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（写真）国家選挙管理委員会（CNE）“ラファエル・シモン氏（左から２番目の男性）、CNE 副代表辞任を表明” 

 

 

２０２０年８月５日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 ウリベ元大統領を擁護」 

「米共和党 バイデン候補とマドゥロ政権をリンク」 

経 済                     

「米国裁判所 Crystallex の公聴会日程を決定」 

「米ガラスメーカー PDVSA 原油差し押さえ検討」 

「CAF 与野党の合意があれば融資する」 

「Megasis 運営会社 Etka オーナー イラン大企業家」 

社 会                     

「カルロス・アンドレス・ペレス元大統領夫人逝去」 

「逮捕されたサッカー協会元会長が逝去」 

２０２０年８月６日（木曜） 

 

政 治                    

「シモンス CNE 副代表が辞任表明 

～１２月の国会議員選へ出馬～」 

「カベジョ制憲議長の映像流れる」 

「米エイブラムス氏 イラン問題担当官に」 

経 済                    

「英国 GOLD 裁量権の判決は２０年末を予定」 

「２０年前期の自動車組み立て台数は６７台」 

「米国 CITGO 元職員を汚職で訴え」 

社 会                     

「国境での犯罪増加」 
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２０２０年８月５日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権 ウリベ元大統領を擁護」       

 

コロンビアのウリベ元大統領の自宅拘留判決はベネズ

エラでも話題となっている。 

 

８月４日 グアイド議長も本件についてツイッターで

投稿。ウリベ元大統領を擁護する姿勢を示した。 

 

「ベネズエラの暫定大統領、国会議長として、コロンビ

ア組織について見解を示す。 

 

アルバロ・ウリベ元大統領がベネズエラに甚大な支援を

してきたことに対して感謝と連帯の意思を示す。 

 

我々はコロンビアに真実と正義が続くことを信じてい

る。」 

と投稿した。 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

この投稿に対して人権団体「Human Rights Watch」の

ホセ・ビバンコ氏は、 

「ウリベ元大統領はあなたが思っている以上にチャベ

スに似ている。 

 

政治スタンスややり方は異なっているが、ウリベは人権

を侵害し、国民の権利を侵害した。民主的なベネズエラ

の政府は彼を擁護するべきではない。」 

との見解を示した。 

 

なお、ウリベ元大統領が自宅拘留の判決を下された翌日

コロンビア紙「El Tiempo」は、ウリベ元大統領が Covid-

１９に感染したと報じた。 

 

「米共和党 バイデン候補とマドゥロ政権をリンク」         

 

米国の大統領選キャンペーンが始まっている。 

 

選挙キャンペーンでは、自党の支持者を増やすと同時に

対抗馬の支持を減らすことも頻繁に行われる 

 

トランプ大統領（共和党）は、バイデン候補（民主党）

に対するネガティブキャンペーンとして、バイデン候補

とマドゥロ政権・カストロ政権をリンクさせるプロパガ

ンダ映像を流している。 

 

バ イ デ ン 候 補 の 「 我 々 政 府 は 進 歩 的 だ （ Nuestro 

Gobierno Progresista）」という発言を引用。 

「Progresista」という言葉は、マドゥロ政権やカストロ

政権が頻繁に使用する言葉で社会主義者の言葉と暗に

主張している。 
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経 済                        

「米国裁判所 Crystallex の公聴会日程を決定」           

 

８月５日 米国デラウェア州裁判所は、９月１７日に

CITGO 資産差し押さえを求める Crystallex の公聴会を

行うと発表した。 

 

Crystallex は、過去ベネズエラ政府に接収された金鉱山

「Las Cristinas」の賠償金として１４億ドルを勝ち取っ

ており、この賠償金を PDVSA の米国子会社 CITGO の

資産をもって回収することを承認されている。 

 

ただし、CITGO 資産をもって回収するためには米国政

府のライセンスが必要。 

 

そして、米国政府「外国資産管理局（OFAC）」は、CITGO

差し押さえについて現段階では承認できないとの方針

を裁判所に通知していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.473」参照）。 

 

上記の通り、９月に公聴会は行われるが、米国政府が方

針を変えない限り、差し押さえは困難と認識されている。 

 

「米ガラスメーカー PDVSA 原油差し押さえ検討」         

 

ロイター通信は、米国のガラスメーカー「Ol Glass Inc」

（旧名 Owens-Ilinois Inc）が、２０１０年に接収された

２つの工場の接収賠償金５億ドルの回収のため、シンガ

ポールの裁判所に訴えを起こしたと報じた。 

 

ロイター通信によると、「Ol Glass Inc」は、「PDV Marina」

と「PetroChina」が共同所有している船舶「Ayacucho」

の差し押さえを求めているようだ。 

 

 

 

 

ただし、「Ayacucho」を所有している共同会社が２月に

シンガポールで倒産申請をしており、「Ayacucho」はモ

スクワにある「Transocean Shipping Co Ltd」に所有権

が移り「Maximo Gorki」と名前を変えているようだ。 

 

この所有権の移転により、「Ol Glass Inc」が 

「Ayacucho」（「Maximo Gorki」）の差し押さえが出来る

かどうかは不透明になっているという。 

 

「CAF 与野党の合意があれば融資する」                  

 

「アンデス開発公社（CAF）」のルイス・カランサ・ウ

ガルテ代表は、「ベネズエラ経団連（Fadecamaras）」の

ビデオカンファレンスに参加。 

 

「ベネズエラへ融資をするための用意はあるが、そのた

めには政治関係者が最低限の合意を結ぶ必要がある」 

との見解を示した。 

 

また、 

「ベネズエラは CAF の創立時からの加盟国であり、

CAF の本部はカラカスにある。CAF にとってベネズエ

ラは重要な国で、ベネズエラの民間セクター、公的セク

ターを支援する意志がある。」 

と説明した。 

 

「Megasis 運営会社 Etka オーナー イラン大企業家」           

 

７月末にイラン系スーパー「Megasis」がカラカスにオ

ープンした。このスーパーは「Etka」というイラン国防

省傘下の会社が運営しており、「Etka」の社長は Issa 

Rezaei 氏という人物だという。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
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「El Cooperante」は、Issa Rezaei 氏について、「Mehr 

Iranian Investment Compay」の元代表で、イランのトラ

クターメーカー「Manufacturing Company」の元役員、

「 Iran Mines Development Company 」 の 元 役 員 、

「Marine Tidewatersa Rezael」の元役員、イラン国内に

３５２の支店を持つ「Kowsar Credit Institution」の社長

などを務めていたと報じた。 

 

社 会                        

「カルロス・アンドレス・ペレス元大統領夫人逝去」           

 

８月５日 カルロス・アンドレス・ペレス元大統領の妻

ブランカ・ロドリゲス・ペレス氏（９４歳）の訃報が報

じられた。「Clinica Caracas」で亡くなった。 

 

カルロス・アンドレス・ペレス元大統領は、１９７４年

～７９年、８９年～９３年に大統領を務めた。 

また、９２年２月には故チャベス元大統領（当時、空軍

中佐）のクーデターを経験している。 

 

ブランカ氏は９８年にカルロス・アンドレス・ペレス元

大統領と事実上の離婚（ペレス元大統領の浮気が原因）。

離婚のための手続きを始めたが、最後まで手続きが完了

することは無かったという。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「逮捕されたサッカー協会元会長が逝去」           

 

７月１７日 「ベネズエラ・サッカー協会（FVF）」のヘ

スス・ベラルディネッリ会長（６４歳）が基金の不正使

用を理由に逮捕されたとの記事を紹介した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.473」参照）。 

 

この報道から２週間ほど経過し、８月５日にヘスス・ベ

ラルディネッリ代表の訃報が報じられた。 

 

バラルディネッリ氏は、逮捕から間もなく７月２２日に

代償不全を理由に病院に運ばれていた。 

 

人権団体「Foro Penal」は、ベラルディネッリ代表の死

についてマドゥロ政権による拘束中の非人道的な扱い

が理由と非難した。 

 

２０２０年８月６日（木曜）               

政 治                        

「シモン CNE 副代表が辞任表明              

   ～１２月の国会議員選へ出馬意志示す～」        

 

８月６日 「選挙管理委員会（CNE）」の副代表を務め

ていたラファエル・シモン氏（野党派役員）が辞任を表

明した。 

 

シモン氏は今年６月に CNE 副代表に就任したばかりだ

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」が内部関係者か

ら入手した情報によると、CNE の行う有権者登録の方

法について意見の不一致があったと報じている。 

 

ただし、公式な説明は上記のものと多少、異なっている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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シモン氏は、辞任の理由について 

「根本的な理由は、この国の状況が私の政治的な意志を

明確にさせてしまったことだ。政治的な意志が明確にな

ってしまったことで私に問題が生じた。 

私はこれまで民主的な政治家として活動をしてきた。 

私の考えは、CNE 副代表として求められる中立性を失

っていると感じたためだ。 

 

CNE の役員は政治的に明確な立場を取ってはいけない。

政治的に偏った見解を述べてはいけない。しかし、意見

を述べないことは出来ない。私は私自身の意見を尊重す

る。」と説明した。 

 

また、シモン氏は CNE 副代表を辞任し、１２月の国会

議員選に出馬する意向を示した。 

 

ただし、現時点ではどの政党から出馬するかは決まって

おらず、自分の考えと一致し、自身を出馬させてくれる

政党を探していると述べた。 

 

同時にシモン氏は VPI の取材で、ベネズエラの選挙シ

ステムを提供している「ExCle 社」と CNE の契約経緯

について調べることを勧めると述べた。 

 

以前から「ExCle 社」と CNE との契約には汚職の可能

性が報じられている。 

 

 

（写真）Globovision “ラファエル・シモン氏” 

 

「カベジョ制憲議長の映像流れる」             

 

８月６日 Covid-１９感染で療養中のディオスダード・

カベジョ制憲議長の映像が報じられた。 

 

映像は、与党系記者 Luis Hugas 氏が自身のツイッター

で投稿。映像では、カベジョ制憲議長と思われる人物が、

テラスで撮影者と簡単なやり取りをしている。ただし、

感染防止のためか、距離は遠く顔が認識できない。 

 

 

（写真）Luis Hugas 記者 

 

また、この映像が報じられたのとほぼ同じタイミングで

与党系記者マリオ・シルバ氏もカベジョ制憲議長の音声

を報じた。 

 

「感染から一カ月が経過し、最もひどい第１フェーズは

過ぎた。現在は第２のフェーズに入ろうとしている。

PCR 検査を行い、陰性だったが、リスク回避のため隔

離を続けている。この風邪は相当に酷いものだった。」 

と述べている。 
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前号「ベネズエラ・トゥデイ No.480」でも触れたが、

カベジョ制憲議長の声はいつもの声とかなり違ってお

り、引き続き本人かどうか疑問視する意見も報じられて

いる。 

 

「米エイブラムス氏 イラン問題担当官に」         

 

８月６日 米国のポンペオ国務長官は、国務省でイラン

担当官を務めていたブライアン・ホック担当官の辞任を

受けて、後任としてベネズエラ担当官を務めているエリ

オット・エイブラムス担当官を任命した。 

 

エリオット・エイブラムス担当官は１９年１月からベネ

ズエラ問題担当官に就任。マドゥロ政権への圧力強化を

求める急先鋒として国務省で活動していた。 

 

なお、ポンペオ国務長官はホック担当官の辞任の理由に

ついて説明しなかった。また、エリオット担当官がベネ

ズエラ問題の担当官も続けるのかも現時点では不明。 

 

現在、トランプ政権は、イラン政府とマドゥロ政権の接

近に懸念を示している。 

 

今回、エイブラムス担当官をイラン担当官に任命したこ

とにはベネズエラとの接近も関係しているのかもしれ

ない。 

 

経 済                       

「英国 GOLD 裁量権の判決は２０年末を予定」            

 

８月６日 グアイド政権からベネズエラ中央銀行総裁

に任命されたリカルド・ビジャスミル総裁は、国会の経

済財務委員会に対して、自身の総裁としての活動内容を

説明した。 

 

 

 

その中で、英国で保管されているベネズエラ中央銀行の

GOLD の裁判について状況を説明。 

 

英国裁判所は、グアイド政権側の中央銀行に裁量権があ

ると決定したが、マドゥロ政権の弁護団が再審を要求し

ており、結論が出るのは１２月末になるだろうとの見解

を示した。 

 

「２０年前期の自動車組み立て台数は６７台」         

 

「ベネズエラ自動車部品工業会（Favenpa）」のオマー

ル・バウティスタ代表は、「Union Radio」のインタビュ

ー番組に出演。 

 

２０年前期の同セクターの稼働率は前年同期と比べて

３６％減ったと説明。１０年前と比べると９３％減った

と述べた。 

 

また、自動車アッセンブラーの活動について、Covid-１

９の影響で２０年３月から活動が完全に停止している

と説明。これまでに６７台しか組み立てしていないと述

べた。 

 

「米国 CITGO 元職員を汚職で訴え」         

 

米国司法省は、CITGO で働いていた José Luis De Jongh 

Atencio 氏（以下、アテンシオ氏）を汚職、マネーロン

ダリングの罪で訴えた。 

 

訴えによると、アテンシオ氏は、１３年～１９年にかけ

て CITGO との契約を発注する見返りとして、賄賂を受

け取っていたという。 

 

受け取った賄賂の合計額は２５０万ドル。アテンシオ氏

は自身がコントロールしているパナマとスイスのペー

パーカンパニーの口座に支払いを求めていたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a496ffb6ce6af600547fcc5fcf67dd44.pdf
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また、アテンシオ氏は不正に得たお金を不動産に変え、

マネーロンダリングをしていた。金銭以外にもお土産と

して、高額の商品を受け取っていたとしている。 

 

米国司法省は、これまでに PDVSA の汚職捜査の結果２

７名が起訴されており、うち２０名が有罪となっている

と説明した。 

 

社 会                       

「国境での犯罪増加」                  

 

犯罪調査団体「FundaRedes」は、ベネズエラ国境での犯

罪統計（２０年第２四半期）を発表。国境付近での犯罪

が増加していると警鐘を鳴らした。 

 

 

「FundaRedes」によると、２０年４月～６月に国境の

６州（アマゾナス州、アプレ州、ボリバル州、ファルコ

ン州、タチラ州、スリア州）で起きた殺人件数は４３５

件で前年同期の３３８件から２８．６％増加した。 

 

特に殺人件数が多いのはボリバル州で、警察など治安維

持当局の怠慢により１８６名の死者が出たとしている。 

 

殺人以外では「行方不明」が４４件で前年同期比８３％

増。 

 

「衝突・対立（具体的にどのような内容を意味している

のかは不明）」は、１７０件で同２２，３％増えたとし

ている。なお、「衝突・対立」が最も多いのはスリア州

で８０件。次いで、ボリバル州が６４件となっている。 

 

 
 

以上 

 


