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（写真）メルコスール検事総長連合 ”検事総長会合での一枚”（右３番目がオルテガ氏） 

 

２０１７年８月２３日（水曜） 

 

政 治                   

  「元検事総長 ブラジルで政府内汚職を暴露」 

  「元検事総長の住居 多数の高級品を発見」 

  「外相 ベラルーシと関係強化」 

  「米副大統領 フロリダでベネ政府を非難」 

経 済                   

  「米政府 ベネズエラ債券取引の制限を検討」 

「最高裁 労働者への対応でフォードに罰則」 

「ベネズエラ国債 １．９億ドルの利払い発表」 

社 会                   

  「パナマ ベネズエラ人の渡航にビザ制限」 

２０１７年８月２４日（木曜） 

 

政 治                   

  「国会 Odebrect との取引は２２０億ドル超」 

  「制憲議会 新憲法は国民投票にかける」 

  「コスタリカ 制憲議員の外交待遇を拒否」 

  「食料大臣が交代」 

  「コロンビア系２チャンネル 視聴不可に」 

経 済                   

  「アエロポスタル 技術的な理由で運航停止」 

  「メキシコ 政権崩壊後のカリブ海援助を検討」 

社 会                   

  「ベネズエラ人２万人がドミニカ共に移住」 
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２０１７年８月２３日（水曜）             

政 治                       

「元検事総長 ブラジルで政府内汚職を暴露」         

 

オルテガ元検事総長がブラジルでベネズエラ政府関係

者が関わる汚職を暴露した。 

 

主なポイントは以下の通り。 

 

1. ベネズエラは Odebrecht に１１の建設プロジェク

トを委託し、合計で３，０００憶ドルを支払ったが

これらの工事は完了することなく停止している。 

2. ディオスダド・カベジョ制憲議員は同氏の従妹２名

がオーナーの会社に１億ドルを振り込ませた。 

3. 他にマドゥロ大統領、ホルヘ・ロドリゲス・リベル

タドール市長が Odebrecht の汚職に関わった証拠

を持っている。 

4. マドゥロ大統領は CLAP の食品を輸出しているメ

キシコ企業（Group Grand Limited）の実質的なオ

ーナーだと疑っている。登記上、同社のオーナーは

ロドルフォ・レジェス氏、アルバロ・プリド氏、ア

レックス・サアブ氏の３名。 

5. ベネズエラは麻薬の中継地になっている。 

6. タレク・ウィリアム・サアブ新検事総長は証拠を破

棄するので、協力しないよう要請。 

7. タレク・ウィリアム・サアブ新検事総長は PDVSA

の契約に関連して 6 件の汚職に関わっている。 

8. Smartmatic 社の告発の通り制憲議会は虚偽によっ

て作られた組織。 

9. ベネズエラ国内では汚職や麻薬の捜査は不可能。国

際社会はベネズエラの問題を調べなければならな

い。 

10. 汚職取引の関係資料は米国、スペイン、コロンビア

の当局に渡される。 

 

 

他、ベネズエラでは正義という名のもとに、政治的な迫

害が行われている。夫ヘルマン・フェレール議員の告発

も迫害の一例。本日、警察は自分（オルテガ元検事総長）

の自宅に入り、所有物を押収した。 

 

なお、カベジョ議長はフェレール議員（がバハマの UBS

銀行で汚職口座を開設したと告発していた（８月１６日、

１７日「ベネズエラ・トゥデイ No.21」）。 

 

オルテガ元検事総長はこの告発について、そもそも

UBS 銀行はバハマに存在しないと発言した。確認した

限りで UBS 銀行はバハマに USB トラスティーという

金融サービス会社はあるものの銀行としての実態はな

いようだ。バハマの同社を通じて開設プロセスを仲介で

きるかもしれないがバハマに口座は開設できないかも

しれない。 

 

メルコスール検事団体はルイサ・オルテガ氏をベネズエ

ラの現在の検事総長と認識するとの姿勢を示している。 

 

今後、オルテガ元検事総長は米国、欧州、ウルグアイで

証拠を公開するとの報道や、亡命先が決まるまでコロン

ビアに滞在するとの報道がある。 

 

 

（写真）NTN24 映像抜粋 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年８月２３日～８月２４日報道            No.０２４   ２０１７年８月２５日（金曜） 

3 / 8 

 

「元検事総長の住居 多数の高級品を発見」        

 

オルテガ元検事総長がブラジルで政府関係者の汚職を

告発する一方で、政府はオルテガ氏の自宅を家宅捜索し

た。 

 

国営放送でオルテガ氏の自宅映像が公開されている。 

 

捜索の映像は以下のサイトで確認可能。 

「違法捜索で確認されたオルテガ検事総長の贅沢（８月

２３日付 La Patilla）」 

 

同氏のマンションの扉は２重扉で面積は３００平米、大

理石の床。部屋には複数のブランド品、高級アルコール

類、美術品や調度品、彼女の自画像などが置かれている。

この部屋の他にも彼女が所有している不動産があるよ

うだ。 

 

「外相 ベラルーシと関係強化」            

 

ホルヘ・アレアサ外相はベラルーシ大使と面談。両国の

良好な関係を強調した。 

 

会合の中で両国はエネルギー、工業、科学技術、住居、

農業、防衛などのテーマで協力を図る方法を協議した。 

 

今年４月２１日に両国はベネズエラの工業分野での協

力協定を結んでいる。 

 

なお、ベラルーシとベネズエラとの政府関係は２００６

年から軍関係の取引が始まったようで、０８年には在ベ

ラルーシベネズエラ大使館に軍部担当官という役職が

できた。同年１２月にはチャベス大統領（当時）とルク

シェンコ・ベラルーシ大統領がカラカスで武器供給に関

わる契約を結ぶなど、両国は密接な関係にあるとの報道

がある。 

 

「米副大統領 フロリダでベネズエラ政府を非難」   

 

８月２３日 米国ペンス副大統領はフロリダ州でマド

ゥロ政権を「乱暴で野蛮」と非難。マドゥロ政権を終わ

らせるために尽力すると宣言した。以下、ペンス副大統

領の発言要旨。 

 

1. ベネズエラは独裁政権への道を進んでいる。 

2. ベネズエラの悪化は米州全体にとって問題。 

3. ベネズエラの状況が悪化するのを米国は黙ってみ

ていない。米国はベネズエラに自由が戻るまで支援

を続ける。 

4. 民主主義のために戦い、亡くなった 100 人を超える

犠牲者に哀悼の意を表する。 

5. 今後、他国が徐々にベネズエラ政権の包囲網を作る

ための手段を講じていくだろう。 

6. トランプ大統領の指示で米国政権は、ベネズエラ政

府関係者に制裁を科しており、今後さらなる手段を

取る。 

7. ラテンアメリカの麻薬問題は米国の脅威で、各国は

麻薬対策のための措置をとっている。 

8. 麻薬を撲滅させるために米国政府は他国に対して

より厳しい取り締まりをするよう求めていく。 

 

また同会合に出席したマルコ・ルビオ共和党議員はディ

オスダド・カベジョ制憲議員について、「ベネズエラの

麻薬王」とカベジョ氏を非難。なお、カベジョ制憲議員

がマルコ・ルビオ議員に暗殺指示を出したとの報道もあ

る。 

 

他、フロリダ州知事のニック・スコット氏は 

「フロリダ知事として直接的にベネズエラの問題を耳

にする。マドゥロ政権に対して民主主義を守るよう明確

なメッセージを発信しなければいけない。マドゥロ大統

領は辞任するべきだ。ベネズエラには彼よりもはるかに

将来を明るくする政治家がいる。」とコメントした。 

https://maduradas.com/se-lo-mostramos-los-lujos-que-encontraron-en-el-ilegal-allanamiento-del-apartamento-de-ortega-diaz-video/
https://maduradas.com/se-lo-mostramos-los-lujos-que-encontraron-en-el-ilegal-allanamiento-del-apartamento-de-ortega-diaz-video/
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なお、あまり報道されていないが興味深い関連報道も紹

介する。 

 

米国フロリダ州マイアミに本部があるベネズエラの政

治亡命団体（Veppex）がペンス副大統領に、与党だけで

はなく、政権に資金的に支援をしている野党政治家にも

制裁を科すよう求める書簡を渡した。同時に同団体は、

緊急措置的にベネズエラ人の米国への入国条件を緩和

するよう求めた。 

 

Veppex のホセ・アントニオ・コリナ代表は 

「米国政府に、一度米国へ入国したベネズエラ人を自国

に戻らなくても良くする特例措置を求める。ベネズエラ

に戻すことは死刑宣告に等しい。」と発言した。 

 

なお、このイベントにはラモン・ムチャチョ氏（元チャ

カオ市長）も参加していた。 

 

経 済                       

「米政府 ベネズエラ債券取引の制限を検討」       

 

制憲議会が国会の立法権を奪い取ったことに関連して、

米国がベネズエラへの制裁を更に強化する可能性が噂

されている。 

 

８月２３日 ウォールストリートジャーナルで米国政

府がベネズエラ債券に関連した制裁を科すことを検討

しているとの報道が流れた。 

 

米国はこれまでベネズエラの特定の政府関係者に対し

て、米国内での資産凍結や米国への渡航禁止などの制裁

を科すにとどまっていた。 

 

仮にベネズエラ公社債に関連した制裁が科されるとす

れば今までよりも一歩踏み込んだ制裁を科すことにな

る。 

 

具体的な制裁の検討状況は明らかになっていないが、同

紙によると、米国でドル建て PDVSA 社債の売買を一時

的に制限するとの内容。PDVSA が外国から資金を受け

るのを制限することが目的。結果的にマドゥロ政権の武

器購入などに影響を与える。 

 

他、ロイター通信は、国会の承認を通らずに発行された

ベネズエラの債券の取引の禁止、一部のベネズエラ公社

債の取引を制限するなどの措置を検討しているとの報

道がある。 

 

同記事が報じられた直後、ベネズエラの債券価格は大幅

に下落したが、翌２４日には下がった分が回復している。 

 

「最高裁 労働者への対応でフォードに罰則」          

 

８月２３日 最高裁はロベルト・ホセ・マリン・サンチ

ェス氏がフォードモーター・デ・ベネズエラに対して起

こした訴えを一部認め、同社に対して労働による病気の

賠償金を支払うよう決定した。 

 

なお、最高裁のウェブサイトがダウンしており実際の判

決文が読めないため詳細が確認できない。 

 

ベネズエラでは労働者の権利が強く、基本的に訴えられ

たら会社側が負けると言われている。 

 

「ベネズエラ国債 １．９億ドルの利払い発表」   

 

８月２３日はベネズエラ国債２０２２年満期の利息の

支払い日だった。 

 

支払額は１．９億ドル。政府は同債券利息の支払いを開

始したと報告した。通常利払いが確認されると債券価格

は上昇するが、米政府がベネズエラ公社債の取引に制限

を科すとの報道により債券価格は下落した。 
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社 会                       

「パナマ ベネズエラ人の渡航にビザ制限」      

 

８月２２日 パナマのバレラ大統領はパナマに入国す

るベネズエラ人に対してビザ要件を新たに科すと宣言

した。 

 

バレラ大統領は今回の措置を「ベネズエラに民主主義が

確立されるまでの措置。ベネズエラの民主主義の亀裂に

よりパナマで治安、経済、仕事が奪われるリスクが生じ

ている。」と説明した。 

 

パナマ渡航ビザに関する概要は以下の通り。 

 

1. ビザ要件は１７年１０月１日から始まる 

2. パナマの居住許可が出ているベネズエラ人は必要

なし。 

3. 同様に米国、カナダ、オーストラリア、英国の居住

ビザがあるベネズエラ人も必要なし。 

4. パナマへの入国ビザが必要なベネズエラ人はパナ

マ領事館で申請。 

5. 発行手数料は５０ドル 

6. パナマを経由するだけのベネズエラ人はビザの必

要なし。 

 

今回の措置に先だってベネズエラ人の生活に影響を与

えない措置を科すとコメントしていたが、今回の措置は

政府高官だけを対象にしたものではなく、ベネズエラ国

民全体を対象にしている。 

 

ベネズエラ政府への制裁というより、政治経済危機によ

り流れてくるベネズエラの不法滞在者を規制すること、

あるいは麻薬取引の監視を強化することが目的だろう。 

危機的な状況にあるベネズエラ人を突き放す性質の対

応と感じる。 

 

 

２０１７年８月２４日（木曜）            

政 治                       

「国会 Odebrect との取引は２２０億ドル超」        

 

８月２４日 本日の国会の議題は「Odebrecht とベネズ

エラ政府の関係」について。 

 

国会のファン・グアイド監査委員会代表は、 

「水力発電、鉄道、マラカイボ湖の２つ目の橋の建設な

どの着工率は３６％。予定より全体で１１年遅れており、

契約金額も必要額の３０倍も上乗せされている。 

ベネズエラ政府はブラジル建設会社 Odebrecht と少な

くとも７件、総額２２０億ドルの契約を締結していた。

２２０億ドルは現在の外貨準備の倍で、この資金があれ

ばすべての商業債務を清算できる。」と発言した。 

 

なお、オルテガ元検事総長はベネズエラ政府が、１１の

建設プロジェクトを委託し、合計で３，０００憶ドルを

支払ったと発言している。ベネズエラの石油収入は１バ

レル１００ドル台でも１，０００億ドルを超えない。当

然、石油収入の全てが Odebrecht に流れるわけではな

く、流石に総額３，０００億ドルというのは多すぎると

思うが、国会の数字はあり得るのかもしれない。 

 

（写真）国会 

“討議場は制憲議会に占拠されたため国会広間で議論” 
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「制憲議会 新憲法は国民投票にかける」          

 

８月２４日 デルシー・ロドリゲス制憲議長は来週から

新憲法の草案作業を開始するとコメントし、新憲法案が

完成したら、新憲法の承認を国民投票で問う。と宣言し

た。 

 

制憲議会の有効期限は２年間ということになっている

ので、新憲法の議論は延々と続くと思われるが最終的に

国民に承認するかどうか意志を問う姿勢は現在のとこ

ろあるようだ。 

 

 

（写真）制憲議会 

“８月２４日に国会と制憲議会の両方が開催されたが、

討議場は制憲議会に占拠された” 

 

「コスタリカ 制憲議員の外交待遇を拒否」      

 

８月２４日 コスタリカはベネズエラの制憲議会議員

に対して外交待遇を与えることを拒否したことを明ら

かにした。 

 

マドゥロ大統領は８月２５日にコスタリカ国会でマド

ゥロ大統領を支持するイベントへの参加を予定してい

る。このイベントは左派政党フレンテ・アンプリオの議

員が企画したもの。 

 

このイベントに制憲議会議員４名が参加を希望し、在コ

スタリカのベネズエラ大使館はコスタリカ外務省に対

して同４名を外交行事としてコスタリカに入国させる

よう申請していた。 

 

コスタリカのマニュエル・ゴンサレス外相は 

「ベネズエラ大使館からの申請について相談をしたが、

コスタリカは制憲議員に対して外交待遇を与えるべき

ではないと考える。コスタリカ政府は明確に制憲議会の

存在を認識しないと訴えている。」と発言した。 

 

なお、外交待遇を与えないことは明らかにされたが、制

憲議員４名がコスタリカに入国できないことを意味し

ているかどうかについては明らかにしなかった。 

 

「食料大臣が交代」                  

 

官報第２１，２１８号で食糧相がマルコ・トーレス氏か

らルイス・アルベルト・メディナ・ラミレス国軍将軍に

交代した。 

 

メディナ将軍はベネズエラ食料公社（Venalcasa）と食料

生産サービス公社（Cuspa）の社長で、大臣職も兼務す

ることになる。 

 

また、住居資材を生産、販売する民間企業 Inversiones 

Vensoc 社（アラグア州）の３３％の株主でもある。他、

金物系の卸売業をしている Cooperacion Tumero Azul

社の２０％の株式を所有している。 

 

マルコ・トーレス氏はアラグア州（別の州に変わるので

はないかとの内部情報あり）の知事選に出馬しており、

大臣職を離れないといけないため交代した。 

 

更新された閣僚リストは以下を参照。 

「ベネズエラ閣僚リスト（１７年８月２４日時点）」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecd2e0d118cb29c1611086f59b50082b.pdf
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「コロンビア系２チャンネル 視聴不可に」       

 

８月２４日 有料放送で視聴できるコロンビア系放送

局のカラコル TV と RCN の２局が国家通信委員会

（CONATEL）に放送ライセンスを停止された。 

すでに上記２チャンネルはベネズエラ国内で視聴する

ことは出来ない。 

 

ベネズエラ国内では、政権の報道規制が一層ひどくなっ

たと政府を非難するツイッターが拡散されている。 

米州機構のアルマグロ事務局長も今回の１件を受けて、

「ベネズエラ国内で表現の自由が制限されていること

を象徴している。」と政府の対応を非難した。 

 

一方で、アンドレス・メンデス制憲議員は今回の措置に

ついて 

 

「CONATEL は予防的に２チャンネルの放送ライセン

スを停止した。停止の理由は、ビセンテ・フォックス元

メキシコ大統領の「マドゥロ大統領は投票により去る。

あるいは棺に両足を入れる。（死ぬことの隠語と思われ

る）」という発言を繰り返し放送したことが理由だ。 

両チャンネルは殺人を起こさせるような放送を流した

ため、ライセンスを停止することを肯定した。 

 

両チャンネルはコロンビアにあるため罰則を科すこと

が出来ない。よって、予防的措置としてベネズエラ国内

で放送を禁止した。」と説明している。 

 

経 済                       

「アエロポスタル 技術的な理由で運航停止」     

 

８月２３日 国営航空会社アエロポスタル社の飛行機

が運航停止になり、１２０人の移動に支障をきたした。 

 

 

 

搭乗予定者は２３日 AM８時 15 分にカラカス発、スリ

ア州マラカイボ行きの飛行機に乗るため AM６時には

空港で手続きを済ませ空港内で待機していた。 

 

しかし時間になっても登場が開始されず、同日１１時４

０分に飛行機が飛ばないことをアナウンス、バスでマラ

カイボまで移動するオプションを提示した。 

 

アエロポスタル社の運行が再開する見通しは立ってい

ない。 

 

運航停止は、INAC の規定で定められた飛行機保険料を

支払えないまま保険の有効期限を過ぎてしまったこと

が原因。 

 

保険の有効期限が切れたことで、国家民間向け航空組織

（INAC）がアエロポスタル社の今後の運行を禁止した。 

 

アエロポスタル社は INCA の規定で定められた保険を

支払うことが出来ず、あるいは機体の修理費用を支払え

ず運航可能な飛行機は１機のみとなっており、９月２６

日から２カ月間、運休する予定だった。 

 

今回の１件を受けて、同社社長は今後、労働者の削減を

削減するとコメントした。 

 

 

（写真）アエロポスタル社 
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「メキシコ 政権崩壊後のカリブ海援助を検討」       

 

現在、マドゥロ政権はキューバ、ドミニカ共和国やニカ

ラグアなど中米・カリブ海諸国にとって良い条件で石油

を輸出している（詳細は「ベネズエラ・ウィークリー・

レポート No.8」参照）。 

 

仮にマドゥロ政権が崩壊した場合、エネルギー協定は継

続されなくなる可能性が高い。ベネズエラのエネルギー

支援は中米・カリブ海諸国にとっては重要で、支援が無

くなると各国にとって打撃となる。 

 

メキシコ政権はその穴埋めのため、エネルギー協定を代

替できるか検討していると報じた。 

 

ロイター通信によると、メキシコ政権内部で検討が始ま

ったのは２週間前で、低価格でエネルギー協定国に燃料

を販売するための融資制度などを検討している。 

 

社 会                       

「ベネズエラ人２万人がドミニカ共和国に移住」      

 

ドミニカ共和国のカルロス・アマランテ内務警察相は、

この数年で１．８万～２万人のベネズエラ人がドミニカ

共和国に移住しており、その多くが不法に滞在している

と発言した。 

 

ドミニカ共和国にあるベネズエラ人団体は、ドミニカ共

和国政府に対して、ここ数年の間にドミニカ共和国に移

ったベネズエラ人移住者に市民権を与えるよう求めた。 

一方で、カルロス・アマランテ内務警察相は正式にはま

だこの陳情を受け取ってはいないとコメントした。 

 

現在のところ、ベネズエラ人はビザなしで２カ月間はド

ミニカ共和国に滞在することが出来るが、それ以上の期

間は不法滞在となる。 

 

現在ではベネズエラ人がサント・ドミンゴの路上で食べ

物や、生活品を販売するのが一般的になりつつある。通

常の仕事をしているものも多いが、売春を生業とするベ

ネズエラ人女性もいるようだ。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6079af512adf309ca62922256283a5da.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6079af512adf309ca62922256283a5da.pdf

