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（写真）検察庁ツイッター “汚職取り締まり状況を説明するサアブ検事総長” 

 

２０１７年１０月２日（月曜） 

 

政 治                   

  「大統領 与党知事候補者との会合で予算承認」 

  「米州機構 ベネズエラへの更なる圧力を要請」 

経 済                   

  「フロリダ州知事 ベネ政府との取引に規制」 

  「ベネズエラ 経済自由度ランキング最下位」 

  「現金不足対策 携帯電話での支払い開始」 

  「アセルカエアー 大量の労働者が退職」 

  「石油相 ロシアでガスプロムらと会談」 

社 会                   

「押収された副大統領の米国資産」 

２０１７年１０月３日（火曜） 

 

政 治                   

  「野党代表 州知事候補者の変更を要求」 

「副大統領 街頭デモの首謀者を逮捕 

～大衆意志党との関係について言及～」 

  「来週には嫌悪流布罪が法律化される予定」 

経 済                   

  「飲料メーカー 生産稼働率が低下」 

  「PDVSA のデフォルト懸念が拡大」 

社 会                   

「検事総長 汚職取り締まりの進捗を発表」 

  「ベネズエラ人向けのパナマビザ運用開始」 
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２０１７年１０月２日（月曜）             

政 治                       

「大統領 与党候補者との会合で予算承認」       

 

マドゥロ大統領はモナガス州、ララ州、メリダ州、グア

リコ州、ファルコン州、デルタアマクロ州、スリア州、

バルガス州、トゥルヒージョ州、タチラ州、ポルティゲ

サ州の１１州の与党州知事候補と面談をした。 

 

同会合で１１州の知事候補者を「新しい知事」と言及。 

総額約１兆ボリバルの公共事業予算を承認した。 

 

1. スリア州は２，１９１億ボリバル。 

2. ララ州は１，４７２億ボリバル。 

3. ファルコン州は１，４００億ボリバル。 

4. バルガス州は１，０２４億ボリバル。 

5. タチラ州は７８１億ボリバル。 

6. デルタアマクロ州は６０９億ボリバル。 

7. モナガス州は５７０億ボリバル。 

8. グアリコ州は５６８億ボリバル。 

9. メリダ州は４４５億ボリバル。 

10. ポルトゥゲサ州は４４５億ボリバル。 

11. トゥルヒージョ州は３２８億ボリバル。 

 

これらの予算は道路整備、電気施設や水道施設の改修、

スポーツ施設の補修および協同組合生産施設のメンテ

ナンスに使用される。 

 

なお、参考までにスリア州の予算をドル表現すると、 

・DIPRO（１ドル１０ボリバル）は２１９億ドル。 

・法人向け DICOM（1 ドル３，３４５ボリバル）は６

５５万ドル。 

・個人向け DICOM（１ドル１１，３１１ボリバル）は

２００万ドル。 

・並行レート（１ドル３０，０００ボリバル）は７３万

ドルになる。 

どの程度の経済効果があるかを検討するのであれば、個

人向け DICOM で換算した２００万ドルくらいの効果

と考えるのが妥当ではないか。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV より抜粋 

 

「米州機構 ベネズエラへの更なる圧力を要請」                 

 

米国フロリダ州のリック・スコット知事が主催した「ラ

テンアメリカ・サミット２０１７」に多数の中南米の政

治家、企業関係者が出席した。 

 

同サミットでルイス・アルマグロ米州機構事務局長は 

「民主主義の道に戻るためにベネズエラへの更なる経

済制裁が必要だ。だが、国内でも圧力をかける必要があ

り、ベネズエラの野党支持者は強くなければならない。」 

とマドゥロ政権への圧力強化を求めた。 

 

同様に、米州機構は野党多数の国会が任命した最高裁判

事らによって組織される最高裁判所に場所を提供する

と発言した。 

 

また、ルイサ・オルテガ元検事総長との協力について、

彼女と意見交換をもった事実については言及したもの

の、現時点では彼女との協力関係を構築するかどうかは

未定である。と回答した。 
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経 済                       

「フロリダ州知事 ベネ政府との取引に規制」          

 

前述の「ラテンアメリカ・サミット２０１７」にてフロ

リダ州のリック・スコット知事は、ベネズエラ政府と協

力関係がある企業に対して投資をさせない法案の承認

を求めると発言した。 

スコット知事の発言によると、同法案は数週間後に議会

に提案し、１８年１月に承認審査にかける予定。 

 

「企業はマドゥロの支援を受けるか、フロリダ州からの

投資を求めるかを選択することが出来る。この選択は両

立しない。」と発言した。また、同サミットの参加企業

に対してマドゥロ政権と取引している企業と取引をし

ないよう呼びかけた。 

 

「ベネズエラ 経済自由度ランキング最下位」        

 

カナダ Fraser Institute が発表している経済自由度ラン

キングでベネズエラは３年連続で１５９カ国中最下位

になった。 

 

下位１０カ国はイラン、チャド、ミャンマー、シリア、

リビア、アルゼンチン、アルジェリア、コンゴ、中央ア

フリカ、ベネズエラと続く。 

 

同レポートは経済自由度を「政府のサイズ」「所有権の

法的安全性」「通貨の力」「貿易自由度」「規制」の５の

項目で評価している。 

 

上記５つの指標を１０点満点で採点しているが、１５９

位のベネズエラの得点は２．９点だった。他方、１５８

位の中央アフリカは４．６点。最下位と次の国には大き

な差がある（右表を参照）。 

 

（写真）FRASER INSTITUTE 

 

オリジナルは以下のサイトにて確認できる。 

「Economic Freedom of the World」 

 

 

(写真)FRASER INSTITUTE 

 

「現金不足対策 携帯電話での支払い開始」             

 

ベネズエラで現金不足が深刻な問題になっている。政府

はカード払いには消費税を減免する制度を採用するな

ど現金以外の支払い方法を奨励している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.36」９月２１日付の記事参照）。 

 

１０月３日から現金不足対応策の一環として、携帯電話

を用いた決済システムを試験的に開始する。「P2P」とい

うシステムを用いており、現金やカードが無くても支払

いが可能なシステムのようだ。 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2017.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
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使用限度額は一日８０万ボリバルが上限だ。ベネズエラ

は携帯の普及率は高いので新たな決済手段として注目

はされているものの実効性には大いに疑問と懸念があ

る。 

 

 

（写真）銀行監督庁（SUDEBAN） 

 

「アセルカエアー 大量の労働者が退職」         

 

長引く経済混乱により、ベネズエラの民間航空会社アセ

ルカエアーの従業員が退職している。 

 

エルナシオナルの記事によると、現在同社は国内線では

プエルトオルダス、マラカイボ、マトゥリン、ラスピエ

ドラスのみで運航している。 

また、国際線はアルーバ、クラサオ、ドミニカ共和国の

３カ国のみ。 

 

従業員のコメントによると、以前は３，０００人の従業

員がいたが、自主退職をしており現在は半分くらいに減

ったとのこと。 

 

 

 

 

「石油相 ロシアでガスプロムらと会談」           

 

デル・ピノ石油相はロシアでガスプロムのアンドレイ・

フィック氏と会合を行った。主な議題はガス事業の新し

いプロジェクトを検討するため。 

 

なお、ガスプロムと PDVSA が合弁会社を組んでいる

Petrozamora は汚職で役員が大量に解雇されている。こ

のテーマについても話題になったことだろう（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.30」９月６日付の記事参照）。 

 

また、同日にトリニダードトバゴのフランクリン・カー

ン氏とマリスカル・スクレ計画を通じたカリブ海地域へ

のガス供給について会合を行った。 

 

今週はロシアで「ロシア・エネルギー・ウィーク２０１

７」が開催される。１０月４日にはマドゥロ大統領も出

席する予定だ。 

 

 

（写真）デル・ピノ石油相ツイッターより抜粋 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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社 会                       

「押収された副大統領の米国資産」            

 

米国の非政府団体フリーダムハウスは、タレク・アイサ

ミ副大統領とアイサミ副大統領に協力していたスマー

ク・ロペス氏が押収された資産について明らかにした。 

 

スマーク・ロペス氏は、フロリダ州に登記されている会

社を少なくとも５社差し押さえられた。このうちの３社

はマイアミの高級マンションを所有しており、他の会社

は９００万ドル相当の飛行機を所有していた。 

Brickell 通りに位置するマンションはそれぞれ１５０万

ドル、１７０万ドル、３４０万ドルの価値があると評価

されている。また、１６０万ドルの価値があるとされる

大型ボートも押収された。 

他、マイアミの Gable Estates にある９部屋、９浴室が

あるマンションは６５０万ドルの価値があるとされる。 

 

ルイス・アルマグロ米州機構事務局長は、アイサミ副大

統領や関係者の口座も含めて押収された資産は総額で

３０億ドルに達するだろうとコメントしている。 

 

 

（写真）タレク・アイサミ副大統領ツイッターより抜粋 

 

 

２０１７年１０月３日（火曜）             

政 治                       

「野党代表 州知事候補者の変更を要求」        

 

州知事選は１０月１５日に行われる予定だ。既に選挙の

１１日前だが、野党はいまだにプレ選挙で決まった統一

候補に変更できていない（「ベネズエラ・トゥデイ No.34」

９月１５日付の記事参照、また野党プレ選挙の結果につ

いては「ウィークリー・レポート No.11」を参照）。 

 

ベネズエラの選挙法では選挙が行われる１０日前まで、

各政党は候補者の変更、取り消しが可能となっている。 

 

しかし、選挙管理委員会（CNE）は候補者の変更手続き

を完全にブロックしている。既に１０月４日で１１日前。

あと２４時間で CNE が変更の受け入れを開始しない場

合、野党は複数の候補者が擁立された状態で州知事選挙

を迎える可能性が高くなる。 

 

なお、先週末に候補者変更手続きを始めるような動きが

あったが、中止され現在に至っている。 

 

「副大統領 街頭デモの首謀者を逮捕          

    ～大衆意志党との関係について言及～」      

 

１０月３日 アイサミ副大統領は反政府組織「レシステ

ンシア」のマニュエル・フェルナンド・チャシン・ディ

アス氏（以下、ディアス氏）を逮捕したと発表した。 

 

アイサミ副大統領は、ディアス氏が１７年４月～７月に

かけてチャカオ地域で行われた暴力的なデモ行為を裏

で先導した首謀者の一人であると述べている。 

また、ディアス氏が野党大衆意志党（VP）のメンバーで

レオポルド・ロペス氏と連絡を取る関係にあると発表し

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/11c7eb153c6b22b1f04248eaf96eaeaa.pdf
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加えて、アイサミ副大統領は、 

「ディアス氏は６月２７日に内務司法平和省のヘリコ

プターを奪い、上空から最高裁判所に手りゅう弾を投下

したオスカル・ペレス元 CICPC 職員とも連絡を取って

おり、詳細を調べている。」と発表した。 

 

 

（写真）グロボビシオン映像より抜粋 

“ディアス氏の逮捕を発表するアイサミ副大統領” 

 

アイサミ副大統領の発表に対して、大衆意志党は自身の

ウェブサイトで 

ディアス氏が VP 党と関係があるというのは虚偽でレ

オポルド・ロペス党首と連絡を取る関係にあるというの

も虚偽である。と明確に反対をしている。 

 

大衆意志党オリジナル声明文 

「 Voluntad Popular sobre declaraciones de Trek El 

Aisami」 

 

「来週には嫌悪流布取締り法が承認される予定」              

 

１０月３日 制憲議会が開催され「嫌悪流布取締法案」

について議論した。 

この法律の正式名称は「平和的な共存のための嫌悪・不

寛容対策法（Ley contra el Odio, La intolerancia y por la 

Convivencia Pacifica）」。 

 

今年４月から７月にかけて行われた反政府デモの際に

野党が政治的な対立を促進するような行動を行い、反政

府デモが拡大したとして、政治的な対立を加速させるよ

うな言動を取り締まることを目的としている。 

 

野党政治家は、同法案は言論の自由を奪い、統制を強化

するものだとして非難している。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は 

「ベネズエラ国民による討議の結果、来週には制憲議会

で嫌悪流布取締法案が可決される。殺されたロベルト・

セラ氏、野党が嫌悪をまき散らしたことで被害を受けた

方、その家族に哀悼の意を表する。」と発言した。 

 

なお、ロベルト・セラ氏は３年前に自宅で殺された与党

政治家だ。当時の報道では、殺害された理由は政治的な

問題ではなく、金銭や人間関係の問題であったと見る声

が多い。 

 

経 済                       

「飲料メーカー 生産稼働率が低下」            

 

ベネズエラでは有名な飲料メーカーCorporacion Inlaca

社の工場稼働率が低下している。 

 

同社には１９の機械が設置されているが、うち５機しか

稼働していない。 

同社の労働組合ラファエル・カサレオ代表は 

 

「通常だと一カ月に１，０００万リットルを生産するが、

最近は１カ月２８０万リットルに留まっている。生産低

下の主な原因は牛乳、ジュースなどを入れるパックが不

足していること。また、ニュージーランドから輸入して

いるリンゴや洋ナシの果肉も不足している。 

容器がないので、現在供給できる商品はプラスチック容

器の商品だけ。」と説明した。 

http://www.voluntadpopular.com/index.php/ver-noticia/noticias/8-noticias/7392-voluntad-popular-sobre-declaraciones-de-tarek-el-aissami#.WdQIH_DU3DU.twitter
http://www.voluntadpopular.com/index.php/ver-noticia/noticias/8-noticias/7392-voluntad-popular-sobre-declaraciones-de-tarek-el-aissami#.WdQIH_DU3DU.twitter
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また、外貨を受け取ったのは今年５月が最後で当時の落

札額は１５万ドル。それ以来、外貨の割り当てを受けて

いないとのこと。同社には７００人の労働者がいるが、

一人当たりの収入は一日５，０００ボリバルで食料補助

を受け取っていないと訴えた。 

 

 

（写真）CORPORACION INLACA, C.A.サイト 

 

「PDVSA のデフォルト懸念が拡大」         

 

１０月末、１１月初めに PDVSA の社債償還が控えてい

る。償還を間近に控える中で、欧米金融市場ではデフォ

ルトの懸念が拡大している。 

 

懸念の理由はPDVSA社債の元本償還にはグレースピリ

オドが設けられていないことだ。グレースピリオドが

設定されている場合、支払期日を過ぎても一定期間は

デフォルトになったと認識されない。 

 

多くの債券にはこのグレースピリオドが設定されてい

るが、PDVSA社債には元本償還時はグレースピリオド

が設定されていない。つまり１０月２７日、１１月２

日の元本償還は一日でも遅れるとデフォルトと認識さ

れる。 

 

PDVSAの今後の支払い予定は以下を参照。 

「PDVSAの２０１７年社債元利支払いスケジュール」 

 

社 会                       

「検事総長 汚職取り締まりの進捗を発表」            

 

１０月３日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は外

貨管理当局（CADIVI/CNECOEX）、オリノコ石油地帯、

Odebrecht など汚職の取締り状況について報告した。 

 

＜CADIVI / CENCOEX＞ 

外貨申請で汚職の疑いがある１８社を捜索した。食料品

や医薬品の輸入で外貨の割り当てを受けており、これら

の会社が不正に入手した金額は合計で８，５００万ドル

に上る。 

 

また、捜索に入った会社のうち１３社は登記された住所

に事務所が存在しなかった。 

名前が確認された会社は、Azucarera Rio Turbio 社（砂

糖の輸入での不正行為）。また、 Importaciones 

Constructora TJL 社の社長は逮捕されている。 

 

＜Odebrecht＞ 

ブラジルの建設事業者 Odebrecht の汚職について、９

カ月前から問題が明らかになっているが、オルテガ元検

事総長が指揮を執っていた頃の検察庁は、本件に関する

捜索を正式に開始していなかった。本件の捜査は先週正

式に始まったばかりだ。 

 

＜Petrocedeño＞ 

TOTAL 社（３０．３２％）、Statoil 社（９．６８％）

と PDVSA（６０％）の合弁会社 Petrocedeño で汚職が

行われていたと発表。 

Cooperacion Servicio de Oriente 社が５４０万ドル、

Sumiservi 2021 社が１，８８０万ドル、 Servicio 

Construccion y Mantenimiento Romera 社が２３０万ド

ルの契約を結んだが、会社の住所が存在しない。詳細を

調査している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7efbd41f93cfc839521266c07cc80aab.pdf
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＜自動車の強盗団＞ 

自動車の強盗を生業にする犯罪者集団について取り調

べを進めている。同組織はこれまでに PDVSA の車両を

少なくとも６００台盗んでいる。関与した何人かは既に

逮捕しており、カラボボ州で取り調べを進めている。 

 

「ベネズエラ人向けのパナマビザ運用開始」        

 

１０月１日からベネズエラ人がパナマに渡航する際は

ビザが必要になった（「ベネズエラ・トゥデイ No.24」

８月２３日付の記事参照）。 

 

今後ベネズエラ人がパナマへ渡航する際には以下の手

続きが必要になる。 

 

1. 国家入国サービス局のウェブサイトにアクセスし、

入国希望申請を行う。 

2. 申請完了後、領事館でのビザ申請のリンクから、ベ

ネズエラの国旗のマークをクリックする。 

3. サイトの指示に従い必要な情報を入力し、面談日時

が書かれた紙を印刷する。 

4. 支払いは以下の２つの方法がある。 

（１） パナマ指定銀行に６０米ドル（５０ドルの

入国サービス料、１０ドルの領事館手数料）

を振り込む。 

（２） 親族がパナマにいる場合は歳入庁の指定銀

行に振り込みも可能。 

 

外国に居住しているベネズエラ人がパナマへ入国する

際は現地領事館で申請を行う。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/156193defcdbf16dd36c4a855b1bfde5.pdf
http://www.migracion.gob.pa/

