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（写真）Wikipedia “債権者による CITGO の資産売却には米国政府のライセンスが必要？” 

 

 

２０１９年７月３１日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 アイサミ経済担当副大統領をお尋ね者に」 

「与野党対話実施 現時点では特段の発表なし」 

経 済                     

「Crystallex CITGO 資産売却にはライセンス必要 

～グアイド政権として再審の可能性も～」 

「与党 グアイド政権の会計監査総長の捜査開始」 

「公定レート大幅ボリ安 １ドル BsS.１１，２６４」 

「軍公社 CAVIM で爆発」 

「経済危機下のベネズエラでの新たなビジネス」 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率△２３％」 

２０１９年８月１日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 米国偵察機の飛行経路公表 

～ベネズエラを挑発している～」 

「軍部高官グループ ロペス国防相を非難」 

「急進野党活動家 在外ベネズエラ大使を辞任」 

経 済                    

「非石油セクター輸出額 前年同期比２８％減」 

「農業原材料セクター 法人税を免税」 

「米国商務長官 ベネズエラの民営化支援する」 

社 会                     

「サンマルティン島でベネズエラ産 GOLD 押収」 
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２０１９年７月３１日（水曜）             

政 治                       

「米国 アイサミ経済担当副大統領をお尋ね者に」       

 

７月３１日 米国の移民税関管理局（ICE）は、アイサ

ミ経済担当副大統領を「同組織が最も捜索している人物

１０名」のリストに加えた。 

 

また、アイサミ経済担当副大統領のテスタフェロ（資金

隠し協力者）とされるサマーク・ロペス氏もリストに加

えた。 

 

リストに加えた理由について、アイサミ氏がベネズエラ

を経由した国際的な麻薬取引をサポートしていること

が理由とした。 

 

 

 

（写真）米国移民税関管理局（ICE） 

アイサミ氏は既に米国の外国資産管理局から麻薬取引

主要人物として制裁対象となっている。 

 

ICE のお尋ね者リストに加えられた当日、アイサミ経済

担当副大統領は自身のツイッターに動画を投稿。 

 

アイサミ経済担当副大統領はボリバル州のグリダムに

いるようで、ダムの前で、 

「米国が執拗にベネズエラ革命を妨害するが、我々はボ

リバル革命を続け、最終的には勝利する」 

と主張した。 

 

 

（写真）アイサミ経済担当副大統領ツイッター 

 

「与野党対話実施 現時点では特段の発表なし」         

 

７月３１日 マドゥロ大統領は同日にバルバドスで与

野党交渉の模索を開始したと発表した。 

 

前日の７月３０日 グアイド議長も交渉再開を発表し、

日程はノルウェー政府が決定すると説明していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.324」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7cd90c2e386b72187f4375a44a92ba3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7cd90c2e386b72187f4375a44a92ba3.pdf
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「今日、ベネズエラ野党と憲法に準じたベネズエラ政府

による新たな対話と相談セッションが始まった。 

 

エクトル・ロドリゲス知事がバルバドスで交渉を主導し

ている。彼は卓越したリーダーで、素晴らしい人物だ。」 

とコメントした。 

 

野党側の交渉窓口を務めるスターリン・ゴンサレス国会

第２副議長（新時代党（UNT）所属）も、同日から与野

党交渉を行っているとし、ツイッターに 

 

「本日、ノルウェー政府の仲裁による交渉が再開した。

我々はベネズエラ国民を苦しみから救うため、引き続き

憲法規定に従った解決を模索する。 

ベネズエラ国民は現状の危機を完全に脱却するための

結果を求めている。」 

と投稿した。 

 

経 済                        

「Crystallex CITGO 資産売却にはライセンス必要     

   ～グアイド政権として再審の可能性も～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.324」で紹介した通り、

米国裁判所はCrystallexに対して PDVSAの資産を差し

押さえることで賠償金１４億ドルを回収する権利があ

るとことを改めて認めた。 

 

また、Crystallex 側は９月にでも CITGO の資産を売却

することを検討していると報じられていた。 

 

しかし、CITGO資産の売却はまだ先の話になりそうだ。 

 

グアイド政権側の公式情報を発信する組織「国家通信セ

ンター」は、グアイド政権が任命した PDVSA 役員が

CITGO資産の売却について改めて裁判で再審をする予

定だと発表した。 

 

また、国家通信センターの公表文には 

「Crystallex は米国政府のライセンスが無い限り、

CITGO の所有資産を売却することが出来ない」 

と記載されている。 

 

これまで CITGO 資産差し押さえにライセンスが必要

との話は聞いたことが無く、このような話が出たのは今

回が初めて。 

 

これまでグアイド議長は 

「CITGO 資産の差し押さえを止めるため、トランプ政

権に大統領令を発令してもらうよう働きかける」 

と説明していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.295」参照）。 

 

従って、これまでは債権者が CITGO 資産を売却するた

めにライセンスが必要とは認識していなかったはずだ。 

 

「CITGO資産を売却するためには米国政府のライセン

スが必要」となったとすれば、それは制裁の解釈をその

ように変えたということだろう。 

 

「与党 グアイド政権の会計監査総長の捜査開始」         

 

７月３１日 検察庁は、グアイド政権が会計監査総長に

任命したイグナシオ・エルナンデス氏の捜査を開始する

と発表した。 

 

捜査の理由は「存在しない公的な役職を語り、CITGO

の資産差し押さえをサポートすることで、国益を損なわ

せた疑い」という。 

 

本件について説明するためには事前に過去の背景を説

明する必要がある。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7cd90c2e386b72187f4375a44a92ba3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
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２０１８年８月  米国のデラウエア裁判所は、

Crystallex の主張を認め、CITGO 資産を売却すること

で接収賠償金を回収できるとの決定を下した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.174」参照）。 

 

当時の裁判の過程で、エルナンデス会計監査総長が架空

の公職を語り、Crystallex 側と契約し、Crystallex の主張

を弁護することで CITGO 資産売却判決を支援したと

いう内容。検察庁は、エルナンデス氏の行為が国家反逆

罪にあたるとしている。 

 

エルナンデス会計監査総長はテレビのインタビュー番

組に出演。どうやら、エルナンデス会計監査総長は

Crystallex 側の「特別証人専門家」の役割を担っていた

ようだ。契約の存在や金銭授受については明らかにされ

ていない。彼は Crystallex 側の弁護を１９年３月に辞め

たと説明。 

 

また、マドゥロ政権の法的な敗北は自身の支援が理由で

はなく、私がサポートしている時点で証拠や事実などを

加味し、決定は覆すことが出来ないような状況にあった

と説明した。 

 

グアイド政権も本件について声明を発表。Crystallex の

賠償金はチャベス政権下の不当な接収行為が問題とし

て、根本的な責任はマドゥロ政権にあるとした。 

 

「公定レート大幅ボリ安 １ドル BsS.１１，２６４」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.319」で並行レートが１ド

ル BsS.１万を越え、公定レートとの差が広がり始めて

いると報じた。 

 

また、中央銀行が急激な為替切り下げを検討していると

の噂も存在していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.320」

参照）。 

 

この噂は事実だったようだ。 

 

７月３１日の公式な外貨システム「両替テーブル」の平

均為替レートは１ドル BsS.１１，２６４．４８。 

 

７月２３日には１ドル BsS.８，０６７．８６だったため

大幅にボリバル安になったことになる。 

 

並行レート参考サイト「DOLAR TODAY」によると、

並行レートは８月１日時点で１ドル BsS.１３，０１６．

８４となっており、両替テーブルよりもボリバル安では

あるものの以前のような乖離は無くなっている。 

 

 
（写真）ベネズエラ中央銀行ツイッター 

 

 

（写真）DOLAR TODAY 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7551bac156f4be3c502a62f97fd1f8e.pdf
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「軍公社 CAVIM で爆発」                  

 

７月３１日 ベネズエラ国防相傘下の軍事会社「Cavim」

のカラボボ州施設で大きな爆発が起きた。 

 

市の消防団が駆けつけ消火活動が行われ、消火された。 

 

消防団の発表によると、爆発は爆発物の暴発が原因だっ

たという。 

 

 

（写真）VPlaytv 

 

「経済危機下のベネズエラでの新たなビジネス」                  

 

ベネズエラの経済危機が低迷していたとしても、この状

況にあったビジネスが生まれる。 

 

特に現在、ベネズエラで増えている仕事が空き家の管理

業務だ。 

 

「急増するベネズエラ移民」はベネズエラ側から見れば、

空き家が増えることを意味する。 

 

 

ベネズエラでは空き家を放置すると知らない人が住み

始めるということも考えられる。また、信じられない話

かもしれないが一度居住した人を無理に退去させるこ

とが出来ない法律が存在する。 

 

また、外国に移住したベネズエラ人もクリスマスや長期

休暇などには家族と会うためにベネズエラに帰国する。

その時のために家を売却せず、残している人も多い。 

 

そのような人を対象に家の管理の仕事をする人が増え

ている。 

 

彼らは家の掃除から、不動産関連の税金支払い、人が住

んでいると思わせるように家で音楽を流す、明かりを付

けるなどしているようだ。 

 

この仕事をしている人の給料はドル建て。記事によると、

家の管理をしている人は１カ月５０ドルで仕事を請け

負っているという。複数の家を管理すれば、かなりまと

まった金額になるだろう。 

 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率△２３％」           

 

７月３１日 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会

（ECLAC／CEPAL）は、２０１９年のベネズエラ経済

成長率について、前年比△２３％との見通しを示した。 

 

ラテンアメリカ全体のGDP成長率は０．５％増と予想。

１９年４月時点の１．３％増から下方修正した。 

 

なお、国際通貨基金（IMF）はベネズエラの経済成長率

を前年比△３５％と予想しており、IMF の見通しより

も控えめな数字となっている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.321」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/92cf2a7e29a1d6f8817e216d36e07b20.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/92cf2a7e29a1d6f8817e216d36e07b20.pdf
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２０１９年８月１日（木曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 米国偵察機の飛行経路公表      

       ～ベネズエラを挑発している～」        

 

８月１日 マドゥロ大統領は米国軍偵察機が断続的に

ベネズエラの飛行情報区（FIR）に侵入しており、ベネ

ズエラ政府を挑発し、空運と国家の安全を脅かしている

と非難した。 

 

７月に入りマドゥロ政権は米国偵察機がベネズエラ近

海を飛行していることを強く非難しており、７月１９日

にはベネズエラ軍用機を使用して、米国機を FIR から

追い出したこともあった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.320」参照）。 

 

また、７月３１日にも米国偵察機が再び FIR に侵入し

たと主張。実際の飛行ルートと時間、ベネズエラ当局側

の対応などを公表した（下の図）。 

 

公表された説明図によると７月３１日、午前１０時３０

分頃、ベネズエラ側が米国偵察機 EP-3E に対して情報

開示を要求。 

 

１２時５６分、情報開示要求を無視して FIR に侵入。 

 

１４時１５分、FIR 空域を１時間２０分ほど飛行し、FIR

を出た。 

 

１５時１０分、ベネズエラ当局の探査レーダーから外れ

た。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52f362b56bcb96831bb2bb0b4d940d25.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52f362b56bcb96831bb2bb0b4d940d25.pdf
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「軍部高官グループ ロペス国防相を非難」         

 

反政府派のベネズエラ国軍（元？）高官で構成される「ベ

ネズエラ軍人フォーラム」は、パドリーノ・ロペス国防

相のマドゥロ政権に加担する姿勢を非難した。 

 

「ベネズエラ軍人フォーラム」は、ロペス国防相が軍部

のロゴや公式ツイッターなどを用いて、マドゥロ政権を

支持し、軍を政治利用していると非難。 

 

また、ロペス国防相が、唯一の正当な公権力である国会

と対峙することで、軍部の名誉を貶めているとした。 

 

記事では、陸軍将校、海軍副総督などの役職者が名前を

連ねていると報じられているが、そのような姿勢（特に

国会がベネズエラで唯一の正当な公権力であるとの姿

勢）を取った場合、その軍人は解任され、ベネズエラ国

内にも留まれないのではないか。 

 

その意味では、記事で補足はされていないが、「ベネズ

エラ軍人フォーラム」は外国に亡命した反マドゥロ政権

派の元軍人グループだろう。 

 

「急進野党活動家 在外ベネズエラ大使を辞任」         

 

８月１日 外国でベネズエラ危機の解決を訴える人権

活動家、タマラ・スジュ氏は、グアイド政権下での在チ

ェコ・ベネズエラ大使の職務を辞任すると発表した。 

 

辞任の理由について「私の仕事と、責任の利害と衝突す

る」としている。 

 

スジュ氏は、急進野党に属し、与野党交渉の模索を強烈

に非難している。 

 

 

 

彼女の政治的なスタンスとグアイド政権のスタンスが

一致していないことが在チェコ・ベネズエラ大使を辞任

するきっかけになったと思われる。 

 

なお、スジュ氏は、１８年１０月にスペイン国籍を取得

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.208」参照）。 

 

二重国籍を取得している人物が大使を務めて良いのか

という点について日本人の感覚からすると多少疑問が

ある部分ではないか。 

 

 

（写真）米州機構 

“米州機構で演説するタマラ・スジュ氏” 

 

経 済                       

「非石油セクター輸出額 前年同期比２８％減」            

 

ベネズエラの非石油セクターの輸出業者によって構成

される「ベネズエラ輸出者協会（AVEX）」のラモン・ゴ

ジョ代表は、２０１９年前期の輸出額が３．６億ドルだ

ったと発表した。 

 

２０１８年前期の輸出額が５億ドルだったので、前年同

期比で２８％減ということになる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
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ゴジョ氏は、輸出額は減ったものの輸出をする民間セク

ターの数は増えていると補足。 

 

ベネズエラ国内の経済が低迷する中、輸出に活路を見出

そうとする企業が増えているとした。 

 

また、民間企業が生存するための唯一の方法は自社で外

貨を稼ぐことであり、今後も輸出者が増えていくとの見

通しを示した。 

 

「主要食品セクター 法人税を免税」         

 

ベネズエラ政府は主要な食料品製造業について、法人税

を免除する政令を発表した。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、具体

的な商品は野菜、畜産、漁業。 

 

あくまで原材料の生産セクターだけで、原料を使用し、

加工する製造業は法人税免除の対象外としている。 

 

免除期間は２０１９年１月１日から遡及して適用され、

２０２３年１２月まで５年間続く。 

 

「米国商務長官 ベネズエラの民営化支援する」              

 

８月１日 米国商務長官のウィルバー・ロス氏は記者会

見でベネズエラ問題について言及。 

 

マドゥロ政権崩壊後、ベネズエラは構造改革のために早

急な資金供給が必要になるだろうとコメント。 

 

米国政府は、改革と民営化を融資と投資で積極的に支援

すると発言した。 

 

 

 

また、「長期的な視点で見れば、ベネズエラは３，００

０億バレルの原油資産を保有しており、GOLD などそ

の他資源も豊富な国で経済を再構築することは可能」と

の見解を示した。 

 

社 会                       

「サンマルティン島でベネズエラ産 GOLD 押収」            

 

具体的な量は明らかにされていないが、相当な量の

GOLD のインゴットがサンマルティン島（オランダ領）

で押収されたことが明らかになった。 

 

GOLD が押収されたのは７月２８日（日曜）。ベネズエ

ラから到着したプラーベート機から発見された。 

 

同機に搭乗していたパイロット、乗組員らはマネーロン

ダリングの疑いで拘束されている。 

 

７月２１日には、英国でベネズエラ産の GOLD が押収

された（「ベネズエラ・トゥデイ No.320」参照）。 

 

また、６月にはドミニカ共和国でベネズエラ産の

GOLD が２度押収された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.310」「No.311」参照）。 

 

米国がベネズエラ産 GOLD の取引に制裁を科し、取引

が厳しくなっていることが伺える。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52f362b56bcb96831bb2bb0b4d940d25.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf

