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（写真）CITGO ホームページ “米国裁判所が Crystallex の要求を承認し、Citgo 資産差し押さえを承認” 

 

 

２０１８年８月８日（水曜） 

 

政 治                     

 「制憲議会 ２議員の不逮捕特権のはく奪を承認 

～最高裁もボルヘス・レケセンス議員逮捕指令～」 

「アレアサ外相 米国政府に調査協力を要請」 

 「オルテガ元検事総長の調査 SUDEBAN 関与か」 

経 済                     

 「PDVSA オリノコ契約委員会を発足」 

 「ベナルム施設の一部が破損」 

 「中国 ベネズエラ石油産業への浸食を懸念」 

社 会                     

 「SENIAT 元職員 年金改定を求め抗議行動」 

２０１８年８月９日（木曜） 

 

政 治                    

 「ペルー人ジャーナリスト ２議員の関与を否定 

～事件はあくまで軍人によるものと主張～」 

 「アジュップ 事件は政府の自作自演ではない」 

 「国会 日本含む外交官らを招き政府を批判」 

経 済                    

 「米国裁判所 Citgo 資産の差し押さえを承認」 

 「民営化後のアバスト・ビセンテナリオが開業」 

 「為替法廃止後も DICOM２６回目を実施」 

社 会                    

 「エクアドル 難民増加を受けて緊急事態令」 
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２０１８年８月８日（水曜）             

政 治                       

「制憲議会 ２議員の不逮捕特権のはく奪を承認     

 ～最高裁もボルヘス・レケセンス議員逮捕指令～」       

 

８月４日に起きた大統領暗殺未遂事件を受けて、議員へ

の圧力が強まっている。 

 

８月７日 マドゥロ大統領は事件当時の状況や捜査の

進捗を説明するビデオを公開。事件に関与した罪で逮捕

されたとされる人物の証言ビデオを流し、そのビデオで

言及されていたファン・レケセンス議員、フリオ・ボル

ヘス前国会議長の逮捕を要請。 

 

同日にはレケセンス議員が SEBIN により拘束されてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.173」８月７日付の記事

参照）。 

フリオ・ボルヘス前国会議長はコロンビアにいるため、

拘束されていない。 

 

８月８日 制憲議会はファン・レケセンス議員とフリ

オ・ボルヘス議員の不逮捕特権のはく奪を承認。 

これを受けて、最高裁判所が両名の逮捕指令を発出した。 

 

憲法２００条には、国会議員は任期中に逮捕されない

「不逮捕特権」が明記されている。他方、事前の国会の

内諾を前提に最高裁判所が逮捕を命じることが出来る

とも書かれている。 

 

とは言え、政治的な言動や思想を理由とする逮捕は不可

能で、殺人など刑事罰に該当するような犯罪の場合、こ

の手続きを取ることが出来る。 

 

もちろん今回については国会の事前承認を経ることな

く、その役割を制憲議会が代替したことになる。 

「アレアサ外相 米国政府に調査協力を要請」         

 

８月８日 ベネズエラのアレアサ外相とタレク・ウィリ

アム・サアブ検事総長は在ベネズエラ米国大使館のジェ

ームス・ストーリー経済担当書記官（大使がいないため、

実質的なナンバーワンの人物）と会談。 

 

今回の事件を支援したフロリダ州在住のベネズエラ人

オスマン・デルガード氏が事件に関与したとされる証拠

資料を渡し、逮捕に協力してほしいと要請した（オスマ

ン・デルガード氏については「ベネズエラ・トゥデイ

No.173」８月７日付の記事参照）。 

 

アレアサ外相は 

「ジェームス・ストーリー経済担当書記官は事件への懸

念を表明し、米国政府として協力する意志を示してくれ

た。 

米国政府は長年にわたりテロリストの撲滅を進めてい

る。我々は米国政府がこの命題に取り組んでいることを

証明してくれることを期待している。」 

とコメントした。 

 

同席したサアブ検事総長は会合について 

「尊重された環境で面談が出来た」と評価した。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV ツイッター抜粋 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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「オルテガ元検事総長の調査 SUDEBAN 関与か」                  

 

亡命最高裁とオルテガ元検事総長が協力し、マドゥロ大

統領とブラジルの建設会社オデブレヒトとの汚職関係

の調査を進めている。 

 

この調査に銀行監督局（SUDEBAN）のアントニオ・モ

ラレス長官も関与している可能性があるとの報道が流

れている。 

 

モラレス氏は１７年６月に SUDEBAN の長官に就任。

それまでは SUDEBAN の全国財務統合部門の代表を務

めていた。 

 

調査への関与が報じられた理由はモラレス氏が全国財

務統合部門だった頃（１７年１月）に彼の署名入りで検

察庁に対して政府の口座の動きを報告する資料を送っ

ていたことが判明したため。 

 

亡命裁判所がマドゥロ大統領の汚職調査の際に、この資

料を公開したことで報告書の存在が明るみになった。 

 

１７年１月はまだオルテガ元検事総長が検事総長とし

て活動していた頃なので、彼女が内乱を起こそうとして

いたとは知らずに情報を提出した可能性もある。 

 

他方、アントニオ・モラレス SUDEBAN 長官は民間金

融機関 BANESCO の政府管理措置に反対していたとの

内部情報も聞いており、現政権の方針に完全に同意して

いる人物ではなさそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「PDVSA オリノコ契約委員会を発足」           

 

８月７日 PDVSAはオリノコ原油地帯の財・サービス・

工事契約の手続きを特別委員会に集約することを決め

た。 

これは１８年４月に公布した石油相への権限強化を定

めた政令を受けたもの（「ベネズエラ・トゥデイ No.124」

４月１４日付の記事参照）。 

 

これまで以上に PDVSA 契約に関するプロセスの透明

性が無くなり、汚職が拡大することが懸念される。 

 

同委員会は時限的な措置とのことで有効期限は１８年

１２月３１日までとしているが、延長される可能性もあ

りそうだ。 

 

「ベナルム施設の一部が破損」             

 

８月８日 ボリバル州の野党政党「La Causa R（LCR）」

のアメリコ・デ・グラシア議員はアルミニウム精錬会社

「Venalum」の工場施設が崩壊していると写真付きでツ

イッターに投稿した（写真参照）。なお、同氏の報告に

よると施設崩壊に伴うけが人は出ていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf
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「中国 ベネズエラ石油産業への浸食を懸念」                  

 

ビジネス情報サイト「Business Insider」はベネズエラ政

府の債務支払い停止により中国がベネズエラ石油産業

をコントロールする可能性があるとの記事を公開した。 

 

同紙ではベネズエラの産油量が顕著に減少しており、今

後も回復が予見できないと説明。米国ワシントンに拠点

を置く「Center for Strategic ＆ International Studies」

の記事を引用し、債権を積み上げている中国がベネズエ

ラ石油産業をコントロール下に置く可能性について言

及した。 

 

同サイトによると中国はこれまで６２０億ドルをベネ

ズエラに融資しており、この額はラテンアメリカ全体へ

の融資額の５３％だとしている。 

また、ベネズエラは原油を輸出することで返済をしてい

るが、融資残はまだ２３０億ドル残っていると試算して

いる。 

 

中国は長期的な視点に立ち資源の安全な供給先を欲し

ており、世界一の原油埋蔵量を誇るベネズエラは中国に

とっては大事な国で今後も政権維持に関与する可能性

があるとしている。 

 

社 会                          

「SENIAT 元職員 年金改定を求め抗議行動」           

 

７月から給料など待遇改善を要求する抗議行動が徐々

に拡大している。 

 

８月１日には国会、通信公社（Cantv）、電力公社

（Corpoelec）の労働者が待遇改善を求める抗議行動を

実施したとの記事を紹介したが、今回は徴税庁

（SENIAT）の元職員が年金の支払い増額を求めて抗議

行動を起こした。 

 

抗議行動に参加した元 SENIAT 職員は 

「現在支給されている年金は月額３５０万ボリバルだ

が、高血圧を抑制する薬は８００万ボリバルで売られて

いる。これでは生活が出来ない。」 

と抗議の声を上げた。 

 

他の参加者は現在の年金支給額から月額６億ボリバル

増やすことを要請している。 

 

２０１８年８月９日（木曜）             

政 治                       

「ペルー人ジャーナリスト ２議員の関与を否定     

   ～事件はあくまで軍人によるものと主張～」        

 

８月４日に起きたマドゥロ大統領暗殺未遂事件につい

て、事前に計画を聞いていたと語った米国在住のペルー

人ジャーナリスト、ハイメ・バーリー氏は、この事件は

軍部が起こしたものでフリオ・ボルヘス前国会議長とフ

ァン・レケセンス議員は関与していないとコメントした。 

 

フリオ・ボルヘス前国会議長とファン・レケセンス議員

は政府から事件の関連を指摘されており、逮捕命令が出

ている（本号「制憲議会 ２議員の不逮捕特権のはく奪

を承認」参照）。 

 

ワシントンにいる私の信頼できる情報筋から聞いた情

報として 

「真実は（正確に言えば私の信頼できる情報筋から聞い

た真実は）、フリオ・ボルヘス前国会議長もファン・レ

ケセンス議員も今回の事件とは無関係と言うことだ。 

 

これは軍人の計画だ。私にとっては英雄だが、事件を企

てたグループは政治家との関係を作ることを避けてい

た。彼らは与党、野党問わず政治家を信頼していなかっ

た。 

 

https://www.businessinsider.com/china-could-be-the-new-owner-of-venezuelas-oil-industry-2018-4
https://www.csis.org/analysis/when-investment-hurts-chinese-influence-venezuela


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年８月８日～８月９日報道              No.１７４   ２０１８年８月１０日（金曜） 

5 / 8 

 

レケセンス議員は今回の事件とは無関係だが逮捕され、

拷問を受けている。今回の両政治家への逮捕命令は政治

的に邪魔な勢力を排除することを目的としている。」 

と言及した。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.172」８月５日付の記

事「米国・コロンビア政府 事件の関与を否定」で「フ

ェニックス・オペレーション」というグループが犯行声

明を出したと記載したが、正しくは「Soldado de 

Franelas（Ｔシャツ兵士隊？）」が犯行声明を出した。 

 

「フェニックス・オペレーション」は「Soldado de 

Franelas」が起こした、今回のドローン爆破計画自体の

名称だったので訂正したい。 

 

ちなみに、マドゥロ大統領はハイメ・バーリー氏の 

「次にドローンが必要な時は私に相談してほしい」と今

後もマドゥロ大統領の暗殺を試みることを支持する発

言をしたことに対して、 

 

「米国政府は彼とこの発言を公共の電波で放送したテ

レビ局を取り締まらなければいけない。 

 

仮にベネズエラの公共の電波でトランプ大統領の殺害

を支持するような発言を流したとすれば、関係者は処罰

されるだろう。」 

とコメントした。 

 

このコメントに対して、バーリー氏は 

「私は今もマドゥロに出来るだけ早くチャベスやフィ

デル・カストロのもとに行ってもらうことを願っている。

これはベネズエラにとって計り知れないほどポジティ

ブな出来事になる。」 

と反論した。 

 

 

 

 

「アジュップ 事件は政府の自作自演ではない」           

 

行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹事長は８月

４日のマドゥロ大統領暗殺未遂事件について、政府の自

作自演ではないだろうとの見解を示した。 

 

「私はあの事件は本当に起きたのだと考えている。誰も

自分が恥をかくために自作自演はしないだろう。 

 

もし自作自演をするのであれば白馬に乗った英雄にな

るためだ。世界中にベネズエラの恥をさらすための自作

自演はしない。 

 

あのドローンの爆弾は演説していたマドゥロのかなり

近くまで来ていた。ここまで接近できたことはマドゥロ

の護衛が精彩を欠いていたことの証明だ。」 

 

なお、ドローンに載せていた爆発物について 

「ネストール・リベロル内務司法平和相はＣ４爆弾だっ

たと発表したが、あの爆発は火薬だ。」 

との見解を示した。 

 

「国会 日本含む外交官らを招き政府を批判」         

 

レケセンス議員とボルヘス前国会議長への逮捕命令を

巡り野党政治家が政府への非難を強めている。 

 

国会は外交官を議会に招き、今回の制憲議会と最高裁判

所の決定は違憲行為であり、司法手続きにも準じておら

ず、政府の見解に耳を貸さないよう要請した。 

 

同会場に参加した外交官はスペイン、欧州連合、英国、

コロンビア、米国、メキシコ、チリ、ドイツ、イタリア、

アルゼンチン、スイス、オランダ、ブラジル、ポルトガ

ル、ペルー、フランス、パラグアイ、カナダ、ポーラン

ド、日本。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
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アジアからの参加は日本のみだった。 

 

 

（写真）La Patilla 

“議会に参加した各国外交官らとの集合写真” 

 

経 済                        

「米国裁判所 Citgo 資産の差し押さえを承認」            

 

米国時間で８月９日（木曜）、米国紙ウォールストリー

トジャーナルは、米国デラウェア州裁判所がカナダの金

開発会社 Crystallex の要求を認め、接収賠償金の回収の

ため Citgo の資産差し押さえを承認する決定をしたと

報じた。 

 

ロイター通信によると、裁判所からはまだ Citgo 資産差

し押さえの命令は出ていない。双方が協議で解決するた

めに１週間ほどの猶予が設けられるようだ。 

 

Crystallex は０２年９月にベネズエラ・ボリバル州に位

置する同国最大の金鉱区「ラス・クリスティナス（Las 

Cristinas）」第４、５、６、７鉱区の採掘権を獲得（ガイ

アナ開発公社（CVG）が Crystallex を開発パートナーに

選定）。 

 

しかし、資源ナショナリズムを進めるチャベス大統領

（当時）が０８年に環境配慮を理由に Crystallex との契

約を破棄。 

 

 

同地域の採掘はベネズエラ政府が担うとして０８年１

１月に Las Cristinas 鉱区を接収した。 

 

その後、Crystallex は国際紛争解決センター（ICSID）

にベネズエラ政府を提訴。 

ICSID は Crystallex の主張を認め、ベネズエラ政府に１

２億ドルの賠償金と利息を支払うよう命じた。 

 

同判定は１７年３月に米国裁判所により追認され、ベネ

ズエラ政府に対して１２億ドルの賠償金と２億ドルの

利息、合計１４億ドルを支払うよう判定を下した。 

 

これを受けて Crystallex は同年４月に「ベネズエラ政府

と PDVSA は実質的には同一の存在である」として、 

PDVSA 関係会社 Citgo が持つ米国資産の差し押さえの

可否を裁判所に確認。６月にコロンビア州裁判所が差し

押さえを試みることを許可していた。 

 

Citgo の株式には、PDVSA２０の債券保有者に５０．

１％、ロスネフチに４９．９％の担保が設定されており、

今回の決定はこれらの債権者の利益を損なうことにな

る。 

Citgo は PDVSA にとって外貨を生み出す存在で、同組

織が稼働できなくなると PDVSA の資金繰りはこれま

で以上に厳しい状況になるため、上記債権者以外にとっ

ても重要なニュースと言える。 

 

マイアミに拠点を置く証券会社カラカス・キャピタル・

マーケットのルイス・ダレン氏は「Crystallex は最初に

果実を手に取る権利を手に入れたラッキーな会社だ。」

とコメントした。 

 

ロイター通信によると、PDVSA と政府は異なる組織で

通常であれば差し押さえはできないが、Crystallex は

PDVSAの経営者が軍人であり実質的に政府と同一と主

張し、裁判所がその主張を受け入れたと報じている。 
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「民営化後のアバスト・ビセンテナリオが開業」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.172」８月３日付の記事で

国営スーパーマーケット「アバスト・ビセンテナリオ」

が民間資本（Salva Foods 2015）に買収されたとの記事

を紹介した。 

 

資本売却に関連して「アバスト・ビセンテナリオ」の店

舗は閉鎖しており、労働者から解雇を懸念する声が噴出

していた。 

 

８月９日 カラカスの Plaza Venezuela、Terrazas de 

Avila、Charallave とバレンシアのアバスト・ビセンテナ

リオが再開した。 

 

同社の労働組合関係者によると、とうもろこし粉など基

礎生活品は国営スーパーの頃と同じ統制価格で販売す

るようだ。 

 

また、従業員は記者の質問に対して、他の店舗も再開す

るかどうかは分からないと答えた。 

 

 
（写真）アバスト・ビセンテナリオ広告写真 

 

 

「為替法廃止後も DICOM２６回目を実施」              

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.172」８月４～５日付の記

事で不正為替取締法の廃止令が公布された件について

紹介した。 

 

また、制憲議会の経済委員長を務めるエロイ・メンデス

氏は、同法律の廃止を受けて今後は DICOM が稼働を

停止すると発言していた。 

 

しかし、これはメンデス委員長の誤った認識だったよう

だ。 

 

８月９日 DICOM の外貨競売委員会はこれまで通り

DICOM の２６回目競売の公募要領を発表した。 

 

内容は以下の通り。 

   

■応札期限：８月９日（木曜）PM２時まで   

■競売実施日時：８月１０日（金曜） 

■結果公表：８月１０日（金曜）   

■決済日：８月１３日（月曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
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社 会                         

「エクアドル 難民増加を受けて緊急事態令」            

 

エクアドルに向かうベネズエラ人難民はここ最近特に

増えているようだ。 

 

エクアドル外務省のサンティアゴ・サンチェス次官はコ

ロンビアを経由して入国してくるベネズエラ人移民の

急増を理由に国連へ緊急支援を求めた。 

 

外務省の発表によると、エクアドルに入国するベネズエ

ラ人は４，２００名／日。コロンビア北部の「Carchi」、

中央アンデス地域の「Pichincha」、ペルー南西部の「El 

Oro」からエクアドルに入国している。 

 

緊急事態令は８月から始まり、移民者の入国コントロー

ルの効率化、食料・医療・住居アテンドを行うとしてい

る。 

 

先日、エクアドル政府は身分証明書を持たない子供を連

れた家族（約２００名）の入国希望を受けて、身分証明

書が無くても保護者同伴の子供の場合は入国を許可す

る措置を決定した。 

 

エクアドル外務省の発表によると１７年時点で２８．８

万人のベネズエラ人がエクアドルに滞在している。 

 

以上 

 


