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（写真）Armando.Info ”マドゥロ政権と良好な関係を築いて、ベネズエラで事業を拡大” 

野 

 

 

  Camilo Ibrahim 氏の調査     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

党系メディア「Armando.Info」は、カミロ・

イブラヒム・イッサ氏の調査を進めている。 

 

カミロ氏への調査が始まるきっかけはスペインの航

空会社「Plus Ultra」に対する「産業出資公社（SEPI）」

の救済措置。Covid-１９で打撃を受けた重要産業を

救済するため SEPIは「Plus Ultra」に５３００万ユ

ーロの資金投入を行った。 

この救済措置の裏には賄賂があったとの疑惑があり、

カミロ氏の存在が浮上している。本稿では、カミロ氏

のビジネスネットワークについて紹介したい。 

 

 

ベネズエラには、故チャベス政権・マドゥロ政権と良

好な関係を築くことでビジネスを成功させた実業家

が多い。そして、彼らのビジネス成功の裏には政府関

係者への賄賂が存在していたとの疑惑は多い。 

 

故チャベス政権・マドゥロ政権下で成功した実業家

として最も知られているのは、現在カボベルデに拘

束されているコロンビア人企業家アレックス・サア

ブ氏だろう（サアブ氏についての詳細は「ウィーク

リーレポート No.153」参照）。 

 

また、サアブ氏の関係者でアルバロ・プリド氏、ホア

キン・レアル氏なども有名だ（「ウィークリーレポー

ト No.131」「No.183」）。 

第２のアレックス・サアブ氏？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec23305333846a2f079831d0d1dcca4c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec23305333846a2f079831d0d1dcca4c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ad3426bcaf4075c62c830a87d0b99ea5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ad3426bcaf4075c62c830a87d0b99ea5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e001c956ac642b96e3278a51d8bee4ff.pdf
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そして、「Armando.Info」に第２のサアブ氏のように

扱われているのが今回紹介するカミロ・イブラヒム・

イッサ氏だ。 

 

ただ、記事の内容をよく読むとカミロ氏とアレック

ス・サアブ氏のやり方・ビジネスの内容は少し異な

る印象を受けた。 

 

サアブ氏は、自身のネットワークを駆使して「制裁

回避スキームを作る」「政府が貧困層に安価に提供す

る CLAP の食料品を調達する」などマドゥロ政権の

フィクサー的な役割を担うビジネスを構築していた。 

 

一方、カミロ氏は、一般のビジネスマンとして活動

をするためにマドゥロ政権と友好的な活動を維持し

ているだけで、彼の活動はマドゥロ政権をサポート

しているような印象は受けなかった。 

 

 

次ページにカミロ氏のビジネスネットワークの一端

を紹介している。 

 

確認できている限り、カミロ氏は「アパレル事業」

「エネルギー事業」「コーヒー事業」に直接関与して

いる。 

 

また、カミロ氏の親族まで触手を伸ばすと、分かっ

ているだけでも「空港関連事業」「保険事業」「セキュ

リティ事業」などベネズエラで多岐にわたる事業を

展開している。 

 

 

 

 

カミロ氏はレバノン系ベネズエラ人。 

 

筆者がベネズエラに駐在していた当時も、ベネズエ

ラのビジネスには中東系の人物が幅を利かせている

との話は聞いていた。チャカオ界隈でマンションを

建設・購入する人も中東系の人が多いようだ。 

 

筆者がパナマからベネズエラへ移動する際に飛行機

で知り合った人物も中東系の人物だった。たまたま

横に座ったので話をしたが、彼は原油取引に自分の

名前を貸すことで莫大な利益を得ていたという。 

 

また、中東系ベネズエラ人にはビジネスコミュニテ

ィが存在しており、その輪に入ると良いビジネスを

得られると話していた。 

 

なお、前述のアレックス・サアブ氏は、コロンビア生

まれだがレバノン系のコロンビア人。 

 

経済担当副大統領、石油相など経済分野の重要役職

を兼務しているタレク・エル・アイサミ氏もレバノ

ン系ベネズエラ人。 

 

マドゥロ政権下で検事総長を務めているタレク・ウ

ィリアム・サアブ氏もレバノン系ベネズエラ人だ。 

 

レバノンとベネズエラの政治的な関係は希薄だが、

レバノン系コミュニティは故チャベス政権の頃から

政府と密な関係があるのだろう。 

 

 

 

 

ベネズエラで幅を利かすレバノン系移民 
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Plus Ultraの

株式５０％超を保有

　スペインの航空会社Plus Ultra

Snip Aviation

Reyes氏の会社

レバノン系ベネズエラ人 Rodlfo Reyes Rojas

アパレル事業

証券会社Bencorp Casa de Bolsaの元役員

Raif El Arigie Harbie

（Camiro氏の親族）

Café Paramo

ベネズエラでカフェ経営

Camiro氏の親族と会社を共同経営

Textiles Zanzibar

Zaraのベネズエラ事業会社

Rodlfo Reyes氏が役員

Pentech Ingeniero ０５

PDVSAなどと多数の契約

EL Ariega氏との共同経営

Fire Bird（香港）

マイケティア空港のオペレー

ション業務を請け負う

コーヒー事業

Alimentos Los Paramos（西）

ベネズエラ産コーヒー豆輸入

Ahmed Hammoud、Aldo Saad Saad

スペインの政府系金融機関

「産業出資公社（SEPI）」

から５，３００万ユーロの

資金投入を受ける

Camiro Igrahim Issa

Phoneix World Trade Inc

Zaraの事業を取得

エネルギー系事業

空港関連事業

Camiro氏社長

カミロ・イブラヒム氏の

ビジネスネットワーク

Hassan Ibrahim Osman社長

SFCO Properties

２０１５年にパナマに設立

Ibrahim氏の親族であるIbrahim Ibrahim氏も役員

Reyes氏とEl Arigie氏が役員 Ibrahim Ibrahim氏が共同経営

汚職の可能性！
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上記のビジネスネットワークを簡単に紹介したい。 

 

まず、問題の発端となっている「Plus Ultra」につい

て確認したい。 

 

実は「Plus Ultra」とカミロ氏の直接的な関係はない。 

 

ただし、２０１７年から「Plus Ultra」の役員に就任

したベネズエラ人 Rodlfo Reyes Rojas 氏（以下、レ

イエス氏）と Raif El Arigie Harbie 氏（以下、エルア

リヒエ氏）はカミロ氏と密接な関係にある。 

 

また、「Plus Ultra」の株式の過半数は「Snip Aviation」

という会社が保有しており、「Snip Aviation」のオー

ナーはレイエス氏である。 

 

前述の通り、スペインの政府系金融機関「産業出資

公社（SEPI）」は、「Covid-１９で打撃を受けた重要

産業を救済するため」との名目で「Plus Ultra」に５

３００万ユーロの資金を投入したが、スペインの野

党第一党の「国民党（PP）」は、救済措置が不自然で

あることを指摘。汚職の疑惑を追及している。 

 

「国民党」が汚職の可能性を指摘する理由は、「Plus 

Ultra」はスペイン系航空会社だが、資本構造からし

て実態はベネズエラ系の会社であり、スペイン政府

が救済するべき対象に当たらないという点。 

 

また、「Plus Ultra」の役員と、マドゥロ政権との関

係だ。このマドゥロ政権との関係の中でカミロ氏が

登場している。 

 

 

カミロ氏は「Plus Ultra」の役員であるレイエス氏お

よびエルアリヒエ氏と十年来の付き合い。 

 

最初にカミロ氏がレイエス氏と接触したのは、レイ

エス氏がベネズエラの証券会社「Bencorp Casa de 

Bolsa」の役員を務めていた頃。 

 

２００７年当時、カミロ氏はスペイン系アパレル

「Zara」を経営する「Inditex」と同社のベネズエラ

事業を取得する交渉を行っており、その際にレイエ

ス氏がカミロ氏をサポートし、関係が深まったとい

う。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.603」で紹介した通り、

「Zara」はベネズエラの店舗を閉鎖したようだが、

ベネズエラの事業を任されていたのはカミロ氏が代

表を務める「Phoneix World Trade」（パナマ）。 

 

ベネズエラ国内では「Textiles Zanzibar」という会社

で「Zara」の事業を管理しており、「Textiles Zanzibar」

の役員にレイエス氏の名前がある。 

 

なお、以前ベネズエラは外貨の出入りを「外貨管理

委員会（CADIVI）」が管理していたが、２００４年～

１２年にかけて「Phoneix World Trade」と「Textiles 

Zanzibar」は、CADIVI から合計７０００万ドルの外

貨割り当てを受けていたという。 

 

他、カミロ氏はエネルギー関連工事を行うスペイン

系企業「Pentech International SL」のベネズエラ子

会社「Pentech Ingenieros ０５」の代表を務めてお

り、エルアリヒエ氏も同社の役員に名前を連ねてい

る。 

 

Plus Ultra 役員の陰にカミロ氏 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
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ベネズエラの経済が、曲りなりにも動いていた２０

１６年頃まで政府の公共事業は「国家契約登録

（RCN）」というシステムに登録されており、誰でも

公共事業の契約実績を閲覧することができた。 

 

この RCN のデータによると、「Pentech Ingenieros 

０５」は、少なくとも１０件超の発注を PDVSA から

受けている。その他、「Teleferico」を経営する国営会

社、国営製紙メーカー「Pulpaca」など PDVSA 以外

の公的企業からも複数の受注を受けている。 

 

なお、事業実態は不明だがカミロ氏は２０１５年に

パナマに「SFCO Properties」（会社名から想像する

限り不動産系？）という会社を設立しており、レイ

エス氏とエルアリヒエ氏も「SFCO Properties」の役

員となっている。 

 

 

カミロ氏自身が直接関与するビジネスはまだ多いの

かもしれないが、カミロ氏は基本的に目立つことを

避けているようで、全容は明らかになっていない。 

 

ただし、カミロ氏の親族名義の会社も含めるとベネ

ズエラ国内で多岐にわたる事業を展開していること

は間違いないようだ。 

 

前述の通り、筆者がパナマからベネズエラへの移動

中に中東系の人物から聞いたように「（親族が）ただ

名前を貸している」可能性もあるだろう。 

 

その１つは、ベネズエラの玄関口「マイケティア国

際空港」の出入国システムの運営事業。 

 

 

カミロ氏の親族である Hassan Ibrahim Osman 氏は

マイケティア国際空港の出入国管理システムを運営

する「Fire Bird」という会社の代表を務めている。 

 

元々、マイケティア国際空港は「国際航空情報通信

機構（SITA）」の国際的に利用されているシステムを

使用しており、空港の搭乗手続き、コネクションな

どが自動で行えるようになっていた。 

 

しかし、長引くシステム費不払いを理由に SITA は２

０１８年にマイケティア国際空港へのサービス提供

を停止。これを受けて、マイケティア国際空港はマ

ニュアルでの出入国処理を余儀なくされた。 

 

この SITA の穴を埋めたのが「Check-In １８ CA」

と「Fire Bird Inc」で、「Fire Bird Inc」の代表がカミ

ロ氏の親族である。 

 

他、カミロ氏はスペインに「Alimentos Los Paramos」

という会社を所有しており、ベネズエラ産コーヒー

の輸入・販売を行っている。 

 

そして、ベネズエラ国内には「Café Paramo」という

高級カフェがあり、同店舗の経営に関与する Ahmed 

Hammound 氏、Aldo Saad Saad 氏は、カミロ氏の

親族と共に「PHX Securitiy System」の役員となっ

ている。 

 

この「PHX Securitiy System」は、ベネズエラ国営

銀行「Banco Bicentenario」「大統領府」「在ベネズ

エラ・キューバ大使館」などにセキュリティカメラ

など防犯装置を販売しているという。 

 

 

親族を含めた大規模なビジネスネットワーク 
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ここで紹介されているのは、カミロ氏のビジネスの

一端であり、親族・関係者まで調査の対象を広げれ

ば広範囲にわたりベネズエラで事業を展開している

可能性はありそうだ。 

 

ただ、個人的にはカミロ氏に同情しないでもない。 

 

これらの事業内容を見る限り、マドゥロ政権と良好

な関係があることで様々な事業を展開できていると

思われるが、「Zara」にしても「Café Paramo」にし

ても活動実態は存在しており、顧客にサービス提供

をして利益を得ているように見える。 

 

 

ベネズエラは日本やヨーロッパではない。 

ビジネスに入り込むためにはベネズエラ式のやり方

があるだろう。 

 

「Zara」がカミロ氏にベネズエラ事業を委ねたのも

「Zara」が直接ベネズエラで事業を行うよりもカミ

ロ氏が窓口になった方がスムーズに進むとの考えが

あったのかもしれない。 

 

また、ベネズエラで事業をする限り、マドゥロ政権

と良好な関係を維持することは必須条件と言える。 

 

「Armando.Info」は、マドゥロ政権と良好な関係を

維持すること自体に否定的で、カミロ氏を犯罪者の

よ う に 報 じ て い る が 、「 ベ ネ ズ エ ラ 経 団 連

（Fedecamaras）」が行ったアンケートでは「マドゥ

ロ政権を有利にするような活動をする民間企業につ

いてどう思うか？」との質問に対して、９０％以上

が「悪いことだと思わない」と回答している（「ウィ

ークリーレポート No.194」）。 

 

理想論的な主張が悪いとは言わないが、ベネズエラ

では理想で通らないことも多い。理想や正義を掲げ

ることでかえって問題を悪化させているような印象

もある。 

 

以上 

 

カミロ氏は犯罪者か？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2701b55a18dd91989cdade8fd4205a30.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2701b55a18dd91989cdade8fd4205a30.pdf

