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（写真）ペルー外務省 “リマグループ 米州首脳会議へのマドゥロ大統領出席に不快感を示す” 

 

 

２０１８年２月１２日（月曜） 

 

政 治                    

 「米国 ベネズエラ対策で予算９００万ドル」 

「米国 ラミレス元国連大使らに汚職容疑かける」 

 「国連分担金不払いでベネズエラの投票権失効」 

 「人権委員会 ベネズエラ人道危機の調査を報告」 

経 済                    

 「EMTA PDVSA 社債のフラット取引を推奨 

～一時的に PDVSA 社債の価格上昇～」 

 「ベネズエラ フロリダへの不動産投資は南米２位」 

社 会                    

 「学生の日の抗議デモ起きるが動員率低い」 

２０１８年２月１３日（火曜） 

 

政 治                    

 「ペルー 米州首脳会議出席を歓迎しない」 

 「リマグループ 大統領選実施を非難」 

経 済                    

 「ベネズエラ原油の供給減で米国製油所に支障」 

 「PDVSA 子会社 INTEVEP 中国企業と協定」 

社 会                    

 「アルーバで GOLD５０キロ国外持ち出し未遂」 

「PDVSA アンソアテギで爆発発生 ２名死亡」         

「アルゼンチンに住むベネズエラ人１４２％増」 

「コロンビア国境 ベネズエラへの送還増える」 
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２０１８年２月１２日（月曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラ対策で予算９００万ドル」       

 

２月１２日 米国トランプ大統領は２０１９年度（１８

年１０月～１９年９月）の予算教書を議会に提出した。 

 

国務省の１９年度予算は３７８億ドル。１８年の５５６．

３億ドルから３２％減だった。 

 

その中に「ベネズエラの民主主義と人権と自由を促進す

るため」として９００万ドルの予算が計上されている。

前年度予算ではベネズエラ対策費は計上されていなか

った。なお、キューバ向けは同様の趣旨で１，０００万

ドル（１８年度の半分）の予算が計上されている。 

 

なお、最終的には議会の承認を必要とするため、同予算

の１９年度執行が決定しているわけではない。 

 

ただ、承認されれば国務省は年度中に割り当てられた予

算を執行する必要がある。米国はこれまで以上にベネズ

エラに関わることになるだろう。 

 

「米国 ラミレス元国連大使らに汚職容疑かける」         

 

米国法務省は PDVSA と電力エネルギー省の元役人５

名が汚職に関わった疑いがあるとして訴えた。 

 

訴えられたのは元 PDVSA 総裁で元国連大使のラファ

エル・ラミレス氏。 

また、１７年１０月にスペインで逮捕されたカルロス・

デ・レオン氏。ネルビス・ヘラルド・ビジャボロス氏。

デビッド・リンコン・ゴドイ氏。ラファエル・レイテル・

ムニェス氏ら計５名。 

 

 

米法務省の秘書官は 

「この訴えは資金洗浄により経済活動をゆがめる汚職

の根源と米国が闘っていることの証明である。 

今回の訴えは汚職体質の外国政権をけん制する効果が

ある。もし、不法な手段で得た利益を米国内で洗浄する

のであれば我々は犯罪者として裁く。」 

と説明した。 

 

LaPatilla の記事によると、PDVSA の汚職に関与が疑わ

れている米国の企業関係者が、PDVSA との業務契約の

見返りとして賄賂を要求されたと自白しているようだ。

賄賂を要求した者の中にはラファエル・ラミレス元国連

大使が含まれているようだ。 

 

野党が多数を占める国会は、０４年～１４年にかけて１，

１００億ドルの資金が PDVSA を経由して不正に流れ

たと訴えている。 

 

「国連分担金不払いでベネズエラの投票権失効」                  

 

２月１２日 ベネズエラは国連加盟国が支払わなけれ

ばならない分担金の支払いが遅れたため、一時的に国連

の投票権が失効した。本件は１７年も起きており、これ

で２年連続になる。 

 

国連のステファン報道官は１月２９日時点でベネズエ

ラを含めて以下の８カ国が分担金の支払いを遅延して

いることを明らかにした。 

 

ベネズエラ共和国、中央アフリカ、ドミニカ国、赤道ギ

ニア、グラナダ、リビア、スリナム、イエメン。 

 

なお、国連が緊急措置の必要性を認めた場合は拠出金の

支払いを免除される。同措置により、コモロ、ギニアビ

サウ、サントメプリンシペ、ソマリアは拠出金の支払い

無しで投票権が維持されている。 
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「人権委員会 ベネズエラ人道危機の調査を報告」                  

 

２月１２日 国連の人権委員会はベネズエラの人権侵

害状況に関する調査報告書を公表した。 

 

同報告書には民主主義的なシステムの劣化が見られる

と書かれており、国連として緊急的な対策が必要だとし

ている。 

 

報告書は、「民主義的な組織」「法律の状況」「ベネズエ

ラでの人権侵害」の３パートに分かれている。 

 

２０１７年中に同委員会は３１名のベネズエラ人を保

護する裁定を出している。 

 

また、１２年から度々、ベネズエラでの現地調査を申請

しているが政府から許諾を受けていない。現地視察が受

け入れられないため、同委員会は専門家や外国にいる関

係者からの聞き取りによる報告書作成を行っている。 

 

経 済                        

「EMTA PDVSA 社債のフラット取引を推奨      

    ～一時的に PDVSA 社債の価格上昇～」           

 

２月１２日  新興国市場取引者協会（EMTA）は

PDVSA社債の利息支払いが長期にわたり滞っているこ

とを理由にフラット取引を推奨すると発表した。 

 

フラット取引とは経過利息分の金額を考慮せずに債券

自体を取引する方法。デフォルトした債券では一般的に

採られる措置だ。 

 

ベネズエラ国債は PDVSA よりも長い期間、利息の支払

いが滞っているため１８年１月８日からフラット取引

が一般化していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.83」１

月８日付の記事参照）。 

 

EMTA は証券業界の管理当局ではなく任意団体なので

フラット取引への移行は義務ではないが、多くの取引は

同組織の推奨に従い１２日からフラット取引を開始し

た。 

 

なお、フラット取引に移行すると経過利息が考慮されな

くなるため、数字上は債券価格が一時的に上昇する。 

特に２月１７日に利息が支払われる予定だったPDVSA

２０２２年債は累積利息が多く同債券は大きく価格を

上げた。 

 

 

（写真）AvSec 

“２月１２日のベネズエラ債券価格と前日比増減率” 

 

「ベネズエラ フロリダへの不動産投資は南米２位」         

 

マイアミの不動産取引業協会によると、２０１７年中に

ベネズエラ人がフロリダ州の不動産を購入した金額は

総額で７．８億ドル。南米ではアルゼンチン人に続いて

第２位となった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
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フロリダの不動産に詳しいロドリゴ・アスプルラ氏によ

ると、 

 

「ベネズエラの政治状況が混迷を極める中で、多くの人

がフロリダ州に不動産を購入している。」 

とコメントした。 

 

報告書によると、ベネズエラ人は特に Miami-Dade、

Broward 周辺で不動産を多く購入する傾向にある。この

地域だけで見れば外国人の不動産購入額の１２％はベ

ネズエラ人によるものだ。 

 

また、外国人の不動産需要が多いマイアミ北部 Broward、

Fort Lauderdale の場合、最も物件購入が多いのはカナ

ダ人で外国人投資の１２％、次いでアルゼンチン人が

８％、ブラジル、コロンビア、ベネズエラ人による不動

産投資は夫々６％程度。 

 

ベネズエラ人による不動産購入額の平均は１件２９万

９，０００ドル（３，０００万円超）。外国人の購入平

均である３３万９，３００ドル（約３，５００万円）よ

りも低い。 

 

１７年に南フロリダ地区の不動産を最も多く購入した

のはアルゼンチン人で取引額全体の１５％を占める。次

いでベネズエラ人の１１％、カナダ・コロンビア人が

夫々約１０％程度だった。 

 

フロリダ州での外国人による不動産購入が増えている。

同協会によると１７年だけで１万５，４００戸の不動産

が外国人に購入された。１６年と比べて４０％増えたこ

とを意味する。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「学生の日の抗議デモ起きるが動員率低い」                  

 

２月１２日の「学生の日」に全国的に若者を中心とした

抗議行動が行われた。ミランダ州はもちろんララ州、コ

ヘーデス州、ボリバル州などでも抗議行動が確認されて

いる。 

 

カラカスではエル・カフェタルの Plaza Las Americas か

ら Cementerio del Este までのルートでデモ行進が行わ

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.97」２月１１日付の

レポート参照）。 

 

ただし、これまでと比べると参加者はそこまで多くない

ようだ。数人の負傷者と逮捕者は出ているが、筆者の調

べた限りでは死者は報告されていない。 

 

とは言え、ベネズエラでは２月～４月にかけて抗議行動

が激化することが多い。社会不安が解消されているわけ

ではなく、状況は予断を許さない。 

 

 

（写真）Twitter による一般人の投稿 

“１月１５日に治安部隊に殺害されたオスカル・ペレス

元 CICPC 捜査官が埋葬されている墓地（Cementerio 

del Este）に集まる若者ら” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57ead130985c52e760647965b86822b5.pdf
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２０１８年２月１３日（火曜）             

政 治                        

「ペルー 米州首脳会議出席を歓迎しない」        

 

ペルーのクチンスキ大統領は４月１３日、１４日に同国

で開催される米州首脳会議にマドゥロ大統領が参加す

ることについて、歓迎しないとのコメントをツイッター

に投稿した。 

 

「ベネズエラの現状を踏まえて、ペルー政府はマドゥロ

大統領のペルー来訪を歓迎しないことを決めた。本決定

はリマグループの合意を得ており、２００１年のケベッ

ク宣言に準じたものである。 

ケベック宣言によると、民主主義的な秩序を失った場合

は米州首脳会議への参加を拒否する理由になる。」 

 

先週からマドゥロ大統領の首脳会議参加について諸外

国、ペルー議員、ペルーに居住するベネズエラ人らから

抗議の訴えが寄せられていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.95」２月６日付の記事参照）。 

 

「リマグループ 大統領選実施を非難」           

 

２月１３日 ベネズエラ政府を非難する米州１４カ国

で構成されるリマグループがリマに集まり、ベネズエラ

の状況について協議した。 

 

以下、同日発表されたリマグループの宣言の要約。 

 

 

アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、

コスタリカ、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メ

キシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、サンタルシアの

外相は野党との合意に至ることのない４月２２日の大

統領選の実施を非難する。 

 

（１）民主主義的で透明な大統領選の実施を出来なくし

たことを非難する。この要件を満たしていない選挙は信

頼できず、法的に保証されたものではない。 

 

（２）ベネズエラ政府に対して前述の要件で大統領選を

行うことを要求する。 

 

（３）政治犯がおり、外国からの投票が妨げられ、一部

の政党しか選挙に参加できないような作為的な措置を

取る限りは民主的な選挙とは言えない。 

 

（４）国連人権委員会によるベネズエラの民主主義的な

問題について言及した報告書の内容を認識する（本号

「人権委員会 ベネズエラ人道危機の調査を報告」）。 

 

（５）国連司法裁判所による人道危機の裁判を実施する

かどうかを評価する事前調査の開始を評価する（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.96」２月８日付の記事参照）。 

 

（６）ケベック宣言を受けて、民主主義制度が崩壊した

国の米州首脳会議への参加を拒絶する。 

 

（７）ベネズエラ政府に対して、人権侵害が深刻化して

いることを非難し、外国に対して人道支援を求めるよう

要請する。 

 

（８）社会不安を受けて、数千人規模のベネズエラ人が

外国に逃亡している。この状況についてベネズエラ政府

が適切な対応を取ることを求める。 

 

（９）ドミニカ共和国で行われた与野党交渉でのチリと

メキシコの尽力を評価する。 

 

２０１８年２月１３日、リマ 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
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経 済                       

「ベネズエラ原油の供給減で米国製油所に支障」            

 

ブルームバーグによると、ベネズエラからの原油供給が

減少したことで米国湾岸地域の製油所の稼働に問題が

起きているようだ。 

 

米国産原油の産油量が急激に増える一方でベネズエラ

原油の輸出は減少している（米国の原油輸入減について

は「ベネズエラ・トゥデイ No.95」２月６日付の記事参

照）。米国湾岸の製油所はベネズエラ原油を精製する前

提で設計されており、別の油種に代替することは容易で

はない。 

 

ベネズエラ産原油は不純物が多く含まれており、WTI

よりも１バレル当たり７～１０ドル程度安く取引され

ていた。一方でベネズエラ産原油の供給が減少している

ことを受けて、最近では WTI とベネズエラ産原油の価

格差が縮小している。 

 

「PDVSA 子会社 INTEVEP 中国企業と協定」         

 

PDVSA 子会社で原油 R＆D 部門を担う INTEVEPはハ

イエンド石油機器の研究・開発・製造を統合する総合産

業グループKerui Petroleum Companyとの覚書（MoE）

を締結した。 

 

同社の Tongjie Dou 副社長と INTEVEP のオマール・

ウスカテギ社長が覚書に署名した。 

 

具体的な協力内容は明らかにされていないが、署名式で

は「石油産業の研究・開発、技術開発の協力に関わる複

数のプロジェクト」と発表している。 

 

 

 

 

 

（写真）PDVSA Intevep ツイッター 

“INTEVEP 社長（左）と Kerui 副社長（右）” 

 

社 会                       

「アルーバで GOLD５０キロ国外持ち出し未遂」                  

 

金５０キロをオランダに持ち出そうとしたベネズエラ

人がアルーバで逮捕された。 

現地情報サイト El Pitazo によると被告は２月１２日に

KLM 航空の荷物チェックの際に見つかった。スーツケ

ースには４６本の金の延べ棒は入っており、その価値は

２１０万ドルに相当する。 

 

エリアス・マタ議員は、過去６年間で２，０００万ドル

相当の金が不正に国外に流出していると訴え、政府に汚

職の原因を明らかにするよう求めた。 

 

 

（写真）ドイツ人記者 Bram Ebus 氏ツイッター 

“荷物チェックで発見された金の延べ棒” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
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「PDVSA アンソアテギ州で爆発発生 ２名死亡」         

 

ホセ・ブリト議員は PDVSA グアリコ１３のステーショ

ンで爆発が起こり、少なくとも２名が死亡したとツイッ

ターで投稿した。 

 

ブリト議員によると死者２名はアンソアテギ州南部の

Mojacasabe 地区の農園で働く現地人だったとのこと。 

 

PDVSA側は本件について公式な情報は明らかにしてい

ない。 

 

 

（写真）ホセ・ブリト議員ツイッター 

 

「アルゼンチンに住むベネズエラ人１４２％増」         

 

２月１３日 アルゼンチンの移民局は、アルゼンチンで

の居住を許可されたベネズエラ人の数は３万１，１６７

名いると報告した。２０１６年と比較して１４２％増え

たと発表している。 

 

１２年時点ではアルゼンチンに住むベネズエラ人の数

は１，９００名。それが１６年には１万２，８５９名に

増え、１７年末には３万１，１６７名まで増えたという。 

 

アルゼンチン移民局のオラシオ・ガルシア局長は 

「最近では移民申請の際に必要な犯罪歴証明の発行を

ベネズエラ政府が遅らせている。」とコメントした。 

 

また、ベネズエラから来るのは学生や若者が多いと補足

した。 

 

アルゼンチンは２月１１日にベネズエラで取得した学

位をアルゼンチンでも有効なものとする決定を下した

ばかりだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.97」２月９日付

の記事参照）。 

 

「コロンビア国境 ベネズエラへの送還増える」         

 

ククタの市民保護官が発表した情報によると７００名

超のベネズエラ人がククタからベネズエラに送還され

たようだ。 

 

該当する７００名超は１８年１月～現在にかけてコロ

ンビアに入国したベネズエラ人で、入国に必要な書類を

持っていない人達とのこと。 

 

２月８日にはサントス大統領がベネズエラとの国境の

コントロールを強化するとの発表している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.97」２月９日付の記事参照）。 

 

サントス大統領は、国境対策の一つとして「国境通行カ

ード」の発行を停止すると決定した。 

 

市民保護官は「国境通行カード」について、コロンビア

での一時的な滞在を許可するカードであり、コロンビア

国内で働くことは出来ず、且つ無期限でコロンビアに留

まることもできないと説明した。 

 

ククタに住むコロンビア人から、ベネズエラ人が公園な

ど公共施設で寝泊りしており、治安が悪化しているとの

抗議が増えている。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57ead130985c52e760647965b86822b5.pdf
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