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（写真）El Tiempo “２月２６日 誘拐グループと警察部隊が衝突、市民を巻き込み銃撃戦起きる” 

 

 

２０２０年２月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「スイス 汚職容疑者の銀行情報を米国に提出」 

「OAS 事務局長候補 ベネズエラ問題への見解」 

経 済                     

「農畜産業に対して免税インセンティブ」 

「マドゥロ大統領 ８５％は経済制裁に反対」 

社 会                     

「フランシスコ・ファハルド高速道路 

誘拐犯グループと警察部隊が発砲」 

「ベネズエラ人の EU 難民申請件数 ２倍に増加」 

「マイケティア空港 コロナウイルス検疫を強化」 

２０２０年２月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「Forbes サンダース議員当選後 

米国はグアイド議長への支援を停止？」 

「大学の自由選挙を求めて学生らが抗議行動 

～水不足の改善を求める抗議行動も実施～」 

経 済                    

「米国 Chevron らへのライセンス延長停止か」 

「Sunaval 外貨建証券発行規則を公表」 

「CITGO 新サイトを開設」 

社 会                     

「ベネズエラ移民 ４人に３人は労働契約なし」 
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２０２０年２月２６日（水曜）             

政 治                       

「スイス 汚職容疑者の銀行情報を米国に提出」       

 

米国は長年に渡りベネズエラの汚職取引について調査

を継続してきた。取引の多くはスイスの金融機関が絡ん

でおり、米国政府は汚職調査のために２年ほどスイス当

局に情報開示を要請していた。 

 

米国紙「Miami Heraldo」は、ついにスイスの司法当局

が金融機関の情報開示を認めたと報じた。 

 

この情報によって、米国政府は、１２年～１４年にかけ

て行われたベネズエラの汚職容疑者の取引を明らかに

できるという。 

 

特に調査している人物は、ベネズエラ人銀行家ルイス・

オベルト氏とその兄弟であるイグナシオ・オベルト氏、

ベネズエラ人企業家のアレハンドロ・ベタンコート氏と

ベタンコート氏の従兄弟であるフランシスコ・コンビッ

ト氏の４名だという。 

 

また、元 PDVSA 総裁のラファエル・ラミレス氏、元エ

ネルギー省次官のネルビス・ビジャロボス氏も捜査対象

としている。 

 

米国の調査関係者は、彼らの汚職取引で４０～５０億ド

ルが汚職に流れたとしている。 

 

なお、アレハンドロ・ベタンコート氏については野党と

の汚職関係も報じられており、野党にとってはパンドラ

の箱になるだろう。 

 

米国としてはベネズエラ野党の弱みを握ることになる

わけで、野党が政権を奪取した後にベネズエラをコント

ロールすることが容易になるとも言える。 

「OAS 事務局長候補 ベネズエラ問題への見解」         

 

米州機構（OAS）の事務局長を決める投票が３月２０日

に行われる。 

 

今回、事務局長に立候補しているのは、現職のアルマグ

ロ事務局長（ウルグアイ人）。アルマグロ事務局長は、

米国・コロンビア・ベネズエラ（グアイド政権）の推薦

を受けている。 

 

他の候補は、マリア・フェルナンダ・エスピノサ元国連

議会議長（エクアドル人）。エスピノサ氏は、アンティ

グア・バーブーダ、セントビンセント・グラナディン諸

島の推薦を受けている。 

 

最後の候補は、在米国ペルー代表大使を務めたウーゴ・

デ・セラ氏（ペルー人）。セラ氏は、ペルー政府の推薦

を受けている。 

 

EFE 通信は、候補者３名にベネズエラ問題について見解

を聞くためインタビューを試みた。ただし、アルマグロ

事務局長は、同インタビューに応じなかったという。 

 

以下はエスピノサ氏とセラ氏のコメント。 

 

 

質問：OAS はベネズエラ問題でどのような役割を担っ

ているか？ 

 

エスピノサ氏： 

事務局長はベネズエラ問題の解決策に関して信頼を失

った。OAS は対話による平和的な解決を求める方針に

転換しなければならない。 

 

事務局長は、調整役の機能を失い、一方の政治思想に偏

った組織運営を行った。 
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ベネズエラの政治アクター双方が国にとって最善の手

段を探らなければならない。私は、対話と協調のために

必要な努力は惜しまないだろう。 

 

米州地域は、政治的かつ平和的な解決がベネズエラ問題

の唯一の解決策であるとの見解で一致している。現実的

な手段で問題を誠実に解決しようとしなければならな

い。 

 

セラ氏： 

OAS の役割は、民主主義憲章に謳われている民主主義

を守ることである。ベネズエラは明らかに民主主義の規

定を逸脱しており、緊急的に対応が必要である。 

 

しかし、OAS が行わなければならないことは仲裁であ

り、結果が見込める有効な対話を求めることである。 

結論は常にベネズエラ国民が決めなければならず、OAS

は彼らの決断の同伴者でなければならない。 

 

 

恐らく、３月２０日の投票ではアルマグロ事務局長が再

選することになるだろうが、どの国が誰に票を投じるか

で各国の対ベネズエラ方針も透けて見えるだろう。 

 

経 済                        

「農畜産業に対して免税インセンティブ」           

 

２月２６日 マドゥロ大統領は、農業関係者と会合を実

施。 

 

同会合で農畜産団体は、制憲議会で農畜産業保護法を改

定するよう提案した。 

 

マドゥロ大統領は、同法律の改定に合意し、制憲議会に

法律改定を検討するよう命じた。 

 

 

また、生産拡大のため輸入関税を免除すると発表。 

同時に生産の３０％を外国に輸出することを承認した。 

 

ベネズエラでは食料品を輸出する際には、国内の需要が

満されていることを証明する証書が必要だが、この証書

の発行が食料品の輸出を妨げていると指摘されている。 

 

マドゥロ政権は政府だけで外貨を稼ぐことが出来なく

なったため、民間セクターが輸出で稼いだ外貨の一部を

税金として徴収することを狙っているのかもしれない。 

 

「マドゥロ大統領 ８４％は経済制裁に反対」         

 

マドゥロ大統領は、企業家との会合で米国による経済制

裁を非難。 

経済制裁によりベネズエラ国内の経済が疲弊している

と非難した。また、制裁について８４％の国民は反対し

ていると説明。８５％が外国からの介入を否定している

と述べた。 

 

とは言え、実際のところは８４％も制裁に反対している

ことはないだろう。 
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社 会                        

「フランシスコ・ファハルド高速道路          

      誘拐犯グループと警察部隊が発砲」           

 

２月２６日 フランシスコ・ファハルド高速道路で誘拐

犯グループ８名と国家警察特別部隊（FAES）が衝突し

た。 

 

事件のきっかけは、ショッピングセンター「CCCT」に

いた企業家（名前は公表されていないが、有名な企業家

だという）が誘拐され、現場に駆けつけた FAES が誘拐

グループと対峙したようだ。 

 

衝突の結果、誘拐犯グループの４名が死亡した。 

 

事件が起きたのは夕方５時頃。 

帰宅のラッシュアワーで、多くの車が銃弾の飛び交う中、

動けなくなり、事件に巻き込まれた一般人数名が被弾し、

負傷した。 

 

なお、誘拐グループのボスとして有名な「EL Coqui」（あ

だ名）も現場におり、FAES は逮捕を試みたが複数のボ

ディ－ガードに護衛され、逃走したという。 

 

 
（写真）Maduradas 

“誘拐犯グループが乗っていた車” 

 

 

「ベネズエラ人の EU 難民申請件数 ２倍に増加」           

 

２月２６日 「欧州難民支援事務所（EASO）」は２０１

９年に難民申請を提出したベネズエラ人は４．５万人で

昨年から２倍に増加したと発表した。 

 

ベネズエラについては３年連続で難民申請件数が増加

している。１８年は前年比８８％増、１７年は１５５％

増だった。 

 

欧州２８カ国が１９年に受けた全世界の難民申請件数

は７１．４万件。 

 

ベネズエラ人の申請件数は４．５万人なので、シリア（７．

２万件、前年とほぼ同数）、アフガニスタン（６万件、

前年比３２％増）に次いで３番目だった。 

 

なお、コロンビア人による EU への難民申請が著しく増

加している。 

 

１９年のコロンビアの難民申請件数は３２，３４０件で

世界５位。前年比３倍だったという。なお、１８年は２

１０％増とベネズエラを凌ぐスピードとなっている。 

 

「マイケティア空港 コロナウイルス検疫を強化」         

 

ブラジルで新型コロナウイルスの感染が確認された。 

 

ベネズエラ保健省は、今回の感染確認を受けて空港での

検疫システムを強化すると発表した。 

 

現在、中国からベネズエラへ渡航した９３名に対して感

染の有無を検査し、感染していないことを確認したと発

表した。 
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日本人も中国人もベネズエラ人からするとほとんど変

わらない。出張などで止められることもあるかもしれな

い。 

 

２０２０年２月２７日（木曜）              

政 治                       

「Forbes サンダース議員当選後             

    米国はグアイド議長への支援を停止？」        

 

米国経済誌「Forbes」は、２０年の米国大統領選で民主

党のバーニー・サンダース下院議員が当選した場合、米

国政府はグアイド政権をベネズエラの正当な政府と認

識しなくなると報じた。 

 

米国のホルヘ・ラモス記者は「Forbes」の取材に対して

「サンダース議員は、グアイド政権をベネズエラの正当

な政府と認識しないと発言した。」 

と述べたという。 

 

日本も含め世界で約６０カ国の政府がグアイド政権を

ベネズエラの正当な政府と認識する声明を発表してい

るが、仮に米国政府がグアイド政権をベネズエラの政府

と認識しなくなれば、これらの国のほとんどは雪崩式に

スタンスを変えることになるだろう。 

 

ただし、「Forbes」はサンダース議員の発言は過去のも

ので現在も同じスタンスを維持しているのかは分から

ないと補足した。 

 

なお、サンダース議員以外の民主党の主要な大統領候補

（ジョー・バイデン候補、エリザベス・ウォーレン候補、

マイケル・ブルームバーグ元 NY 市長）は、自身の演説

や記者からの質問などを受けて、グアイド政権をベネズ

エラの正当な政府と認識するとのスタンスを示してい

るという。 

 

 

「大学の自由選挙を求めて学生らが抗議行動        

  ～水不足の改善を求める抗議行動も実施～」           

 

２月２７日 ベネズエラ中央大学（UCV）の学生、卒業

生、教職員らが、最高裁による大学選挙への介入に抗議

する抗議デモを実施した。 

 

１９年８月に最高裁は裁定０３２４号を公布。 

「教育組織法」の規定に違反しているとして、問題が解

決するまで選挙の延期をするよう命じた。その延期の期

限が２月２７日だったという。 

 

学生選挙の延期措置の満了を受けて、学生らが選挙実施

を求めて抗議行動を実施した。 

 

 

 

（写真）El Estimulo 
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この動きに対して、最高裁は同日、１９年８月に公布し

た裁定０３２４号の選挙延期措置を停止すると発表。 

 

「学生組合」「教員組合」「労働組合」「卒業生組合」「経

営層組合」の５つのグループを組織し、自由選挙の実施

に向けて動き出すよう命じ、高等教育省に対して、同プ

ロセスが適切に進むよう監視・監督するよう指示した。 

 

ただし、大学側は最高裁の発表に反対。大学の選挙は大

学内の選挙委員会が決めるもので、最高裁に命じられる

ものではないと反論している。 

 

なお、２月２７日は学生らによる抗議行動以外に、カラ

カスで水不足を訴える抗議行動も起きた。 

 

カラカスの病院・クリニック労働組合のマウロ・サンブ

ラーノ氏は、「数週間にわたる水不足を理由にカラカス

市民は抗議行動を実施した」と発表した。 

 

学生の抗議行動も水不足の抗議行動も国家警察が警備

する中で実施されたが、警察と抗議行動参加者との目立

った衝突は報じられていない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

 

 

経 済                       

「米国 Chevron らへのライセンス延長停止か」            

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権の石油産業の活動を制

限するため、米国政府が「Chevron」など米国のエネル

ギー事業者へのライセンス延長の停止を検討している

と報じた。 

 

「Bloomberg」が関係者から入手した情報によると、現

時点ではライセンス延長の停止は決定事項ではないが、

可能性は着実に高まっているという。 

 

１９年１月 米国政府が初めて PDVSA に制裁を科し

た際、ベネズエラ国内でエネルギー事業を続けている米

国事業者５社（「Chevron」「Haliburton」「Schlumberger」

「Baker Hughes」「Weatherford」）に PDVSA との取引

を許可するライセンスを発行した。 

 

このライセンスは３カ月毎に更新され、現時点で最後の

更新は２０年１月１７日に行われた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.395」参照）。 

 

このライセンスの期限は２０年４月２２日。仮に米国政

府が４月２２日にまでにライセンスを延長しない場合

は、「Chevron」や他の４社はベネズエラでの活動を停止

しなければならない。 

 

特に「Chevron」は、マドゥロ政権とも合弁会社を組ん

でおり、ベネズエラでの事業を１００年近く継続してい

るなどベネズエラでの事業を手放すことは大きな決断

になる。 

 

「Chevron」経営層は、これまで「Chevron」がベネズ

エラ事業から撤退すれば、中国やロシアが参入するだけ

で、米国の権益が奪われることになると主張しており、

ベネズエラでの事業継続の意思を示している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd8027bf0fbd9083fcaeeeb09698f018.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd8027bf0fbd9083fcaeeeb09698f018.pdf
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「Sunaval 外貨建証券発行規則を公表」         

 

２月２７日 証券監督局（SUNAVAL）は、外貨建ての

証券を発行するための規則を公表した。 

 

２月５日にマドゥロ大統領は、いくつかの経済政策を発

表。その中の１つに「外貨建ての証券発行を許可する」

という内容があった（「ベネズエラ・トゥデイ No.403」

参照）。 

 

発表時点では、外貨建て証券の発行のために必要な手続

きなどは定まっていなかったので、後日、証券監督局

（SUNAVAL）が発行に必要な規則を公示することにな

っていた。 

 

経済系メディア「Banca y Negocios」によると、外貨建

ての債券発行は民間企業に限らず、国営企業、合弁会社

も可能。 

 

発行する際には、徴収した資金の使用目的、生産計画。

輸出計画、リスク評価会社による自社のリスク評価など

も示さなければならないという。 

 

規則のオリジナルは「Banca y negocios」のサイトで確

認できる。 

 

「CITGO 新サイトを開設」                  

 

「国家通信センター（野党派国会）」は、CITGO のホー

ムページをリニューアルしたと発表した。 

 

CITGOがグアイド政権のコントロール下に入って１年

を記念してのサイトリニューアルだという。 

 

最大限の透明性をもって、ベネズエラ国民に対してグア

イド政権および CITGO の活動を報告するとしている。 

 

 

（写真）CITGO 新ウェブサイト 

 

社 会                        

「ベネズエラ移民 ４人に３人は労働契約なし」            

 

コロンビアの「労働市場調査研究所」は、コロンビアに

おけるベネズエラ人移民の労働環境調査を発表。 

 

同調査によると、ベネズエラ移民の２５％が労働契約を

締結しているという。つまり、４人に３人は労働契約を

結ぶことなく不法に働いていることになる。 

 

「労働市場調査研究所」は、ベネズエラ人はコロンビア

において長時間労働をしながら低賃金で働いていると

した。 

 

具体的には、同条件の労働の場合、コロンビア人とベネ

ズエラ人の給料には１２％の差（ベネズエラ人が少ない）

があり、一般労働者（コロンビア人・その他外国人含む）

とベネズエラ人の給料には１０％の差があるという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ef34c139fb0e99b617b2fc915fcb38a.pdf
http://www.bancaynegocios.com/sunaval-aprueba-norma-para-emitir-titulos-de-deuda-en-moneda-extranjera/

