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（写真）CaraotaDigital “米国 ドミンゲス元電気エネルギー相、ルーゴ元電気エネルギー相次官に制裁” 

 

 

２０２０年７月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「急進野党 グアイド政権の方針を非難 

～失敗は明確なメッセージの欠如～」 

「アレアサ外相 ボゴタ領事館の廃墟化を非難」 

「グアイド政権 エルサレム大使館を設置？」 

「ポリエドロ病院 受け入れ準備完了」 

経 済                     

「カルドン製油所で火災 稼働停止」 

「BID 資金援助は政権交代後に実施」 

社 会                     

「マルタ銀行 マネーロンダリングで罰金」 

２０２０年７月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「米国 モタ・ドミンゲス氏、ルーゴ氏に制裁 

～制裁強化の方針改めて示す～」 

「米民主党 トランプ政権の対ベネ方針非難 

～ベネズエラ危機の責任は政権より制裁～」 

「レスター・トレド氏 汚職の訴えについて釈明」 

「ミランダ州 買い物日を制限」 

経 済                    

「エルパリート製油所も稼働停止」 

「電力供給 ５０年間で過去最低の水準」 

「グアイド議長 DirecTV の復活を示唆」 
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２０２０年７月２７日（月曜）             

政 治                       

「急進野党 グアイド政権の方針を非難        

     ～失敗は明確なメッセージの欠如～」                      

 

グアイド政権の支持が落ち込む中、急進野党の勢力が増

している。 

 

急進野党のリーダー「ベネズエラ主導党（VV）」のマリ

ア・コリナ・マチャド党首は、「Impact Venezuela」の取

材に答え、グアイド政権の失政を指摘した。 

 

「私の認識では、グアイド政権の最大の誤りは、国民に

対して明確なメッセージを発信しなかったことだ。 

私にはグアイド大統領のスタンスが分からない。また、

主要野党の方針も良くわからない。」 

と述べた。 

 

また、ノルウェー政府外交官とグアイド政権との面談に

ついて懸念を表明。 

 

「新たな対話プロセスについて警鐘を発する。 

対話の試みはこれで１３回目だ。対話メカニズムは独裁

政権が権力を強固にするために使用されてきた。 

 

対話は抗議行動を鈍化させ、マドゥロ独裁政権にのみ資

することはこれまでの結果から明らかだ。 

 

与野党協議後に与党議員が国会に復帰したが、これは成

果ではない。 

 

独裁政権を倒壊させるためには、全てのセクターの統一

が必要だ。また、米国、コロンビア、ブラジルなど独裁

政権との戦いに連帯を示してくれている各国に感謝の

意を改めて示したい。」 

と述べた。 

「アレアサ外相 ボゴタ領事館の廃墟化を非難」         

 

７月２７日 アレアサ外相は、現在の在ボゴタ・ベネズ

エラ領事館の映像を公表（下、写真）。領事館が盗賊に

侵入され、廃墟化していると非難した。 

 

また、ウィーン条約により外交施設の安全を確保するこ

とは受け入れ国の義務であると指摘。領事館の安全を確

保しなかったコロンビア政府当局を国連に提訴すると

発表した。また、領事館の盗難に適切な対応を取らなか

ったグアイド政権の責任を訴えた。 
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１９年１月 グアイド議長は、ベネズエラの暫定大統領

への就任を宣言。コロンビア政府がグアイド政権をベネ

ズエラの正当な政府と認識したことで、マドゥロ政権の

外交官は１９年２月にコロンビアを引き上げていた。 

 

これにより在ボゴタ・ベネズエラ領事館は１年半の間、

無人状態で放置されていたようだ。 

 

なお、映像を見る限り同施設への盗賊の侵入・廃墟化か

らかなり時間が経っているように見える。しかし、コロ

ンビア政府は同領事館が盗難被害にあったとの発表を

これまでしてこなかったと報じられている。 

 

この非難に対して、グアイド政権側のトマス・グアニパ

氏は、領事館施設の盗難はマドゥロ政権側による自作自

演だと反論した。 

 

「グアイド政権 エルサレム大使館を設置？」                  

 

７月２７日 グアイド政権でイスラエル大使を務める

Pynchas Brener大使は、「The Jerusalem Post」の取材

で、グアイド政権がエルサレムに大使館設置を検討して

いると述べた。 

 

エルサレムは、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教信者

の聖地。 

 

また、パレスチナ人は東エルサレムが将来のパレスチナ

国家の首都でなくてはならないと主張。国連は、東エル

サレムは占拠されているものとみなしており、エルサレ

ムの状況は、イスラエルとパレスチナの交渉によって解

決されるまで係争中としている。 

 

エルサレムに大使館を設置することは、エルサレムをユ

ダヤ教国の首都にすることを意味し、極めて政治的な問

題となる。 

 

米国は、これまでテルアビブにイスラエル大使館を置い

ていたが、トランプ政権はエルサレムに大使館を移転。 

グアイド政権も米国に倣ったということになりそうだ。 

 

なお、ベネズエラは故チャベス政権時代の０９年にイス

ラエルとの外交関係を断絶した。しかし、グアイド政権

が１９年１月に外交関係を復活させ、同年８月に

Brener 氏を在イスラエル・ベネズエラ代表大使に任命

した。 

 

「ポリエドロ病院 受け入れ準備完了」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.476」で、カラカスの

大型イベント施設「ポリエドロ・デ・カラカス」が Covid-

１９の対策施設になるとの記事を紹介した（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.476」参照）。 

 

前回の記事ではベットなどはなく、どのようにアテンド

をするのか想像できなかったが、それから２日ほど時間

が経過し、簡易な病院としての体裁が整ったようだ。 

 

なお、ベネズエラでは引き続き Covid-１９感染が拡大

している。７月２８日時点での Covid-１９感染確認者

は１６，５７１名。死者は１５１名となっている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/859e247946773e2bae35c9e2e1efbfaa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/859e247946773e2bae35c9e2e1efbfaa.pdf
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（写真）@Enny Angel 記者ツイッター 

 

経 済                        

「カルドン製油所で火災 稼働停止」           

 

「ベネズエラ石油労働組合（FUTPV）」の Eudis Girot

氏は自身のツイッターで、ファルコン州にあるカルドン

製油所で２件の火災が発生し、製油所の稼働が停止した

と投稿した。 

 

Girot 氏によると、カルドン製油所では日量２．７万バ

レルのガソリンを生産していたという。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）@Eudis Girot 氏ツイッター 

 

「BID 資金援助は政権交代後に実施」                  

 

７月２７日 「米州開発銀行（BID）」のルイス・アルベ

ルト・モレノ代表は、Covid-１９対策に苦慮する各国の

資金事情を支援するため、２０年中に約１５億ドルの資

金を供給する予定と発表した。 

 

一方、ベネズエラへの資金援助について 

「現在は何もできない。ベネズエラは１８年からデフォ

ルトを起こしており、BIDも７億ドルの債権を計上して

いる。政権交代が起これば、BIDだけではなく他の組織

もベネズエラへ資金援助を行うことになるだろう。」 

と述べた。 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年７月２７日～７月２８日報道            No.４７７   ２０２０年７月２９日（水曜） 

5 / 8 

 

社 会                        

「マルタ銀行 マネーロンダリングで罰金」              

 

マルタ検察局は、マネーロンダリングに関与した罪で

「Sparlasse銀行」に対して、２１万７，６３５ユーロの

罰金支払いを命じた。 

 

マルタ検察は、同行は１００万ユーロを越える送金を頻

繁に行っていたが、資金送金に当たり、資金の源泉、送

金目的について確認を行っていなかったと説明した。 

 

同銀行は、１８年に「Portmann Capital」という会社を

通じて PDVSA のマネーロンダリングをほう助した銀

行。 

 

報道によると、「Sparlasse 銀行」は１４年～１５年にか

けて「Portmann Capital」による５．１億ユーロのマネ

ーロンダリングを仲介したという。 

 

２０２０年７月２８日（火曜）              

政 治                       

「米国 モタ・ドミンゲス氏、ルーゴ氏に制裁         

       ～制裁強化の方針改めて示す～」        

 

７月２８日 米国政府は、ルイス・モタ・ドミンゲス氏、

エウスタキオ・ルーゴ・ゴメス氏に制裁を科した。 

 

ルイス・モタ・ドミンゲス氏は、１５年～１９年にかけ

て元電気エネルギー相を務めた人物。「国営電力公社

（Corpoelec）」の社長も務めた。 

 

エウスタキオ・ルーゴ・ゴメス氏は、軍の組織「Dgcim」

の部長を務めた人物。 

 

 

 

モタ・ドミンゲス氏が電気エネルギー相を務めていた頃、

同省の財務担当次官を務めていた。ただし、２０年１月

に詐欺容疑で逮捕されていた。 

 

ポンペオ国務長官は、両名に制裁を科した理由について、

自身の役職を利用し不当な賄賂を受けたと説明してい

る。 

 

また、両名の家族も制裁対象になっている。 

 

制裁を受けたモタ氏の家族は、Karina Isabel Carpio 

Bejarano 氏、Luis Alfredo Motta Carpio 氏、Nakary 

Marialy Motto Carpio 氏の３名。 

 

ルーゴ氏の家族は、Yomaira Isabela Lugo de Lugo 氏、 

Virginia Del Valle Lugo Lugo 氏、Victor Jesus Lugo Lugo

氏、Jose Lugo Lugo 氏の４名。 

 

制裁を科された人物は、米国への入国が禁止され、米国

人は制裁対象者と取引することが禁止される。他、米国

域内に保有する資産は凍結されることになる。 

 

また、米国国務省でベネズエラ担当官を務めているエリ

オット・エイブラムス担当官は、 

 

「マドゥロ政権への圧力は強まっている。政権は我々の

助言に全く応じていない。今後、制裁や外交を通じた更

なる圧力があるだろう。」 

と述べ、マドゥロ政権への制裁を今後も強化する方針を

示した。 
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「米民主党 トランプ政権の対ベネ方針非難       

  ～ベネズエラ危機の責任は政権より制裁～」          

 

「PanamPost」は、米国民主党が作成したとされる外交

に関する草案を公表。同草案には、トランプ政権の対ベ

ネズエラ方針を非難し、米国政府はベネズエラの政権交

代に介入するべきではないと書かれている。 

 

また、ベネズエラの食料危機、衛生危機はマドゥロ政権

の責任ではなく、米国の制裁に責任があるとの姿勢を示

した。 

 

草案には 

「トランプ政権は、狂気的に経済制裁を強化し、全世界

の市民の生活を危機にさらしてきた。特に貧困・病気な

どに苦しむ社会的弱者が影響を受けてきた。 

 

新たな外交担当は現在の政策を再検討し、経済制裁を緩

和し、イラン、キューバ、ベネズエラなど社会的弱者が

食料・医薬品を受け入れられる状況を作らなければなら

ない。」 

と書かれている。 

 

この草案が事実であれば、バイデン候補が大統領選に当

選した場合、米国の対イラン、キューバ、ベネズエラ政

策が大きく転換することを意味している。 

 

ベネズエラについては、グアイド政権が制裁適用を求め

てきた経緯がある。「経済制裁が国民の生活に悪影響を

与えている」との主張は、野党にとってパンドラの箱で

あり、今後のベネズエラの政治・経済に大きな影響を与

えることになるだろう。 

 

 

 

 

 

「レスター・トレド氏 汚職の訴えについて釈明」         

 

弊レポート「ウィークリーレポート No.155」で、「大衆

意志党（VP）」のレスター・トレド議員の汚職疑惑につ

いて紹介した。 

 

詳細は「ウィークリーレポート No.155」を参照された

いが、簡単に説明すると、米国人 Marvin Autry 氏がベ

ネズエラへの人道支援物資の寄付をトレド議員に申し

入れ両名は合意。 

 

Autry 氏は、物資発送にかかる費用２．５万ドルを乙仲

業者「V and Sons Supply」（トレド議員が紹介した乙仲）

に支払ったが、物資はベネズエラに送られることなく２．

５万ドルだけを着服された、という内容。 

 

本件について、トレド議員は自身の潔白を主張するため、

パトリシア・ポレオ氏の番組「Agarrate」に出演した。 

 

なお、ポレオ氏はトレド議員の汚職問題を訴えた記者を

番組に呼び、トレド氏の汚職問題について批判的に報じ

ていた。ポレオ氏はトレド議員から名誉棄損で訴えられ

る可能性もあるようだ。 

 

トレド議員の主張では、Autry 氏が最初にトレド議員に

連絡を取った際、 

「自分は米国、ベネズエラ、メキシコ、サウジアラビア

で石油産業に使用する配管を販売している会社の代表

で、政治キャンペーンのために寄付したい」 

と申し出をしてきたという。 

 

Autry 氏は、マイアミでトレド議員と面談。 

 

トレド議員は、Autry 氏に対して米国に大量にある人道

支援物資を送る資金の協力をしてほしいと依頼をした

という。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9c3a6320c61c32b80a3b22c82612ca6a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9c3a6320c61c32b80a3b22c82612ca6a.pdf
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その後、人道支援物資を送るため３つのコンテナを輸送

（マイアミ→プエルトカベジョ）。 

 

輸送コストは３．６万ドル（１コンテナ＝１．２万ドル）

で Autry 氏が寄付した２．５万ドルを超えていたと説明

した。 

 

また、Autry氏が「V and Sons Supply」はトレド議員か

ら紹介された乙仲業者だと述べていたが、トレド議員は

「V and Sons Supply」のオーナーとは面識がないと反

論した。 

 

加えて、「Linked In」というソーシャルメディアに書か

れている Autry氏の役職は「Oil Pipe System」という会

社の社長となっているとした。 

 

この会社は、１６年にベネズエラでも登記されており、

ベネズエラの代表ルイス・アルベルト・チャシン・ハダ

ッド氏は、モタ・ドミンゲス氏が電気エネルギー相を務

めていた際に、６，０００万ドル相当の汚職取引を行っ

た罪でフロリダ州で逮捕されているという。 

 

トレド議員は、Autry 氏が資金洗浄のために「Project 

Cure」で人道支援を行うことで資金洗浄を行っている

と指摘した。 

 

トレド議員は、ポレオ氏が事実を確認することなく自身

が汚職議員だと報じたと主張。報道をする前に事実を確

認するのがジャーナリストの責任だと訴えた。 

 

ポレオ記者はこの指摘に対し、ジャーナリストの仕事は

問題を訴えることで、証拠を押さえるのは警察や検察や

当事者の仕事だと反論。全ての事実を確認しなければ報

道が出来ないとの政治家の主張は報道の自由の侵害で

しかないと応じた。その後、番組は口げんかに発展して

いる。 

 

 

「ミランダ州 買い物日を制限」              

 

ミランダ州は、Covid-１９隔離措置の中で最も隔離レベ

ルが高いレベル１に指定されている。これにより原則、

食糧購入など生活に不可欠な外出以外は禁止されてい

る。 

 

７月２７日 ミランダ州はこの隔離措置を更に強化。 

 

身分証の番号の末尾に応じて買い物が出来る曜日を制

限すると発表した。 

 

月曜は、身分証の末尾の数字が０もしくは９の人。 

火曜は、１もしくは８の人。 

水曜は、２もしくは７の人。 

木曜は、３もしくは６の人。 

金曜は、４もしくは５の人。 

土曜は、０、１、２、８、９の人。 

日曜は、３，４，５，６，７の人 

が買い物に出かけることが出来る。 

 

この仕組みは３０日間継続され、違反者は罰則が科せら

れる（具体的な罰則内容は不明）という。 

 

経 済                       

「エルパリート製油所も稼働停止」            

 

７月２８日 カラボボ州にあるエルパリート製油所も

完全に止まっていると報じられた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.475」の時点では、エルパ

リート製油所の稼働が報じられたが、その後すぐに停止

したと報じられていた。 

 

現在、問題となっている箇所の修理をしており、うまく

いけば７月３１日に稼働が再開すると報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e95bee8090d8bd82c7ba558a8e4c73f.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年７月２７日～７月２８日報道            No.４７７   ２０２０年７月２９日（水曜） 

8 / 8 

 

「電力供給 ５０年間で過去最低の水準」         

 

「Hispano Post」は、ベネズエラの電力状況について匿

名有識者のコメントを掲載。 

 

現在、ベネズエラの電力供給量は９，０００メガバイト

まで落ち込んでおり、過去５０年で最低の水準にあると

説明。９，０００メガバイトでは公共サービスを最低限

維持することも出来ないとしている。 

 

また、国内の火力発電所は稼働していないか、稼働して

いたとしても、その稼働率は１０％程度と説明。 

 

現在、ボリバル州にあるグリ水力発電所が、ベネズエラ

の電力供給の７０％を賄っているとした。 

 

「グアイド議長 DirecTV の復活を示唆」         

 

５月１９日 「AT＆T」は、同社が提供する有料放送サ

ービス「DirecTV」のベネズエラでのサービス停止を発

表。原則、ベネズエラでは「DirecTV」が視聴できなく

なっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

７月２８日 「グアイド議長が、ベネズエラで DirecTV

を再び視聴できる可能性を示唆した」と報じられた。 

 

実際のツイッターを見たが、グアイド議長の投稿は以下

の通り。 

 

「情報へのアクセスと報道の自由は基本的な権利で独

裁政権と戦うための重要なツールだ。」 

 

「DirecTVはベネズエラの家庭に戻り得る。国際的には

ベネズエラ国民が DirecTV を楽しむために一切の障害

がないことを保証する。」 

 

 

「DirecTV」が再びベネズエラに戻る可能性については

言及しているが、そのために何らかの動きがあるかどう

かは同投稿だけでは判断できないのが正直なところだ

ろう。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf

