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（写真）会計監査総長ツイッター “アモロソ会計監査総長 野党議員らの出馬権を１５年間停止すると発表” 

 

 

２０１９年８月１４日（水曜） 

 

政 治                     

「国会議員選 早期実施について国民に問う？」 

「新グループ結成 中立派の取り込みを狙う」 

経 済                     

「PDVSA スイス企業と製油施設の修復交渉」 

「マドゥロ政権 GOLD の不正取引で延命」 

「PDVSA 合弁会社 二次制裁を懸念」 

「CITGO 社長の略歴」 

社 会                     

「キューバ人 ベネズエラに２．５万人」 

「ペタレ 家庭用ガス補充で長蛇の列」 

 

２０１９年８月１５日（木曜） 

 

政 治                    

「会計監査総長 野党議員らの出馬１５年禁止 

～政治家の資産報告に虚偽～」 

「国会 インターネット会議を検討」 

「ノルウェー外交官 対話再開を模索」 

経 済                    

「トルコ大手銀行 ベネズエラ中銀の口座閉鎖」 

「PDVSA 資金難で規則を変更」 

社 会                     

「全国１６州で一斉停電」 

「エルアティージョの果物屋が火事で全焼」 
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２０１９年８月１４日（水曜）             

政 治                       

「国会議員選 早期実施について国民に問う？」            

 

８月１４日 カベジョ制憲議長は、国営放送 VTV の自

身が司会を務めるテレビ番組「Con El Mazo Dando」で、

国会議員選の実施について１月１日あるいは２日に実

施することも可能と発言した。 

 

「今年は年末の旅行はしない方がいい。なぜなら１月１

日、２日に実施する可能性があるからだ。制憲議会は国

会議員選の日を決める権限がある。我々が望めばそうな

るだろう。」 

とコメント。文脈から考えれば、あくまで脅しの可能性

が高い。 

 

また、仮に２０１９年中に国会議員選を実施するのであ

れば、国民に問うと発言した。 

 

あくまで仮定の話だが、２０１９年の国会議員選実施に

ついて国民投票を行うことになった場合、野党側は難し

い問題に直面する。 

 

野党側は制憲議会を正式な公権力と認めていないため、

制憲議会が呼びかける国民投票に参加することを支持

しない。 

 

従って、国会議員選の年内実施の賛否を問う国民投票に

参加しないよう野党支持者に呼びかけることになる。 

 

その場合、投票に参加するのは与党支持者あるいはマド

ゥロ政権に強い反感を覚えていない国民だけになり、結

果的に早期実施が承認されることになる。 

 

 

 

与党としては年内に国会議員選を実施する大義名分が

立つことになり、野党にとっては不利に働く。 

 

とは言え、与野党合意が出来ていない以上、野党として

選挙に投票するよう呼びかけることはできないだろう。 

 

「新グループ結成 中立派の取り込みを狙う」         

 

８月１４日 穏健派野党のクラウディオ・フェルミン氏

と離反与党のファン・バレット氏が新たな政治グループ

の組織を発表した。同グループの組織名はまだ公表され

ていない。 

 

クラウディオ・フェルミン氏は、２０１８年５月の大統

領選に出馬したヘンリー・ファルコン AP 党首を支持し

ており、仮にファルコン党首が当選した場合、副大統領

になるとされていた人物。 

 

ファン・バレット氏は、与党の古参ではあるが、２０１

７年頃から与党と距離を置き始め、現在はマドゥロ政権

を非難する立場を示している。 

他方、イデオロギーに凝り固まり、内部闘争を続ける野

党側にも批判的な立場を示し、自身がチャビスタ（チャ

ベス信奉者）であると公言している。 

 

彼らの狙いは与党支持でも野党支持でもないベネズエ

ラ人の支持を結集すること。 

 

世論調査会社アンケートで与党支持、野党支持を問うと

多くの場合、与党１０～２０％、野党２０～３０％とい

う結果が出る。従って、５０～７０％の国民はどちらも

支持していない（政治に期待をしていない）ことになる。 

 

彼らは、ベネズエラ国内の半分を占めるとされるこの中

立派を取り込むとしている。 
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今回政治グループを結成したクラウディオ・フェルミン

氏やファン・バレット氏、ファルコン党首など、中立派

の意見を代弁する政治家がいないわけではないが、彼ら

は与党からは「裏切り者」と非難され、野党からは「独

裁者の協力者」と批判を浴びる。 

 

ベネズエラは両政治グループの力（政治力・経済力・メ

ディア訴求力・組織力も含めて）が強い。 

 

与党も野党も支持しない中立派は、これらのツールを持

っておらず、中立派の意見が通らないのが実態だろう。 

 

経 済                        

「PDVSA スイス企業と製油施設の修復交渉」           

 

国営報道局「AVN」は、スイスの化学工業製品メーカー

「SULZER（スルザー）」が、PDVSA の製油施設の機材

を修復するため交渉をしていると報道。 

また、PDVSA と融資供与についても相談していると報

じた。 

 

支払いは原油精製の結果得られるアスファルト、コーク

スなどとしている。 

 

８月５日 米国政府は PDVSA を含むベネズエラ政府

への制裁を発動（「ベネズエラ・トゥデイ No.」）。 

 

この制裁により、ベネズエラ政府組織と取引をした場合、

外国企業であっても米国域内で二次制裁を受ける可能

性があると警鐘を鳴らしている。 

 

仮に「SULZER」が PDVSA と取引をした場合、米国政

府から二次制裁を受ける可能性も否定できない。 

 

 

 

 

エネルギー情報サービス会社「Argus Media」は、同社

に真偽を確認。 

 

「SULZER（スルザー）」は、 

「現時点ではベネズエラで新しいビジネスを行うよう

な決定は全くされていない。我々は過去の事業で未回収

の債権があり、ベネズエラ事業を停止している。」 

と回答したという。 

 

「マドゥロ政権 GOLD の不正取引で延命」         

 

米国系メディア「Real Clear World」は、GLDO の違法

取引でマドゥロ政権が延命していると報じた。 

 

また、GOLD の取引には、コロンビアの民族解放軍

（ELN）などのゲリラ組織が関わっており、マドゥロ政

権が ELN に資金を供給していると訴えた。 

 

同記事によると ELN の構成員の半数はベネズエラに拠

点を構えており、ベネズエラで違法採掘に従事し、その

地域の統治をマドゥロ政権から許可されているという。 

 

採掘された GOLD はコロンビアに渡り、コロンビアか

ら米国を中心に世界中に販売されるが、コロンビアの

GOLD 輸出の８割は違法としている。 
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「PDVSA 合弁会社 二次制裁を懸念」                  

 

ロイター通信は、米国政府の追加制裁を受けて、PDVSA

の合弁会社がベネズエラでの事業を継続できるか懸念

していると報じた。 

 

新たな制裁は「TOTAL」「Equinor」「Repsol」「Rosneft」

「CNPC」など、米国域外の企業について明確に二次制

裁を科すとは書かれていないが、PDVSA と合弁会社を

持っている外国企業は二次制裁の被害を受けることを

恐れているという。 

 

実際にボルトン大統領補佐官が、二次制裁を科す意思が

あると理解できる発言をしている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.327」参照）。 

 

関係企業は米国政府に対して、どのような場合に二次制

裁を受ける可能性があるのか、明らかにするよう要請し

ているが、米国政府から適切な返答はないという。 

 

（個人的な意見だが、二次制裁の適用条件を明確に示せ

ば、各社回避策が立てられてしまうので、米国政府が適

用条件を明確に示すことはないのではないか） 

 

また、欧州でのユーロ建ての取引については禁止されて

いないが、欧州でも制裁の範囲が不明確であることもあ

り、ユーロ建てでのベネズエラ政府組織との取引を控え

る動きが加速している。 

 

本件について、米国投資銀行「Torino Capital」のフラ

ンシスコ・ロドリゲス氏は、 

「本当に米国政府が、ボルトン大統領補佐官が発言した

ように、二次制裁を科す意思があるのでれば、見せしめ

として、実際に外国企業へ制裁を科す必要があるだろう」 

とコメント。 

 

 

「CITGO 社長の略歴」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.330」で、国会は CITGO

の社長として Carlos Jorda 氏（下写真の人物）を任命し

た。Jorda 氏の略歴が報じられているので紹介したい。 

 

Jorda 氏は４８年間、石油ガス産業に従事した石油化学

の専門家。 

 

故チャベス政権発足当初の１９９９年～２０００年ま

で PDVSA の副総裁を務めた。 

また、１９７６年～９４年まで「Lagoven」のダイレク

ター、９４年～９７年まで「Maraven」のダイレクター、

９７年～９８年まで「PDVSA Faja」の社長を務めた（９

０年代までは PDVSA を持株会社とする「Lagoven」

「Maraven」「Corpoven」の３つの操業子会社に分かれ

ていた）。 

 

２００３年からはエネルギー産業のコンサルタント事

務所を立ち上げ、メキシコ、パナマ、コスタリカ、米国

など様々な国のエネルギー事業に携わった。 

 

また、国営報道局「AVN」によると、Jorda 氏は、イス

ラエル系エネルギー会社「Delek」の米国子会社「Delek 

US」のダイレクターでもあるという。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c83d47b8e141d693e766b52ed73d22c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c83d47b8e141d693e766b52ed73d22c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/709f6e43ef1b1bcd5849c5c1ae447bf9.pdf
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社 会                        

「キューバ人 ベネズエラに２．５万人」           

 

８月１４日 米国の野党系メディア「El Nuevo Heraldo」

は、キューバ人がベネズエラ国内を支配していると報じ

た。 

 

同メディアは、反キューバ政府団体「Archivo Cuba（キ

ューバ・ファイル）」の Maria Werlau 氏の調査レポート

「La intervencion de Cuba en Venezuela（ベネズエラに

おけるキューバの介入）」を紹介。 

 

同レポートによると、ベネズエラ国内にはマドゥロ政権

を支援するために２．５万～４万人のキューバ人エージ

ェントが送り込まれているという。 

 

キューバ人のベネズエラ支配は、軍事占拠など目に見え

る形ではなく、ベネズエラの全ての社会セクターの実権

を掌握する形で行われており、政治政策、経済政策、軍

事部門までキューバ政府が実質的な決定権を握ってい

ると報じた。 

 

「ペタレ 家庭用ガス補充で長蛇の列」           

 

ベネズエラ旧市街地で暮らす人の生活について、あまり

報じていなかったので、カラカスの貧困街「ペタレ」の

状況を写真で紹介したい。 

 

ミランダ州スクレ市のカルロス・オカリス元市長（第一

正義党（PJ）所属）は、家庭用のガスを補充するために

地元住民が長蛇の列に並んでいると行政を非難。行列に

並ぶ住民の写真を投稿した。 

 

オカリス元市長によると、人によっては前日の夜から行

列に並んでいる人もいたようだ。 

 

 

 

 
（写真）カルロス・オカリス元スクレ市長ツイッター 

“家庭用ガス補充のため列に並ぶ地元住民” 

 

２０１９年８月１５日（木曜）             

政 治                       

「会計監査総長 野党議員の出馬１５年禁止       

       ～政治家の資産報告に虚偽～」        

 

８月１５日 エルビス・アモロソ会計監査総長は、反政

府派の政治家や、国会に PDVSA 役員など任命を受けた

人物に対して、１５年間、ベネズエラの公職選に出馬で

きない罰則を科した。 

 

罰則を科した理由について、資産報告書に意図的な虚偽

の記載が確認されたためとしている。 

 

会計監査庁は７月から政治家の資産報告書提出を求め

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.312」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
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罰則を受けた主な政治家は以下の４名。 

１．Luisa Ortega Díaz,（元検事総長） 

２．Germán Ferrer,（オルテガ元検事総長の夫で元議員） 

３．Antonio Ledezma,（元カラカス大首都区長） 

４．Tomás Guanipa （第一正義党（PJ）幹部） 

５．Julio Borges（第一正義党幹部で１７年の国会議長） 

 

加えて、野党が多数派を占める国会が任命した PDVSA

役員やベネズエラ代表大使など１２名も同様の罰則が

科せられた。 

 

６．Carlos José Balsa Guanipa,  

７．Davis Smolanski Urosa,  

８．Elio Ramón Corpoeledo,  

９．Luis Augusto Pacheco,  

１０．María Elisabeth Lisardo de Jimenez,  

１１．José Ignacio Hérnandez González,  

１２．José Mirena Bilbao,  

１３．Enrique Simón Torres,  

１４．Rogelio Rafael Losada,  

１５．Carmen Elisa Hernandez Rodríguez de Castro,  

１６．José Alberto De Antonio Cabrera 

１７．Mirella Ritanti de Amaya 

 

「国会 インターネット会議を検討」           

 

制憲議会は野党議員の迫害を続けており、現在２５名の

野党議員が不逮捕特権をはく奪されている。 

 

その多くは国外に逃亡するか、身を隠しており、議会が

成立するほど議員が集まらない事態も生じている。 

 

この状況を受けて、急進野党でコロンビアに逃亡したリ

チャード・ブランコ議員は、国外にいる議員もインター

ネットで議会に参加できるようにするべきと提案した。 

 

 

この提案を受けて、８月１５日 国会は、オンライン上

での議会出欠を認めるかどうかについて議論した。 

 

なお、同日より国会は３０日間の休暇期間に入るが、グ

アイド議長は８月２０日に臨時国会を召集しており、休

暇期間にも国会は活動を続けるとみられる。 

 

 

「ノルウェー外交官 対話再開を模索」         

 

与野党交渉の模索が暗礁に乗り上げたことを受け、交渉

の仲介役を務めているノルウェー政府の外交団がベネ

ズエラを訪問。与野党関係者らと会談し、交渉継続を求

めた。 

 

野党側の交渉窓口であるスターリン・ゴンサレス国会第

２副議長は、「交渉を再開するかどうかはマドゥロ政権

にかかっている」として、交渉を中断しているのはマド

ゥロ政権側であると主張した。 

 

他方、マドゥロ政権は、「野党は、我々と交渉を行う裏

で米国政府による制裁強化を承認しており、交渉に対し

て不誠実な姿勢を示した。」として、交渉を再開させる

には制裁解除を前提に議論することを条件としている

ようだ。 

 

両者、譲る姿勢を見せない反面、マドゥロ政権側は交渉

について離脱を宣言した当時よりも柔軟な姿勢を示し

つつある。 

 

８月１５日 アレアサ外相は与野党交渉の模索につい

て、「米国による制裁が我々の平和的な解決を阻害した」

と米国を非難。 

交渉について「現在は休止しているだけで、与野党交渉

を離脱したわけではない」と再開する可能性があること

を示した。 
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経 済                       

「トルコ大手銀行 ベネズエラ中銀の口座閉鎖」            

 

「Bloomberg」は、米国の制裁圧力の影響でトルコの大

手銀行「Ziraat Bank」がベネズエラ中央銀行の口座を閉

鎖したと報じた。 

 

ベネズエラ中央銀行は、「Ziraat Bank」を通じて契約者

への支払いなどをしており、今回の口座閉鎖の影響が予

見される。 

 

今回の口座閉鎖によりマドゥロ政権はロシアに資金を

移動させ、米国の影響が強い SWIFT 以外の決済手段を

探しているという。 

 

「PDVSA 資金難で規則を変更」            

 

米国の制裁により PDVSA の資金繰りがこれまで以上

に厳しくなることが予想される。 

 

野党系メディア「La Patilla」は、制裁を受けて、PDVSA

が会社の内部規則を厳格化したと報じた。 

 

以下が具体的な変更内容。 

 

１．旅費を支出する場合は、証明となる書類を添付し、

執行役員の承認を受けなければならない。 

 

２．タクシーの使用を制限する。タクシーを使用する場

合は、執行役員の承認を必要とする。 

 

３．医薬品、医療機器は、適切な管轄部署の承認を受け

た上で、医療部門だけが使用可能とする。 

 

４．第三者への医療サービスの提供は、執行役員の承認

を必要とする。 

 

５．宿泊施設の無期限契約を削減する。無期限契約をす

る場合は、執行役員の承認を必要とする。 

 

６．全ての防弾車貸与の契約を停止する。 

 

７．全ての自動車、バイク貸与契約を停止する。契約す

る場合は、執行役員の承認を必要とする。 

 

８．PDVSA 総裁の承認が無い限り、社会事業、イベン

トの後援などを停止する。 

 

９．PDVSA 総裁の承認が無い限り、電子機器（携帯電

話、コンピューター、ビデオビームなど）の購入を

停止する。 

 

１０．新たな不動産の賃貸契約を停止する。 

 

１１．ホテルのルームサービス、会議室レンタルなどの

支出を禁止する。 

 

一部は日本では当然と思うような部分もあるが、中には

かなり厳しい規制が設けられている部分もあるようだ。 

 

社 会                       

「全国１６州で一斉停電」               

 

８月１５日 少なくとも全国１５州１首都区で一斉停

電が起きた。 

 

停電が確認されている州は 

１．アプレ州 

２．アラグア州 

３．バリナス州 

４．ボリバル州 

５．カラボボ州 
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６．コヘーデス州 

７．ファルコン州 

８．グアリコ州 

９．ララ州 

１０．メリダ州 

１１．ミランダ州 

１２．モナガス州 

１３．ヌエバ・エスパルタ州 

１４．タチラ州 

１５．スリア州 

１６．カラカス首都区 

 

しかし、８月１６日時点のニュースを見る限り、停電が

続いているとの報道は見られず、現在はある程度、元に

戻っていると思われる。 

 

「エルアティージョの果物屋が火事で全焼」            

 

８月１５日の早朝 カラカス日本人学校があるエルア

ティージョ地区にある、果物屋「Los Pomelos」が火災

で全焼した。 

 

筆者自身は足を運んだことが無いので、どこか分からな

いが、地元では有名な果物屋だったようで、カラカスの

地元メディアでは大きく報じられている。 

 

死者は報じられていないが、果物屋の全ての在庫、資産

が消失したという。 

 

 

 

（写真）@一般人ツイッター投稿 

“全焼した果物屋「Los Pomelos」” 

 

以上 

 

 


