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２０１７年８月１６日（水曜） 

政 治                   

  「与党陣営 オルテガ元検事総長の夫を告発 

～政府の強権姿勢が加速～」 

  「制憲議会６名が一時的に離職 

～第一副議長はエルビス・アモロソ氏～」 

  「アマゾナス州刑務所で騒動 ３７名死亡」 

  「真実委員会 国会議長らを調査」 

  「CNE 州知事選出馬者は２２６名」 

経 済                   

  「フロリダ州 ベネ政府との取引禁止を提案」 

「PDVSA Crystallex の申請に抗議」 

「石油省、Rosneft ガス事業の進捗を確認」 

（写真）ベネズエラ国営放送局 VTV “ヘルマン・フェレール国会議員を告発するカベジョ制憲議員” 

２０１７年８月１７日（木曜） 

 

政 治                   

  「最高裁 オルテガ元検事総長夫の拘束を決定」 

  「カベジョ制憲議員 汚職の詳細を説明」 

  「CNE 州知事選の政党リストを公開」 

経 済                   

  「経済担当制憲議員 並行レートを非難」 

「DICOM ドル 外国で使用できないとの声」 

「PDVSA２０２２社債 利息支払い開始」 

社 会                   

  「マイケティア空港オペレーションの問題点」 

「ベネズエラから帰国する中国人が増加」 
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２０１７年８月１６日（水曜）             

政 治                       

「与党陣営 オルテガ元検事総長の夫を告発        

         ～政府の強権姿勢が加速～」     

 

８月１６日 ディオスダード・カベジョ制憲議員は、ヘ

ルマン・フェレール国会議員と検察庁関係者が汚職に関

わっていた証拠を検察庁に提出した。 

 

フェレール議員は、ルイサ・オルテガ元検事総長の夫。

ルイサ・オルテガ元検事総長は、これまで与党に属して

いたが、今年４月から与党の姿勢を非難し続けており、

８月５日（土曜）に同職を解任されたばかり。 

 

フェレール議員も元々は与党派閥で「ベネズエラ社会主

義統一党（PSUV）」に所属していた国会議員だが、今月

PSUV を離党し、新党を作ると宣言していた。 

 

ルイサ・オルテガ氏に代わり新たに検事総長に就任した

タレク・ウィリアム・サアブ新検事総長（与党派閥）は

早速、記者会見を開きヘルマン・フェレール国会議員が

汚職に関わっていたと告発し、最高裁に逮捕状を出すよ

う申請した。 

 

本来、国会議員は任期中に罪に問われない免罪権が保証

されている。タレク新検事総長は、フェレール氏の国会

議員の免罪権の取り消しを許可するよう制憲議会に申

請し、制憲議会は全員一致でフェレール氏の免罪権取り

消しを承認した。 

 

与党陣営の一連の対応に対し、フリオ・ボルヘス国会議

長は「国会議員は免罪権があり、制憲議会の決定は無効

であり、１９９９年憲法の規定内容に違反する。」と訴

えた。 

 

この一連の動きは全て１６日（水曜）の間に行われた

ことである。 

 

日本であれば、検察庁に

汚職の証拠を提出してか

ら、検察庁が証拠を本物

と認識し、最高裁判所に

議員の拘束を申請するま

でに半年はかかるだろ

う。ベネズエラの強権さ

を物語っている。 

 

（写真）国会 “ヘルマン・フェレール国会議員” 

 

「制憲議会６名が一時的に離職            

    ～第一副議長はエルビス・アモロソ氏～」   

 

制憲議会は６名の議員が一時的に制憲議会の職を離れ

ることを承認した。制憲議会を離れる議員は以下の通り。 

 

1. アリストブロ・イストゥリス氏 

2. カルメン・メレンデス氏 

3. ジェイソン・グスマン氏 

4. ミゲル・ロドリゲス氏 

5. ヘクトル・ロドリゲス氏 

6. ビクトル・クラーク氏 

 

一時的な離職の理由は１０月に行われる州知事選に参

加するため。 

 

なお、１９９９年に作成された制憲議会内規には、制憲

議会議員は一時的な離職が可能という規定は存在しな

い。 
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また、アリストブロ・イストゥリス氏は制憲議会の第一

副議長でもあるが、同職はエルビス・アモロソ議員が引

き継ぐこととなった。 

 

エルビス・アモロソ議員は２０１０年～２０１５年末ま

で国会議員を務め、１５年１月から一年間、国会の第一

副議長を務めた。与党の中では最後に国会の第一副議長

職を務めた人物にあたり、その経験から制憲議会の第一

副議長に指名されたとされる。 

 

 

（写真）エルビス・アモロソ議員 制憲議会ポスター 

 

「アマゾナス州刑務所で騒動 ３７名死亡」          

 

検察庁はアマゾナス州プエルト・アジャクチョ刑務所で

少なくとも３７名が死亡、１４名の公務員が負傷したと

発表した。 

 

アマゾナス州のリボリオ・グアルージャ知事（野党）は

内務司法平和省の部隊が武力を行使したと非難。 

 

 

ネストール・リベロール内務司法平和相はリボリオ・グ

アルージャ知事を事件の責任者として取り調べると発

表した。国家、検察庁も事件の背景を調べると発表した。 

 

「真実委員会 国会議長らを調査」          

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長が率いる真実委員会（正

式名称を訳すと、真実と司法と平和と国の平穏委員会）

は、２０１７年４月からの一連の暴力事件の調査を開始

すると発表した。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は 

「一連の暴力を誘発したフレディ・ゲバラ国会第一副議

長を調査する。同時に治安を乱す計画を立て、ベネズエ

ラへの諸外国の融資を妨害し、社会に悪影響を与えた責

任者としてフリオ・ボルヘス国会議長も調べる。」 

と発言した。 

 

また、ロドリゲス制憲議長は、 

「治安を乱した人間が知事職に就かないよう、選挙管理

委員会（CNE）に対して州知事選の立候補者リストを提

出するよう求めている。」とコメントした。 

 

制憲議会は大統領を含めて全ての公権力を上回る権力

があることになっており、CNE は求めに応じるだろう。

そして、抗議行動を呼びかけた人物は州知事選挙への出

馬が取り消される可能性は極めて高いと言える。 

 

「CNE 州知事選出馬者は２２６名」         

 

８月１６日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表は１０月の州知事選の進行状況について発表

した。 

 

州知事選に正式に出馬した候補者数は全国で２２６名。

男女比は男性８６％、女性１４％であった。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年８月１６日～８月１７日報道            No.０２１   ２０１７年８月１８日（金曜） 

4 / 8 

 

候補者が最も多い州はメリダ州とタチラ州で１４名。ポ

ルティゲサ州が１２名。最も少なかったのはバリナス州、

ミランダ州、スリア州で８名だった。 

 

また、７月１５日時点のベネズエラ有権者登録数は１，

９８５万４，４３７名だが、今回はカラカス首都区の住

民は投票権がない（ベネズエラは２３州１首都区制で、

首都区にはカラカス首都区長が存在している）ため、１

０月の州知事選に参加できるのは１，８０９万４，０６

５名。 

 

１０月の州知事選の投票日、スケジュールはまだ決定し

ていないが、近いうちに発表されるとコメントした。 

 

 

経 済                       

「フロリダ州 ベネズエラ政府との取引禁止を提案」          

 

米国フロリダ州役員メンバーは全会一致で、「ベネズエ

ラ政府関係者との取引を禁止させる提案」を承認した。

提案者はニック・スコットフロリダ州知事。 

 

ニック・スコットフロリダ州知事は 

「ベネズエラで多くの国民が、マドゥロ大統領とその陣

営から迫害を受けているのを耳にしていた。今回の提案

が通過したことを誇りに思う。」とコメントした。 

 

今後、この提案はフロリダ州議会で法律として承認する

ための議論に入ることになる。 

 

「PDVSA Crystallex の申請に抗議」          

 

２００８年にベネズエラの金鉱区を接収され、国を相手

取り賠償請求を起こしていたカナダのCrystallex社は米

国のデラウエア地裁に PDVSA の米国資産の差し押さ

え申請をしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.２０」）。 

 

この動きに対して PDVSA は自社の資産を守るために

必要な措置を採ると発表した。なお、Crystallex 社が差

し押さえを申請しているのは、Citgo の株式ではなく、

その米国親会社の PDV Holding 社であった。 

 

「石油省 ロスネフチとガス事業の進捗を確認」      

 

ベネズエラ石油省ドウグカス・ソサ次官はロスネフチの

代表団とスクレ州、パリア半島リオ・カリベ地区に位置

するパタオ鉱区、メヒジョネス鉱区のガス事業の進捗状

況を確認した。 

 

この協定は２０１６年２月に PDVSA と ROSNEFT と

の間で結ばれた。共同で同地域のフィージビリティスタ

ディを開始するというもの。 

 

ロスネフチの試算によれば、３つの鉱床から日量２，５

００万立法フィートの天然ガスの産出が可能と発言し

た。 

 

２０１７年８月１７日（木曜）            

政 治                       

「最高裁 オルテガ元検事総長夫の拘束を指示」       

 

８月１６日に続き本日もヘルマン・フェレール議員の汚

職摘発に対して動きがあった（前日の動きは「与党陣営 

オルテガ元検事総長の夫を告発」参照）。 

 

８月１７日（木曜）の早朝、最高裁はヘルマン・フェレ

ール議員の国会議員として免罪権の取り消しと同氏の

拘束を決定し、制憲議会に最高裁の決定を承認するよう

採決を仰いだ。 

 

それを受けて、制憲議会は全会一致でフェレール議員の

免罪権取り消しを決定、拘束の指示を承認した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/801c04b6194f4ae1f4a034cd941939df.pdf
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ヘルマン・フェレール議員の自宅の前（ルイサ・オルテ

ガ元検事総長の自宅でもある）には前日から SEBIN（国

家諜報部）が自宅に待機していた。 

 

この告発に対して、フェレール議員は汚職の証拠として

検察庁に提出された資料に書かれている自身のサイン

は私のサインではないとツイッターで釈明している。ま

た、検察庁関係者の話で、カベジョ氏が提出した汚職の

証拠資料に書かれているフェレール氏のサインと彼の

実際のサインが一致していないとの報道もある。 

 

オルテガ元検事総長も「自宅前が SEBIN の車に囲まれ

ている。ベネズエラ政府が我々の自由を求める戦いを終

わらそうとしている。」とツイッターに投稿した。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は制憲議会で登壇

し、フェレール議員に対して 

「もし証拠が偽物だと言いたいのであれば、ツイッター

ではなく、実際に検察庁に来て釈明をしなければならな

い。」と要求した。 

 

また、今回の一連の事件に関して、フェレール氏の妻で

あるオルテガ元検事総長が関係していないとは思えな

いとの見解も示した。 

 

 

（写真）ツイッター写真を抜粋 “フェレール議員、オ

ルテガ元検事総長自宅前に待機する SEBIN の車” 

 

「カベジョ制憲議員 汚職の詳細を説明」        

 

８月１７日にカベジョ制憲議員は自身のテレビ番組で

フェレール氏が行ったとされる汚職の詳細を説明した。 

 

「汚職の金額は合計で７１１万８，３２１ドル。２０１

６年３月～４月にかけて行われた。バハマの UBS 銀行

に口座がある。 

 

１６年４月５日にルイス・サンチャス検事補佐が USB

銀行に６６万９，０００ドルを預け口座を開いた。 

その後、４月６日に同じ銀行でペドロ・ルペラ検察判事

とフェレール議員が共同名義で１００万ドルを預け口

座を開いている。 

翌４月７日にはルイス・サンチェス検事補佐が同じ銀行

で更にもう一つ口座を開き１００万ドルを預けた。 

 

３月２９日にはオルテガ・ディアスの弁護士を務めてい

るホセ・ラファエル・パラ・サルソ弁護士が同じく USB

銀行に１５０万ドルで口座をひらいた。翌３０日にサル

ソ弁護士はもう一つ銀行口座を開いたが、今度は個人名

義ではなく、ヒオコンダ・ゴンサレス氏との共同名義で

口座を開設した。同氏は６年間、ルイサ・オルテガ元検

事総長の右腕として仕事をした人物だ。 

 

これらの口座は全てバハマ USB 銀行のホセ・アギラル・

ミジャンというコロンビア国籍の銀行員が開設に関わ

っている。」 

 

これらの汚職行為には PDVSA の取引が関わっている

と説明した。 
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「CNE 州知事選の政党リストを公開         

  ～今回は野党連合としての出馬者は無し～」      

 

選挙管理委員会（CNE）は１０月の州知事選で使用され

る政党リストを公開した。 

 

一番左上が与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

以降左側は与党陣営の政党。 

 

これまで野党連合（MUD）が掲載されていた左下には

「第一正義党（Primero Justicia）」が掲載された。 

 

 

 

実は今回の政党リストには「野党統一党（MUD）」は載

っていない。 

 

野党連合のラモス・アルップ元国会議長（民主行動党

（AD）所属）は、 

「野党連合で相談した結果、今回の州知事選挙は野党連

合（MUD）として出馬はせず、それぞれの政党がバラ

バラで立候補する。」と発表した。 

 

理由は、制憲議会に理由を付けられて野党連合として知

事選に参加できなくなることを避けるためとしている。

実際に CNE はスリア州、アプレ州、モナガス州、ボリ

バル州、トゥルヒージョ州、アラグア州、カラボボ州で

野党連合（MUD）としての出馬を禁止していた。 

 

経 済                       

「経済担当制憲議員 並行レートを非難」           

 

与 党 を 支 持 す る 企 業 団 「 中 小 企 業 連 合 会

（FEDEINDSUTRIA）」のオルランド・カマチョ代表（制

憲議会議員でもある）は、ベネズエラの経済専門紙「エ

ル・ムンド」のインタビューに答えた。 

以下、同氏の発言の要旨。 

 

「インターネットで掲載されている為替レートは国内

に悪影響を与える。すべてのベネズエラ国民がインター

ネットに掲載されている為替レートのせいで生活が苦

しくなっている。制憲議会は為替レートの問題を解決し

なければならない。 

 

経済立て直しについては、民間セクターが利益を生み出

せる仕組みを作ることが大切。我々は政府だけに外貨を

頼ろうとする考えを改めなければいけない。輸出をする

ことで外貨を自分で稼ぎ、それを DICOM に流す仕組

みづくりが必要だ。そのためには、DICOM がより魅力

的な為替レートであり、透明性の高い仕組みを作る必要

がある。 

 

中小企業が作った財を国営企業が購入し、それによって

これまで輸入していた商品を代替するような仕組みが

出来れば輸入額を減らすことが出来る。 

 

価格統制について、石油価格が高止まりし、経済的な基

盤が強固だったときは為替管理と価格統制の２つの法

律が共存することが出来た。しかし、経済戦争が起きて

いる状況では共存は難しい。」 

 

言っていることは理解できないわけではないが、具体的

に何をするべきかという発言は少なかった。 
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「DICOM ドル 外国で使用できないとの声」       

 

現地紙エルナシオナルで、国営ビセンテナリオ銀行で

DICOM ドルを落札した個人から、外国で落札したドル

を使用できなかったとのクレームが増えていると報じ

られた。 

 

「６月に DICOM に参加し５００ドルを落札した。２

日後に外貨口座に着金を確認した。その後、何度も使用

を試みているが落札ドルが使用できない。」 

 

他の女性は、ビセンテナリオ銀行で DICOM ドルを落

札し、外国旅行に行った際にデビッドカードを通そうと

したがカードが通らなかった。 

 

他、コロンビアとベネズエラの国境付近の町ククタ（コ

ロンビアの町）に旅行し、カードで現金を引き出そうと

したができなかった。その後、スーパーマーケットでカ

ードを使用したが、通らなかった。 

 

他にもマドリッドでカードを使用したが、現金引き出し

もスーパーマーケットでの買い物もできなかった。ビセ

ンテナリオ銀行にクレームをしたが明確な回答はもら

っていないとのこと。 

 

「PDVSA２０２２社債 利息支払い開始」       

 

PDVSA は８月１７日が利息支払い予定日だった

PDVSA２０２２年の利息の支払いを開始したと発表し

た。 

 

利息の総額は１億９，１３０万ドル。PDVSA が８月に

利息を返済する社債は PDVSA2022 年のみ。PDVSA は

９月の利払いはゼロだが、１０月、１１月に約２９億ド

ルの元本、利息の支払いを控えている。 

 

ちなみに、国債について８月２３日に同額の１億９，１

３０万ドルの利払いを行う予定。 

 

社 会                       

「マイケティア空港オペレーションの問題点」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.19」８月１３日（日曜）の

記事でも書いたが、ベネズエラのマイケティア空港は国

際空港運送協会（IATA）が求めている国際基準に達し

ていないようだ。 

 

具体的にどのような問題があるのかEfecto Cocuyoに記

事が掲載されていたので紹介したい。 

 

1. 夜間、滑走路の位置を示すための光が少ない。 

2. アスファルトの質が悪い。 

5 年前から最も多い問題だがアスファルトをメンテ

ナンスしても６カ月程度ですぐに破壊される。アス

ファルトのコンディションが悪いと飛行機のサス

ペンションに悪影響を与える。 

3. 滑走路に書かれている線が消えている。 

通常、飛行機が離着陸する際の滑走路には中心線や

境界線が書かれている。また、プラットフォームな

どにも線が書かれているが消えかかっている、ある

いは必要な場所に書かれていないケースがある。 

4. 管制塔との通信が電波妨害を受ける。 

5. レーダーサポートのメンテナンス不足。 

地上にいくつかシグナルを発信する場所があり、コ

ックピットでそのシグナルを受け取る。メンテナン

ス不足でうまく受け取ることができない。大きな問

題にはならないようだが機体がぐらつき乗客に不

便を与える。 

6. 遅延が多い。 

麻薬探知のための X 線装置が２０％不足しており

作業がマニュアルになるため時間がかかり出発時

間に遅延が生じ、フライトの接続に問題が起こる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
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7. 燃料供給の質が悪い。 

燃料を供給するための機材に圧力が足らず、飛行機

のタンクを満タンにするのに不都合がある。また燃

料の添加剤が厳格にコントロールされていない。 

8. 空港内に教育された職員が不足。 

空港職員の自己裁量で決定されており、規則が徹底

していない。このことが理由で搭乗手続きが遅れる

ことがある。 

9. 治安が悪い。 

空港外部には警察や軍人が少ない。これにより外部

の移動は集団で行動する必要があり、国内線と国際

線の乗り継ぎの場合はバスを利用することが望ま

れる。 

 

「ベネズエラから帰国する中国人が増加」       

 

（La Patilla の記事の要約） 

 

長引く経済不況の影響でベネズエラに住む中国人も帰

国あるいは他国に逃げている。 

 

Zheng Yun 氏（仮名）は３６歳で１４歳の時にベネズエ

ラにやってきた。２０年間ラテンアメリカン・ドリーム

を追い続けてきたが、家族を守るため数カ月前にベネズ

エラを去ることを決めた。 

 

「９０％の中国人、特に自営業ではない中国人のほとん

どは中国か他の国に移動した。ここでは月に１５０ドル

も稼げない。中国はそこまで給料は高くないが、それで

も最低賃金は月額４００～５００ドル。ベネズエラのよ

うなインフレや社会不安にも対峙する必要がない。」 

 

Zheng 氏は、２０１６年１２月、マドゥロ大統領が最初

に１００ボリバル札の使用を停止すると発表した時に

帰国を決めた。 

 

 

「その頃はシウダッド・ボリバルに住んでいた。１００

ボリバル札が使用停止になると発表があり、多くの市民

が１００ボリバル札を銀行に預けるために並んだ。しか

し、期間が短く預金できないことで町が混乱し多くの小

売店で略奪が起きた。この時、家族と一緒に中国に帰ろ

うと決めた。」と語った。 

 

Mey Hou 氏（３９歳女性）は２０１５年１２月に二人

の子供と中国に帰国した。 

 

「最初にベネズエラに訪れたのは２０００年、観光ビザ

だった。当時、経済の発展度合いに驚いた。 

その後、中国人移住者と結婚し、子供が 3 人でき、２つ

の店を経営した。住居を持てたし、兄妹をベネズエラに

招待することもできた。 

しかし、社会が混乱し暴力が増え、経営していた店舗が

略奪被害にあった。そして、中国に戻り、一からやり直

そうと決めた。」 

 

中国の新聞「South China Morning Post」の記事による

と、これまでベネズエラに中国人が４０万人すんでいる

と言われていたが、この３年間で数千人の中国人が帰国

している。 

 

（写真）Wiki コモンズ “カラカス中国市場の写真” 

 

以上 


