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（写真）新時代党 “２０１８年国会議長と噂されるオマール・バルボサ氏（新時代党）” 

 

２０１８年１月３日（水曜） 

 

政 治                    

「検事総長 価格操作による PDVSA 汚職を告発」 

経 済                    

 「米裁判所 Crystallex の差し押さえ申請を棄却」 

 「新外国投資法 官報で公布される 

新法 ベネズエラ国内で訴訟するよう明記」 

 「ベネズエラで運航している航空会社は１６社」 

社 会                    

 「豚肉を運ぶためトラック２３台が国境通過」 

 「アラグア州マラカイで略奪 ２０人逮捕」 

 「PDVSA 関連の汚職で SEBIN から２名脱走」 

２０１８年１月４日（木曜） 

 

政 治                   

 「２０１８年国会議長は明日発表予定 

新議長はオマール・バルボサ氏との噂」 

 「コミューン相・刑務所制度相・先住民相が交代」 

 「次回の与野党交渉で合意に至る可能性を示唆」 

 「アルマグロ事務局長 制裁の強化を求める」 

経 済                   

 「医薬品とダイヤモンドなどの物々交換を提案」 

 「鉱業セクターの税率は大統領が決定」 

 「祖国カード保有者へ５０万ボリ配布を約束」 

 「軍人の給与表 公務員と大きな格差」 
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２０１８年１月３日（水曜）             

政 治                       

「検事総長 価格操作による PDVSA 汚職を告発」       

 

１月３日 サアブ検事総長は PDVSA 内で原油販売価

格を不正に操作した汚職の内情について説明した。 

 

１７年１２月下旬に検察庁は PDVSA の原油販売監査

部の管理職らを逮捕していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.79」１２月２９日） 

 

「PDVSA の米国子会社 Citgo は、２０１３年に特性係

数（Factor K）の計算ミスを利用して不正を行っていた。 

計算ミスにより政府に支払うロイヤリティを１バレル

当たり６ドル下げていた。 

 

Factor K の計算には JBC エナジーという外資企業が関

わっており、同社も内容を認めている。JBC エナジーと

の契約は、PDVSA の石油販売政策室（オーストラリア

のウィーン拠点）が交わしていた。」 

 

専門用語で詳しくは理解できていないが、Factor K は原

油品質（硫黄など不純物含有量）などを参考に計算され

る数字のようだ。 

 

検事総長は２００９年～２０１５年まで遡り Factor K

の再計算を行い不正の被害額を明らかにすると説明し

た。 

また、PDVSA の石油販売政策室は PDVSA ヨーロッパ

のウィーンに拠点があるが、PDVSA 本社の原油販売監

査部門の管理下にある。 

 

サアブ検事総長はこの取引にはラミレス元国連大使も

関係しており、不正額は少なくとも４８億ドルにのぼる

と述べている。 

経 済                        

「米裁判所 Crystallex の差し押さえ申請を棄却」           

 

１月３日  米国裁判所はカナダの鉱山開発会社

Crystallex による Citgo 製油所の差し押さえ申請を棄却

した。 

 

Crystallex は２００８年にチャベス大統領（当時）によ

りベネズエラの金鉱山を接収された会社。その後、国際

投資紛争解決センター（ICSID）に訴訟を起こし、１２

億ドルの賠償金および２億ドルの利息、計１４億ドルの

支払い決定がくだされている。 

 

本件はベネズエラ政府への支払い命令だが、PDVSA が

政府と事実上は同一の組織であるという主張から

PDVSA の米国子会社 Citgo（正確には Citgo の米国持

ち株会社 PDV America）の株式の差し押さえを求めて

いた。 

 

米国裁判所がベネズエラ政府と PDVSA との線引きを

どのように扱うのかが注目されたが、裁判所は両者が別

の組織であるとの見解を示した 

 

「新外国投資法 官報で公布される             

   新法 ベネズエラ国内で訴訟するよう明記」         

 

１２月２８日に制憲議会が改定外国投資法を承認した

記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ No.78」１２

月２８日付の記事参照）。 

 

同法制度の条文が公開された。法令は４７条で構成され

ている。全ては読めていないが確認できた主な点は以下

の通り。 

 

1. 国家貿易センター（CENCOEX）が外国投資管轄組

織ではなくなる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f2e775fbd96d1f0ce36467dc34f36db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f2e775fbd96d1f0ce36467dc34f36db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
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これまでの外国投資法では CENCOEX が外国投資

管轄組織だったが、改定法では CENCOEX の記述

が無くなり、外国貿易投資省が直接管轄することに

なった。 

2. 外国企業はベネズエラ国内の裁判所にて訴えを起

こす必要がある。政府が事前に合意した場合のみ、

他国で裁判を行うことが出来るようになった。 

3. 外国企業の定義 

株式の５０％以上を外国企業が保有している会社。 

4. 投資最低額は８０万ユーロあるいは６５０万人民

元、その他上記に相当する外貨。日本円で言えば１

億円程度を想定している。ただし、外国貿易投資省

の判断で８万ユーロあるいは６５万人民元を最低

投資額にすることも可能。 

5. 配当金は１００％本国へ送金することが可能とな

った。もちろん制度上の話で実際は国内利益を外貨

に換えて本国に送金することは事実上不可能に近

い。 

 

新外国投資法については別途詳細を説明する機会を設

けたい。 

 

「ベネズエラで運航している航空会社は１６社」         

 

ベネズエラ航空会社組合（ALAV）のウンベルト・フィ

ゲラ代表は民放のインタビュー番組に出演し、現在の航

空業界についてコメントした。 

 

「ベネズエラで稼働している航空会社は１６社しかい

ない。１６社のうち４社はあまり動いていないので、あ

る程度オペレーションが出来ているのは１２社だ。 

 

機体は合計で１１４台が稼働している。この１１４台の

コンディションは良好だ。機体の整備不良で動いていな

い機体もたくさんある。 

 

 

我々の組合に所属している航空会社の８５％は外貨建

てでオペレーションを行っている。つまりチケットを外

貨で販売している。外国でのオペレーションにはドルが

必要になる。ボリバル通貨が外貨に両替できないのでチ

ケットのドル建て販売は必要な措置だ。 

 

２０１５年にチケットの販売価格に上限を設けられた。

これによりいくつかの航空会社は赤字に陥っている。ま

た、国内線の本数を減らしている。」 

とコメントした。 

 

社 会                         

「豚肉を運ぶためトラック２３台が国境通過」          

 

コロンビアとベネズエラの国境から大量の豚肉が運ば

れている。前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.79」１２

月３０日付の記事で５０トンの豚肉が輸入されたとの

記事を紹介した。その後も輸入は続いており１月３日時

点で２３台のトラック（５５３トン相当の豚肉）が運ば

れたようだ。 

 

カラカスの旧市街地にも豚肉が届き始めている。１月３

日にはスクレ地区のカティアに CLAP の豚肉が届いた

とのツイッターが流れている。ただし、地域の全住民に

販売するため１袋の豚肉を２～３家族に分けて販売し

ている。豚肉は１切れ１４万ボリバルだという。 

 

 

（写真）Noticia８００ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f2e775fbd96d1f0ce36467dc34f36db.pdf
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「アラグア州マラカイで略奪 ２０人逮捕」              

 

１月３日の深夜から４日早朝にかけてアラグア州の州

都マラカイ市（ラス・デリシアス地区）にある薬局ファ

ルマトド（Farmatodo）で略奪が起きた。 

 

ガラスや商品棚が破壊されており、略奪後の惨状がビデ

オで投稿されている。 

 

その後、アラグア警察は略奪に関与した２０人を逮捕し

たと発表した。なお、逮捕したうちの７名は未成年だっ

た。 

 

 

（写真）ツイッターに投稿された映像（Farmatodo） 

 

 

（写真）アラグア警察署 “略奪容疑で逮捕された人” 

 

 

 

「PDVSA 関連の汚職で SEBIN から２名脱走」                  

 

週刊誌「Quinto Dia」のセバスティアン・バラエス記者

は、PDVSA 関連の汚職で逮捕された２名がカラカスに

ある国家諜報部（SEBIN）の留置所「El Helicoide」から

脱走したとツイッターで投稿した。 

 

バラエス記者の投稿によると、脱走した２名が誰なのか

は不明。 

 

１２月３０日に脱走し、３１日に脱走が判明した。 

 

軍部の知的戦略統括部隊（DGCIM）は脱走の経緯につ

いて関係者を尋問しているようだ。 

 

２０１８年１月４日（木曜）               

政 治                         

「２０１８年国会議長は明日発表予定          

     新議長はオマール・バルボサ氏との噂」        

 

２０１８年の国会議長が１月５日に発表される予定だ。 

 

既に１８年度の議長が新時代党（UNT）所属の議員であ

ることは決まっているが、多くの候補があがっており前

日まで定かではない。だが、最終的に１８年の国会議長

はオマール・バルボサ議員が務めることになりそうだ。 

 

最初はエンリケ・マルケス議員が議長になるとの報道が

流れたが、その後デルサ・ソロルサノ議員、ティモテオ・

サンブラーノ議員、ステイン・ゴンサレス議員など多く

の候補の名前が挙がった。 

議長は１月４日まで決まらず第一正義党（PJ）、行動民

主党（AD）、大衆意志党（VP）らを交えて協議したよう

だ。 
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オマール・バルボサ議員は UNT 代表。元々、AD 所属

の政治家だったが、故チャベス元大統領の大統領就任後

に、UNT を発足し初期メンバーとなった。１９８５年

～１９８９年までスリア州知事を務めた。また、２０１

１年から現在まで国会議員を務めている。 

 

なお、国会第一副議長は発展進歩党（AP）所属のフリ

オ・セサル・レジェス議員でほぼ決まっている。 

 

第二副議長は PJ 所属の議員が就任するようだが、個人

名は特定できていない。 

 

他、VP 所属の議員が野党議員団の代表を務める。 

 

 
（写真）オマール・バルボサ新時代党代表 

 

「コミューン相・刑務所制度相・先住民相が交代」           

 

１月４日、マドゥロ大統領はコミューン・社会運動相、

刑務所制度相、先住民相の３閣僚を交代した。 

交代と言っても、３人とも以前の役職に戻っただけだ。 

 

現在、制憲議会の第一副議長を務めているアリストブ

ロ・イストゥリス氏がコミューン・社会運動相に再任し

た。社会主義領土担当副大統領も兼務する。 

同氏は制憲議会議員になる前の１７年１月にも両職を

兼務していた。 

 

 

刑務所制度相は制憲議会のイリス・バレラ議員が再任。

彼女は２０１１年～１７年６月まで刑務所制度相だっ

た。制憲議会への出馬のため一時、同職を離れたが１８

年１月に再任した。 

 

先住民相は制憲議会のアロア・ヌネス議員が再任した。 

同氏は１２年～１５年１２月まで先住民相。その後、国

会議員を経て１７年１月～６月まで先住民相。制憲議会

出馬のために一時、先住民相の役職を降りたが、１８年

１月に再び同職に就いた。 

 

現在の新閣僚リストは以下の通り。 

「ベネズエラ政府閣僚リスト（１８年１月４日時点）」 

 

「次回の与野党交渉で合意に至る可能性を示唆」         

 

与野党交渉の野党側メンバーの一人シモン・カルサディ

ージャ議員（ベネズエラ行動進歩党（MPV）所属）は民

放テレビの取材に対して、１月１１日、１２日に行われ

る交渉で最終結論が出る可能性があるとコメントした。 

 

また、これまで交渉の内容を保証するための証人として

メキシコ、チリ、サンビセンテグラナディン諸島、ボリ

ビア、ニカラグアの外相が付き添っていたが、１月１１

日の交渉には外国の証人が参加せず、１２日の会にだけ

証人が出席するとコメントした。 

 

加えて、フリオ・ボルヘス氏は国会議長を離れるが与野

党交渉の野党側代表は引き続きボルヘス議員が務める

とコメントした。 

 

現在のところ、クリスマス前後で４４名の政治犯が解放

されたことが交渉の主な成果となっている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecd2e0d118cb29c1611086f59b50082b.pdf
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「アルマグロ事務局長 制裁の強化を求める」         

 

１月４日 米州機構のアルマグロ事務局長は EFE の取

材に対し、マドゥロ大統領に透明な選挙実施を迫るため

に国際社会へ制裁を強化するよう求めた。 

 

「米国、カナダ、欧州連合による制裁に賛成している。

ベネズエラ政府に対して透明性で保証された選挙の実

施を強いるには更なる制裁が必要だ。我々は制裁という

外交手段を持っている。 

 

外国による選挙の監視も必要だ。制憲議会選挙の実施後

にはベネズエラへ選挙システムを提供している

Smartmatic 社のサポートが無くなり、コントロールが

出来なくなっている。 

 

ベネズエラはここ数年で４００万人が海外に移住した。

中東などの国よりも多い。ベネズエラの危機は明白だ。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「医薬品とダイヤモンドなどの物々交換を提案」            

 

米国経済誌ウォールストリートジャーナルは、ベネズエ

ラ政府が、外国の医薬品輸出者に対して、ダイヤモンド、

金、コルタンなど貴石類を渡すことで医薬品を輸入する

スキームを提案していると報じた。 

 

１カ月前に保健省の幹部から医薬品会社に対して提案

があったと書かれている。なお、現時点ではこのオファ

ーを受け入れた企業がいるかどうかは不明だ。 

 

医薬品業界は５０億ドルの未収金をかかえているとい

われる。多くの外国業者は長年にわたり未払金が回収で

きないことを理由に、ベネズエラ向けの輸出を停止して

おり、医薬品不足が深刻な問題になっている。 

 

１７年８月に米国から金融制裁を科せられて以降、ベネ

ズエラ政府、PDVSA の国外送金に障害が起きている。

物々交換の提案は金融取引が困難になっているのも理

由の一つと考えられる。 

 

「鉱業セクターの税率は大統領が決定」         

 

制憲議会は１２月２９日にオリノコ鉱物地域税法を承

認した（「ベネズエラ・トゥデイ No.78」１２月２８日

付の記事参照）。 

 

１２月２９日付の官報第４１，３１０号で同法が正式

に公布された。この法律には「税率は大統領が合意し

た税率が適用される」と書かれている。 

 

また、第４条には 

「ベネズエラ中央銀行の承認の上で、外国に金を売却

する場合、所得税を外貨あるいは外貨と同等の金で支

払う必要がある」と記述されている。 

 

「祖国カード保有者へ５０万ボリ配布を約束」        

 

１月４日 マドゥロ大統領は祖国カードを保有してい

る８００世帯に対して「王様賞与（Bono de Reyes）」を

給付すると発表した。給付日は１月６日、賞与の金額は

５０万ボリバルにのぼる。給付は祖国カードの QR コー

ドを用いて給付される 

 

他、マドゥロ大統領は近日中に、妊娠した女性に対して

金銭的な支援をするためのプログラムを実行すると宣

言した。祖国カードを通じて国民の貧富の差を解消する

と宣言した。 

 

豚肉の供給で証明されたように政府は物資の供給を保

証することは容易ではないが、ボリバル通貨の供給は比

較的容易と言える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
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今回の給付プログラムは豚肉が届いていないことに対

する国民の不満を和らげるためと考えられる。 

 

また、１２月３１日に軍人が妊娠女性を殺害した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.79」１２月３０－３１日付の記

事参照）。妊娠中の女性を対象としたプログラムは、政

府のイメージを中和させることが狙いと考えられる。 

 

「軍人の給与表 公務員と大きな格差」        

 

軍部関係の専門家ロシオ・サン・ミゲル氏は軍人の給料

表を公開した（右表参照）。 

 

一番低い給料だと月額約７２万ボリバル。最も高い階級

では約３００万ボリバルになる。また５４．９万ボリバ

ルの食料補助チケットを追加で受け取る。他、CLAP な

ど安価な政府系のサービスを受ける権利があり、軍人居

住区で生活できる。 

 

３００万ボリバルでも決して良い給料とは言えないが、

公務員の給料は最も高くても月額６１万ボリバル超だ。 

 

一般的な公務員給料と比較すると軍部は厚遇されてい

ると言えるだろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.80」１

月２日付の記事参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f2e775fbd96d1f0ce36467dc34f36db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f2e775fbd96d1f0ce36467dc34f36db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3588f602079ccabc16ebff1790771b6.pdf

