仏大使、市議会議員らが参列し

た。 

 

 
（写真）葬儀の様子＠yanileon 

 

その後、遺体はベネズエラ中央大学から１５キロほど離

れた墓所（Cementerio del Este）に運ばれた。徒歩での

移動で親族や野党支持者らが同伴し、マドゥロ政権を非

難した。 

本件にかかるメディアの関心は強く、多くの人が参加す

ることで治安当局との衝突が懸念されたが、参加したの

は１００名前後で、特筆するべき衝突はなかった。 

 

 

 

埋葬式にはラモン・ギジェルモ・アベレド元野党連合

（MUD）幹事長、カプリレス元ミランダ州知事、マリ

ア・コリナ・マチャド VV 党首らが参列した。 

 

マチャド党首は 

「本日、ベネズエラの英雄を埋葬する。彼は誘拐され、

拷問されただけではなく、殺害された。独裁政権から脱

出しなければいけない。彼と全ての国民に正義を。」 

と政権交代を訴えた。 

 

 

（写真）NTN２４から抜粋 “アルバン市議埋葬の様子” 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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「サアブ検事総長 自殺現場の写真を公開」         

 

１０月１０日 サアブ検事総長はアルバン市議の死亡

について、防犯ビデオや近くにいた関係者の証言聴取も

しており、拷問による死亡の可能性は無いと改めて殺害

疑惑を否定した。 

 

また、実際に飛び降りたとされる SEBIN１０階の写真

を公開。トイレから２，３メートルほどの場所にある窓

に走り込み自殺を図ったと説明した。 

 

１０月９日 サアブ検事総長はツイッターでアルバン

市議の自殺時の状況について「SEBIN の１０階にいる

際に、アルバン市議がトイレに行きたいと訴え、そこで

飛び降り自殺をした。」と説明していた。 

これを受けて、メディアでは「トイレの窓から自殺を図

った」と報じられた。 

 

しかし、１０階のトイレには鉄格子があるようで、飛び

降りることはできないと報じられており、飛び降り自殺

説に疑問が投げかけられていた。 

 

サアブ検事総長が公表した事故現場とされる写真には、

確かに格子はなく、人間が飛び降りることが出来るスペ

ースがある。 

 

前述の１０階から飛び降りることが出来ないとの報道

に答えた格好だ。 

なお、サアブ検事総長は「トイレ内の窓から飛び降り自

殺したと説明したことはない。」としている。 

 

現時点では、政府が言う飛び降り自殺の主張を裏付ける

証拠も、野党が言う拷問で殺害されたとする証拠も確認

できていないのが現実だろう。 

 

 

 

「ドゥケ大統領 ベネズエラ政府を非難」                  

 

１０月１０日 ドゥケ大統領はベネズエラの状況につ

いて、悲観的な見方を示し、独裁政権を倒すために努力

をしなければいけないと訴えた。 

 

「ベネズエラで起きていることはドラマのようだ。米州

地域はベネズエラを放置したことで、独裁政権を強化さ

せてしまった。民主政権の仮面をかぶり、最終的に公権

力の全てを掌握してしまった。」 

と主張した。 

 

また、９月２６日にコロンビア、アルゼンチン、チリ、

カナダ、パラグアイ、ペルーの６カ国が国際司法裁判所

（CPI）にベネズエラの人道問題の調査を要請したが、

フランスも加わったと説明（当時の記事は「ベネズエラ・

トゥデイ No.195」９月２６日付の記事参照）。 

 

マドゥロ政権の調査を要請した行為について 

「誇りに思っている。」との見解を示した。 

 

「プーチン大統領 ベネズエラ支援を表明」                  

 

マドゥロ政権を非難する政府もあれば、擁護する政府も

ある。 

 

ロシアのプーチン大統領はクレムリン宮殿に２３カ国

の大使を招待し、信任状を手交した。 

 

ベネズエラのカルロス・ファリア在ロシア大使も同イベ

ントで大使信任状を手交された（実際のところファリア

大使は１年ほど前から在ロシア大使に就任している）。 

 

プーチン大統領はファリア大使に信任状を手交する際

に、 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
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「ベネズエラ政府と我々の友人である全てのベネズエ

ラ国民が社会経済情勢を安定させることを切に願って

いる。ロシアはこの願いを実現させるため、あらゆる支

援をする用意がある。」 

と発言。 

 

エネルギー産業、鉱業、その他分野で二国間関係を強化

していると説明した。 

 

経 済                        

「GOLD RESERVE １４９０万ドル送金に成功    

  ～接収賠償金 約２億ドルの支払い遅延～」           

 

１０月９日 カナダの金開発会社「Gold Reserve」はベ

ネズエラ政府の接収賠償金の一部、１，４９０万ドルを

自社の米国口座に入金することが出来たと発表した（オ

リジナルの Gold Reserve 発表文）。 

 

この１，４９０万ドルは米国による経済制裁の影響で送

金に障害が出ていたうちの一部。 

 

「Gold Reserve」は制裁の影響を受けない、ベネズエラ

国内の金融機関「BANDES」にドル建ての口座を開設し、

同行に賠償金の一部を入金している（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.64」１１月２４日付の記事参照）。 

 

今回、「BANDES」から１，４９０万ドルを送金するこ

とができたが、まだ２，２００万ドルが「BANDES」口

座に残っているという。 

 

米国の経済制裁は商業取引など一部の取引を除き、ベネ

ズエラ政府、PDVSA、公的組織の送金取引を禁止して

いる。 

 

 

 

 

制裁の条文を読む限りでは、「ベネズエラ政府による賠

償金支払いを禁止する」とは明記されていないが、逆に

「賠償金支払いであれば送金取引を行ってよい」とも明

記されていない。 

 

従って、米国の外国資産管理局（OFAC）の許可を受け

なければ、（少なくとも米国の）金融機関は賠償金支払

いにかかわる取引を出来ないということになるだろう。 

 

なお、Gold Reserve の発表文によると、「北米の金融機

関の口座に送金することが出来た」と書かれており、米

国ではなく、カナダの銀行の可能性もある。 

 

また、Gold Reserve は支払いスケジュールの遅延も訴え

ており、現時点で２億６５０万ドルの支払い遅延が生じ

ているという。 

 

なお、Gold Reserve の発表タイトルは「Gold Reserve 

Receive Transfer From Venezuela（Gold Reserve はベネ

ズエラからの送金を受け取った）」で、発表の趣旨は制

裁で障害が生じていた送金が出来た。という米国政府の

制裁を暗に非難する趣旨の発表だった。 

 

他方、本件を報じる現地の主要メディアの記事は筆者が

調べた限り、米国の制裁により送金に障害が生じている

との説明はなく、「２億６５０万ドルの支払遅延が生じ

ている」の部分だけしか報道されていなかった。 

 

「医薬品５７品目の価格統制で合意」                  

 

１０月１０日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統

領、ウィリアム・コントレラス価格統制庁（SUNDE）

長官らは医薬品メーカー、ドラッグストアらと医薬品の

価格統制について合意した。 

 

 

https://www.goldreserveinc.com/gold-reserve-receives-transfer-from-venezuela-18-04/
https://www.goldreserveinc.com/gold-reserve-receives-transfer-from-venezuela-18-04/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
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しかし、価格を統制した５７品目が何なのか、合意した

価格がいくらになったのかは確認できていない。 

 

アイサミ経済担当副大統領は 

「医薬品５７品目、１７２プレゼンテーション（１個入

り、５個入りなど商品の販売単位）の価格で産業界と合

意した。価格統制は国民の医薬品需要を喚起し、国内の

産業を発展させる。 

ドラッグストア、医薬品メーカーに可能な限りの支援を

行う。」 

と主張した。 

 

同合意に参加したのは医薬品メーカーでは「Elmor SA」

「Calox de International」「Bayer SA」「Genericos 

Venezulanos 」。ドラッグストアでは「 Locatel 」

「Farmatodo」「Farmahorro」「Farmarket」。 

他、ベネズエラ・ドラッグスストア協会らも署名式に参

加した。 

 

「政府 PDVSA・CVG と新給与で合意」                  

 

デルシー・ロドリゲス副大統領と PDVSA、ガイアナ開

発公社（CVG）の労働組合代表は新しい給料表で合意し

た。 

 

ただし、同署名に参加したのは政府寄りの労働組合で

CVG、PDVSA の労組には新給料に合意していないグル

ープが引き続き存在する。 

 

今回の給料改定は最低賃金労働者については大幅に給

料が増えたが、逆に経験を積んだ職員や役職者の給料が

相対的に低くなっている。 

 

例えば、最低賃金労働者の月給は BsS.１８００（公定レ

ートで約３０ドル）だが、役員クラスでも給料は BsS.６

４００（同１０６．７ドル）と大きく変わらない。 

 

能力や職責が上の人間でも、入社したばかりの最低賃金

労働者と大きく給料は変わらず不満の声が噴出してお

り、問題は今後も続くだろう。 

 

「４７回目 DICOM １ドル BsS.６２．８８」                  

 

中央銀行は第４７回 DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６２．８８。前回（１ドル BsS

６２．７８）よりも若干ボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計で６３３万７，４９７．９５ドル。 

前回は４１６万１，８６０．８３ドルだったので、５２％

増加した。この外貨供給額は１８年で２番目に多い。 

 

法人２１９社に対して５２３万７，６３５．８ドルが割

り当てられ、１，１３２名に１０９万９，８６２．１５

ドルが割り当てられた。 

 

最近は法人よりも個人に対して優先的に外貨が供給さ

れる傾向が見られたが、今回の DICOM については法

人向けの外貨供給が多かった。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、とうもろこし粉な

どの食品メーカー「Demaseca」で３９万２１８ドル。 

 

次いで、「El Gran Principe」（業種不明だが、完成品の

輸入販売業者）で１９万４，５００ドルの外貨供給を受

けている。 

 

３番目は飲料メーカー「Coca Cola Femsa」で１５万ド

ル。原材料輸入を目的としている。 
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２０１８年１０月１１日（木曜）             

政 治                       

「コロンビア ボルヘス前国会議長の亡命承認」        

 

１０月１１日 コロンビアのカルロス・トゥルヒージョ

外相は、１７年に国会議長を務めていたフリオ・ボルヘ

ス前国会議長の亡命を承認した。 

 

「コロンビア政府はベネズエラ人のフリオ・ボルヘス前

国会議長から亡命申請を受けていた。 

同申請を受けて、難民調査委員会による協議の結果、本

日、フリオ・ボルヘス前国会議長の亡命が承認された。」 

と発表した。 

 

マドゥロ政権は、８月４日に起きたクーデター事件にボ

ルヘス前議長が関与したとしてコロンビア政府に対し

て引き渡しを要請していたが、亡命が承認されたことで

ベネズエラ政府に引き渡される可能性は無くなる。 

 

「クーデター計画容疑者 解放後に即再逮捕」           

 

１０月１１日 １５年２月にクーデターを計画したと

して逮捕されていたグループのうち４名が解放された。 

 

 

解放された事実自体は彼らの家族によって確認されて

いる。しかし、解放された当日に４名のうち２名が再逮

捕されたと報じられている。 

 

現在のところ、解放された理由、また２名が再逮捕され

た理由などについては公表されていない。 

 

経 済                       

「Citgo 差押え 少なくとも１２月２０日まで延期」            

 

１８年８月 カナダの金開発会社「Crystallex」は、１４

億ドルの賠償金を PDVSA の米国子会社 Citgo（正確に

は Citgo の持ち株会社「PDV Holdings」）の株式の売却

により回収することを訴訟で勝ち取っていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

しかし、PDVSA および Citgo の株式が担保に設定され

ているロスネフチ、社債債権者らの抗議により、未だ

PDV Holdings の売却承認は降りていない。 

 

８月に同決定を下したデラウエア州裁判所のレオナル

ド・スターク判事は１２月２０日にベネズエラ政府、

PDVSA、PDV Holdings、Citgo の訴訟に関わる関係者

の意見を聴くと発表した。 

 

逆に言えば、この意見聴取が済むまでは差し押さえ承認

は出さないとの見解が多い。つまり、２カ月ほど Citgo

は差し押さえの猶予が与えられたことになる。 

 

なお、１０月２７日には Citgo の株式５０．１％が担保

に設定されているPDVSA２０の元本支払いが予定され

ている。 

これまではCitgoの差し押さえを避けるためPDVSAは

優先的に同支払いを履行してきたが、Citgo 差し押さえ

が現実的となっている状況で支払いを履行するかどう

かが注目されている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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「PDVSA による取引先への訴訟 １９年に延期」         

 

１８年３月に「PDVSA US Litigation Trust」は、PDVSA

の顧客が、PDVSAの内部情報を不正に入手することで、

PDVSA に損害を負わせたとして「Trafigura」「Glencore」

などを相手取り訴訟を起こしていた（「ウィークリーレ

ポート No.37」）。 

 

同訴訟について、米国の裁判所は１２月１３日に訴えら

れた企業グループの見解を聞くとして、訴訟の進行を先

延ばしにする決定を下した。 

 

その後も最終判決には時間がかかるため、この訴訟の結

論は１９年になる見通しとされている。 

 

「OPEC １８年９月は日量１１９．７万バレル」         

 

１０月１１日  OPEC は月次レポート（「OPEC 

Monthly Oil Market Report」）を公表した。 

 

同レポートによると１８年９月のベネズエラの産油量

（第三者調べ）は日量１１９．７万バレルで先月の１２

３．９万バレルから４．２万バレル減少した。 

 

 

 

 

 

 

第三者調べの産油量は毎月顕著な減少傾向が確認され

ているものの、ベネズエラが直接報告する産油量は日量

１４３．４万バレルと先月の１４４．８万バレルから微

減に留まっている。 

 

 

 

「マドゥロ大統領 新ガソリン価格は来週発表」              

 

１０月１１日 マドゥロ大統領は新ガソリン価格を来

週中に発表するだろうとコメントした。 

 

これまでガソリン価格の改定については何度も言及さ

れている。 

 

加えて、今回は「発表するだろう」と変更の可能性もあ

る言い方をしており、今回も延期される可能性はあるが、

少なくともまだ改定の意志があることは確認できた。 

 

「我々は、コロンビアへのガソリンの密輸を抑え、ガソ

リン供給システムを安定させるための方法を検討して

いる。 

新しいガソリン販売システムは国際価格になり、直接補

助金を支給する。」 

と言及した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
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「アムアイ製油所から煙 稼働が一時停止」              

 

１０月１１日 PDVSAの国内最大のファルコン州アム

アイ製油所で異常事態が起き７時間ほど製油所の稼働

が停止した。 

 

PDVSA も自社のツイッターで、１０月１１日午後２時

に「触媒工場」で異常事態が発生し、製油所の操業を停

止させた。と投稿。 

 

それから１０時間以上が経過し、再びツイッターで事態

の収束を発表。近隣住民の生活に影響はないと投稿した。 

 

事故当時はすごい煙が出ており、ガス漏れだったと報じ

られている。 

 

 

（写真）El Cooperante “ガス漏れ当時の写真” 

 

社 会                       

「ミスコン参加者 米国ビザの許可降りず」            

 

ベネズエラは様々なミスコンの常勝国として知られて

いる。１８年のミス・パナメリカーナに出場を予定して

いるのはレアイニー・ハイメス氏だ。 

 

 

 

しかし、ハイメス氏が所属する「ミス・インターナショ

ナル・ベネズエラ」は、イベント開催国である米国のビ

ザ承認が降りなかったため、ハイメス氏が参加出来ない

可能性があると発表した。 

 

この発表に対して、在ベネズエラ米国大使館側の説明は

報じられていない。 

 

なお、制裁が始まったことが理由か、トランプ大統領の

移民政策が理由か、あるいはその両方かもしれないが、

１７年以降、ベネズエラ人の米国ビザ取得がこれまで以

上に厳しくなっている。 

 

これは興行系も同様で、多くのベネズエラ人野球選手が

米国で活躍をしているが、野球選手のビザも降りにくく

なっているとの関係者の話を耳にした。 

 

ベネズエラに住む野球選手の多くは外国でのプレーを

望んでおり、日本も有望な受け入れ先になるだろう。 

 

 

（写真）Miss Panamericana Venezuela インスタグラム 

“ベネズエラ代表のレアイニー・ハイメス氏” 

 

以上 

 


