
 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月１８日～７月１９日報道            No.１６５   ２０１８年７月２０日（金曜） 

1 / 7 

（写真）米国財務省 外国資産管理室（OFAC） “１８年５月の金融制裁について制裁の一部を解除” 

 

 

２０１８年７月１８日（水曜） 

 

政 治                     

 「制裁対象のモレノ最高裁判長 ICC 総会に出席 

～欧州議員、急進野党らから非難の声～」 

「トーレス元内務司法相 病院に搬送」 

経 済                     

 「スーパー・ビセンテナリオの従業員を大量解雇」 

 「チリから CLAP の食料セット輸出を確認」 

 「Conindustria 代表 ストライキ実施に見解述べる」 

社 会                     

 「年金受給者 現金不足で年金を一部受け取れず」 

 「１８年は抗議行動で１３名が死亡」 

２０１８年７月１９日（木曜） 

 

政 治                    

 「野党主要政治家が会合 

～ファルコン党首 AP からの出馬を提案～」 

 「アルゼンチン マドゥロ政権を CPI に提訴か 

OAS 事務局長 マクリ大統領に資料引き渡し」 

経 済                    

 「米国財務省 制裁を一部解除 

Citgo 株式５０．１％差し押さえが目的」 

 「１８年 トルコに GOLD７．８億ドル分輸出」 

社 会                     

 「コロンビア入国ベネズエラ人は８７万人」 
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２０１８年７月１８日（水曜）             

政 治                       

「制裁対象のモレノ最高裁判長 ICC 総会に出席    

    ～欧州議員、急進野党らから非難の声～」       

 

マイケル・モレノ最高裁判長は７月１７日～１８日にか

けてオランダ・ハーグの「国際刑事裁判所（ICC）」で行

われたローマ規程成立２０周年記念イベントに出席し

た。 

 

ローマ規程とは大量虐殺や公権力による人権侵害など

を裁くための規定。マドゥロ政権自身がこのローマ規程

の違反行為をしていると欧米、南米近隣諸国が非難を強

めている。 

 

モレノ最高裁判長の同イベント出席がＥＵおよびベネ

ズエラで物議を醸している。 

 

そもそもモレノ最高裁判長は１８年１月にＥＵがベネ

ズエラ国民への人権侵害を理由に科した個人制裁の対

象者の一人で、ＥＵ域内への入国は禁止されている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.87」１月１８日付の記事参照）。 

 

 

 

 

欧州議会のベアトリス・ベセラ議員（スペイン、欧州議

会人権委員会副代表）は、モレノ最高裁判長の ICC 訪

問について、 

 

「欧州連合としてベネズエラ独裁政権を人権侵害の首

謀者だと非難し、制裁対象として欧州域内への入国を禁

止したにもかかわらず、モレノ氏は欧州の土を踏んだ。 

これは欧州連合の信頼性を損なう行為である。」 

と欧州議会のフェデリカ・モゲリーニ外交政策委員長に

説明を求めた。 

 

スペインに亡命した急進野党のアントニオ・レデスマ元

カラカス首都区長も今回の一件について抗議をした。 

 

「私はマイケル・モレノ最高裁判長と国際刑事裁判所

（ICC）代表が一緒に並んで写真に納まっている姿に茫

然自失の思いを抱いている。 

 

非政府団体、国連の高等弁務官、国連の独立調査員など

がベネズエラ電話番号は拷問や非人間的な待遇が行わ

れたと非難しているが、国際刑事裁判所にとってはこの

１９年間、ベネズエラでは人権侵害や人道に対する犯罪

が行われていなかったことになる。裁判を開始すること

さえもしない。」 

と、今回の一件を非難した。 

 

他方、ICC の方針に一定の理解を示す組織もある。 

非営利団体「Transparencia Venezuela」はモレノ最高裁

判長がハーグに入国した理由について、制裁は状況に応

じて例外を設けることができると説明。 

 

他、ベネズエラ人の人権を擁護する対話ルートを維持す

るため、ベネズエラの国としての権利を守るため、モレ

ノ最高裁判長を受け入れたとの見解を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月１８日～７月１９日報道            No.１６５   ２０１８年７月２０日（金曜） 

3 / 7 

 

「トーレス元内務司法相 病院に搬送」         

 

７月１８日 １４年まで内務司法平和相を務めたミゲ

ル・ロドリゲス・トーレス氏（軍部出身の元将軍）が軍

部の治安維持部隊（DGCIM）の留置所から軍人病院に

搬送された。 

 

ロドリゲス・トーレス氏は基本的には米国でマドゥロ政

権を非難していたが、１８年３月に一時的にカラカスに

滞在した際に SEBIN に拘束され、そのまま逮捕されて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.110」３月１３日付の

記事参照）。 

 

エバンヘリカ・ゴンサレス記者は、病院に搬送された理

由について、「ロドリゲス氏は肩に持病を患っており、

悪化したことが原因」とツイッターに投稿した。 

 

また、ゴンサレス記者は「ロドリゲス氏は逮捕前から２

０キロも体重が減少している」と補足した。 

 

経 済                        

「スーパー・ビセンテナリオの従業員を大量解雇」           

 

７月１８日 カラボボ州バレンシアの国営スーパー「ア

バスト・ビセンテナリオ」の従業員数十名が大量の解雇

を理由に、ショッピングセンターの前で抗議行動を行っ

た。 

 

抗議行動に参加した従業員の話によると、バレンシアの

「アバスト・ビセンテナリオ」は営業を停止して２２日

が経過する。このままだと完全に閉鎖し、全ての従業員

が職を失うと訴えた。 

 

１７年１１月に「アバスト・ビセンテナリオ」は民間セ

クターに売却されるとの噂が報じられていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.65」１１月２７日付の記事参照）。 

 

「チリから CLAP の食料セット輸出を確認」         

 

ベネズエラとチリの外交関係はかなり悪い。しかし、ベ

ネズエラ政府が推進している CLAP の食料品がチリか

らも輸出されているとの報道が流れた。 

 

チリ・バルパライソのメディア「El Mercurio」は“バル

パライソ港から CLAP の食料セットが輸出された “と

報じた。 

 

輸出者は「Suministros del Sur S.A.」で輸入者はカラボ

ボ州ナグアナグアの「 International Petrochemical 

Holding」と書かれている。この取引にはアルゼンチン

の「Ramaja Limitada」も関与しているようだ。 

 

税関関係者は「El Mercurio」の取材に対して 

「１０日ほど前に CLAP の箱を乗せたコンテナが１０

コンテナほど輸出された。１コンテナに４０パレットが

入っていたので、１コンテナには２，８００の CLAP セ

ットが積まれただろう。」 

とコメントした。 

 

「Conindustria 代表 ストライキ実施に見解述べる」                  

 

野党連合（MUD）を構成するボリバル州の地方政党「La 

Causa Radical（LCR）」は以前より政府に反対の意を示

すため、民間セクターに対してストライキを行うよう呼

びかけている（「ベネズエラ・トゥデイ No.156」６月２

８日付の記事参照）。 

 

７月１８日 LCR は「ベネズエラの労働環境に抗議を

表明するため全国的なストライキを実施しよう」と呼び

かけた。最近では看護士が待遇改善を求めて抗議行動を

続けており、MUD として呼びかければストライキが拡

大する可能性がある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月１８日～７月１９日報道            No.１６５   ２０１８年７月２０日（金曜） 

4 / 7 

 

生産者団体である「Conindustria」のオラルキアガ代表

はこの呼びかけについて 

 

「企業としてはこの全国的なストライキに参加する用

意はない。ベネズエラは既に機能停止状態だ。今の政府

を変える必要がある。私は政府を変えるためには別の手

段があると確信している。」 

と企業セクターが率先して抗議行動を支持する考えは

ないことを表明した。 

 

一方で、「ストライキは政府を交代させる圧力の一つに

はなり得る。」 

とコメントし、ストライキに一定の理解を示すようなコ

メントもした。 

 

社 会                        

「年金受給者 現金不足で年金を一部受け取れず」           

 

７月１８日は年金受給者の年金受取予定日だったよう

だ。年金は指定の口座に入金されるが、現金の方が使い

勝手が良いため、多くの高齢者が年金支給日に銀行で現

金を引き出す。 

 

年金の受取日に高齢者が銀行の前に列を作るのは恒例

の風景になっている。 

 

しかし、今月の年金受給は現金紙幣の不足を理由に問題

が起きているようだ。 

 

銀行監督庁（SUDEBAN）は、金融機関に対して年金受

給者への現金支払い額の上限を２００万ボリバルまで

にするよう指示を出した。なお、現在の年金支給額は８

４０万ボリバル。 

 

 

 

 

 

（写真）ペドロ・レアル記者ツイッター 

“２００万ボリバルしか受け取れなかったことを 

抗議する年金受給者たち” 

 

「１８年は抗議行動で１３名が死亡」                  

 

ベネズエラ社会紛争観測団体（Ovcs）によると、１８年

１月～６月までの６カ月間に全国で５，１３５回の抗議

行動が確認され、抗議行動を理由として少なくとも１３

名が死亡したと発表した。 

 

これは死亡した家族からの証言を基にした数字で、治安

当局による殺害だけではなく、与党を支持するグループ

による殺害も含まれている。 

 

５，１３５回の抗議行動のうち２，０１９回は労働条件

の改善を理由とした抗議行動、１，３９１回は公共サー

ビスの改善を求める抗議行動、７２２回は食料不足への

抗議、５８３回は医療問題への抗議行動、２２１回は教

育分野での抗議行動。 

 

最も抗議行動が多かったのはカラカスで５７９回。次い

でララ州が５１４回、ボリバル州が４６４回だった。 
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２０１８年７月１９日（木曜）             

政 治                       

「野党主要政治家が会合                 

 ～ファルコン党首 AP からの出馬を提案～」        

 

７月１９日 野党の主要な政治家らが会合を行った。 

 

参加したのは第一正義党（PJ）のエンリケ・カプリレス

元ミランダ州知事、行動民主党（AD）のラモス・アジ

ュップ幹事長、新時代党（UNT）のマニュエル・ロサレ

ス党首、発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首、

元選挙管理委員会（CNE）役員のビセンテ・ディアス氏

（野党寄りの CNE 役員）、トマス・グアニパ PJ 幹事長。 

 

自宅軟禁措置を取られている大衆意志党（VP）のレオ

ポルド・ロペス党首、外国にいる PJ のフリオ・ボルヘ

ス前国会議長もビデオ会議の形式で参加した。 

 

会合の事実はヘンリー・ファルコン AP 党首が明らかに

した。 

 

ファルコン党首は会合について「理にかなっており、時

期をとらえた会合だった」と評価。 

 

会合の中でファルコン党首から参加者に対して「１２月

９日の市議会議員選への参加を希望する政治家はAPの

党員として参加できる」と提案した。 

「会合では民主的な手段で選挙を通じて政権交代を目

指すことで合意した」 

とコメントした。 

 

CNE は１８年に入ってから選挙に参加しなかった政党

に対して政党更新作業を要求するようになった。この関

係でPJとVPの党員は選挙に出馬できなくなっている。 

 

 

 

また、AD、UNT も政党更新作業を受けるよう要求され

ており、政党登録が抹消される危機に直面している。 

 

なお、同時並行でカベジョ制憲議長が国会議員の罷免手

続きを進めている。罷免手続きが進めば、再選挙が行わ

れることになるが、その時に政党登録が抹消されていれ

ば国会議員の再選挙にも参加することが出来ない。 

 

この会合を受けてファルコン党首への警戒を強める報

道が流れている。 

 

「El Cooperante」は会合に参加した人物から入手した

情報として「会合は悲惨な内容だった」と報じた。 

 

会合は各人のスタンスを明らかにしただけであり、ファ

ルコン党首の提案（１２月の選挙に AP として参加でき

る）に参加者が合意したという事実は無い。 

 

しかし、ファルコン党首が「自身の提案に参加者が応じ

た」と理解できるような文章を公表したことで、参加者

から反感をかったと報じた。 

 

なお、この会合にはマリア・コリナ・マチャド党首が参

加していない。急進野党の支持者、政治家らがマチャド

党首の不在を非難している。 

 

 

（写真）Caraota Digital 

“左からカプリレス元ミランダ州知事、アジュップ AD

幹事長、ファルコン AD 党首” 
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「アルゼンチン マドゥロ政権を CPI に提訴か         

 OAS 事務局長 マクリ大統領に資料引き渡し」           

 

７月１９日 米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は

アルゼンチンのマクリ大統領と会談。ベネズエラの状況

について意見交換をした。 

 

アルマグロ事務局長はツイッターで 

「国際司法裁判所（CPI）に提出したベネズエラでの人

道危機を非難する報告書を手交した。」と投稿した。 

 

同会合には報告書を作成したメンバーも同席した（下写

真参照）。 

アルゼンチンのマクリ大統領は、ローマ規程で定められ

ている国家による大量虐殺・人権侵害を裁く「人道に対

する犯罪」でマドゥロ政権を国際司法裁判所（CPI）に

提訴する検討を始めているとの噂が流れている。 

 

 

（写真）アルマグロ OAS 事務局長ツイッター 

 

経 済                       

「米国財務省 制裁を一部解除            

  Citgo 株式５０．１％差し押さえが目的」            

 

７月１９日 米国財務省の外国資産管理室（OFAC）は

１８年５月２１日に発動した金融制裁について、免除ラ

イセンスを発行。 

 

免除ライセンスは 

「PDVSA２０２０，年利８．５％の社債について、１

８年５月２１日付け行政令１３，８３５号、セクション

１（a）（ⅲ）の適用を除外する」 

という内容（オリジナルの資料）。 

 

セクション１（a）（ⅲ）は 

米国人（法人・個人）、米国に滞在する外国人は 

「ベネズエラ政府が５０％超の支配権を持つ株式の販

売、移転、譲渡、担保行為を禁止する」という内容。 

 

PDVSA２０がデフォルトした場合、債券保有者が

PDVSA の米国子会社 Citgo の株式５０．１％を差し押

さえる権利を行使出来るようにするのが狙い。 

 

PDVSA は１６年に PDVSA２０を発行した際、５０．

１％の Citgo 株式を担保として設定していた。 

 

なお、担保が設定されている PDVSA 社債は PDVSA２

０のみ。PDVSA は他の社債利払いのほとんどを遅延さ

せているが、担保差し押さえを避けるために PDVSA２

０は優先して利払いをしている。 

 

PDVSA２０の利払い予定日は４月２７日（支払い済み）

と１０月２７日。１８年の利払い金額はそれぞれ１億７

４０万ドル。 

加えて１０月２７日には約８．４億ドルの元本も返済す

る予定。 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl5.pdf
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「１８年 トルコに GOLD７．８億ドル分輸出」         

 

７月１９日 ロイター通信は、ベネズエラとトルコの

GOLD 取引について、１８年１月～５月にかけて７．

８億ドル相当の GOLD をトルコに輸出したと報じた。 

 

この記事が出る前日にビクトル・カノ鉱業開発相は

GOLD の取引に関して、 

「米国の金融制裁が発動する以前、ベネズエラは

GOLD をスイスに輸出し、精製していた。精製後にス

イスが GOLD を精製したことを証明することで、ベネ

ズエラの外貨準備に計上することが出来た。 

 

しかし、欧米が制裁を発動したので、将来的に資産が動

かせなくなる懸念が生じたため GOLD の精製先をトル

コに移した。」 

とコメントしていた。 

 

ロイター通信はトルコの貿易統計を調べたところ１８

年１月～５月までにベネズエラから７．８億ドルの

GOLD の輸入が計上されていたことを確認した。 

また、貿易統計によると重量は２０．１５トンだったよ

うだ。 

他、トルコ税関はベネズエラから輸入した GOLD につ

いて品目を関税番号で言うと「加工されていない

GOLD」として通関している。 

 

社 会                        

「コロンビア入国ベネズエラ人は８７万人」           

 

コロンビア政府は今年に入り、同国に暮らしているベネ

ズエラ人の人数を把握する作業を行っていた。 

 

７月１９日 コロンビアの入国管理当局のクリスティ

ーナ・サルミエント局長はコロンビアに暮らすベネズエ

ラ人は約８７万人と発表した。 

 

８７万人のうち３８．２万人は合法的にコロンビアで暮

らしており、４４．２万人は正規の滞在者となる手続き

を進めている。残りの４．６万人は不法移民と説明した。 

 

また、８７万人のうち２０．４万人超はコロンビアの首

都ボゴタに暮らしていると説明した。ボゴタの人口が８

０８万人（１７年発表）なので、４０人に１人はベネズ

エラ人がいる計算になる。 

 

サルミエント局長はマドゥロ政権について 

「多くの難民を国外に出すことで、マドゥロ政権は少な

い資金で国を維持することが出来るようになっている。」

との見解を示した。 

 

以上 

 


