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（写真）野党連合（MUD）ツイッター “３月１７日の全国的な抗議集会を呼びかけるモラレス議員” 

 

 

２０１８年３月１４日（水曜） 

 

政 治                    

 「Frente Amplio １７日に各州で抗議集会 

～デモ行進は行わない予定～」 

「コロンビア副大統領 マドゥロはコロンビア人」 

経 済                    

 「OPEC ２月もベネズエラの産油量減少」 

 「チリに金融債務２１０万ドルを返済」 

 「所得税支払い期日４月２日まで延長」 

経 済                    

 「幸福度ランキング１５６位中１０２位」 

 「OVC 抗議行動が前年比４０％増」 

 

２０１８年３月１５日（木曜） 

 

政 治                   

 「CNE AD、UNT は州議・市議選に出馬不可」 

 「ペンス副大統領 国連として制裁強化を訴え」 

 「欧州連合 ベネズエラ政府の制裁を支持」 

「アレックス・ラミレス将軍 逮捕される」 

経 済                   

 「ゴールドマンサックス 政府との取引を反省」 

「Moody’s  PDVSA 発行体格付をＣに格下げ」 

 「第６回目の DICOM 募集当日に応札締切」 

経 済                    

「PDVSA 関係会社 汚職容疑者が逃亡」 
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２０１８年３月１４日（水曜）             

政 治                       

「Frente Amplio １７日に各州で抗議集会         

        ～デモ行進は行わない予定～」       

 

３月１４日 Frente Amplio は民衆による平和的な抗議

行動を行うための市民議会の組織を呼びかけた。 

 

ネガル・モラレス議員（行動民主党所属）は記者会見を

開き、 

「今週より Frente Amplio Venezuela Libre を組織し、

１７日（土曜）に大規模な抗議行動を全国的に行う。学

生、企業家、宗教団体、労働者など全てのセクターの市

民団体が参加する。 

 

ベネズエラだけでなく外国でもベネズエラの現状を訴

えるよう要請する。政府への抗議の意志を示そう。市民

議会はベネズエラの社会・政治的な状況について議論し、

不満を表現するための場になる。 

 

今回の集会はデモ行進を求めていない。デモ行進は土曜

日には行わない。」 

と訴えた。 

 

デモ行進を実施しないとの発言から１７日（土曜）は町

が大きく混乱することはなさそうだが、チャカオ市が会

場になる可能性は高く、外出時は用心が必要になりそう

だ。 

 

「コロンビア副大統領 マドゥロはコロンビア人」         

 

マドゥロ大統領が大統領に就任する前から、マドゥロ大

統領はコロンビア人ではないかとの噂がある。仮に彼が

コロンビア人であれば、憲法上ベネズエラの大統領には

なれない。 

３月１４日 コロンビアのフランシスコ・サントス副大

統領は自身のツイッターでマドゥロ大統領とその母親

がコロンビア人だと投稿した。 

 

「ニコラス・マドゥロの母親はコロンビア人で彼も同郷

だ。彼はベネズエラを終焉に導いており、コロンビアも

終わらせようとしている。しかし、それは出来ない。」 

 

前日の１３日にはコロンビアの元大統領、アンドレス・

パストラーナ大統領が 

「私は常にマドゥロがコロンビア人だと訴えている。彼

の母親、テレサ・デ・ヘスス・モロスはコロンビア人だ

った。従って、コロンビアの憲法に従えば彼もコロンビ

ア人だ。」 

と投稿している。 

 

経 済                        

「OPEC ２月もベネズエラの産油量減少」           

 

３月１４日 OPEC は月次レポートを公開した。同レポ

ートによると、ベネズエラの産油量は引き続き減少して

おり、PDVSA からの自己申告値は日量１５４．８万バ

レル（前月比３．３％減）だった。また、専門家の予測

値は日量１５８．６万バレル（同１０．３％減）だった。 

 

なお、今回の OPEC の月次レポートは２０１８年２月

と書くべきところを１７年２月と書き間違えている。 
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「チリに金融債務２１０万ドルを返済」             

 

ベネズエラ中央銀行はチリに対して未払債務２１０万

６，６０５．１３ドルを返済した。 

 

この支払いはラテンアメリカ統合連合（ALADI）の相互

信用協定（CCR）の未払い分。 

 

CCR とは一定期間の間に二国間で行われた国際取引の

相殺額を清算する協定。 

ベネズエラとチリとの間で行われた貿易輸出入額の差

額を中央銀行間で相殺する決済システム。 

 

今回の支払は１７年５月～８月にかけて行われた両国

の貿易の差額の支払い。本来は９月に支払う予定だが、

米国からの金融制裁を理由に支払いが滞っていた。なお、

厳密に言うと２０７万１，８６０．７ドルの差額支払い

と３万４，７４４．４３ドルの利息を支払っている。 

加えて、１７年９月～１２月分の支払いはまだ未払いの

ままのようだ。 

 

ブラジルでも同様の未払いを抱えていたが、１月に２億

６，２５０万ドルを返済している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.84」１月１０日付の記事参照）。 

 

 

 

 

「所得税支払い期日４月２日まで延長」                  

 

当然のことだが、ベネズエラ人も所得税は納税しなけれ

ばいけない。 

 

同国は１月～１２月が会計年度。納税者の負担を軽減す

るため、３回まで支払いを分割することが出来る。 

１回目の支払いは通常３月末まで（０３年３月２８日付

官報３７，６６０号１６９７号通達で明記）だが、今年

は特別に４月２日を締め切りとするようだ。 

また、納税を分割する場合、２回目の支払いは４月２３

日まで、３回目の支払いは５月１５日までに納めなけれ

ばいけない。 

 

所得税の支払い額は租税単位（UT）が用いられるが、

２０１７年の納税計算で使用されるのは１ＵＴ３００

ボリバル。 

 

ベネズエラの場合、大企業でない限り所得税は自分でネ

ット申告して支払額を決定させている。 

ベネズエラ人はかなりの割合で実際の給料よりも低い

金額で収入を申請し、納税額を減らしている。あるいは

全く支払っていない。 

 

社 会                        

「幸福度ランキング １５６位中１０２位」           

 

国連は幸福度ランキングを発表した。 

このランキングは所得、健康、社会支援、自由、信頼、

寛容さを基準にランク付けされている。 

 

ベネズエラは１５６位中１０２位。ラテンアメリカでは

最も低い順位となった。 

「多くのベネズエラ移民は望んで国外に移住するので

はなく、急激な政治的自由、経済安定性の悪化を理由に

国外に出ている。」と説明している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
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ラテンアメリカ諸国の中でも最も評価が高いのはコス

タリカで１５６位中１３位。 

 

他、メキシコが２４位、チリが２５位、ブラジルが２８

位、アルゼンチンが２９位、ウルグアイが３１位、コロ

ンビアが３７位、エルサルバドルが４０位、ニカラグア

が４１位、エクアドルが４８位、ボリビアが６２位、パ

ラグアイが６４位、ペルーが６５位、ホンジュラスが７

２位と続く。 

 

最も幸福度が高いと評価されたのはフィンランド、続い

てノルウェー、デンマーク、アイスランド、スイス、オ

ランダ、カナダ、ニュージーランド、スウェーデン、オ

ーストラリアと続く。日本は５４位だった。 

 

 

「OVC 抗議行動が前年比４０％増」                  

 

ベネズエラ紛争監視団（OVC）は抗議行動の数は前年と

比べて大幅に増えていると発表した。 

 

同団体の推定では１８年２月に起きた抗議行動の数は

５９４件。一方、１７年２月に起きた抗議行動の数は４

２３件で前年比４０％増えている。 

 

１８年に入ってからの抗議行動は食料不足などの経済

苦や公共サービスの停止を訴える趣旨の抗議が大半を

占めている。 

 

最も状況が悪化している産業の一つとして運輸セクタ

ーを挙げた。メンテナンスコストが高額になっている一

方で運賃の値上げが制限されており、収入を増やせない

ことが問題。また、インフレにより乗客の購買力が減っ

ていること、現金不足により乗車賃を支払えないなどの

理由で利用者が減っている。 

 

 

２０１８年３月１５日（木曜）             

政 治                        

「CNE AD、UNT は州議・市議選にも出馬不可」        

 

３月１５日 選挙管理委員会（CNE）のタニア・デアメ

リア役員は、行動民主党（AD）、独立進歩党（IPP）、新

時代党（UNT）、Nuvipa は市議会選にも州議会選にも出

馬することができないと発表した。 

 

「大統領選と市議会・州議会選挙は同じプロセスで実施

されており。つまり、大統領選に参加していない政党は

市議会・州議会選にも出馬できない。 

 

５月２０日の大統領選への参加を申請したのは１４政

党。つまり、この１４政党だけが市議会・州議会選に参

加できる。」 

 

AD は既に州議会、市議会選には参加しないとの見解を

証明している。一方で、UNT は州議会、市議会選への

参加については公式な見解を示していなかったが、今回

の発表を受けて、参加できないことが確認された。 

 

「ペンス副大統領 国連として制裁強化を訴え」           

 

米国のペンス副大統領は３月２１日に実施される米州

機構（OAS）の常設委員会に参加する見通し。 

 

副大統領府のスポークスマンは 

「ペンス副大統領は３月２１日の OAS 常設委員会に参

加することを決めた。この会合にはキューバを除くすべ

ての OAS 加盟国が出席する。 

 

ペンス副大統領は同会合でマドゥロ政権による違法行

為を非難し、加盟国に対して、ベネズエラへの圧力を強

めるよう求める方針である。」 

と語った。 
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また、在ベネズエラ米国大使館のトッド・ロビンソン経

済担当書記官は、 

「マドゥロ政権への制裁はまだ終わらない。現政権の調

査は進んでいる。我々は常にベネズエラを助け、必要な

支援を行う準備がある。」 

と述べた。 

 

「欧州連合 ベネズエラ政府の制裁を支持」         

 

制裁強化を求めるのは米国に限らない。欧州議会のアン

トニオ・タハニ議長は制憲議会により検事総長の職を追

われたルイサ・オルテガ氏と面談した後に、制裁強化の

必要性を訴えた。 

 

「我々が２カ月前に決定した制裁者リストに制裁対象

者を追加しなければいけない。５月の選挙は制憲議会と

いう名の不正な組織が実施する選挙だ。ベネズエラの状

況を放置してはいけない。」 

と発言した。 

 

欧州連合は１８年１月に７名の政府関係者に制裁を科

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」１月２２日

付の記事参照）。 

 

「アレックス・ラミレス将軍 逮捕される」         

 

３月に入ってから大物も含めて軍部で逮捕者が特に増

えている。３月１３日には元内務相のロドリゲス・トー

レス氏が拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ No.110」

３月１３日付の記事参照）。他、１４日にはララ州でロ

ドリゲス・トーレス氏と親しいとされる軍人が拘束され

ている。 

 

１５日には故チャベス元大統領の側近の一人で９２年

２月４日のクーデターに参加したアレックス・ラミレス

将軍が拘束された。 

 

ラミレス将軍は１４年７月から国家防衛委員会秘書官

を務めていたが、制憲議会の発足に賛同せず１７年 6 月

１２日に辞任していた。 

 

同氏は逮捕されたロドリゲス・トーレス元内務相と同じ

年に軍人士官学校を卒業している。 

 

 

（写真）Globovision “アレックス・ラミレス将軍” 

 

経 済                       

「ゴールドマンサックス 政府との取引を反省」            

 

１７年５月 米国投資銀行のゴールドマンサックスは

当時、ベネズエラ政府が保有していた額面３０億ドルの

PDVSA 社債を８億６，５００万ドルで購入した。 

 

結果的に、利益を求めるハイエナ投資銀行がベネズエラ

政府を資金的にサポートしているとして国会、野党支持

者、国際的に強い非難を浴びた。 

 

この取引についてゴールドマンサックス・アセット・マ

ネジメントのシェイラ・パテル氏（国際部門総括）はブ

ルームバーグの取材に応じ、 

「ベネズエラ政府との取引は我が社にとって、政府、社

会、政治環境などを十分に考慮しなければいけないと認

識する教訓になった。」 

と語った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
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また報道では、ゴールドマンサックスは当時購入した

PDVSA 社債をまだ保有しており、大きな含み損が出て

おり、教訓は多かったと論じている。 

 

なお、当時ゴールドマンサックスは額面の３１％の価格

で債券を購入したが、現在、同社債の価格は２１％まで

下がっている。 

 

「Moody’s  PDVSA 発行体格付をＣに格下げ」            

 

国際格付大手の Moody’s は PDVSA の発行体格付を「Ca」

（非常に投機的であり、デフォルトに陥っているか、あ

るいはそれに近い状態にあるが、一定の元利の回収が見

込める債務）から「Ｃ」（最も格付が低く、通常デフォ

ルトに陥っており、元利の回収見込みも極めて薄い債務

に対する格付）に格下げした。 

 

「流動性の問題が緩和され、融資が可能になれば債権者

が損害を被るリスクは下がるだろう。 

そうなれば、格付けを改定するが、それまでは最も低い

格付評価を維持する。ベネズエラの支払い能力は引き続

き悪化している。債権者は大きな損害を被る可能性があ

る。」 

と格下げの理由についてコメントした。 

 

国債の格付けもＣ格に下げたばかりだった（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.109」３月９日付の記事参照）。 

 

「第６回目の DICOM 募集当日に応札締切」         

 

３月１５日 第６回目の 新 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：３月１５日（木曜）PM２時まで   

■競売実施日時：３月１６日（金曜） 

■結果公表：３月１６日（金曜）   

 

■決済日：３月２０日（火曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■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、外貨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 

 

第６回目の DICOM は３月１５日に発表され、同日の

午後２時に応札が締め切られている。 

 

とはいえ、原則、前回の競売で成約できなかった応札申

請は今回の応札でも有効なので、６回目の DIOCM の

ために登録し直す必要はない。 

 

社 会                       

「PDVSA 関係会社 汚職容疑者が逃亡」              

 

マイボート・ペティ記者によると、PDVSA の資材調達

を引き受ける BARIVEN の元財務部長が辞職後、逮捕を

恐れてスペインに逃亡したようだ。 

 

逃亡したとされる BARIVEN 元財務部長の名前はハビ

エル・ロペス氏。逮捕されたフランシス・ヒメネス

BARIVEN 元社長の右腕だった人物のようだ。以前から

ハビエル・ロペス氏とその妻がドル建ての賄賂を要求し

ていたと告発されていた。 

 

ペティ記者の記事によると 

「汚職資金は源泉を正当化することができない。家族の

資産と申請しても、それが虚偽であることはすぐに判明

する。汚職資金を使用することは出来ない。」 

としている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94752749090da0b360b35ac38c129da7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94752749090da0b360b35ac38c129da7.pdf
https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-006-18/
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また、ペティ氏の記事では、PDVSA 労働組合のウィル

ス・ランヘル氏や PDVSA アスファルトの財務部長だっ

たフィデル・トーレス氏もハビエル・ロペス氏と関連し

て汚職を働いていたと述べている。 

 

他にも BARIVEN の契約部長だったカルロス・カマチョ

氏、オルヘ・ペレイラ氏、カイラ・サンドバル氏も汚職

に関わっているとしている。 

 

以上 


