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（写真）Impacto Venezuela “米国 マイケル・モレノ最高裁判長に５００万ドルの懸賞金かける” 

 

 

２０２０年７月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「最高裁任命 AD・PJ・VP 与党議員が加入？」 

「２０日から１週間 隔離措置で原則、外出禁止」 

「スクレ州知事 Covid-１９感染」 

「パラ議員 急性肺炎で病院へ搬送」 

「ウルグアイ外相 ベネズエラは独裁政権」 

経 済                     

「タチラ州 ガソリン供給を停止」 

「Movistar ベネズエラ事業を売却？」 

「ロンサンタテレサ新商品 容器はビニールパック」 

「SIDOR 工場 稼働再開せず」 

２０２０年７月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「米国政府 モレノ最高裁判長に懸賞金 

～モレノ最高裁判長の妻も拘束対象に～」 

「日本外務省 Covid-１９を理由に 

ベネズエラへの渡航中止勧告」 

「マドゥロ大統領 来週の隔離緩和措置を検討」 

経 済                    

「石油産業再建には６０億ドルの投資必要」 

「Chocolate El Rey Fragolate と商品開発」 

社 会                     

「大型の竜巻がベネズエラに接近」 
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２０２０年７月２０日（月曜）             

政 治                       

「最高裁任命 AD・PJ・VP 与党議員が加入」       

 

６月１５日、１６日 マドゥロ政権側の最高裁は、「行

動民主党（AD）」と「第一正義党（PJ）」に対して、組

織の再構築を命令（「ベネズエラ・トゥデイ No.459」参

照）。 

 

７月７日には、「大衆意志党（VP）」についても同様の決

定を下した（「ベネズエラ・トゥデイ No.468」参照）。 

 

７月２１日 現地メディア「Tal Cual」は、最高裁に再

構築を命じられた AD、PJ、VP の状況について報じた。 

 

「Tal Cual」によると、３党の中で特に問題なのは「第

一正義党（PJ）」で、党内には与党系の議員が加入して

いるという。 

 

具体的に挙げられたのは、１５年の国会議員選で与党系

の政党「Tupamaro」から出馬し、補欠議員となった Kelly 

Perfecto 議員。 

 

Kelly Perfecto 議員は、１８年に「Tupamaro」を離党し、

ニックメル・エバンス氏（元々与党派の政治家だったが、

離反した人物）が組織した政党「包括的な民主主義行動

（MDI）」に加入。 

 

しかし、与党から賄賂５万ドルを受け取り寝返ったとし

て１８年１２月に「MDI」を除名されている。 

 

MDI 除名後、Perfecto 議員は１９年に補欠議員から本

議員にくり上がっている。 

 

 

「２０日から１週間 隔離措置で原則、外出禁止」         

 

７月１９日 マドゥロ大統領は２０日の週の Covid-１

９隔離措置について、食料品店や病院など活動を停止で

きない業種を除き、全ての業種の営業を禁止すると発表

した。 

 

つまり、７月２０日の週は「レベル１」の隔離措置が全

国で施行されることになる。 

 

７月２１日時点でベネズエラの Covid-１９感染者数は

１２，７７４名。引き続き１日で４００名超の感染者が

確認されており、収束の気配はない。 

 

なお、Covid-１９を理由とする死者は２１日時点で１２

０名となっている。 

 

「スクレ州知事 Covid-１９感染」                  

 

７月２０日 スクレ州知事のエドゥイン・ロハス氏は、

自身が COVID-１９に感染したと発表した。 

 

数日前から感染症状は出ており、１４日の時点で隔離措

置が取られていたが、正式に陽性の結果が出たという。 

 

 

（写真）El Nacional 

“スクレ州知事 エドゥイン・ロハス氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
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「パラ議員 急性肺炎で病院へ搬送」         

 

７月２０日 与党派国会のミゲル・ポネンテ秘書官は、

ルイス・パラ議長がカラカスの病院に運ばれ治療を受け

ていると発表した。 

 

７月１９日 パラ議員は、急性肺炎と診断されヤラクイ

州のサン・フェリペ病院に運ばれていた。 

 

その後、簡易なCovid-１９感染テストを２度受けたが、

２回とも陰性だったという。現在、PCR 検査の結果待

ちの状態で、隔離措置が取られている。 

 

 

（写真）ルイス・パラ議員ツイッター 

 

「ウルグアイ外相 マドゥロ大統領は独裁者」         

 

７月２０日 ウルグアイのフランシスコ・ブスティージ

ョ外相は、マドゥロ大統領を独裁者と非難した。 

 

「国際法、民主主義規範、私の個人的な信念においてベ

ネズエラの大統領は独裁政権だと確信している。」 

と述べた。 

 

バスケス前政権の頃、ウルグアイはベネズエラ問題につ

いて、与野党双方の対話で解決を求めるコンタクトグル

ープに所属していた。 

 

また、ベネズエラ問題について偏った姿勢を取る米州機

構（OAS）に異を唱えて OAS 会合を退席するなどマド

ゥロ政権に同情的な国だった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.310」参照）。 

 

しかし、２０年３月にラカジェ新政権に代わり対ベネズ

エラ方針は転換。 

 

２０年３月～６月にかけてウルグアイの外相を務めて

いたエルネスト・タルビ外相は、マドゥロ政権を「独裁

政権」と認識することを拒否。 

 

外交政策でラカジェ政権の方針と合わないことから、辞

任を表明していた。 

 

タルビ外相の辞任を受けて、７月６日にフランシスコ・

ブスティージョ氏が新たな外相に就任。 

ベネズエラに対するブスティージョ氏のスタンスに注

目が集まっていた。 

 

経 済                        

「タチラ州 ガソリン供給を停止」            

 

７月２０日 タチラ州の「ガソリン供給委員会」は、

「Covid-１９隔離措置を順守するため、ガソリン供給を

停止する」と発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.473」でも紹介したが、

現在ベネズエラのガソリン燃料の在庫は危機的な状況

にある。 

 

「Covid-１９の隔離措置を守るため」と発表しているが、

ガソリン不足が本当の理由だろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
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カラカスは比較的ガソリン供給が優遇されているが、ス

リア州では１２時間ほど並ばなければガソリンを給油

できないなど地方でのガソリン不足感が高まっている。 

 

「Movistar ベネズエラ事業を売却？」         

 

７月２０日 通信分野の専門家 Fran Monroy 氏は、ツ

イッターで「Movistar Venezuela」が別の会社に売却さ

れる可能性があると投稿した。 

 

「公式には「Movistar Venezuela」は、今後もベネズエ

ラでの事業を継続する意志を示しているが、私が持って

いる証拠と異なっている」 

と投稿。 

 

「「Movistar Venezuela」は売却され、会社名が変わる。

新たなオーナーは多国籍企業の大会社だ。この会社の経

営者はチャベス元大統領ととても仲が悪かった。しかし、

ロペスオブラドールを通じてマドゥロを説得した。」 

と補足した。 

 

このツイートを受けて、「Movistar Venezuela」の売却相

手は「Telcel Mexico」のオーナーであるカルロス・スリ

ム氏のことではないかと噂されている。 

 

「ロンサンタテレサ新商品 容器はビニールパック」         

 

７月２０日 ベネズエラのラム酒メーカー「ロンサンタ

テレサ」は、新商品を発表した。 

 

この商品の新しい点は、ビニールパックの容器にラム酒

が入っている点。詰め替え用のようなイメージだ。 

 

重量が軽いので、持ち運びに便利なメリットがある。 

 

 

 

現時点で、同商品の販売日は決まっていない。 

 

元々、同商品を発表するのはまだ先のはずだったが、ソ

ーシャルメディア上に同商品の写真が拡散。 

 

「ロンサンタテレサ」は、フェイクニュースではないこ

とを明らかにするため、発表を余儀なくされたという。 

 

 

（写真）El Cooperante 

 

「SIDOR 工場 稼働再開せず」             

 

７月上旬にベネズエラの鉄鋼公社「SIDOR」が、２年ぶ

りに工場の稼働を再開したとの記事を紹介した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.467」参照）。 

 

しかし、実際のところ工場は稼働していないようだ。 

 

SIDOR 労働組合のレイナルド・カルボ氏は「Correo del 

Caroni」の取材に対して、「適切な投資が行われなけれ

ば工場を再開することはできない」と言及。 

 

「労働者を騙し続けることはできない。工場再稼働の発

表はその絵を写真に収めるためだけのものだった」 

と言及した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
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２０２０年７月２１日（火曜）              

政 治                       

「米国政府 モレノ最高裁判長に懸賞金         

   ～モレノ最高裁判長の妻も拘束対象に～」        

 

７月２１日 米国のポンペオ国務長官は、ベネズエラの

マイケル・モレノ最高裁判長に５００万ドルの懸賞金を

かけたと発表した。 

 

「本日、組織犯罪対策プログラムの枠組みで、ベネズエ

ラ人のマイケル・モレノ氏に５００万ドルの懸賞金をか

けた。モレノ氏逮捕につながる情報を提供した人に５０

０万ドルを支払う。」 

と説明した。 

 

 

（写真）米国国務省 

“マイケル・モレノ裁判長に懸賞金５００万ドル、 

モレノ裁判長の妻デボラ・メニクッチ氏へも拘束対象“ 

 

 

また、国務省が公表した資料によると、モレノ最高裁判

長への懸賞金に加えて、モレノ最高裁判長の妻で元ミ

ス・ベネズエラのデボラ・メニクッチ氏（本稿、表紙の

女性）も拘束対象となっている。 

 

懸賞金をかけた理由について国務省は 

「自身の地位を利用し、２０件以上の裁判において、罪

状の軽減と引き換えに賄賂を受け取っていた。 

 

また、モレノ氏は１７年５月に制裁対象リストに加えら

れており、２０年３月１２日にマネーロンダリングに関

与した罪によりフロリダ州裁判所で告訴された。」 

としている。 

 

この訴えに対して、モレノ最高裁判長は 

「外国による介入を拒絶し、自国主権を守る」 

と米国政府の対応を非難した。 

 

筆者は、「モレノ最高裁判長が賄賂を受け取ったことが

あるだろう」と考えてはいるが、一国の公権力の代表に

対してこのような行動を取るのであれば、米国政府は誰

でも納得できるような動かぬ証拠を示すべきだとも考

えている。 

 

国務省の発表文では「２０件超の事件で、罪状軽減と引

き換えに賄賂を受け取った」と書かれているが、それ以

上のことは書かれていない。 

 

賄賂を受け取った証拠はもちろん、どのような案件なの

か、いくら受け取ったのかも提示されていない。 

 

マドゥロ政権は信頼に値しないが、これまでの米国政府

のやり方を見る限り、米国政府も信頼に値しない。 

 

証拠を対外的に公表することなく行政が司法のように、

裁判さえも行わずにホワイトハウスの意志で罰を科す

のは法治国家としておかしいのではないか。 
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（写真）米国国務省 

 

「日本外務省 Covid-１９を理由に           

        ベネズエラへの渡航中止勧告」           

 

７月２１日 日本外務省は、Covid-１９感染症の拡大を

理由に渡航を控えるべき国の情報を更新した（外務省海

外安全ホームページ）。 

 

今回の更新で新たに１７カ国が追加されており、その１

７カ国にベネズエラも含まれている。 

 

今回の更新により、ベネズエラの感染症危険レベルは３

に変更。「渡航は止めてください（渡航中止勧告）」とな

った。 

 

 

 

なお、「渡航は止めてください（渡航中止勧告）」に変更

した１７カ国は以下の通り。 

 

【危険度】レベル３：  

 

（アジア・大洋州）ネパール 

（中南米）スリナム、パラグアイ、ベネズエラ 

（欧州・中央アジア）ウズベキスタン 

（中東・アフリカ）ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シ

エラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、パレスチ

ナ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア 

 

「マドゥロ大統領 来週の隔離緩和措置を検討」            

 

７月２１日 マドゥロ大統領は、翌週（７月２７日の週）

からの Covid-１９隔離緩和プランについて、どのよう

な緩和措置が望ましいかを検討するため、４８時間以内

に全ての州政府と省庁に対して、アンケートを実施する

よう命じた。 

 

「私は Covid-１９隔離緩和プランの内容を検討してい

る。次の週の隔離プランを決めるため、州知事や全省庁

に対して４８時間以内にアンケートを実施するよう求

める。」 

と発表した。 

 

経 済                       

「石油産業再建には６０億ドルの投資必要」            

 

ベネズエラのエネルギー専門家フランシスコ・モナルデ

ィ氏は、ベネズエラが日量２００万バレル超の原油を産

出するためには６０億ドル超の投資が必要だとの見解

を示した。 

 

 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0721.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0721.html
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「原油収入で国が維持できるかどうかという観点で見

れば、ベネズエラは既に産油国ではなくなっている。 

 

しかし、適切な投資とインフラ環境があれば、日量２０

０万バレル超を産出できる産油国に戻ることが出来る

と確信している。 

 

そのためには政治の変更が必要だ。制裁の懸念と投資受

け入れ体制への懸念が外国投資を妨げている。」 

と述べた。 

 

「Chocolate El Rey Fragolate と商品開発」         

 

カラカスではジェラート屋を比較的よく見かける。 

日本人駐在員が住む地域には「４Ｄ（クアトロ・デ）」

というジェラート屋が数店舗あり、昔は家族連れで食べ

に行った日本人も多かった。 

 

日本人にはそこまで知名度は高くないが、「Fragolate」

というジェラート屋もベネズエラでは良く知られるジ

ェラート屋だ。 

 

その「Fragolate」が、「Chocolate El Rey」と共同開発し

たチョコレートアイスの販売を開始すると発表した。 

 

「Chocolate El Rey」は、ベネズエラの老舗チョコレー

トメーカーで、ベネズエラ出張のお土産に同社のチョコ

レートを買って帰った人も多いのではないか。 

 

アイスはベネズエラのカカオ豆純度６１％のチョコレ

ートを使用しているという。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Fragolate 

 

社 会                       

「大型の竜巻がベネズエラに接近」            

 

ベネズエラ気象観測所は、カリブ海を移動している嵐が

竜巻になり今後ベネズエラを通過する可能性があると

報じた。 

 

嵐は、時速１３キロのスピードでベネズエラに向かって

おり、２５日（土曜）～２６日（日曜）頃にベネズエラ

北部の海岸沿いを通過すると見られている。 

 

なお、この嵐が台風に変わった場合、「Gonzalo」と名前

が付けられるようだ。 

 

（写真）ベネズエラ気象観測所 

以上 


