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（写真）デルシー・ロドリゲス制憲議長ツイッター “１２月１、２日の与野党交渉＠ドミニカ共和国” 

 

２０１７年１２月１日（金曜） 

 

政 治                    

 「ラミレス国連大使の従兄弟が逮捕される 

～少なくとも１３．５億ユーロの資金洗浄容疑～」 

「閣僚人事はカベジョ PSUV 副党首の意向を反映」 

 「欧州連合 与野党交渉を評価」 

 「国連の人権理事会報告者 ベネズエラへ訪問」 

経 済                    

 「国営航空会社 Conviasa 旅客機を競売」 

社 会                    

「サアブ検事総長 検察庁職員４５０名解雇」 

「VV 党首の娘とサントス大統領の息子恋仲の噂」 

２０１７年１２月２日（土曜） 

 

政 治                    

 「与野党交渉終了 具体的な合意には至らず 

～次回の交渉は１２月１５日を予定～」 

 「野党リーダー 大統領選出馬に意欲」 

 「保健相 人道支援の受け入れを拒否」 

経 済                    

 「Citgo の取引に関わった会社の実態」 

 「宇通客車（ユートン）工場設置から２年経過」 

 「原油価格は１バレル５６．３７ドル」 

社 会                    

「ベネズエラ 米国への難民申請で上位国」 
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２０１７年１２月１日（金曜）             

政 治                       

「ラミレス国連大使の従兄弟が逮捕される          

 ～少なくとも１３．５億ユーロの資金洗浄容疑～」       

 

１２月１日 ラファエル・ラミレス国連大使の従兄弟の

ディエゴ・サラサール氏がカラカスで国家諜報部

（SEBIN）に逮捕された。 

サラサール氏はラミレス国連大使の従兄弟であると同

時に第５共和党（MVR）の創設者アントニオ・サラサー

ル・ルオンゴ氏の息子でもある。 

 

サアブ検事総長の発表によるとサラサール氏は２０１

１年、１２年に資金洗浄を行っていた。 

金額は１３億４，７３４万ユーロと予想している。 

サラサール氏に関する情報は以下の通り。 

 

1. サラサール氏は１０年に渡り PDVSA の保険・再保

険関連の責任者を務めていた。 

2. PDVSA の財・サービスに関連する保険業務での汚

職に首謀者として関わっていたとされる。 

3. ラミレス氏が PDVSA総裁職に就いていた頃に為替

レート差を利用し儲けていたとされる。 

4. サラサール氏がアンドラ銀行に持っていた口座は

昨年の１２月に凍結された。米国の FBI、マイアミ

検察庁らの調べによると、口座の資金はベリーズや

パナマのペーパーカンパニーに着金している。 

 

サラサール氏の事務所には価値のある品が多数置かれ

ており、その価値は８０万ユーロになるそうだ。 

 

PDVSA の取り締まり強化を受けてか、ラミレス国連大

使は現政権の政策を批判する立場を示し始めており政

府との溝が深まっていた。 

１１月２９日には国連大使を解任されるとの噂が流れ

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.66」１１月２９日

付の記事参照）。 

 

「閣僚人事はカベジョ PSUV 副党首の意向を反映」         

 

１１月２６日 マドゥロ大統領は石油相、住宅相、貿易

外国投資相、運輸相の閣僚交代を発表した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.64」１１月２６日付の記事参照）。 

 

ベネズエラの週刊誌「キント・ディア」は、今回の閣僚

人事についての記事を組んだ。同誌によると、４閣僚の

交代はマドゥロ大統領が大統領選に再出馬するための

権力調整であると分析した。 

 

有識者は 

「私は真相を知らないが、私の印象では４人の新閣僚は

オソリオ運輸相を除きディオスダード・カベジョ・ベネ

ズエラ社会主義統一党（PSUV）副党首の提案だと考え

ている。」と答えた。 

２０１７年１２月３日（日曜） 

 

政 治                   

 「ラミレス国連大使の従兄弟の共犯者逮捕 

～ラミレス氏絡みの逮捕者更に増える見通し～」 

「与党古株政治家 現政権の政策を批判」 

経 済                   

 「金、ダイヤモンド保証の仮想通貨開始を発表」 

 「年間所得３．２UT は所得税の納税義務免除」 

 「アリ・ロドリゲス氏 PDVSA 名誉総裁に就任」 

 「鉱業相 水銀不使用の工場新設を計画」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１２月１日～１２月３日報道           No.０６７   ２０１７年１２月４日（月曜） 

3 / 11 

 

「欧州連合 与野党交渉を評価」                 

 

欧州連合の外交委員会代表のフェデリカ・モゲリーニ氏

は１２月１日、２日にドミニカ共和国で行われる与野党

交渉について「良い方向に向かっている」と評価した。 

 

「ドミニカ共和国の大統領の仲裁によるベネズエラの

与野党交渉の開始を祝福している。交渉には対話を保証

するための６カ国の代表も付き添っており、良い方向に

向かっている。 

ベネズエラの国民生活は急速に悪化している。速やかに

交渉による平和的な解決を図ることが不可欠だと認識

している。政治的な安定が国民生活の改善をもたらすと

理解している。 

与野党双方が誠実な交渉を行い具体的な結果を引き出

さなければいけない。民主主義の原則に従い、選挙組織

は独立した他者を尊重する組織である確固たる保証が

必要だ。」と言及した。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長やペルー外相、ラテン系

の元大統領のグループ「米州スペイン民主主義イニシア

ティブ（IDEA）」などは与野党交渉に否定的なコメント

しているが、欧州連合は与野党交渉を歓迎する姿勢を見

せた。 

 

「国連の人権理事会報告者 ベネズエラへ訪問」                 

 

国連人権理事会から特別報告者に任命されたアルフレ

ッド・モーリス・デザイヤス氏は１１月にベネズエラを

訪問していた。 

 

同氏は自身のブログで「Venezuela November 2017」と

いうタイトルの写真だけの記事を投稿した。 

 

 

 

 

写真はベネズエラのエクセルシオール・ガマ（恐らくサ

ンタ・エドゥビヒスのエクセルシオール・ガマ）の店舗

内の写真。商品が棚一杯に並んでおりモノ不足の国とは

思えない光景が写っている。 

 

他、与党系の新聞「Ciudad CCS（シウダ・カラカス）」

でデルシー・ロドリゲス制憲議長とデザイヤス氏が会談

している記事が報じられていた。記事によれば「国連の

専門家はベネズエラで人権問題に改善が見られた。」と

答えたようだ。 

 

また、デルシー制憲議長は１１月３０日に自身のツイッ

ターで 

「国連の専門家はベネズエラの真実を見た。我々はベネ

ズエラ・ボリバル政策に則り、国連が掲げるミレニアム

計画を守る国であることを誇りに思う。」と投稿した。 
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（写真）アルフレッド・モーリス・デザイヤス氏ブログ 

 

経 済                       

「国営航空会社 Conviasa 旅客機を競売」        

 

ベネズエラのナショナル・フラッグであるコンビアサ航

空が旅客機を競売に出すための委員会を組織した。 

 

競売委員会はフランクリン・グスマン氏（法務担当）、

アンヘル・エレラ氏（技術担当）、メルビス・パラシオ

氏（財務担当）、レイディ・マカラボ氏（総括）で構成さ

れる。 

 

競売の理由については説明されていないが、資金難に苦

しんでおり、外貨を得るためと考えられる。 

 

社 会                       

「サアブ検事総長 検察庁職員４５０名解雇」          

 

人権保護団体のラファエル・ナルバエス氏は、８月にサ

アブ検事総長が就任してから検察庁で４５０名が解雇

されていると訴えた。また、そのうち２７人は国家代表

判事だったと説明した。 

 

「仮に彼らが解雇される理由が汚職であるならば、適切

なプロセスを経る必要がある。 

これ以上、検察庁を破壊してはいけない。検事総長は刑

法の内容を無視している。また、逮捕までに適切な調査

プロセスを踏んでいない。 

 

最も問題なのはサアブ検事総長が政治的な意図で逮捕

者を選別していることだ。最近ではラファエル・ラミレ

ス氏とその取り巻きの石油関係者を選択的に拘束して

いる。」 

 

個人的な感想だが汚職撲滅のためという名目でPDVSA

総裁についたケベド氏もサアブ検事総長と同様の対応

をするのではないかと想像している。 

 

「VV 党首の娘とサントス大統領の息子恋仲の噂」        

 

ベネズエラ主導党のマリア・コリナ・マチャド党首の娘

であるアナ・コリナ・ソサ氏とコロンビアの現大統領フ

ァン・マヌエル・サントス大統領の息子マルティン・サ

ントス氏が恋仲であることが噂されている。 

 

この噂は両氏が通っている米国ニューヨークのコロン

ビア大学院で流れている。 

 

カラコル・ラジオの記者は「二人は非常に良い関係だ。

ソサ氏は美しいだけでなく、聡明な女性できちんと教育

されている。」 
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２０１７年１２月２日（土曜）             

政 治                       

「与野党交渉終了 具体的な合意には至らず         

    ～次回の交渉は１２月１５日を予定～」        

 

１２月１日、２日 ドミニカ共和国で与野党交渉が行わ

れた。今回の会合では具体的な合意事項はなく、１２月

１５日（金曜）に再度交渉が行われることが決まった。 

 

仲裁を主導するドミニカ共和国のメディナ大統領は与

野党交渉について 

「お互いを尊重した環境で行われた対話を主導できた

ことを誇りに思う。平和的な解決のための重要な進展が

あった。与野党双方がベネズエラ国民の利害のために交

渉を進展する意志があることを確認した。」と発表した。 

 

野党連合の交渉メンバーであるボルヘス国会議長は 

「交渉には６つのテーマがある。次回の会合では６つの

テーマについて提案を詰める。ベネズエラの将来が開け

たと感じることが出来るような合意を達成したい。」と

発表した。 

 

与党の交渉代表であるホルヘ・ロドリゲス情報通信相は 

「最初の重大ニュースは与野党がベネズエラの最重要

テーマについて意見を交わしたことだ。 

我々は野党のいう虚偽の情報ではなくベネズエラの真

実を訴えた。ベネズエラ政府が食料を輸入するために外

貨を支払ったが保留にされた証拠を提示した。 

ベネズエラに本当の支援をしたいならば経済への攻撃

を停止することだ。」と答えた。 

 

なお、野党の付き添い国としてメキシコ、チリ、パラグ

アイの３国。与党の付き添い国としてボリビア、ニカラ

グア、サンビンセント・グラナディン諸島の３国が参加

するはずだったが、パラグアイは出席しなかった。 

 

 

現地紙「エル・ナシオナル」は匿名で与野党交渉の内容

を報じている。同紙によると政府は野党に対して選挙制

度を変更する条件として、制裁を停止するよう求めたと

いう。 

 

具体的には、外国からの政府与党への制裁を止めるので

あれば、次回の選挙は国会議員選と同様のコンディショ

ンを提供するという条件。２０１５年１２月に実施され

た国会議員選挙では野党議員が議席の３分の２を占め、

大勝利を治めた。この条件が事実であれば、野党が乗る

可能性はあるだろう。 

 

ただし、２０１５年と同じ条件をどのように再現するの

かは不明だ。加えて、１５年１２月と１７年１２月では

既に状況が違う。ベネズエラ政府は祖国カードを通じて

支持者のデータを十分に集めた。 

 

与党に投票しなければ CLAP の生活品が購入できない

し、医薬品も祖国カードが無ければ購入できない。生活

コストが上昇する中で貧困層にとって祖国カードが不

可欠な存在になっている。当然、選挙では与党に投票す

る人が増えることになるだろう。 

 

「野党リーダー 大統領選出馬に意欲」            

 

１２月２日 エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事は

インタビュー番組に出演し、大統領選で野党の統一候補

として出るべきなのは自分かロペス氏しかいないと答

えた。 

 

「謙虚ではないが、事実は言わなければいけない。現在

野党で統一候補として国を引っ張ることが出来る人は

いるだろうか。一人は自宅軟禁されており、もう一人は

この場にいる。あなたと話をしている。マドゥロ大統領

はこのことを知っている。だからこそ、自宅軟禁されて

おり、私は選挙に参加する権利を奪われている。」 
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「政治犯の解放は与野党交渉のテーマの一つでもある。

野党連合は交渉に参加したが、与党を信じてはいない。 

 

憲法に準じれば２０１８年は大統領選が行われる。ほと

んどの野党政党が公平で自由な選挙を達成するために

交渉に参加した。真に自由な選挙は、政治的な理由で出

馬できないことがあってはならない。 

 

野党はレオポルド・ロペス氏か私の２つの選択肢でプレ

選挙を行い、統一候補を決めなければいけない。」と答

えた。 

 

また、大衆意志党（VP）レオポルド・ロペス党首の妻リ

リアン・ティントリ氏はロペス党首が２０１８年の大統

領選に出馬する意思があると発言した。 

 

 

（写真）エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事 

（第一正義党（PJ）所属） 

 

 

（写真）大衆意志党（VP）レオポルド・ロペス党首 

 

「保健相 人道支援の受け入れを拒否」              

 

１２月２日 ルイス・ロペス保健相は祖国カードを持つ

国民に医薬品を販売するイベントに参加。同イベントは

国営放送局 VTV で放送された。 

 

同放送でロペス保健相は人道支援の受け入れに否定的

な姿勢を示した。 

 

「我々は誰一人として帝国主義の戦略に屈服しない。当

然、右派が強要する人道支援を受け入れない。ベネズエ

ラはマドゥロ大統領によってアテンドされている。 

 

マドゥロ大統領は４万人の患者に医薬品を提供した。ベ

ネズエラで病気を患っている国民の７０％を占める。」 

 

ロペス保健相に限らず、政府関係者の多くはここ数日、

人道支援の受け入れを拒否する声明を発表している。具

体的にはマドゥロ大統領、デルシー・ロドリゲス制憲議

長、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相、ディオスダード・

カベジョ PSUV 副党首など。 

 

彼らの主張は一貫している。ベネズエラ政府は独力で問

題を解決できる。問題があるとすれば、欧米が支払いを

受け付けないなど欧米諸国の攻撃の被害者だから。 

 

彼らの目的はベネズエラがモノ不足であると世界中に

知らせ、国の問題を与党の責任にし、人道支援を行うこ

とでベネズエラの国内問題に介入すること。 

 

与野党交渉のテーマとして「食品、医薬品の人道支援」

もテーマに上がっているが、このテーマで合意に至るに

は政府に相当譲歩しなければいけないと思われる。 
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経 済                       

「Citgo の取引に関わった会社の実態」            

 

１１月２１日にPDVSAの米国子会社Citgoの社長ら６

名が逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.62」１１

月２１日付の記事参照）。 

 

サアブ検事総長は彼らの逮捕理由について、Citgo が２

つの金融機関から悪い条件で融資を受けたことを挙げ

た。Citgo と契約を締結したのは Frontier Group 社と

Apollo Grobal 社の２社。そのうちの Apollo Grobal 

Manegment 社について紹介する。 

 

Apollo Grobal Manegment 社はレオン・ブラック氏、ジ

ョシュア・ハリス氏、マーク・ローワン氏の３名が１９

９０年に建てた会社。ジャンクボンドの帝王と呼ばれた

マイケル・ミルケン氏が所属するドレクセル・バーナム・

ランベール社（同社は既に倒産している）で働いていた。 

 

同社のスタンスは資産の差し押さえを目的とした倒産

寸前の会社債務の購入など。２００８年に起きたリーマ

ンショックでは大きな利益を出し、資産１００億ドルか

ら２３２億ドルに増やした。 

 

悪いうわさも存在する。同社は国際物流大手シーバロジ

スティックス（本社オランダ）の件で訴訟を受けている。

Apollo Grobal Manegment 社は株主であることを利用

し、債務再編を行うよう働きかけ債権者に損害を与えた。 

 

Citgoと Apollo Grobal Manegment社の契約内容は債務

不履行を余儀なくされるような内容で、Citgo の製油所

の一つが担保に入っていた。 

政府がこの契約を履行するとは思えず、本件は訴訟問題

に発展する可能性が高そうだ。 

 

 

 

「宇通客車（ユートン）工場設置から２年経過」         

 

１２月２日 マドゥロ大統領は中国の宇通客車（ユート

ン）の組み立て工場稼働２年式典を祝福した。 

 

マドゥロ大統領はFacebookで 

「中国との協定のおかげでベネズエラに必要なバスが

国内で生産され、政府が進める運輸プロジェクトが拡

大している。」と謝意を述べた。 

 

ユートンは２０１５年１２月２日に稼働を開始した。

中国ベネズエラ共同基金を通じて当時２５億ボリバ

ル、２億７，８００万ドルが投資され工場が建設され

た。 

 

同社は現在５４人乗り、３４人乗り、２５人乗りの３

タイプのバスを組み立てているとのこと。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“１５年１２月２日 ユートンのバス組み立て工場” 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
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「原油価格は１バレル５６．３７ドル」        

 

１１月２７日～１２月１日のベネズエラ産原油の平均

価格は３７２．５９人民元／バレル。ドル建てでは５６．

３７ドル／バレルで前週の５５．４ドルから０．９７ド

ル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４５．８３ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも１０．６８ドル

高い。また、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも１．

１８ドル高い。 

 

 

 

社 会                       

「ベネズエラ 米国への移住申請で上位国」          

 

米国在住のベネズエラ人で移住手続きの専門家アンヘ

ル・ドミンゲス氏は、２０１７年は米国に少なくとも３

万人のベネズエラ人の移住申請が寄せられる見通しを

示した。 

 

スペインの現地紙「エル・パイス」がドミンゲス氏にイ

ンタビューした内容によると、 

 

「２０１３年は米国への移住手続きは難しくなかった

が、今では面談を取り付けるだけでも４年かかる。 

 

手続きに時間がかかるようになった理由は、トランプ政

権の関心が外国人の受け入れよりも送還に偏っている

から。 

 

米国当局の公表値によると２０１７年は１月～９月ま

での９カ月間で２１，４０７人のベネズエラ人が米国政

府に移住申請を出した。 

 

この数字は２０１６年の同時期よりも６，６７９名多

い。」とコメントした。 

 

また、移民基金のダイレクターを務めるハビエル・トー

レス氏は 

 

「ベネズエラ人の移住申請は増加している。コロンビア、

ブラジル、スペイン、メキシコ、チリ、トリニダードト

バゴ、他にも中央アメリカなど多くの国で増えている。 

 

２０１６年、スペインへの移住を申請するベネズエラ人

は３，９６０名で一番多く申請を受けた国だった。」と

コメントした。 

 

２０１７年１２月３日（日曜）             

政 治                        

「ラミレス国連大使の従兄弟の共犯者逮捕          

  ～ラミレス氏絡みの逮捕者更に増える見込み～」        

 

１２月２日 マイケティア国際空港でホセ・エンリケ・

ルオンゴ氏が逮捕された。ルオンゴ氏は米国に向かうと

ころだった。 

 

検察庁はルオンゴ氏の逮捕について、アンドラ銀行から

ラミレス氏の従兄弟であるディエゴ・サラサール氏が関

与するパナマの会社へ１億９，２００万ドルを送金する

のを手伝った容疑と発表した。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１１月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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ラミレス氏に関連した逮捕者は今後も続きそうだ。ラミ

レス氏の兄弟で故チャベス元大統領の専属医師を務め

たフィデル・ラミレス氏も汚職の容疑が報じられている。 

 

パラダイスペーパーで発覚した情報によると、フィデ

ル・ラミレス氏は２０１４年７月に Roraima SAL.とい

う会社を中東系の２名と一緒に登記した。 

 

また偶然にもフィデル・ラミレス氏の名前はニューヨー

クでの裁判でも登場した。２０１６年１２月に Miami 

Equipment ＆ Exports 社のオーナーであるルイス・デ

ィアス氏が資金洗浄で逮捕された。 

同氏の裁判で、フィデル・ラミレス氏が８００万ドルの

送金を受け取っていたことが発覚している。 

 

他にもラミレス国連大使の叔父であるエグリー・ラミレ

ス氏は Odebrecht から手数料を受け取った噂が報じら

れている。 

 

「与党古株政治家 ベネズエラの経済情勢を非難」        

 

与党の重鎮であるホセ・ビセンテ・ランヘル氏（ジャー

ナリスト）が少し前から経済情勢を非難する発言をし始

めている。 

同氏は故チャベス元大統領が存命中は外相、国防相を務

め、２００２～０７年まで副大統領を務めた。 

 

発端は１１月１９日。同氏が持つテレビ番組「ホセ・ビ

センテ・オイ」（TELEVEN）で 

 

「生活コストの上昇は容認できない。経済状況の悪化は

全てのベネズエラ国民に悪影響を与えている。我々は瀬

戸際に立たされている。 

物価の上昇についていくだけの給料が保証されていな

い。医療分野も問題だ。特に医薬品の不足は深刻だ。」 

とコメントした。 

 

１２月３日も自身の番組で 

「私の非難はジャーナリズムの精神から来たもので、黙

ることは出来ない。ベネズエラの経済環境が悪化してい

る理由が、原油価格の下落と外国からの攻撃であること

は疑いようがない。ただ、それだけが理由ではない。政

権の運営が悪く物価上昇に有効な対策が取れていない。」

とコメントした。 

 

ビセンテ・ランヘル氏は故チャベス元大統領が存命の頃

は政治、経済政策をアドバイスする立場にあり、彼の意

見は強く反映された。しかし、マドゥロ大統領に代わっ

てから影響力は落ちていった。 

 

マドゥロ大統領はスペイン人の政治学者アルフレッド・

セラーノ・マンシージャのアドバイスを聞き、ランヘル

氏のアドバイスには耳を傾けなくなっていった。今回の

発言は自分の意志が反映されないフラストレーション

がたまっていることも理由だろう。 

 

これらの発言はグレーゾーンと思われる。あまり政権非

難を繰り返すと与党の誰かが苦言を呈し始める。そうな

ると、何らかの対応が取られることになる。 

 

 

（写真）「ホセ・ビセンテ・オイ」より抜粋 
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経 済                       

「金、ダイヤモンド保証の仮想通貨開始を発表」            

 

１２月３日 マドゥロ大統領は米国の金融制裁の対応

措置として、原油、ガス、金、ダイヤモンドにより保証

される仮想通貨「ペトロ」の運用を開始すると発表した。 

 

具体的な仕組みは発言されていないので詳細は不明だ

が、外国向けの送金が著しく制限されているため解決手

段の一つになり得るだろう。 

 

通常であれば、仮想通貨を用いればボリバルをドルに換

えることはもちろん、ドルをボリバル通貨に両替するこ

とも可能なはず。 

 

制裁に影響されず外貨に換える（あるいは現地通貨に両

替する）ための手段になり得るだろう。 

 

マドゥロ大統領は米国制裁を受けた後に人民元、ルーブ

ル、ユーロなど通貨バスケットによる外貨制度を開始す

ると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.30」９

月７日付の記事「大統領発言 １２のポイント」参照）。 

 

しかし、実際にこの仕組みが開始されることは無くベネ

ズエラは３カ月間にわたり民間セクターが外貨に両替

する手段がなくなっている。 

 

実際に仮想通貨ペトロの運用が始まれば世界的・歴史的

に意味のある壮大な実験になる。 

 

税制上、どのように扱われるのかなどベネズエラ政府が

具体的な詰め作業をした後で運用を開始するとは思え

ず、導入後はしばらく混乱が続くことが予想される。 

なお、ベネズエラ政府のリズムからすると１８年３月頃

に導入されるのではないか。 

 

 

「年間所得３．２UT は所得税の納税義務免除」        

 

マドゥロ大統領は年間給料が３．２万 UT（租税単位）

を越えない個人は２０１７年の所得税の納税義務を免

除すると発言した。 

 

UT とは租税単位で税金の計算基準の単位。公的機関が

書類を発行する際の手数料も UT を用いて金額が表記

されることになっている。 

 

現在１UT は３００ボリバルなので、３．２万 UT は９

６０万ボリバル。つまり、年間の収入が９６０万ボリバ

ル以下であれば納税義務が免除されることになる。 

 

マドゥロ大統領はこの措置により納税者の９５％は所

得税を支払う義務を免除されると発言した。 

 

９６０万ボリバルは、平均で一カ月の収入が８０万ボリ

バルの個人が対象になる。 

 

家計コストの調査団体 CENDAS-FMV は１７年１０月

の５人家族の生活費は５５９．４万ボリバルとの結果を

公表している。１７年１月は８３．２万ボリバルだった。

このようにインフレがあるので８０万ボリバルの価値

が１月と１０月では全く違うが、年間平均８０万ボリバ

ルという給料は決して十分な額とは言えない。 

 

ベネズエラ国民の９５％の年間収入が９６０万ボリバ

ル以下だとすれば全国民の生活は相当に厳しいと言え

るだろう。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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「アリ・ロドリゲス氏 PDVSA 名誉総裁に就任」        

 

１１月２８日にマドゥロ大統領はアリ・ロドリゲス・ア

ラケ現ベネズエラ代表キューバ大使を PDVSA の名誉

総裁職に就けることを提案していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.65」１１月２８日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領の提案は承認され、アリ・ロドリゲス・

アラケ氏が正式に PDVSA の名誉総裁職に就任した。 

 

マヌエル・ケベド氏は軍人で石油セクターは門外漢だ。

アラケ氏は２００２年～２００４年まで PDVSA 総裁

職を経験したことがある。石油相や OPEC 事務局長な

ども経験している。 

 

今後、PDVSA 内ではテクノクラートを解雇することが

予想される。既に８０歳とかなりの高齢だが、アラケ氏

が PDVSA を立て直してくれることを期待したい。 

 

「鉱業相 水銀不使用の工場新設を計画」        

 

鉱業開発・エコロジー省のビクトール・カノ大臣は、２

０１８年中に１６の工場を建設し、鉱業開発の作業過程

で水銀の使用を無くすと発表した。 

 

「我々は鉱山の開発のために一日１６キロの水銀を使

用している。１００日経てば１６０キロの水銀を使用し

たことになる。環境に悪影響を与え、近隣住民の生活が

脅かされる。 

 

科学技術の進歩により環境負荷の少ない鉱業開発を進

めることが重要だ。ベネズエラには４０種類の鉱物が埋

蔵されている。また、世界的に見て高品質な鉱物が多い。 

 

 

 

 

これらの資源について、環境負荷を最小限に抑えて開発

するために努力する。他に開発作業の過程で使用する水

と化学物質の使用も減らす。」と発表した。 

 

以上 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf

