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（写真）Shutterstock “米国裁判所 CITGO 競売スケジュールを承認、２３年末に売却の可能性も” 

 

 

２０２２年１０月１０日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 Las Tejerias の現状視察 

～被災者らに対して新居建設を約束～」 

「内務司法相 Las Tejerias で報道規制」 

経 済                     

「英銀行 制裁緩和を予見しベネ債買い増し」 

「国内線 パスポートの身分証明利用を禁止」 

「国連 先進国に５４カ国の債務再編求める」 

「Varinás ベネズエラで葉巻を生産・販売」 

社 会                     

「医療人材 ３割超は国外、６割は民間病院へ」 

２０２２年１０月１１日（火曜） 

 

政 治                    

「ベネズエラ 国連人権理事会再選ならず 

～コスタリカ・チリが人権理事会入り～」 

「Las Tejerias 死者４３名、行方不明者５６名」 

経 済                    

「米国裁判所 CITGO の競売スケジュール決定 

～２３年末、２４年前半に売却の可能性～」 

「マドゥロ政権 IMF に政府認識を求める」 

「IMF ベネズエラの GDP 成長率６％増」 

社 会                    

「チャカオ市高速道路で再び道路に穴」 
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２０２２年１０月１０日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 Las Tejerias の現状視察       

    ～被災者らに対して新居建設を約束～」       

 

「ウィークリーレポート No.273」でも紹介したが、ア

ラグア州 Las Tejerias で起きた豪雨災害を受けて、１０

月１０日にマドゥロ大統領およびシリア・フローレス大

統領夫人らが現地を視察した。 

 

マドゥロ大統領は、Las Tejerias を２３地区に分割し、

各地域で担当者を任命。救助活動、土砂・倒木の除去な

どインフラ問題の解決に当たるよう指示した。 

 

 

（写真）情報通信省 

被害状況はまだ完全に把握できていないが、今回の豪雨

により８００弱の家屋が全壊または半壊の被害を受け。

１，４００世帯に影響を与えたとされている。 

 

現在、被災者は野球スタジアムや大学などの施設へ避難

しているという。 

 

マドゥロ大統領は被災者に対して新居を建設すると約

束。同地域で住居建設プログラムを実行すると発表した。 

 

「内務司法相 Las Tejerias で報道規制」         

 

軍・警察らが被災地対応を行っている。この軍部らがメ

ディアの入場を断っており、報道陣と衝突している。 

 

１０月１０日 レミヒオ・セバジョス内務司法平和相は、

Las Tejerias に報道陣を入れないと発表した。 

 

「現在、Las Tejerias はマドゥロ大統領兼ベネズエラ国

軍最高司令官の命令により、被災地域として認定されて

いる。市民の命が危険にさらされている。 

 

同地へのメディアの入場は許可しない。我々は人命救助

のために活動しており、民間メディアを入場させるわけ

にはいかない。国営放送を通じて同地域の情報はタイム

リーに報告される。」と説明した。 

 

これに対して、メディア団体は抗議。 

 

「全国報道労働者組合（SNTP）」は、「今回の自然災害

の深刻性は理解しており、その被害により活動が制限さ

れることは認識している。 

しかし、どのような理由であっても独立したメディアの

活動を妨害することを受け入れることはできない。」 

と意義を唱えている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6e759a3ede87d73f5e7c3a55b5bdb95.pdf
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経 済                        

「英銀行 制裁緩和を予見しベネ債買い増し」           

 

英国の投資銀行「Altana Wealth」が制裁緩和を予見し、

ベネズエラ債を買い増しているという。 

 

この投資銀行は、米国の不動産バブルや暗号通貨の値上

がりなどを予見していた投資銀行で、次のターゲットは

ベネズエラ債と報じられている。 

 

米国の経済制裁を受けて、マドゥロ政権は２０１７年に

債務再編を提案。それ以降、既に５年間、ベネズエラ国

債、PDVSA 社債は元利が返済されていない。 

 

現在、ベネズエラの債券は額面１ドルの債権が２セント

で購入できるような状況にある。 

 

一方で、マドゥロ政権とバイデン政権の交渉は水面下で

行われており、合計６００億ドル超の債務再編が始まる

可能性が存在する。 

 

「Altana Wealth」は２０２０年からベネズエラ債を買

い始めており、現在は４，０００万ドル相当の投資を行

っているという。 

 

「Altana Wealth」の Lee Robinson 社長は、１１月に米

国で中間選挙が行われた後に、何らかの制裁が緩和され

ると予見。 

 

「１年前であれば、制裁緩和はもっと先、２０２４年の

大統領選頃の話になると考えていたが、状況は変わって

いる。制裁緩和の時期は早まっていると理解している」 

と言及した。 

 

他「Medley Advisors」の Pilar Navvarro 氏も２０２３年

第１四半期中には制裁が緩和されると予見している。 

 

「国内線 パスポートの身分証明利用を禁止」                  

 

「出入国管理局（Saime）」は、ベネズエラの国内線を運

航している航空会社に対して、今後ベネズエラ人が国内

線を利用する場合、有効期限の有無に関わらず「セドゥ

ラ」のみを身分証明の手段として受け入れるよう通達。 

 

パスポートを身分証として国内線を利用することはで

きないとした。 

 

これまで国内線利用者はチェックイン時に自身の証明

する書類として「セドゥラ」以外に、有効期限の残って

いるパスポート、身分が確認できる公的書類の提示が求

められていた。しかし、今後はセドゥラのみが有効とな

る。 

 

通達によると、この決定は即時有効になるとしており、

既に国内線をパスポートで利用することはできないよ

うだ。 

 

なお、「ベネズエラ人が」という記述があり、外国人は

パスポートで問題ないと思われるが、その点については

明言されていない。 

 

「国連 先進国に５４カ国の債務再編求める」         

 

国連開発計画（PNUD）は、ベネズエラを含む５４カ国

について債務免除の必要性を提案。 

 

債務再編が成立しない場合、当該国で重大な貧困問題が

起きると主張した。 

 

米州で名前が挙がっている国は、ベネズエラ、アルゼン

チン、キューバ、エクアドル、エルサルバドル、ハイチ。 

他はアフリカの国が多い。 
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これらの国は世界の GDP 全体の３％未満で先進国にと

ってこれらの国の債務減免は難しくないと指摘。 

 

他方、これらの国は自国の経済力に見合わない債務を抱

えており、当該国の国民は債務返済のために貧困に苦し

んでいると指摘した。 

 

「Varinás ベネズエラで葉巻を生産・販売」                  

 

ベネズエラには植民地時代は葉巻を栽培する産業が存

在した。主な葉巻の生産地は現在のバリナス州とされて

いたが、時間と共にベネズエラの葉巻の生産は消滅した

という。 

 

しかし、Carlos Lander という人物が２０１３年からベ

ネズエラの葉巻産業再興のプロジェクトを開始。 

 

バリナス州で「Varinás」という会社を立ち上げ、伝統的

な葉巻を販売している。 

 

 

 

なお、「Varinás」という名前はバリナス州（Barinas）か

らとっているという。元々バリナス州のスペルは「B」

ではなく「V」。１９３７年に「Varinás」から「Barinas」

に変ったという。 

 

社 会                        

「医療人材 ３割超は国外、６割は民間病院へ」           

 

「全国医薬品学会（ANM）」の Huníades Urbina 氏は、

ベネズエラの医療人材の不足について指摘。 

 

経済的な理由により、多くの医療人材が国外に出るか、

民間病院へ転職したと述べた。 

 

「米州保険機構（OPS）」の報告によると、ベネズエラ

は１．２％しか医療セクターへ投資を行っておらず、こ

の投資額も更に減少しており、現在は０．８％まで減っ

ているとした。 

 

「国営病院の施設は老朽化しており、医療器材は稼働し

ていない」と指摘。 

 

給料が安く、国営病院で出来る医療も少ないため、多く

の医療従事者は国外に出るか、より高い給料と良い設備

を求めて民間病院に転職しているという。 

 

「ベネズエラ医療連合（FMV）」によると、３３％の医

療従事者は国外に移住。６０％超の看護師は民間病院に

転職したとしている。 
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２０２２年１０月１１日（火曜）              

政 治                       

「ベネズエラ 国連人権理事会再選ならず        

   ～コスタリカ・チリが人権理事会入り～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.816」で、１０月１１日に

国連でベネズエラの人権理事会メンバー入りを巡り投

票が行われるとの記事を紹介した。 

 

正確に言うと、ベネズエラは現在人権理事会のメンバー

であり、再選を巡ってチリ・コスタリカと投票で争う形

となっていた。 

 

１０月１１日 国連で投票が実施され、ベネズエラは再

選できず、チリ、コスタリカの２カ国が人権理事会メン

バーとなった。 

 

投票の結果、チリは賛成票１４４カ国、コスタリカは１

３４カ国、ベネズエラは８８カ国だった。 

 

人権侵害の訴えを抱えているベネズエラが再選する可

能性は低く、今回の結果は当然と言えば当然だが、これ

で国連でのマドゥロ政権側あるいは中国・ロシアを擁護

する票が１票減ったと認識できるだろう。 

 

 

（写真）bancaynegocios 

 

 

「Las Tejerias 死者４３名、行方不明者５６名」           

 

１０月１１日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、アラ

グア州 Las Tejerias で起きた豪雨災害について、最新の

被害状況を報告。 

 

死者は４３名、行方不明者は５６名とした。 

同日午前中にマドゥロ大統領は死者３９名、行方不明者

５６名と発表していた。 

 

しかし、ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、ト

ゥイ川で４人の遺体を発見したと発表。４人は Las 

Tejerias の住人である可能性を指摘していた。 

 

恐らくこの４人が加えられて死者が４３名になったと

思われる。 

 

経 済                       

「米国裁判所 CITGO の競売スケジュール決定    

  ～２３年末、２４年前半に売却の可能性～」            

 

米国裁判所は、CITGO の競売スケジュールを承認。 

報道によると、２０２３年末には CITGO が売却される

可能性があるとした。 

 

現在グアイド暫定政権下で CITGO 社長を務めるオラ

シオ・メディナ氏は、ロイター通信に対して「代替的な

方策が可能かどうか検討する。弁護士と協議し、次の対

応を執る」と説明している。 

 

今後は「Evercore Group」が競売手続きを担当。 

同社が米国国務省にコンタクトし、競売について協議を

進めるという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7aa7c168ee704481a732aa01348e3d9e.pdf
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前号「ベネズエラ・トゥデイ No.817」でも触れている

が、昨年米国裁判所は CITGO の１００％持株会社であ

る「PDV Holdings」の株式売却を承認。 

 

その売却資金をもって「Crystallex」の賠償金９．７億ド

ルを回収することとしている。 

 

しかし、現在は「外国資産管理局（OFAC）」が CITGO

を保護しているため、この手続きはとん挫していた。 

 

裁判所のスケジュールによると、少なくとも２０２３年

末あるいは２４年前半までは売却されることはないと

いう。 

 

「マドゥロ政権 IMF に政府認識を求める」         

 

「Bloomberg」は、デルシー・ロドリゲス副大統領が「国

際通貨基金（IMF）」の Kristalina Georgieva 常務取締役

に対して、マドゥロ政権のベネズエラ政府認識を求めて

書簡を送ったと報じた。 

 

ベネズエラは IMF に５１億ドル相当の特別引出権を有

しており、この５１億ドルは外貨準備にも計上されてい

る。 

 

IMF 加盟国は緊急時の対応として、資金を引き出す権

利があるがベネズエラ政府がグアイド暫定政権なのか

マドゥロ政権なのかの認識を巡り、同資金が使用できな

いまま現在に至っている。 

 

そもそもこの特別引出権は Covid-１９対応のために増

額されたものだが、政府認識の問題を受けてベネズエラ

は Covid-１９対応の資金を使用できないまま収束に向

かっている。 

 

 

 

グアイド暫定政権が発足して間もない２０１９年当時

であれば、加盟国間で意見が分かれていたかもしれない

が、状況は当時と大分変わり多くの国がマドゥロ政権の

実効支配を認識している。 

 

もしかすると IMF はマドゥロ政権の SDR 引き出しを

認めるのかもしれない。 

 

「IMF ベネズエラの GDP 成長率６％増」         

 

IMF は世界の経済成長率見通しを更新。 

２０２２年のベネズエラの GDP 成長率について、前年

比６％増とした。また、２３年についても引き続き６．

５％のプラス成長を予想した。 

 

ラテンアメリカ全体の２２年の GDP 成長率は同３．

５％増、２３年は高インフレ、ロシアとウクライナ紛争

による世界情勢の混乱を理由に同１．７％増とした。 

 

社 会                       

「アルタミラで再び道路に穴」            

 

９月２８日に起きた豪雨によりカラカスのフランシス

コ・ファハルド高速道路で穴が出来ていた。この補修工

事のため３車線のうち１車線のみの運行となっている。 

 

この高速道路は９月２８日から穴が２回補修されてお

り、これで３回目だという。 

 
（写真）Bancaynegocios            以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d80ac97256a7683355c80a937d0398.pdf

