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（写真）検察庁 “汚職容疑でラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁、他７名を指名手配” 

 

 

２０２２年８月３１日（水曜） 

 

政 治                     

「第一正義党 グアイド政権の元会計監査長を提訴 

～元会計監査長 責任転嫁と反論、潔白を主張～」 

「元 PDVSA 総裁 マドゥロ親族の汚職を訴え」 

「バチェレ人権高等弁務官 後任なしで任期満了」 

経 済                     

「Chevron 米政府に制裁ライセンスの拡大要請 

～石油相 Chevron の事業再開は米国次第～」 

「コロンビア大使 Monomeros 株式購入を検討 

～Monomeros はマドゥロ政権がコントロール～」 

「石油相 Eni、Repsol とガス取引を検討」 

２０２２年９月１日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア CPI へのベネ提訴取り消しを検討 

～ドゥケ政権の外交政策ミスだった～」 

「ラミレス元 PDVSA 総裁他７名を指名手配」 

「アウラル元 PDVSA 財務担当 自身の罪を告白」 

経 済                    

「コロンビア大使 ベネズエラからガス購入検討」 

「カラカス地下鉄の社長が交代」 

「ベネズエラ書店 １７年以降８０％が閉店」 

社 会                    

「コロンビア人歌手 カラカスコンサート中止」 
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２０２２年８月３１日（水曜）             

政 治                       

「第一正義党 グアイド政権の元会計監査長を非難   

 ～元会計監査総長、責任転嫁と反論、潔白を主張～」       

 

米国裁判所は、故チャベス政権下で行われた接収を理由

にベネズエラ政府に対して「ConocoPhillips」へ８７億

ドルの賠償金を支払うよう命じた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.797」）。 

 

本件について、主要野党の一角「第一正義党（PJ）」は、

グアイド暫定政権下で会計監査総長を務めていたホセ・

イグナシオ・エルナンデス氏について、ConocoPhillips

の訴訟に対して、意図的に必要な対応を講じなかったと

訴えた。 

 

イグナシオ元会計監査総長は、２０２０年６月に同職を

辞任した（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」）。 

 

当時、辞任の理由について、グアイド暫定政権からの十

分な協力が得られなかったと主張している。 

 

具体的には訴訟対応について必要な弁護士費用など金

銭的な協力が得られなかったこと、政治的なしがらみの

中で会計監査総長として行うべき活動が制限されてい

たことが問題と認識されている。 

 

本件について、グアイド暫定政権は「Curtis, Mallet-

Prevost, Colt & Mosle LLP」という弁護士事務所に３６

０万ドルを弁護士費用として支払っており、２０年１月

２３日にも５０万ドルを支払っていると指摘。 

 

「Conoco Phillips」の訴訟に対応をしなかったのは費用

的な問題ではなく、イグナシオ元会計監査総長の戦略だ

ったと訴え、正確な当時の状況の説明を求めている。 

 

この訴えを受けて、イグアナシオ氏は 

 

「PJ は ConocoPhillps の訴訟で敗訴したことについて、

自身に責任をなすりつけようとしている」と非難。 

「当時、Conoco の訴訟に対応できなかった理由は野党

国会が法的な対応について承認をしなかったことが要

因だった」と反論した。 

 

 

（写真）第一正義党（PJ） 

“PJ エルナンデス氏を非難する趣旨の声明を発表” 

 

「元 PDVSA 総裁 マドゥロ親族の汚職を訴え」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.800」で紹介した通り、

２０１４年まで PDVSA 総裁を務めていたラファエル・

ラミレス氏が汚職の訴えを受けている。 

 

この訴えを受けて、ラミレス元 PDVSA 総裁は、マドゥ

ロ大統領の親族、特にマドゥロ大統領の妻シリア・フロ

ーレス氏の親族による汚職の存在を暴露した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/437b251309b0e7650cb4e197a482bf6b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/437b251309b0e7650cb4e197a482bf6b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dec99b2e8d719eababb238afcd9bb9b9.pdf
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ラミレス氏によると、フローレス夫人の甥のエリック・

マルピカ氏は２０１４年から PDVSA の財務担当役員

に就任したが、彼の在任中（１４年１２月）に１２億ド

ルの汚職をしたという。また、この汚職にはフローレス

夫人の娘も関与しているという。 

 

なお、フローレス氏はマドゥロ大統領と再婚しており、

最初の夫（Walter Gavidia Rodríguez 氏）との間に３人

の子供を授かっている。 

 

マドゥロ大統領も再婚しており、前妻（Adriana Guerra 

Angulo 氏）との間に、息子を１人（マドゥロ・ゲラ与

党国会議員）授かっている。 

 

ラミレス氏によると、この汚職にはドイツ人が関与して

おり、米国政府が捜査を行っているという。 

 

また、自身が PDVSA 総裁から解任された理由について、

「私が PDVSA 総裁を務めている間には汚職をするこ

とが出来ないと分かっていたので、私は追い出された」

と釈明している。 

 

「バチェレ人権高等弁務官 後任なしで任期満了」         

 

国連人権高等弁務官事務所のミシェル・バチェレ弁務官

が４年間の任期を終え、２０２２年８月３１日に同職を

退いた。 

 

国連の Stéphane Dujarric 報道官は「後任がいつ決まる

のか分からない。」と述べており、現時点で後任不在で

あることを明らかにした。 

 

バチェレ弁務官はベネズエラの人権侵害問題調査にも

関与しており、調査のためベネズエラを訪問するなどし

ていた。 

 

 

ベネズエラの状況が深刻な理由について、米国の制裁に

ついて言及しながらも、基本的にはマドゥロ政権に対し

て改善を求めるスタンスを維持しており、マドゥロ政権

とは犬猿の仲だったと言えるだろう。 

 

経 済                        

「Chevron 米政府に制裁ライセンスの拡大要請     

 ～石油相 Chevron の事業再開は米国次第～」           

 

ロイター通信が内部関係者から入手した情報によると、

米国のエネルギー会社「Chevron」は、米国政府に制裁

ライセンスの範囲拡大を要請しているという。 

 

「Chevron」は既に、マドゥロ政権とベネズエラでの事

業再開について協議するための制裁ライセンスを米国

政府から得ている。 

 

具体的に求めているライセンスは、「Chevron」が株式を

保有している PDVSA 合弁会社について株式を買い増

すためのもののようだ。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.800」の「PDVSA 合

弁会社の支配権委譲か？」で触れた通り、Chevron が合

弁会社の支配権を持つことで、その合弁会社を米国の制

裁の対象外にして、ベネズエラで産油・販売活動を再開

しようという考えだろう。 

 

ロイター通信は、「Chevron」「米国政府」に対して入手

した情報の事実を確認したが、双方ともに回答はなかっ

たという。 

 

８月３０日 アイサミ石油相は「Chevron がベネズエラ

で事業を再開するかどうかは米国次第」と発言しており、

マドゥロ政権側も合弁会社の株式売却について合意し

ているようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dec99b2e8d719eababb238afcd9bb9b9.pdf
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「コロンビア大使 Monomeros 株式購入を検討    

 ～Monomeros はマドゥロ政権がコントロール～」                 

 

在ベネズエラ・コロンビア大使に就任した Armando 

Benedetti 氏は、「Efe 通信」のインタビューに対応。 

 

コロンビアのバランキージャにあるベネズエラ政府系

企業「Monomeros」について、マドゥロ政権の指名した

経営陣が「Monomeros」を運営することになると説明し

た。 

 

既にそのような噂が流れていたが、Benedetti 大使が発

言したことで、Monomeros の経営権がマドゥロ政権に

移ったことが確定したと言える。 

 

Benedetti 大使は、「マドゥロ政権による Monomeros の

経営を認めることが唯一の選択肢」と指摘。米国政府と

の間で複雑な問題が生じることになるが、Monomeros

をベネズエラに返還することを決めた」と説明した。 

 

なお、マドゥロ政権はコロンビアに住んでいる野党政治

家について犯罪者として引き渡すよう要請している。 

本件について、Benedetti 大使は「コロンビアは政治的

な亡命の権利を認めている」と回答。 

 

マドゥロ政権の要請を全て受け入れるわけではない姿

勢を示した。 

 

また、コロンビア系メディア「W Radio」は、Benedetti

大使がマドゥロ大統領との面談時に「Monomeros」の株

式の一部をコロンビアが購入することを提案したと報

じた。 

 

 

 

 

 

「石油相 Eni、Repsol とガス取引を検討」           

 

アイサミ石油相は記者らを招き朝食会を実施。その際に

「Eni」「Repsol」とのガス取引を検討していると述べた。 

 

本件はベネズエラがガスを輸出するのではなく「Eni」

「Repsol」がベネズエラへガスを輸出する取引だという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.793」にて、PDVSA が欧州

への原油輸出を停止したとの記事を紹介した。 

 

輸出を停止した理由は、これまで PDVSA が輸出した原

油は債務返済のためだけに使用されていたようで、

PDVSA 側が輸出をするインセンティブが乏しく、

PDVSA は「Eni」「Repsol」に対して、原油輸出分の一

部を燃料で返すよう求めていたという。 

 

２０２２年９月１日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア CPI へのベネ提訴取り消しを検討   

     ～ドゥケ政権の外交政策ミスだった～」        

 

在 ベ ネ ズ エ ラ ・ コ ロ ン ビ ア 代 表 大 使 の Armando 

Benedetti 氏は、「Bloomberg」のインタビュー番組に対

応。 

 

ドゥケ前政権が国際刑事裁判所へ申請した、マドゥロ政

権に対する訴えを取り消すことを検討していることを

明らかにした。 

 

２０１８年、アルゼンチン、コロンビア、チリ、カナダ、

ペルー、パラグアイの６カ国は CPI に対して、マドゥ

ロ政権が行っている人権侵害が「人道に対する犯罪」に

当たるかどうか調査を要請した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.195」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/154c570f7ed580fbf8d29eac876cf74e.pdf
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この求めに応じて、２０２１年より具体的な捜査が始ま

っており、２２年３月に CPI でベネズエラの調査を担

当している Karin Khan 判事がベネズエラを訪問してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.735」）。 

 

２０１８年当時、上記６カ国は親米政権で、マドゥロ政

権と強く敵対していたが、それから４年が経過し、状況

は逆転気味だ。 

 

アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルーの４カ国では

左派系の政権が誕生し、以前のような対立関係はない。 

 

コロンビアは、当時の訴えで主導的な役割を果たしてい

たが、そのコロンビアが訴えを取り消した結果、何か変

わるのかは不明だ。 

 

「ラミレス元 PDVSA 総裁他７名を指名手配」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.800」で紹介した通り、

タレク・エル・アイサミ石油相は、２０１４年まで

PDVSA 総裁を務めていたラファエル・ラミレス氏につ

いて、汚職を理由に捜査するよう検察庁に要請した。 

 

９月１日 この要請を受けて、タレク・ウィリアム・サ

アブ検事総長は、ラミレス元 PDVSA 総裁が２０１２年

～１３年にかけて４８．５億ドルの汚職を行った可能性

があるとして、国際指名手配にかけると発表した。 

 

加えて、 

Juan Andrés Wallis Brandt 氏 

Víctor Aular Blanco 氏 (逮捕済み) 

Luis Oberto Anselmi 氏、 

Ignacio Oberto Anselmi 氏、 

Nervis Villalobos Cárdenas 氏 

Abraham Ortega Morales 氏、 

Leopoldo Alejandro Betancourt López 氏 

 

の７名についても汚職に関与しているとして拘束する

よう命じた（アウラル氏のみ逮捕済み）。 

 

 

 

なお、石油省から当該者が汚職を行ったとされる証拠を

既に受け取っていると説明したが、具体的な証拠は公開

されていない。 

 

「アウラル元 PDVSA 財務担当 自身の罪を告白」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.800」で紹介した通り、

ラミレス氏が PDVSA 総裁を務めていた当時、PDVSA

の財務担当役員を務めていたビクトル・アウラル氏が逮

捕された。 

 

９月１日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、ア

ウラル氏が自身の罪を告白している映像を公表した。 

 

２０１２年、ラファエル・ラミレス PDVSA 総裁（当時）

から「Administradora Atlantic」との融資契約を締結す

るよう求められたという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0536d7310a382305bce3ed7c192925f7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dec99b2e8d719eababb238afcd9bb9b9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dec99b2e8d719eababb238afcd9bb9b9.pdf
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この契約は当時の為替制度に明らかに違反する内容だ

ったが、私は財務担当役員としてこの契約に署名したと

述べ、自身の罪を認めている。 

 

加えて、ラミレス氏が国連代表大使を務めていた２０１

６年当時、ラミレス氏は２０１８年の大統領選に出馬す

ることを考えており、その資金捻出のためにアンソアテ

ギ州グアンタ市で契約に協力するようラミレス氏から

頼まれたという。 

 

この契約には Jonnathan Marin グアンタ市長（当時）が

関与しており、また「Construciones y servicios Amunsa」

という会社のパトリシア・アムンダライン社長が関与し

ていたという。 

 

 

（写真）@AgenciaVN 

“自身の汚職取引への関与を証言するアウラル氏” 

 

経 済                       

「コロンビア大使 ベネズエラからガス購入検討」            

 

在ベネズエラ・コロンビア大使に就任した Armando 

Benedetti 氏は、コロンビア紙「El Tiempo」のインタビ

ューに回答。 

 

「ベネズエラのガスが必要になる」と発言。ベネズエラ

からガスを購入することを検討していると述べた。 

 

なお、この協定について合意するのは、コロンビアの鉱

物エネルギー相の Irene Velez 大臣になると説明。 

契約を結ぶためにマドゥロ政権の関係者と協議するこ

とになるだろうと述べた。 

 

本件については既に Irene Velez 大臣も発言しており、

ベネズエラからガスの調達が再開した場合、２０２２年

の両国の取引額が１０～１２億ドルになる可能性があ

ると指摘している（「ベネズエラ・トゥデイ No.793」）。 

 

「カラカス地下鉄の社長が交代」         

 

９月１日 マドゥロ大統領はカラカス地下鉄を視察。そ

の際に Juan Carlos Du Boulay 氏をカラカス地下鉄の社

長に任命すると発表した。Juan Carlos Du Boulay 氏は

軍人で、現在の役職は将軍だという。 

 

また、マドゥロ大統領はカラカス地下鉄の大規模な補修

プロジェクトを実施すると発表。１．５億ドルの資金を

割り当てるとした。 

 

他、「国家交通投資基金」を設立すると発表。同基金を

通じてベネズエラ国内の交通網の改修のために資金を

拠出するとした。 
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「ベネズエラ書店 １７年以降８０％が閉店」         

 

ベネズエラの書店「El Mundo del Libro」の Antonio 

Hannawi 氏は、「Union Radio」に出演。 

 

２０１７年以降、書籍の売り上げが減少し、８０％の店

舗が閉店したと述べた。 

 

ベネズエラで知名度が高い本屋「Nacho」は６０店舗が

閉 鎖 。「 Las Novedades 」 は ７ ０ 店 舗 が 閉 鎖 、

「TecniCiencias」の３０店舗が閉鎖した。 

 

他に小規模店舗なども大量に閉鎖しているという。 

 

社 会                       

「コロンビア人歌手 カラカスコンサート中止」            

 

コロンビア人歌手 Juanes は２２年１１月４日にカラカ

スでコンサートを開催する予定だったが、同コンサート

の開催を中止した。 

 

既にチケット販売を始めており、チケットを購入した人

は払い戻しを申請する必要がある。 

 

コンサートを中止した理由は政治的なもので、マドゥロ

政権ナンバー２のディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首が Juanes 氏について、コロンビアのアルバロ・ウ

リベ元大統領と関係しており、麻薬密売資金を受け取っ

ているという訴えを受けたことが理由。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

以上 


