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（写真）ShutterStock “米国政府 シーメンスに制裁ライセンスを発行” 

 

 

２０２２年８月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「亜検察 キッチナー副大統領に懲役１２年求刑」 

「ルラ元大統領 米国の対ベネズエラ方針を非難」 

「イラン アルゼンチンに乗組員の帰還を要請」 

経 済                     

「米国 シーメンスに制裁ライセンスを発行？ 

～Corpoelec 施設メンテでシーメンスと協議～」 

「米裁判所 ConocoPhillips への賠償支払いを命令」 

「カルドン製油所 稼働を再開」 

社 会                     

「ベネズエラ 世界の美しい国３９位」 

２０２２年８月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 米国の制裁緩和のため 

民間企業によるロビー活動を要請」 

「検察庁 Monomeros 調査のため調査員派遣」 

経 済                    

「中銀 第２四半期の GDP 成長率１８．７％増」 

「Cepal ２２年のベネ GDP 成長率１０％」 

「Cendas-FVM ７月の基礎食糧費４７０ドル」 

「融資額 ７８％は５つの銀行に集中」 

社 会                    

「ベネ移民 １０人に８人は帰国を望まない」 
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２０２２年８月２２日（月曜）             

政 治                       

「亜検察 キッチナー副大統領に懲役１２年求刑」       

 

８月２２日 アルゼンチンの Diego Luciani 検事は、同

国のクリスティーナ・キッチナー副大統領に対して汚職

を理由に懲役１２年を求刑した。 

 

キッチナー副大統領は自身の大統領在任中（２００７年

～１５年）および亡くなった夫のネストル・キッチナー

元大統領（２００３年～０７年）の在任中に、サンタク

ルス県で行われた公共事業５１件について、不当に

Lazaro Baez 氏という企業家に発注したという。 

 

そして、これらの公共事業は完成することなく放置され

たと報じられている。 

 

この Baez 氏は、亡くなった夫のネストル・キッチナー

元大統領とクリスティーナ・キッチナー副大統領（元大

統領）のテスタフェロ（蓄財に協力する人物）だったと

いう。 

 

Diego Luciani 検事は、公共事業の発注について、ピラ

ミッド的な汚職ネットワークが存在しており、キッチナ

ー副大統領がその汚職ネットワークの頂点にいたと発

言している。 

 

また、Luciani 検事は不当に国の資産を搾取したとして

５０億ペソ超（約５０億円）を差し押さえるよう要請し

ている。 

 

ただし、キッチナー副大統領が公職についている限り不

逮捕特権が適用され、逮捕はされないようだ。 

 

 

 

 

（写真）Monitoreamos 

“Luciani 検事 キッチナー副大統領に懲役１２年を求刑” 

 

「ルラ元大統領 米国の対ベネズエラ方針を非難」         

 

ルラ・ダ・シルバ元大統領は、自身がブラジルの大統領

に就任した場合の対ベネズエラ方針について「ベネズエ

ラを尊重する」と述べ、米国政府の方針を非難した。 

また、欧州の姿勢について疑問を呈した。 

 

「欧州連合がベネズエラを尊重することを期待してい

る。同様に米国政府がベネズエラとの関係を回復するこ

とを望んでいる。 

外国が他国の大統領を置くことはできない。ブラジルは

ベネズエラを尊重する。」と発言。 

 

また、現在ブラジルの大統領で、今年１０月に予定され

ている大統領選でルラ元大統領のライバルとなるジャ

イロ・ボルソナロ大統領について、「米国に追随し、グ

アイドを支持し、マドゥロ政権との外交関係を壊した」

と非難。 
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仮に１０月の大統領選で自身が当選した場合は、マドゥ

ロ政権との外交関係を回復するとの方針を示した。 

 

「イラン アルゼンチンに乗組員の帰還を要請」                  

 

８月２２日 イラン外務省の Naser Kanani 報道官は、

アルゼンチン政府に対して、同国で拘束されている

「Emtrasur」のイラン人パイロットを無条件で解放する

よう要請した。 

 

２２年６月 ベネズエラ国営航空会社「Emtrasur」の飛

行機「Boeing７４７」が米国政府に制裁を受けているこ

とを理由にアルゼンチンの空港で差し押さえられた。 

 

この飛行機には１４名のベネズエラ人パイロットに加

えて、５名のイラン人パイロットも含まれており、イラ

ン人のうち数名は「イラン革命防衛隊」のメンバーと報

じられている。 

 

彼らはパスポートをはく奪され、アルゼンチンに留まっ

ているが、イラン政府が彼らの無条件解放を求めた。 

 

なお、イランとアルゼンチンの外交関係はよくない。 

 

特に１９９４年７月、アルゼンチンにあるユダヤ人コミ

ュニティ「Asociación Mutual Israelita Argentina」が爆

破され、死者８５名、負傷者３００名の大きな事件が起

きた。 

 

この事件にはイランが関係していたとして、この事件以

来両国の関係は希薄となっている。 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「米国 シーメンスに制裁ライセンスを発行？      

 ～Corpoelec 施設メンテでシーメンスと協議～」           

 

Bloomberg は、米国政府がドイツの電機メーカー「シー

メンス」に対して制裁ライセンスを発行したと報じた。 

 

また、この制裁ライセンス発行を受けて、シーメンスは

発電施設のメンテナンスについてマドゥロ政権と契約

を締結したという。 

 

なお、発電施設は PDVSA に電力を流すための施設のよ

うで、契約者は PDVSA のようだ。また、シーメンスは

国営電力公社 Corpoelec や関係業者とも協議を行って

いるという。 

 

今回のケースは、米国の制裁下でドイツ企業がマドゥロ

政権と契約を締結する異例なケースになると報じられ

ている。 

 

「米裁判所 ConocoPhillips への賠償支払いを命令」         

 

８月１９日 米国ワシントン裁判所の Carl Nochols 判

事は、ベネズエラ政府に対して「Conoco Phillips」に８

７億ドルの賠償金を支払うよう命じた。 

 

この賠償金は故チャベス政権時代にベネズエラ政府が

行った接収の賠償金。当時、故チャベス元大統領は資源

ナショナリズムを掲げ、エネルギー産業で活動する外国

企業の資産を半ば強制的に接収していた。 

 

この時に「Conoco Phillips」はベネズエラ事業からの撤

退を余儀なくされており、この賠償金を支払うよう判決

がでている。 
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この判決自体は２０１３年に国際投資紛争解決センタ

ーが判決を下していたが、２０１９年に米国裁判所でも

ベネズエラ政府に対して支払いを命じる趣旨の判決が

されていた。 

 

しかし、それから３年が経過し、支払いがされていない。 

 

Conoco Phillips は米国にある PDVSA 子会社「Citgo」

を差し押さえることで、賠償金の回収を試みているが、

米国政府がグアイド暫定政権をベネズエラの正当な政

府と認識し、ライセンスを発行していることもあり、賠

償金の回収は進んでいない。 

 

今回は改めてベネズエラ政府に対して支払いを要請し

たということと思われる。 

 

「カルドン製油所 稼働を再開」                  

 

ロイター通信は、関係者からの情報として、カルドン製

油所が再稼働したと報じた。 

 

カルドン製油所は施設の損傷を理由に６月末から稼働

を停止していたが、補修が完了したという。 

 

関係者の情報によると、今回の稼働再開でカルドン製油

所は日量２．８万バレルのガソリンを精製しているとい

う。 

 

２０２２年５月、ベネズエラはイランの「Compañía 

Nacional de Ingeniería y Construcción de Petróleo de 

Irán」と契約を締結。ベネズエラ製油所の補修を委託し

ている。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラ 世界の美しい国３９位」           

 

「Forbes」は、世界の美しい国上位５０カ国をランキン

グで発表。ベネズエラは３９位にランクインした。 

 

ベネズエラは、カナイマ国立公園、エンジェルフォール、

ロスロケスなど世界的に有名な観光地がたくさんある。 

 

また、旧市街地にも歴史的な建造物がたくさんあり、遺

産として残されているのではなく、現在も使用されてい

るような建物も多い。観光地としての魅力は十分にある

だろう。 

 

なお、トップ１０は以下の通り。 

 

１．インドネシア 

２．ニュージーランド 

３．コロンビア 

４．タンザニア 

５．メキシコ 

６．ケニア 

７．インド 

８．フランス 

９．パプアニューギニア 

１０． コロモス 

 

日本は１４位。米国は１２位だった。 
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２０２２年８月２３日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 米国の制裁緩和のため         

      民間企業によるロビー活動を要請」        

 

８月２３日 マドゥロ大統領は、民間の経済団体と会合

を実施。 

 

民間セクターに対して、米国の「外国資産管理局

（OFAC）」に対して制裁を緩和させるためのロビー活

動を行うよう求めた。 

 

米国政府はマドゥロ政権との協議、制裁緩和については

ハードルが高いが、企業からの要請についてはシーメン

スの例のように個別に制裁ライセンスを発行するなど、

まだ対処が容易なのかもしれない。 

 

また、「ベネズエラは新たな経済モデルを構築し、成長

への道を歩み始めた」と主張。企業に対して、ベネズエ

ラへの投資を求めた。 

 

また、コロンビアとの取引、国境移動の再開について意

欲を示し、コロンビア向けに輸出を拡大すると主張した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

 

「検察庁 Monomeros 調査のため調査員派遣」           

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、コロンビアに

あるベネズエラ政府系企業「Monomeros」の汚職調査を

行うために５人の調査員を派遣すると発表した。 

 

サアブ検事総長によると、５人の調査員のうち３名は検

事、２名は汚職犯罪調査の担当官だという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.795」にて、エルビス・ア

モロソ行政監督庁が、コロンビアが Monomeros のコン

トロール権をマドゥロ政権に返還したと発表していた。 

 

本件について、ペトロ政権は特段のコメントをしていな

いが、マドゥロ政権側の検察庁が Monomeros に調査員

を派遣するということは、行政監督長の発言が事実の可

能性は高いと言える。 

 

検察庁は、２０１９年以降グアイド暫定政権が任命した

「Monomeros」の役員２３名に対して「ベネズエラの公

的資産を私的な理由で使用した」として、国際指名手配

をかけると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.796」）。 

 

経 済                       

「中銀 第２四半期の GDP 成長率１８．７％増」            

 

８月２３日 ベネズエラ中央銀行のカリスト・オルテガ

総裁は、ベネズエラ民間セクターの GDP 成長率につい

て２２年第１四半期は前年同期比１７．０４％増、第２

四半期は同１８．７％増だったと発表した。 

 

なお、次ページに中央銀行が公表した民間セクターの２

１年第３四半期からの GDP 成長率がかかれている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425504c7bf957b86892074bf8780e78f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7230774a0a6fbf0246fae10288465476.pdf
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同グラフによると、２１年第３四半期が同１４．５５％

増、第４四半期が同１９．０７％増となっている。 

 

なお、公的部門や石油セクターの GDP 成長率について

は公表されていない。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

「Cepal ２２年のベネ GDP 成長率１０％」         

 

国連の「ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（CEPAL）」

は、２０２２年のベネズエラの経済成長率の見通しを１

０％とした。 

 

また、ラテンアメリカ地域全体の GDP 成長率は２．７％

と予想。ベネズエラの GDP 成長率見通しは、同地域の

中では、最も高い成長率となる。 

 

他の国では、 

パナマが同７％ 

コロンビアが同６．５％ 

ドミニカ共和国が同５．３％ 

ウルグアイが同４．５％ 

グアテマラが同４％ 

ホンジュラスが同３．８％ 

 

ボリビアが同３．５％ 

アルゼンチンが同３．５％ 

コスタリカは同３．３％ 

キューバは同３％ 

ニカラグアは同３％ 

エクアドルは同２．７％ 

ペルーは同２．５％ 

メキシコは同１．９％ 

チリは同１．９％ 

ブラジルは同１．６％と続いた。 

 

「Cendas-FVM ７月の基礎食糧費４７０ドル」         

 

８月２３日 一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を

調べている非営利団体「CENDAS-FVM」は、７月の基

礎食糧費がドル建てで月額４７０．４４ドルだったと発

表した。 

 

なお、現在の最低賃金は月額１２６ボリバル。ドルに換

算すると２０ドルとなっており、生活するにはとても足

りない。 

 

６月の食糧費は月額４５９．８４ドルだったので、食費

が上がったことになる。 

 

「融資額の７８％は５つの銀行に集中」         

 

現地金融コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、２２年７月の融資額が先月比１０．１％

増え３２億６，１６０万ボリバルだったと発表した。 

 

この金額はドルに換算すると５億６，３００万ドルに相

当する。 

 

なお、前年同期比でいうとボリバル建てで１８２．５％

増、ドル建てで９７％増になるという。 
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なお、融資額は増加しているものの経済団体は５０億ド

ルの融資が必要と主張しており、現状は全く十分な水準

にはない。 

 

銀行別で最も融資額が多いのは国営の「ベネズエラ銀行」

で約８．９億ボリバル（融資額全体の２７．３％）。 

 

次いで民間銀行の「BBVA Provincial 銀行」で５億７，

８７２万ボリバル（同１７．７％）。 

 

その後「Banesco」が４億３，８８９万ボリバル（同１

３．５％）。 

 

「Banco Nacional de Credito（BNC 銀行）」が３億３，

３９５万ボリバル（同１０．２％）。 

 

「メルカンティル銀行」が３億９８６万ボリバル（同９．

５）と続く。 

 

これら上位５行だけで融資総額の７８．２％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「ベネ移民 １０人に８人は帰国を望まない」            

 

「Atenas Group Consultor」は、ベネズエラ移民に対す

るアンケート調査を実施した。 

 

同調査によると、ベネズエラ移民の４９％はコロンビア

へ移動。ペルーが２９％、チリが１５％、エクアドルが

１４％、アルゼンチンが７％だという。 

 

回答者に「ベネズエラに戻りたいと考えているか？」と

の質問をしたところ「ベネズエラに戻りたい」と回答し

たのは１６％。残りの８４％はベネズエラに戻りたいと

は思っていないという。 

 

なお、ベネズエラ移民について統計を公表している

「 Coordinación interagencial para refugiados u 

Migrantes  (R4V)」によると、ベネズエラ移民の数は６

１４万７，０４０人。そのうち５０８万７，４９５人が

ラテンアメリカ・カリブ海地域に移住しているという。 

 

以上 


