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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 クウェート・カタールを訪問（写真はクウェートでの撮影）” 

 

 

２０２２年６月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 クウェート訪問 

～戦略分野で協力委員会を発足～」 

「制裁対象飛行機 テロリストとの関係の疑惑」 

「コロ大統領選 エルナンデス候補がリード」 

経 済                     

「イラン旅行代理店・インフルエンサーが訪ベネ 

～直通便の開始前に観光プロモーション～」 

「イランから希釈油到着 今年３隻目」 

社 会                     

「ベネズエラの汚職網関与は９０００超」 

２０２２年６月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 カタールを訪問 

～米ルビオ議員 インターポールに拘束要請～」 

経 済                    

「ベネ民間銀行 ベトナムとの直接決済を開始」 

「OPEC ５月の産油量は日量７１．７万バレル」 

「ドル建課税徴収レジスター 購入済みは５０％」 

「Cifar 国内の医薬品充足率は９５～９６％」 

社 会                    

「トゥルヒージョ州で土砂崩れ」 

「ラウル・ゴリン氏の米国高級マンションが競売」 
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２０２２年６月１３日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 クウェート訪問           

      ～戦略分野で協力委員会を発足～」       

 

トルコ・アルジェリア・イランの３カ国を周ったマドゥ

ロ大統領は、次の目的地クウェートに到着した。 

 

マドゥロ政権の公式発表によると、訪問の目的は「あら

ゆる方面での二国間関係を強化するため」だという。 

 

同日、マドゥロ大統領は同国の Sheikh Muhammad 

Abdullah Al-Mubarak Al Sabah 外相と会談。エネルギー

供給の安定の必要性について確認し、引き続き協力関係

を維持することで合意したという。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“マドゥロ大統領と Sheikh 外相” 

 

 

 

他、OPECの Haitham Al Ghais 次期事務局長とも面談

し、OPEC の重要性を確認したという。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

また、６月１４日には、クウェートのサバーハ・アル＝

ハーリド・アッ＝サバーハ首相と意見交換を実施し、そ

の後記者会見でベネズエラとクウェートが「戦略分野の

二国間合同委員会」を組織すると発表。 

また、クウェート企業らに対して、ベネズエラへの投資

を呼びかけた。 

 

具体的な分野は、エネルギー・金融・商業・観光・農業

だという。 

 

 

（写真）大統領府 
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「制裁対象飛行機 テロリストとの関係の疑惑」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.766」で紹介した通り、

米国の制裁対象となっていた Boeing７４７がアルゼン

チンの Ezeiza 空港に留められている。 

 

この飛行機は、元々イランの「Mahan Airline」の飛行機

として制裁対象となっていたが、２２年１月に同飛行機

の所有権はベネズエラの国営航空会社「Conviasa」の関

係会社である「Emtrasur」という会社に移っていたとい

う。 

 

そして、拘束された飛行機にはイラン人５人、ベネズエ

ラ人１４人が搭乗しており、彼らは国外への出国を禁止

され、ホテルからの移動が禁止されているようだ。 

 

報道によると、同飛行機がアルゼンチンで留められた理

由は、この飛行機の乗組員がテロ組織「イスラム革命防

衛隊」のアルカイダと関係している可能性があるためだ

という。 

 

本件について、イランの政府当局は「欧米政府の印象操

作のためのプロパガンダ」と非難している。 

 

なお、公式にはこの飛行機は「Tabacalera del Este SA 

(TABESA)」という会社のタバコ（７５．５万ドル相当）

を運ぶために運航をしていたようで、「Ibiza」というブ

ランドのタバコを運んでいたという。 

 

「コロ大統領選 エルナンデス候補がリード」                  

 

コロンビアの大統領選の決選投票が６月１９日に予定

されている。 

 

現地メディア「El Heraldo」は、「Datanalisis」が実施し

た直近の世論調査結果を報じた。 

 

報道によると、独立系ロドルフォ・エルナンデス候補の

支持率は４５．９％、グスタボ・ペトロ候補の支持率が

４３．６％で、独立系のエルナンデス候補が２ポイント

超リードしている。 

 

世論調査と実際の投票は違うが、両者が相当拮抗してい

ることは間違いなさそうだ。 

 

エルナンデス候補は、ベネズエラとの関係について「政

治意思を持ち、相互を尊重する関係を維持する」と言及。 

 

また、「交流を交わす相手が友達である必要はない」と

指摘。「外国の政治的な決定について我々が何かコメン

トするような立場にはない。彼らの政治方針に合意でき

ないからと言って領事館を閉鎖する理由はない。」と発

言しており、マドゥロ政権をベネズエラの政府と認識す

る可能性は高そうだ。 

 

経 済                        

「イラン旅行代理店・インフルエンサーが訪ベネ     

  ～直通便の開始前に観光プロモーション～」           

 

６月１３日 イランのインフルエンサー２３名と複数

の旅行代理店関係者がベネズエラを訪問した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.766」でも触れたが、

マドゥロ大統領はイランを訪問し、観光分野での関係を

強化すると発表。 

 

６月１８日にはベネズエラ・テヘラン間の定期便の運航

が始まる（「ベネズエラ・トゥデイNo.758」）。 

 

両国の直通便が開通したことを受けて、ベネズエラの観

光プロモーションを行っているようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b4badc36303b6c1b788c291621e68e2.pdf
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アリ・パドロン観光相によると、６月１３日 ミッショ

ン団一行はビーチで有名なヌエバエスパルタ州マルガ

リータ島を訪問。 

 

翌６月１４日にはマルガリータ島にある国営観光会社

「Venetur」のホテルにて記者会見を実施すると発表し

ているが、本日時点でどのような記者会見が行われたの

か報じられていない（パドロン観光相のツイッターでも

内容は投稿されていない）。 

 

 

（写真）観光省 

 

「イランから希釈油到着 今年３隻目」                  

 

ロイター通信は、１００万バレルの希釈油を載せたイラ

ン籍のタンカー「Suezmax Sonia」がベネズエラに到着

したと報じた。Sonia は５月上旬にイランの Kharg港を

出港していたという。 

 

同希釈油は「Naftiran Intertrade Co.」という会社が運ん

だ商品だという。 

 

５月には「Dino」と「Silvia Ⅰ」という船舶がベネズエ

ラに到着しており、今年は「Sonia」で３隻目になるとい

う。 

 

 

社 会                        

「ベネズエラの汚職網関与者は９０００超」           

 

汚職などの調査を行う非政府系団体「Transparencia 

Venezuela」は、「Vortex 基金」との共同調査の結果、ベ

ネズエラには極めて大きな汚職網が存在すると指摘。 

 

この汚職網に関与している会社・個人は少なくとも９０

００を超えるとした。 

 

Vorutex 基金のエドゥアルド・サルデド氏によると、「ベ

ネズエラの汚職網と比べると、ブラジルのOdebrechtの

汚職は小さな子供のようだ」と指摘。 

 

Odebrecht の汚職に関与したとされる個人・法人は１３

９９だったが、ベネズエラは２０２０年時点で５，５０

０あり、２１年１月には６，２７３まで増加。２０２２

年時点で少なくとも９０００に達しているという。 

 

他、「Odebrecht の汚職額は１０億ドルを超えなかった

が、ベネズエラの場合、１２１件ある訴訟のうち１件だ

けで１２億ドルの汚職が行われたとされている。」 

と訴えた。 

 

ただし、具体的にどのような汚職を指しているのか、ど

の程度の期間で行われた汚職を指摘しているのかは不

明。 

 

制裁回避のために行っているグレーゾーンの行為を汚

職と言っている可能性もあり、内容の真偽は判断が難し

かった。 
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２０２２年６月１４日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 カタールを訪問          

 ～米ルビオ議員 インターポールに拘束要請～」        

 

マドゥロ大統領は、クウェート訪問後、カタールに到着

した。空港では同国の Saad Al Muraikhi 外相の歓迎を

受けた。 

 

外交関係者の話によると、マドゥロ大統領は２日ほどカ

タールに留まる予定だという。 

 

報道によると、マドゥロ大統領がカタールを訪問するの

は今回が初めてだという。 

 

また、カタールは米国政府との同盟国と認識されており、

米国同盟国への訪問は意外性をもって受け取られてい

る。 

 

今回の中東歴訪を受けて、米国で特にマドゥロ政権と敵

対している共和党のマルコ・ルビオ上院議員は、米国の

Merrick Garland司法長官に対して、マドゥロ大統領の

拘束要請をインターポールに出すよう求めた。 

 

ルビオ議員は自身のツイッターで 

「あなたも知っている通り、マドゥロはテロ組織と関わ

り、米国を攻撃する武器として麻薬を使用している。 

マドゥロはベネズエラ国民に対して行ってきた行為に

ついて裁きを受けなければならない。マドゥロの拘束は

米国の安全保障上の重要事項だ。」 

と投稿した。 

 

米国政府は２０２０年３月にマドゥロ大統領に対して

「麻薬取引の元締め」として１，５００万ドルの懸賞金

をかけている（「ベネズエラ・トゥデイNo.424」）。 

 

 

ちなみに、マドゥロ大統領と同じタイミングで麻薬取引

の元締めの１人として１，０００万ドルの懸賞金がかけ

られ、指名手配翌日にコロンビアから米国に引き渡され

たクリベル・アルカラ氏は後にグアイド暫定政権の協力

者であることが明らかになっている。 

 

また、米国・コロンビア政府もアルカラ氏と関係してい

る可能性が極めて高くなっている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

経 済                       

「ベネ民間銀行 ベトナムとの直接決済を開始」            

 

ベネズエラ・ベトナム商工会のオスワルド・エルナンデ

ス代表は、２０２２年に入り両国の経済関係は大きく進

展したと発表した。 

 

エルナンデス代表によると、先週ベトナムから農業分野

の専門家らがベネズエラを訪問し、農業開発の可能性に

ついて調査を行ったという。 

 

この調査の中で、ベトナムの調査団はベネズエラの気候

に対して高い評価をし、より生産性の高いトウモロコシ

の栽培を提案したという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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また、エルナンデス代表によると、２０２２年に入り、

ベネズエラの民間銀行がベトナムと直接決済が可能な

仕組みを開始したという。 

 

ただし、具体的な銀行名については明らかにしなかった。 

 

「OPEC ５月の産油量は日量７１．７万バレル」         

 

６月１４日 OPEC は加盟国の２２年５月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、５月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量２，０００バレル減り、

日量７１．７万バレル。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した５月の産

油量は先月から４．０万バレル減り、日量７３．５万バ

レルだったとしている。 

 

 

 

（写真）OPEC 

 

 

「ドル建課税徴収レジスター 購入済みは５０％」         

 

「ベネズエラ商業サービス商工会（Consecomercio）」の

Tiziana Polesel 代表は、大規模取引税のドル建て支払い

税を徴収するための準備が整っている企業は５０％程

度と説明した。 

 

店舗はドル建て支払いの際に税金を計上するためレジ

スターを買い直す必要が生じているが、融資を得ること

も困難な状況下でそのための投資ができず苦しんでい

ると指摘。 

 

特に全国規模の店舗など大きなチェーン店でレジスタ

ーの買い替え負担が大きいと指摘した。 

 

「Cifar 国内の医薬品充足率は９５～９６％」         

 

「医薬品産業商工会（CIFAR）」のティト・ロペス代表

は、２０２２年第１四半期の医薬品製造業は前年比６％

増と説明。 

 

ただし、２２年の通年で見ると（前年比の）売り上げの

増加は６％よりも緩やかなものになるだろうとの見解

を示した。 

 

売上が減少する理由について、２０２１年は Covid-１

９を理由に医薬品や予防系の製品の需要が多かったが、

２２年は Covid-１９の感染の波が落ち着いていること

から前年よりも医薬品需要が減るとの見通しを示した。 

 

需要が減少する一方で供給は比較的多いため、医薬品関

連の充足率は９５～９６％程度まで上がっていると指

摘した。 

 

なお、ベネズエラへ医薬品を供給している主な国はイン

ドと中国の２カ国だという。 
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社 会                       

「トゥルヒージョ州で土砂崩れ」            

 

トゥルヒージョ州が豪雨に見舞われ、同州のミランダ

市・スクレ市を結ぶ主要道路に土砂が流れ込み通れなく

なるなどの被害が出ている。 

 

この状況を受けて、トゥルヒージョ州のヘラルド・マル

ケス知事は非常事態を宣言。 

 

早急に道路の崩壊状況を確認し、修繕を行うと発表した。 

 

 

 

（写真）トゥルヒージョ州政府 

 

 

 

「ラウル・ゴリン氏の米国高級マンションが競売」         

 

ロイター通信は、ラウル・ゴリン氏が米国マンハッタン

に所有しているマンションが競売に出されると報じた。 

 

このマンションは２０１７年１１月にゴリン氏が購入

したもので、「Baccarat Hotel & Residences」の部屋面積

５００平米、４７階の部屋だという。 

 

競売は７月６日に予定されている。 

 

ゴリン氏は、マドゥロ政権政府高官の蓄財に協力したと

される人物。ベネズエラの民放「Globovision」のオーナ

ーでもある。 

 

米国政府はマネーロンダリングを理由に２０１９年に

ラウル・ゴリン氏に個人制裁を科しており、この制裁を

受けてゴリン氏は金融取引が出来ない。 

 

今回の競売は制裁を受けて、支払いが出来なくなったこ

とでマンション維持に必要な管理費・共同所有関連の経

費が不払いなったことが理由だという。 

 

以上 


