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（写真）カルロス・ベッキオ VP 党員ツイッターより抜粋  “政府によるレケセンス議員の拘束・拷問を非難” 

 

 

２０１８年８月１０日（金曜） 

 

政 治                     

 「レケセンス議員が事件との関与を証言 

～野党は拷問による証言として有効性を否定～」 

経 済                     

 「PDVSA Citgo 資産差し押さえ判定に再審要求」 

 「７月の米国向け原油輸出 先月比１２％減」 

 「BANESCO 頭取 政府管理措置の延長を非難」 

 「２６回目 DICOM １ドル約２４．９万ボリバル」 

 「原油価格 １バレル６６．８４ドル」 

社 会                     

 「アバッド Bicentenario 総裁息子 墜落機見つかる」 

１８年８月１１-１２日（土・日） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 FBI 調査の受け入れを発表 

～トランプには好意的だがサントスは敵～」 

 「オスワルド・パロモ元大佐 関与を否定」 

 「野党 チャカイートで抗議行動を実施」 

「与党は８月１３日に抗議行動呼びかけ 

～チャカオも行進ルートに入る見通し～」 

経 済                    

 「通貨単位切り下げの非公式情報が流れる 

～BsF.５００以下は８月１６日までに預金～」 

 「祖国カード保有者の自動車登録 １５０万超」 
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２０１８年８月１０日（金曜）             

政 治                       

「レケセンス議員が事件との関与を証言           

 ～野党は拷問による証言として有効性を否定～」       

 

８月４日の大統領ドローン襲撃事件を受けて、事件に関

与したとされる第一正義党（PJ）所属のファン・レケセ

ンス議員が拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ No.173」

８月７日付の記事参照）。 

 

８月１０日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は記者会見

を開き、レケセンス議員およびボルヘス前国会議長が事

件に関与したと告白する証言映像を流した。 

 

レケセンス議員は映像で 

「少し前にボルヘス氏に頼まれてある人物をベネズエ

ラからコロンビアに移動させてほしいと頼まれた。 

その人物がファン・モナステリオだった。 

 

彼にメッセンジャーを通じてコンタクトを取った。 

私はサンクリストバル市（コロンビアと国境を面するタ

チラ州の州都）にいた。 

 

コロンビアの出入国管理をしているマウリシオ・ヒメネ

ス氏に連絡を取り彼に依頼をした。その後、すぐにヒメ

ネス氏がモナステリオ氏と連絡を取り、サンアントニオ

（ベネズエラ側の国境の町）からククタ（コロンビア側

の国境の町）に移動した。 

 

私は彼と実際の面識はない。メッセンジャーを経由して

やり取りしただけだ。」 

と語った。 

 

実際の映像は Youtube サイトより確認できる。 

 

 

更に翌１１日にマドゥロ大統領がレケセンス議員の追

加の証言映像を公開した。 

 

「フリオ氏は私にアレクサンダー（事件の首謀者とされ

ているアレクサンダー・ライデル・ルッソ氏）という人

物の連絡先を教えた。 

 

メッセンジャーにコロンビアの通関担当者の連絡先を

教えた後に、アレクサンダーという人物が私に彼（モナ

ステリオ氏）が国境を通過できたと連絡をしてきた。 

 

私が知らされたモナステリオの電話番号はベネズエラ

国内のものだったので、その後は彼と連絡を取ることは

出来なかった。 

 

また、アレクサンダーと言う人物が誰かは知らない。直

接の面識はないし、モナステリオが国境を通過できたと

のやり取りをしただけだ。」 

実際の映像は youtube サイトで確認できる。 

 

同氏の証言は１０日と１１日の２回に分けて公開され

たが、話の流れやレケセンス議員の雰囲気からして同じ

日に取られた映像だ。意図的に２回に分けて公開したと

思われる。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

“事件について証言するファン・レケセンス議員” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c67h5sTPcO8
https://www.youtube.com/watch?v=Q7z89Sgp_DM
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レケセンス議員の証言について野党は拷問や薬物投与

により証言を強要されたものだと訴えている。 

 

８月１０日 レケセンス議員の証言映像が流れた後に

レケセンス議員が上半身裸で下着姿の映像がどこから

か公開された。拘束後の映像と思われ、下着には排泄

物と思われるシミが付いている。 

 

実際の映像は Youtube サイトで確認できる。 

 

欧州連合、米国国務省、コロンビア議会、ブラジル外

務省、チリ外相、リマグループなどがレケセンス議員

の拘束、ボルヘス議員の迫害を公に非難している。 

 

経 済                        

「PDVSA Citgo 資産差し押さえ判定に再審要求」           

 

８月９日  米国裁判所はカナダの金開発会社

「Crystallex」の主張を認め PDVSA の米国子会社 Citgo

の資産差し押さえを認めた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

他方、裁判所は８月１６日まで和解するための期間を設

けると決定していたようだ。 

 

ロイター通信によると、PDVSA は今回の判決を不服と

して上告したようだ。 

 

Crystallex は金鉱区「Las Cristinas」の接収を巡り

PDVSAではなくベネズエラ政府から賠償金１４億ドル

を勝ち取った。 

 

今回の裁判はベネズエラ政府の債務を PDVSA の資産

で回収することが出来るかを決める重要な裁判と考え

られていた。 

 

 

「７月の米国向け原油輸出 先月比１２％減」         

 

ロイター通信は、１８年 7 月 ベネズエラの米国向け原

油輸出は日量４９万４，４００バレルで先月比１２％減。

前年同期比２２．５％減だったと報じた。 

 

ロイター通信は１８年５月の ConocoPhillips のカリブ

海資産差し押さえにより PDVSA のオペレーション能

力が低下していると指摘。 

 

これまで PDVSA から原油を購入してきた米国の精製

業者らも金融制裁が事業の障害になっていると補足し

た。 

 

先月最も多くベネズエラから原油を輸入したのは

「Valero Energy」。次いで「Citgo」だった。 

 

「BANESCO 頭取 政府管理措置の延長を非難」                  

 

８月６日 財務省は民間金融機関最大手の「BANESCO」

の政府による管理措置を９０日延長すると決定した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.173」８月６日付の記事参

照）。 

 

同措置を受けて BANESCO のファン・カルロス・エス

コテト頭取が政府の管理措置が銀行の経営に悪影響を

与えていると非難した。 

 

これまでエスコテト頭取は政府を公然と非難する声明

を発信するのを避けてきたが、管理措置の延長決定を受

けて攻撃に転じることを決めたようだ。 

 

エスコテト頭取は記者会見を開き、管理措置後に銀行の

余剰流動性が６７％減少、預金残高でいえば２１％が減

ったと発表した。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj-viVmd2I8
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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また、今回の一件について金融機関団体として、政府の

対応を非難する声明を出していないことに不満を漏ら

した。 

 

外国企業も BANESCO を国営銀行と認識するようにな

り外国との金融取引がこれまで以上に困難になってい

ると語った。 

 

他、人材流出についても言及。５月に政府管理下に入っ

てから一週間に４６名の行員が退職をしており、この３

カ月間で６００名超の行員が退職したことを明らかに

した。 

 

また、BANESCO を政府に売却する可能性について否

定。 

「仮に世界で一番良い提案がされたとしても

BANESCO は売らない。接収されることも望んでいな

い。」と答えた。 

 

「２６回目 DICOM １ドル約２４．９万ボリバル」         

 

中央銀行は第２６回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ユーロ２８８，６２０．２３ボリバル。 

ドル建てで１ドル２４８，８３２ボリバル。 

 

前回の DICOM レートは１ドル２０７，３６０ボリバ

ルだったので２０％ほどボリバル安になったことにな

る。 

 

外貨の割り当て総額は２２万１，５７２．１５ドル。 

前回よりも６７万ドルほど減少したことになる。 

 

法人９社に対して９万９．３２３ドルが割り当てられ、

５７８名に対して１２万２，２４９．１５ドルが割り当

てられた。 

 

法人よりも個人への外貨割り当てが多かったのは今回

が初めて。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は「Importadora 05 

junio 7766」で３．３万ドル（完成品輸入が目的）。同社

の事業内容は分からない。 

 

次いでチョコレート菓子メーカーの「Chocolate Kron」

が１万８，５００ドル（原材料輸入）。 

 

アルミニウム製品メーカーの「Envases Venezolanos de 

Aluminio」が１万８，４００ドル（資材・部品輸入）だ

った。 

 

「原油価格 １バレル６６．８４ドル」                  

 

１８年８月６日～８月１０日のベネズエラ産原油の平

均価格は４５６．５６人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６６．８４ドル／バレル。前週の６８．１

７ドルから１．３３ドル下落した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年８月）

（出所）ベネズエラ石油省
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社 会                          

「アバッド Bicentenario 総裁息子 墜落機見つかる」           

 

８月９日 軍部民間保護官ランディ・ロドリゲス氏は国

営銀行バンコ・ビセンテナリオのミゲル・ペレス・アバ

ッド総裁の息子を乗せた墜落機を発見したと発表した。 

 

ミゲル・ペレス・アバッド総裁は与党系の民間企業団体

として知られる「FedeIndustria」の代表を務めていた人

物。１６年には経済担当副大統領、１７年には貿易国際

投資相に就任したことがある。 

 

１７年８月に同氏の息子を乗せたプライベート機が海

上に墜落していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.22」１

７年８月１９日付の記事参照）。 

 

２０１８年８月１１～１２日（土・日）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 FBI 調査の受け入れを発表      

  ～トランプには好意的だがサントスは敵～」        

 

８月１１日 マドゥロ大統領は改めてコロンビアのサ

ントス元大統領が大統領暗殺計画を命じ、米国に大統領

暗殺計画の首謀者がいると主張した。 

 

他方、マドゥロ大統領によるトランプ大統領に向けた発

言とサントス元大統領に向けた発言はかなり違う。 

 

マドゥロ大統領は 

「仮に米国の FBI がフロリダ州で計画された今回の事

件を調査すると提案してくれるのであれば、私はその申

し出を受け入れたい。FBI と協力して今回の事件を捜査

するようサアブ検事総長に命じた。良い結果が出ること

を期待している。」 

と述べた。 

 

アレアサ外相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官と面談し、今回の事件について米

国に調査協力を正式に要請していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.174」８月８日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領はトランプ大統領について 

「多くの認識の相違がある。また今後も認識の違いが埋

まることは無い。 

他方でトランプ大統領が米国内でテロ計画を企てた殺

人者を擁護することはないと信じている。」 

と好意的な発言をした。 

 

トランプ大統領への見解とは対照的にコロンビアのサ

ントス元大統領に向けた発言は厳しいものだった。 

 

マドゥロ大統領はサントス元大統領について 

「私の殺害計画を命じたのはファン・マニュエル・サン

トスだ。サントスはフリオ・ボルヘスと協力している。

ボルヘスは命令を受け、資金やロジスティックの支援を

受けている。」 

とサントス元大統領が今回の計画に直接的に関与して

いると非難した。 

 

なお、コロンビアは８月７日から大統領がイバン・ドゥ

ケ氏に交代した。マドゥロ大統領は新しい大統領がサン

トスと同じ方針を取らないようけん制した。 

 

「オスワルド・パロモ元大佐 関与を否定」           

 

８月４日のドローン襲撃事件について政府はライデル・

ルッソ氏とグスマン・デルガド氏を首謀者としている。 

 

また、今回の事件には５月のクーデター計画首謀者であ

るオスワルド・ガルシア・パロモ元大佐も関与している

と説明している（「ウィ―クリーレポート No.53」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8c5129c2da4d80b5aa0916092714903d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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８月１２日 オスワルド・パロモ元大佐は政府の主張を

否定。今回の事件に自身が関与していないとの声明を送

った。 

 

この声明の起点は野党系情報サイト「La Patilla」。同サ

イトに対してオスワルド・パロモと名乗る人物からの声

明が送られてきた。 

 

８月４日に起きたドローン襲撃事件と自身が全くの無

関係であること。事件の首謀者として訴えられている人

物について自身は面識がないこと。 

政府は私が関与していないことを知っていながら、私の

印象を操作するために関与を訴えたと主張している。 

 

他、我々の目的は憲法３３３、３５０条に従い麻薬政府

を打倒することだと訴えた。 

 

「野党 チャカイートで抗議行動を実施」           

 

８月１１日 大衆意志党（VP）と第一正義党（PJ）はフ

ァン・リケセンス議員の拘束および同氏への拷問、薬物

投与などを非難する抗議行動を呼びかけた。 

３００名ほどの支持者がチャカイートのブリオン広場

に集合した。 

 

また、スリア州を拠点にする野党団体「ProCiudadanos」

も生活苦を理由とする抗議行動をチャカイートのブリ

オン広場で実施しようと呼びかけ、政治的なイベントと

生活苦を訴えるためのイベントが同じ場所で行われた。 

 

報道を見る限り治安部隊との目立った衝突はなかった

ようだ。 

 

レケセンス議員への支持を表明する参加者は上半身裸、

下半身は下着姿でレケセンス議員への連帯を表明した。 

 

 

同集会にはファン・レケセンス議員の父親と妹でベネズ

エラ中央大学の学生運動組合の代表を務めるラファエ

ラ・リケセンス氏も参加した。 

なお、ラファエラ・リケセンス氏も８月７日に拘束され

たが、同日中に解放されている。 

 

写真の前線に出ている若者はラファエラ・リケセンス学

生運動団体の組合員ではないかと想像している。 

 

なお、翌１２日にレケセンス議員と電話で連絡が取れた

ことを明らかにしている。内容については多くは語られ

ていない。SEBIN の監視下にあったとされ、あまり多く

のことは話せなかったようだ。 

 

 

（写真）ラファエラ・レケセンス氏ツイッター 

“演説している女性、横のシャツを着た男性が父親” 

 

「与党は８月１３日に抗議行動呼びかけ         

   ～チャカオも行進ルートに入る見通し～」         

 

与党 PSUV もマドゥロ大統領への連帯とクーデターへ

の反対の意を示すため「La Patria llama（祖国の炎）」と

名付けた行進を呼びかけた。 

 

行進は８月１３日（月曜）午前９時から始まる。 
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ペタレ（REDOMA DE PETARE）を出発し、チャカオ

市のミランダ公園、アルタミラ広場、チャカイートを通

過し「カラボボ公園」に向かう。 

 

以下のルート図を見る限りフランシスコ・デ・ミランダ

通りを通ると思われる。 

 

 

（写真）メルビン・マルドナード元若者スポーツ相ツイ

ッターより抜粋 

 

経 済                       

「通貨単位切り下げの非公式情報が流れる        

  ～BsF.５００以下は８月１６日までに預金～」            

 

８月２０日に通貨単位切り下げ（以下、デノミ）が予定

されている。 

 

商業団体（Consecomercio）が企業はデノミの準備が整

っていないと訴えるが、既に紙幣は銀行に到着している。

同日に決行する可能性が高まってきた。 

 

 

現地経済情報サイト「BancayNegocios」は関係者より入

手した情報を自身のサイトで公開した。 

 

なお、内容はすべて非公式なので情報が正しくない可能

性もある。 

 

８月２０日からデノミが実施される。 

 

現在流通している紙幣の中で BsF.１，０００～BsF.１

００，０００まではこれまで通り使用できる。 

 

BsF.１，０００よりも小さい現金（つまり BsF.５００以

下）は８月２０日からは使用できなくなる。 

BsF.５００以下の紙幣・貨幣は８月１６日までに銀行に

預ける必要がある。 

 

なお、５桁の通貨切り下げをした場合 BsF.５００の価

値は BsS.０．００５になる。BsF.５００を２枚預ければ

BsF.０．０１として扱われる。 

 

現在使用されている小切手は８月３１日まで有効。 

９月以降は新しい小切手でないと銀行側で受付できな

い。つまり、小切手を現在受け取っている人は８月中に

銀行に行く必要がある。 

 

８月１７日（金曜）はデノミの準備期間として金融機関

は営業を停止する。なお、８月２０日は金融機関の祝日

（Feriado Bancaria）のようだ。 

 

ネットの電子送金は可能。デビッドカードなどの決済機

も平常通り使用できる。 

 

８月２０日以降、ATM からは新紙幣が出てくる。 
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「祖国カード保有者の輸送機器登録 １５０万超」         

 

８月３日～５日にかけて祖国カード保有者向けの輸送

機器登録が行われた。同期間で約１００万人の登録がで

きたとされている。 

 

８月１０日～１２日にかけて再び、登録期間が設けられ

た。 

 

全国陸運局（INTT）のエンリケ・キンタナ局長は、こ

れまでに合計で１５０万人超の登録が完了したと説明

した。 

 

８月１２日にマドゥロ大統領は軍人らを前に演説。 

 

「あなた方の自動車を登録しなければいけない。なぜな

らガソリンや他の石油燃料は直接補助システムに移行

するからだ。近日中に私から詳細を説明することにな

る。」と発言した。 

 

マドゥロ大統領の発言を聞く限り今後も輸送機器を登

録する期間が設定されそうだ。 

 

以上 


