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（写真）国会ツイッター “４月１７日 マドゥロ大統領への職権乱用罪調査を議論する国会議員ら” 

 

 

 

２０１８年４月１６日（月曜） 

 

政 治                     

 「HINTERLACES マドゥロ大統領の当選予想」 

「米国政府 マドゥロ政権の協力者へ制裁拡大か」 

 「CNE 代表 外国を周り選挙の認知を求める」 

経 済                     

 「カラカス電力社債のトラスティ 

債券者へデフォルトを正式に宣言」 

 「Petropiar ドル建てのボーナス支給を要請 

PDVSA の総精製量は日量５１万バレル」 

社 会                     

 「チリ領事館 移住ビザの申請方法を公開」 

２０１８年４月１７日（火曜） 

 

政 治                    

 「国会 過半数で職権乱用罪を承認 

～職権乱用罪の国会承認要件には議論あり～」 

経 済                    

 「１８年３月の基礎生活費５，２０４万ボリバル」 

「バッテリー会社に７０～１１０％値下げ強要」 

「IMF ベネズエラの１８年経済見通し据え置き」 

社 会                     

「シェブロンの現地職員２名を逮捕」 

「投機行為を理由に１，１３３口座を凍結 

～並行レート両替への取り締り等を強化～」 
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２０１８年４月１６日（月曜）             

政 治                       

「HINTERLACES マドゥロ大統領の当選予想」       

 

与党に近い世論調査会社 HINTERLACES は、自社で実

施した世論調査の結果、５２％の投票者がマドゥロ大統

領に投票するだろうと予想した。 

 

調査は３月６～２１日にかけて全国の男女１，５８０名

を対象に実施したアンケート調査。 

 

対抗馬のヘンリー・ファルコン AP 党首は２２％、ハビ

エル・ベルトゥッシ氏は１４％、他の候補者２名（元々

与党系の候補者）は１％、１１％は分からない・無回答

だった。 

 

仮にハビエル・ベルトッシ氏らが途中で辞退し、マドゥ

ロ大統領とファルコン AP 党首の一騎打ちになった場

合、マドゥロ大統領が５７％、ファルコン AP 党首が３

３％、誰にも投票しない・無回答が１０％でマドゥロ大

統領が当選すると予想した。 

 

また、仮にファルコン AP 党首が辞退した場合マドゥロ

大統領が５６％、ベルトゥッシ氏が３０％、誰にも投票

しないが１４％だった。 

 

「米国政府 マドゥロ政権の協力者へ制裁拡大か」         

 

４月１３、１４日の米州首脳会議の間にベネズエラの野

党議員と米国の政策決定権者らが会合を行っていた。 

 

その会合で、野党議員は与党政治家に名義を貸すことで

資産隠しに協力している人物（ベネズエラでは彼らのこ

とを総称して「テスタフェロ」と呼ぶ）のリストを渡し

たとの報道があった。 

 

本件に関連し、トランプ大統領が数週間の間にテスタフ

ェロへの制裁を実施するとの報道が流れた。 

 

マイアミ在住で報道記者として米国テレビ芸術科学ア

カデミーが主催するエミー賞の受賞経験があるカスト・

オカンド記者は自身のツイッターで 

「トランプ政権の内部関係者はマドゥロ政権に協力す

る政治家、企業家へ制裁対象を拡大することを検討して

いる。まずは米国入国ビザの停止から始める。」 

と報じた。 

 

他、オマールバルボサ国会議長は４月１７日の国会でテ

スタフェロを通じて Odebrecht の汚職資金を隠してい

ると訴え、テスタフェロへの包囲網を作ろうとしている。 

 

ベネズエラ政府関係者は制裁のリスクに備えて、基本的

に自身の名義で資産を国外に保有することは稀だろう。

その意味で、政府関係者への個人制裁というのは、ベネ

ズエラ政府のネガティブなイメージを拡大させること

には有効だが、資金を発つ効果は限定的だったと言える。 

 

このような報道が流れると、該当する可能性がある者は

資産保護に乗り出すため有効性が薄れるが、テスタフェ

ロへの制裁は有効な手段になり得るかもしれない。 

 

「CNE 代表 外国を周り選挙の認知を求める」                  

 

ティビサイ・ルセナ選挙管理委員会（CNE）代表は、５

月に行われる選挙の信頼性について国際社会に訴える

ため、欧州、アフリカを周る。 

 

ベネズエラ外務省の情報によると、ルセナ CNE 代表は

既にアフリカのチュニジアにいるようだ。 

 

なお、ルセナ CNE 代表は１７年１０月の州知事選挙後

から癌の治療のため公の場に姿を見せなかった。 
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まだ体調は完全に回復しておらず、国外周遊は体に負担

がかかるとの声も与党関係者から出ている。 

 

経 済                        

「カラカス電力社債の信託会社            

         債券者へデフォルトを通知」           

 

カラカス電力社債のトラスティを務める Wilmington 

Trust Nacional Assciation は、国営電力公社（Corpoelec）

が４月１０日に支払い予定だった元本６．５億ドルの債

券が期日内に投資家の口座に着金しなかったと発表。デ

フォルトを通知した。 

 

今後、Wilmington Trust 社が債権者の立場に立ち、本件

に関わる法的処理を担当することになる。 

 

 

 

 

（写真）Wilmington Trust 社による通知文 

 

「Petropiar ドル建てのボーナス支給を要請       

    PDVSA の総精製量は日量５１万バレル」         

 

PDVSA とシェブロンの合弁会社 Petropiar の労働者が

ドル建てのボーナス支給を要請している。 

 

なお、報道されたのは４月１６日だと思われるが、書簡

の作成日は４月２日付になっており、１６日よりも前に

関係者に提出された可能性がある。 

 

Petropiar 社の労働者らが経営者に通知した文章による

と、現在の給料が低すぎるため、生活（食料、医療、教

育、娯楽）が保障されていないと訴えた。 
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野党多数の国会によると１７年のインフレ率は２，００

０％、１８年の予想インフレ率は１２，０００％だが、

先日、PDVSA 労働者連合が合意した改定率は１８０％

で基本給が月額７１，１万～２１５万ボリバルで、食料

補助が２８０万ボリバルだった。危険給などを含めて月

額８８０万ボリバル。また、事務職の給料は月額５８０

～６３０万ボリバル。 

 

他方、１８年３月の生活コストは５，０００万ボリバル

かかるとされる。 

 

低い給料は勤労意欲に悪影響を与えるため PDVSA と

シェブロンに対して労働者（Centro Operativo Bare 

COB、Areas Administrativas（San Reme mall el Tigre）、

Centro Bahia de Pozuelo CBP、Mejorador Jose）として

外貨建ての給料支払い交渉を要請する。 

 

また、ロイター通信は PDVSA の最新の製油所稼働率に

ついて具体的な内部数値を報じた。 

 

PDVSA（Citgo・ペトロカリベ・欧州を除く）が運営す

るアムアイ製油所、カルドン製油所、プエルト・ラ・ク

ルス製油所、エルパリート製油所、クラサオの製油所を

含めると合計の精製能力は日量１６２万バレルだが、現

在これらの製油所で精製しているのは日量５１万バレ

ルのようだ。稼働率で言うと約３１％になる。 

 

なお、ロイター通信によると１７年の平均精製量は日量

６１万バレルだったという。 

 

製油所の稼働率減少に伴い、石油製品の輸入を増やさな

ければならない。ロイター通信は５月にはディーゼル燃

料とジェット燃料を中心に日量１．４万バレルが不足す

ると報じた。 

 

 

 

 

社 会                        

「チリ領事館 移住ビザの申請方法を公開」           

 

４月９日 チリのピニェラ大統領はベネズエラ人向け

ビザの要件を変更すると発表した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.122」4 月９日付の記事参照）。 

 

ただし、９日の時点ではビザの申請方法は明らかにされ

ていなかったが、１６日にチリ領事館はビザの申請要件

を公表した。１年間チリに居住することが出来る「一時

居住ビザ」の取得プロセスは以下の通り。 

 

１．チリ領事館のウェブサイトで申請する。 

https://tramites.minrel.gov.cl 

２．指示に従い、パスポート番号、生年月日、連絡先な

ど必要事項を入力する。以下のデータをスキャンして添

付する。犯罪履歴がないことを証明する書類（成人の場

合のみ）、縦横５センチの顔写真。 

３．申請内容を確認後、申請承認の通知がある。 

４．承認された場合は手数料として３２７．６万ボリバ

ルを支払う（手数料は変更する可能性あり）。 

５．領事館でビザを発行。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/515c17cabadf6b84828f907836f02646.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/515c17cabadf6b84828f907836f02646.pdf
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２０１８年４月１７日（火曜）             

政 治                       

「国会 過半数で職権乱用罪を承認           

 ～職権乱用罪の国会承認要件には議論あり～」        

 

４月１７日 野党多数の国会は亡命最高裁が決定した

マドゥロ大統領への職権乱用罪について協議し、調査を

続行することを承認した。 

 

結論から言えば、亡命最高裁は外国にありベネズエラ国

内では権限を持たない。また、国会も無効状態にあるた

め、この決定が本当に効力を持つと思っている国民は少

数だろう。 

実際に検察庁と最高裁判所は、この議論は無効だと宣言

している。 

 

本件は司法で罰することが目的というより政治的な側

面が強い。野党連合が急進野党の方針に動き出そうとし

ていることを象徴する決定として意味がある。 

 

なお、今回の審議は賛成１０５、反対２名（与党議員）、

欠席・無効６０名で採択された。つまり、２／３の承認

ではなく、過半数の承認だった。 

 

しかし、現在有効な最高裁判所組織法（２０１０年１０

月１日成立）の第１１０条によると、国会が職権乱用罪

を承認するためには議員の２／３の承認が必要と書か

れており、承認要件を満たしていないとの議論がある。 

 

野党系の弁護士は、憲法では２／３と書いていないので、

最高裁判所組織法の２／３の規定は憲法違反だと説明

しているが、憲法には１／２の議員承認が必要というこ

とも書かれていないため、憲法違反と言えるか判断が分

かれる。 

 

 

 

ProCiudadanos のレオセニス・ガルシア党首も本件につ

いて訴えている。 

 

 

（写真）レオセニス・ガルシア党首ツイッター 

“国会承認に必要な２／３部分を強調” 

 

また、ガルシア党首は国会の動きについて 

「急進野党は方向性を見直さなければいけない。もしマ

ドゥロを追い出せるのであれば、追い出してみればいい。

マドゥロは再び権力を振りかざしてくるだろう。 

唯一の解決策は合意だ。野党連合はリーダーシップを失

っていく。」 

と主張した。 

 

経 済                       

「１８年３月の基礎生活費５，２０４万ボリバル」            

 

家計コストを調査する CENDAS-FMV は１８年３月の

生活費（５人家族が特段の贅沢をすることなく暮らした

場合の平均コスト）を発表した。 

 

CENDAS の調査によると３月の食費は先月比３８．

７％増の５，２０４．３万ボリバルだった。 
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また、食費に加えて、医療費・住宅費・交通費・教育費

など含む生活コストは先月比４３．３％増の７，５４６．

６万ボリバルだった。 

 

 

 

 

「バッテリー会社に７０～１１０％値下げ強要」         

 

４月１７日 価格統制庁（SUNDDE）は自動車のバッ

テリーを販売する DUNCAN を査察。全国の４５店舗

を閉鎖し、バッテリーの価格を７０～１１０％値下げす

るよう命じた。 

 

現在はバッテリーがなかなか購入できないが、

DUNCAN は数カ月待てば購入できていたようだ。筆者

がベネズエラにいた頃も自動車は同社のバッテリーを

使用していた。 

今回の査察で DUNCAN がつぶれないか懸念する声も

ある。 

 

 
（写真）SUNDDE ツイッターより抜粋 

 

「IMF ベネズエラの１８年経済見通し据え置き」              

 

４月１７日 国際通貨基金（IMF）は１８年４月時点の

各国経済見通しデータベースを更新した。 

 

同データによると、１８年のベネズエラの経済成長率は

△１５．０だった。また、１８年のインフレ率（平均値）

は前年比１３，８６５％と予想。 

１８年１月も GDP 成長率を△１５．０％と予想してい

たので据え置いた形となる。 
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（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）
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IMF が発表した主な経済指標は以下の通り。 

 

 

 

社 会                       

「シェブロンの現地役員２名を逮捕」            

 

ロイター通信は、ベネズエラ当局は Petropiar で働いて

いた米国の石油会社シェブロンの職員２名を逮捕した

と報じた。 

 

逮捕者の一人はカルロス・ルイス・アルガラ氏。関係者

によると、同氏は精製部門の専門家でアルゼンチンから

ベネズエラに移ってきた。プエルト・ラ・クルスで逮捕

されたとのこと。 

 

 

 

シェブロンもロイターの取材に対して社内の２名が逮

捕されたことを明らかにしている。 

 

ベネズエラ政府は PDVSA の汚職撲滅として組織内の

汚職を摘発してきたが、外国の合弁相手の役員を逮捕す

るのは今回が初めて。 

 

コントロール・リスクス社のラウル・ガジェゴス氏は 

「与党政権はこれまで石油産業の合弁パートナーに対

して、攻撃や追及をしたことがなかった。今回の事件は

これまでに例がない。」 

とコメントした。 

 

「投機行為を理由に１，１３３口座を凍結       

  ～並行レート両替への取り締り等を強化～」              

 

４月１７日 アイサミ副大統領は国内通貨への攻撃を

行うマフィアの取り締りのため１，１３３口座、２００

億ボリバルを凍結したと発表した。 

 

また、コロンビア人、他の国籍の市民を含めて８６名を

逮捕、１１２名に対して逮捕令状を発出、２２台の自動

車を差し押さえたと発表した。 

 

４月１２日には並行レートを公開するウェブサイト

DolarPro の運営者を逮捕。翌１３日には DolarPro に加

えて、並行レートを公開する他のウェブサイト

（@dTbTc、BTC_Plycom）も閲覧できなくなった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.124」４月１３日付の記事参照）。 

 

４月に入り並行レートが急騰していることをうけてか、

政府は取り締りを強化している印象だ。 

 

以上 

 

経済指標 2017 2018 2019

国内総生産

（実質、％）
△ 14.0 △ 15.0 △ 6.0

国内総生産

（購買力平価換算、10億ドル）
210.09 100.85 92.42

一人あたりの国内総生産

（名目、USD）
6,683.96 3,168.41 2,868.35

一人あたりの国内総生産

（購買力平価換算）
11,033.82 9,261.78 8,600.31

消費者物価上昇率

（年平均値、％）
1,088 13,865 12,875

消費者物価上昇率

（期末値、％）
2,818 12,875 12,875

財・サービス輸入増減率

（％）
△ 19.0 △ 28.6 △ 49.8

財の輸入増減率（％） △ 17.7 △ 31.2 △ 52.5

財・サービス輸出増減率

（％）
△ 17.8 △ 30.4 △ 15.9

財の輸出増減率（％） △ 16.4 △ 32.0 △ 17.5

失業率

（対労働人口比の％）
27.1 33.4 37.4

人口（100万人） 31.4 31.8 32.2

（出所）IMF, World Economic Outlook Database, （2018年4月）

（注）全て予測値

表：　ＩＭＦの主要経済指標

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf

