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２０１７年７月１２日（水曜） 

 

政 治                   

  「検察庁 Odebrecht 汚職嫌疑で 2 名召喚」 

  「最高裁 検察庁の調査権限を制限」 

  「ロペス党首 サパテロ元首相らと意見交換」 

  「アスアヘ議員 自宅軟禁に」 

経 済                   

  「S & P ベネズエラ長期債の評価引き下げ」 

  「国会議長 FATF に債券取引調査を依頼」 

「ベネズエラ原油 引き続き減産」 

「ゴールド・リザーブ社 賠償金の着金確認」 

「PDVSA クラサオの製油所 停止か」 

（写真）ベネズエラ副大統領府より 倫理委員会のトップ ”タレク・ウィリアム・サアブ護民官” 

２０１７年７月１３日（木曜） 

 

政 治                   

  「１６日の国民投票 与野党が攻防」 

  「護民官 検事総長のサインを確認」 

  「護民官 国会の最高裁判事リスト拒否」 

  「トゥルディ議員 疑惑について釈明」 

経 済                   

  「１７年前期 キューバへの石油輸出減」 

  「国債３４年満期 利息支払い完了」 

  「ハリバートンと PDVSA が面談」 

  「第８回目 DICOM 公募開始」 

「国民カード使用枠が 10 万ボリバルに増」 
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２０１７年７月１２日（水曜）            

政 治                      

「検察庁 Odebrecht 汚職嫌疑で 2 名召喚」     

 

７月１２日 検察庁はエリタ・サカリアス・ディアスと

その娘マリア・エルゲニア・バプティスタにブラジルコ

ントラクターOdebrecht の汚職に関連する嫌疑をかけ

た。２名は７月２７日 AM９時に検察庁に出頭するよう

命じられている。 

 

ルイサ・オルテガ検事総長は Odebrecht の汚職に関連

して多くの政府関係者が罰せられる可能性があるとコ

メントしたが、具体的な名前は言及しなかった。また、

金銭の動きに関する情報をもつ多く者は汚職に関わっ

ているため資金の流れを調査するのはとても大変だっ

た。と語った。 

 

検察庁からの発表のあとで、報道関係者がツイッターで

２名の汚職に関係している政府高官はハイマン・エル・

トゥルディ議員であると投稿した。エリタ・サカリアス・

ディアスはトゥロディ議員の妻（婚姻届けは出していな

い可能性あり）でマリア・バプティスタ氏は義理の娘の

ようだ。 

 

２０１６年１２月にこの問題が発覚し、Odebrecht は０

６年～１５年の間にラテンアメリカ諸国やアフリカで

７．９億ドルの汚職を行った。そのうち、９，８００万

ドルはベネズエラに充てられたことは確認されている。 

 

Odebrecht はメトロ・カラカス第５番、グアレナス―グ

アティレ間の鉄道、メトロ・ロステケス、シモン・ボリ

バル・マイケティア空港やマラカイボの橋の設置などベ

ネズエラで多くの仕事を請け負っていた。 

 

 

 

「最高裁 検察庁の調査権限を制限」        

 

最高裁は、検察庁が刑法３０５条に違反しているとの弁

護士による訴えを認め、検察庁に対して予防措置として

次の対策を採ることを決定した。 

 

今後、検察庁は、嫌疑をかける前に判事に連絡をし、判

事の立会いの下で被疑者に嫌疑を告知し召喚など調査

プロセスを進めなければならなくなった。 

 

検察庁は制憲議会選挙の実施に強く反対しており現政

権と衝突している。これに伴い検察庁は軍部の治安関係

者や PDVSA 幹部らに汚職の嫌疑をかけ調査を進めて

いる。 

 

なお、先週、最高裁はルイサ検事総長を職権乱用の罪に

問うかどうか決めるために裁判を行った。今週には判決

が出ると思われるが、１２日に判決は下されなかった。 

 

「ロペス党首 サパテロ元首相らと意見交換」    

 

軍人収容所から自宅軟禁措置となったレオポルド・ロペ

ス大衆意志党党首が彼の自宅でルイス・ロドリゲス・サ

パテロ元スペイン首相と会談した。 

 

サパテロ元スペイン首相は与野党対話の仲介役を務め

る南米諸国連合（ウナスール）の調停メンバーの一人。 

 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長はツイッターでロペス

党首がサパテロ元首相と会談したことを伝え、ロペス氏

はベネズエラの自由のために戦うと同氏に伝えたこと

を明らかにした。 

また、ロペス氏はスペインのラホイ首相、米州機構のア

ルマグロ事務局長とも電話で会話した。 
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「アスアヘ議員 自宅軟禁に」           

 

７月１２日に最高裁はウィルメル・アスアヘ議員を拘留

から自宅軟禁措置にすることを命じた。 

 

アスアヘ議員はバリナス州議員で５月２日に車で移動

中に国家警察諜報部（SEBIN）に内乱を計画した罪で捉

えられていた。この逮捕について検察庁は事前に知らさ

れておらずルイサ・オルテガ検事総長は早期の解放を命

じていた。 

 

レオポルド・ロペス党首が自宅軟禁になった際に、タレ

ク・ウィリアム・サアブ護民官が他の逮捕されている

人々も同様の措置となるよう働きかけると約束してい

た。１１日にタレク護民官が最高裁に対してアスアヘ議

員を軽い刑にするよう最高裁に求めていた。 

 

経 済                      

「S & P ベネズエラ長期債の評価引き下げ」    

 

７月１１日、S＆P 社は政治的衝突の激化と外貨準備の

減少を受けてベネズエラの外貨建てと現地通貨建て長

期格付けを「CCC」から「CCC－」に引き下げた。 

 

見通しはネガティブ。融資が得られなければ１７年後半

と１８年の債務の履行は厳しいとの見方を示した。 

 

「国会議長 FATF に債券取引調査を依頼」     

 

フリオ・ボルヘス国会議長はマネーロンダリング対策や

テロ資金対策を指導する国際機関「金融活動作業部会

（FATF）」にゴールドマン・サックスと野村證券が行っ

たPDVSA２０２２年満期社債の取引について調査する

ことを書簡で求めた。 

 

ゴールドマン・サックス、野村証券は５月下旬にベネズ

エラ中央銀行が保有していたPDVSA２０２２年満期の

社債を６９％のディスカウントで購入した。 

 

ボルヘス国会議長が FATF に宛てた書簡によると１億

ドル以上の金額がコミッションとして仲介者に支払わ

れたとしている。 

 

「ベネズエラ原油 引き続き減産」        

 

７月１２日に石油輸出国機構（OPEC）は定例の月次レ

ポートを公開した。同レポートによるとベネズエラ原油

は引き続き減産している。 

 

PDVSAに直接確認したダイレクトソースで２０１７年

６月の産油量は日量２１５．６万バレル。先月の２１８．

９万バレルから３．３万バレル減った。 

 

また専門家の調べによる二次ソースによると、２０１７

年６月の産油量は日量１９３．８万バレルで先月の１９

５．１万バレルから１．３万バレル減った。 

 

第三者の調べによる数字では OPEC 加盟国の産油量合

計は日量３，２６１．１万バレルと先月よりも３９．４

万バレル増えている。 
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「ゴールド・リザーブ社 賠償金の着金を確認」     

 

７月１１日 カナダの金探鉱会社ゴールド・リザーブ社

はベネズエラ政府と合弁で進めている会社「シエンブ

ラ・ミネラ株式会社」（株式の５５％政府、４５％ゴー

ルド・リザーブ社）のプロジェクトの進捗を公表した。 

 

同報告によるとベネズエラの水・社会環境省による許可

がおり、試験的な作業プロセスに入るとのこと。また、

過去の接収にかかる賠償金の支払いについて事前に合

意した通り（ベネズエラ・トゥデイ７月３日記事参照）

７月に２，９５０万ドルが支払われたと話した。 

 

「PDVSA クラサオの製油所 停止」       

 

ブルームバーグによると、PDVSA のクラサオ製油所は

蒸気の不足で稼働を停止しているようだ。原因は系列会

社 Curacao Refinery Utilities の電力停止にあるようだ。 

 

PDVSAの業務報告書によるとクラサオの製油所の精製

能力は日量３３．５万バレル。 

 

２０１７年７月１３日（木曜）           

政 治                      

「１６日の国民投票 与野党が攻防」        

 

７月１６日に行われる国民投票を前に与野党が熾烈な

政治争いを繰り広げている。 

 

まずインターネットやテレビ・ラジオの放送を監督する

電子通信委員会（CONATEL）は、国内メディア各社に

対して７月１６日に野党主導で行う国民投票を放送し

ないよう指示した。これに対して野党系市長（スクレ市、

エル・アティージョ市、チャカオ市、バルータ市長ら）

がメディアに対して CONATEL の指示に従わないよう

求めた。 

教会連合パドロン司教はユニオン・ラジオのインタビュ

ーで７月１６日の国民投票を合法と発言。野党系企業連

合のフェデカマラスのフランシスコ・マルティネス代表

も国民投票に参加するよう国民に呼びかけた。 

 

なお、１４日（金曜）は AM１０時～PM２時の時間帯

で投票会場設営のボランティアを募集している。 
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民間調査会社ダティン・コープのアンケート調査（７月

上旬に全国１，１９９名の成人を対象に聞き取り）によ

ると５５％が国民投票を支持するとの結果が出た。 

 

質問： 

７月１６日に野党連合が国民にマドゥロ大統領、制憲議

会、軍部の賛否を確認する投票を実施します。あなたは

この投票を支持しますか？ 

 

 

 

なお、この質問の回答を政治思想で分けたのが以下の表。 

 

チャビスタと自認している回答者も国民投票を支持し

ているとの結果が出た。また、野党支持者の中でも国民

投票には反対している人がいるとの結果も出た。 

 

 

 

次に、７月１６日の国民投票に参加するかを確認した質

問の結果は以下の通り。参加すると回答したのは全体の

５２％であった。 

 

一方で与党に近い民間調査会社インテルラセスの調査

では、７１％の回答者が「野党は経済混乱を脱するため

の具体的な政策を示していない」と答えた。 

 

また、５８％の回答者は「野党が政権についても経済を

良くすることはできないと思う」と答えた。 

 

なお、１３日（木曜）PM５時から野党がアルタミラの

フランス広場で行った反政府デモに最高裁、内務司法平

和省をヘリコプターで攻撃した CICPC のオスカル・ペ

レス捜査官が現れた。同氏は１６日の国民投票に参加す

ることを呼びかけ、１８日（火曜）には国民が街に出て

引き返すことのない抗議行動を始める。と宣言した。 

 

「護民官 検事総長のサインを確認」        

 

タレク・ウィリアム・サアブ護民官は２０１６年１月に

倫理委員会（護民官、検事総長、会計監査長による会合）

が最高裁の判事を承認した書類にオルテガ検事総長本

人のサインがされていることを筆跡鑑定で確認したと

発表した。 

 

オルテガ検事総長は、自分は最高裁判事を承認する書類

にサインをしていないので、同プロセスで選ばれた１３

名の最高裁判事とその代理人２１名の就任は無効であ

ると主張していた。 
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先週、最高裁でルイサ検事総長を職権乱用の罪に問う裁

判が行われた。その際に検事総長が最高裁判事らを承認

していないとの発言が、嘘かどうかが争点の一つであっ

た。 

 

サインが本当に彼女によるものだったかどうかは不明

だが、これでルイサ検事総長が解任される可能性が高ま

ったと言える。 

 

「護民官 国会の最高裁判事リスト拒否」      

 

前の記事の通り「２０１５年１２月に選ばれた最高裁判

事１３名と代理人２１名は承認されていない」というの

が検事総長および野党多数の国会のスタンスである。 

 

よって、国会は新たに最高裁判事１３名、代理人２１名

を選ぶためのプロセスを進めている。 

 

プロセスの最終段階として、倫理委員会が新たな最高裁

候補を承認する必要があるが、タレク・ウィリアム・サ

アブ護民官は倫理委員会の会合の結果、国会が提出した

候補リストを棄却すると発表した。 

 

「トゥルディ議員 疑惑について釈明」       

 

検察庁がOdebrecht の汚職疑惑を調査するためエリタ・

サカリアス・ディアス氏とその娘マリア・エルゲニア・

バプティスタ氏を召喚した件について、ハイマン・エル・

トゥルディ議員が釈明をした。 

 

今回の検察庁による嫌疑は事実とは異なり政治的な意

図によるものであり、妻と私の家族への嫌がらせである。

検察庁は本来であれば私を召喚するべきであった。我々

は効率的な行政運営を行った。 

 

 

 

経 済                      

「１７年前期 キューバへの石油輸出減」      

 

ロイター通信が PDVSA 関係者から入手した情報によ

ると、PDVSA による２０１７年前期のキューバ向け石

油輸出量は日量７２．３万バレルで２０１６年前期の８

３．１万バレルから１３％減少した。 

 

内訳で見ると、石油製品の輸出は日量３０万バレルと昨

年同期より１．４％増加したが、原油の輸出が４２．３

万バレルで同２０．９％のマイナスとなっていた。 
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（出所）PDVSAの年間業務報告書
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「国債３４年満期 利息支払い完了」          

 

ベネズエラ国家歳入庁（ONCP）は３４年満期の外貨建

て国債の利息約７，０００万ドルの送金処理が完了した

とツイッターに投稿した。 

 

これで７月に外貨建債券の元本あるいは利息の返済は

なくなった。 

 

次回の返済は８月５日の国債３１年満期の利息２．５億

ドル。８月は政府発行債の利払い総額が５億ドルを超え

る月で外貨準備が１００億ドルを下回る可能性が高い。 

 

「ハリバートンと PDVSA が面談」            

 

７月１３日にデル・ピノ総裁はカラカスで油田サービス

会社ハリバートンのジェフリー・ミラーCEO と会談し

た。 

 

目的はベネズエラでの増産計画を話し合うため。オリノ

コ流域の石油地帯に加えて、スリア州マラカイボ湖やモ

ナガス州北部の増産協力の可能性についても言及した。 

 

同時に適切なオペレーションを継続するための融資ス

キームなどについても相談した。 

 

「第８回目 DICOM 公募開始」              

 

第８回目の DICOM 募集要項が公示された（参照） 。 

内容は以下の通り。  

  

■応札期限：７月１４日（金曜）PM４時まで  

■競売決定日時：７月１７日（月曜）AM８時  

■結果公表：７月１８日（火曜）  

■決済日：７月１９日（水曜）  

 

 

■応札レート幅：  

 ２，３１０～２，９７０ボリバル／ドル  

■応札最小額：  

 個人： ５０ドル  

 法人： １，０００ドル  

■応札要件：  

 １．DICOM システムへの情報登録  

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）  

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓  

 ４．国内に現地通貨口座、ドル口座を所持すること  

 ５．納税義務などを履行していること 

 

「国民カード使用枠が 10 万ボリバルに増」       

 

マドゥロ大統領は７月１３日に「祖国の家庭カード（タ

ルヘタ・オガーレス・デ・パトリア）」の一カ月の使用

限度額を７万ボリバルから１０万ボリバルに増やすと

発表した。この措置は７月から適用される。 

 

同カードは貧困層向けに配られ、食料品および医薬品を

購入する際だけ使用することができる。 

 

 

（写真）副大統領府ギャラリー 

 

以上 


