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（写真）グアイド議長ツイッター “１月２３日 グアイド議長、第５０回 世界経済フォーラムで演説” 

 

 

２０２０年１月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 ブリュッセルで EU 議員らと会談」 

「グアイド議長 賄賂受け取りの疑惑」 

「グアイド議長の事務所占拠は汚職調査のため」 

「与党派国会 最高裁での会見を延期」 

経 済                     

「GoodYear 一時的占拠を受ける」 

「経済ドル化で養鶏業が機能停止」 

社 会                     

「OFAC の制裁を受けた PDVSA プライベート機」 

「大学教員の給料は最高で月額２０ドル」 

２０２０年１月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 世界経済フォーラムに出席 

～各国代表らを前に１５分間の演説～」 

「フォーラムを通じて面談した外国政府高官」 

「グアイド議長の次の目的地はスペイン 

～デルシー副大統領は交通相と面談～」 

経 済                    

「Polar ベネズエラ第２位企業の株式取得」 

「Movistar １９年に３７０回の設備盗難被害」 

社 会                     

「汚職国家ラインキング ベネズエラ上位」 
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２０２０年１月２２日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 ブリュッセルで EU 議員らと会談」       

 

英国でボリス首相と面談したグアイド議長は、１月２２

日にブリュッセルに移動。欧州議員やリマグループの政

府関係者らと面談した。 

 

まず、グアイド議長は EU 外交政策委員長のボレル外相

と会談。ボレル外相は「グアイド政権を強く支持する」

と明言したものの、具体的なアクションのコミットはな

かったと報じられている。 

 

（写真）ガブリエル・バスティーダ記者 

 

また、EU 議会の議員とリマグループの政府関係者らと

会談した。 

 

 

グアイド議長は、マドゥロ政権の凶悪性を訴え、世界の

脅威になっていると訴えた。また、対話での解決の可能

性について悲観的な見通しを示し、圧力を通じた問題解

決を志向する趣旨の演説を行った。 

 

「グアイド議長 賄賂受け取りの疑惑」         

 

１月２２日 ロイター通信は、グアイド議長がベネズエ

ラ政府と汚職取引をしていた企業家から賄賂を受け取

っていた疑惑があると報じた。 

 

企業家の名前はアレハンドロ・ベタンコート氏。

「Derwick」という会社の社長で、ラファエル・ラミレ

ス元国連大使が PDVSA 総裁を務めていた頃、汚職取引

を通じて莫大な資産を築いた人物とされている。 

 

米国政府も同氏を汚職容疑で調査しており、以前からメ

ディアで度々名前が上がっている。 

 

ロイター通信によると、トランプ大統領の個人弁護士を

務めているルディ・ジュリアーニ弁護士がベタンコート

氏とグアイド議長の父親をスペインで面談させたとい

う。 

 

そこで、ベタンコート氏は自身の汚職調査を止める代わ

りにグアイド議長の政治活動に資金援助すると申し出

たという。 

 

この面談から一カ月後、ジュリアーニ氏は、米国検察当

局に対して、ベタンコート氏への捜査を停止するよう要

請したという。確かに、ベタンコート氏の名前は汚職容

疑者として以前から挙がっていたが、現時点では制裁対

象者になっていない。 

 

ロイター通信は、ジュリアーニ氏に内容の事実関係を確

認したが、回答を拒否したという。 
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また、米国国務省も本件についてのコメントは控えた。 

 

他方、グアイド議長は 

「ベタンコート氏とは面識がない。私とは関係がない。

従って、（汚職は）不可能だ。」 

とコメントした。 

 

また、ベタンコート氏と面談したと報じられているグア

イド議長の父親も 

「私はどこの家族もしているように独裁者から自分の

息子をサポートしているだけだ。私は何も知らない。」 

と回答したという。 

 

別の記事では、米国でベネズエラ問題を担当しているエ

リオット・エイブラムス担当官も野党の資金の不透明さ

について問題視していたと報じられている。 

 

「グアイド議長の事務所占拠は汚職調査のため」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.396」で、カラカスの

エルロサル地区にあるグアイド議長の事務所が SEBIN

に占領されているとの記事を紹介した。 

この事務所占拠は１月２２日も続いた。 

 

１月２２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、グアイ

ド議長の事務所を捜査した理由について 

「マネーロンダリングをした犯罪者と関係があること

が確認できたため。」と説明した。 

 

ロドリゲス情報通信相曰く、グアイド議長は関係者

（Volante Zuluaga 氏の親族）の名義で２０社超のペー

パーカンパニーを組織し、マネーロンダリングをしてい

たとしている。 

 

本レポートのベタンコート氏の記事とタイミングが一

致しており、何らかの関係があるのかもしれない。 

 

なお、ベタンコート氏が与党と汚職関係にあったと言っ

ても、マドゥロ政権と有効な関係にあるかどうかは別問

題だ。 

 

ラファエル・ラミレス氏は、マドゥロ大統領と敵対関係

にある。ラミレス氏と汚職関係があったとすれば、マド

ゥロ政権とベタンコート氏は敵対関係にあると思われ

る。 

 

「敵の敵は味方」という流れで、ベタンコート氏がグア

イド政権に資金協力しているというのは十分に考えら

れそうだ。 

 

「与党派国会 最高裁での会見を延期」         

 

１月２２日 与党派国会の議長を務めているルイス・パ

ラ議員は、最高裁で予定していた記者会見を延期すると

発表した。 

 

記者会見の目的は、現在の国会無効状態についての何ら

かの発表と選挙管理委員会（CNE）の役員任命について

だったと報じられている。 

 

しかし、延期の理由については明らかにされていない。 

 

パラ議員は、最高裁判所に対して「国会の無効化解除」

を申請。この申請を受けて、１月１３日に最高裁は、議

長就任時の議事録を提出するよう求めていた。 

 

「国会の無効化解除」の発表が本来の目的だったが、何

らかの理由で発表できなくなったというのがあり得そ

うな話だろう。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c9e62146e5cf8c4414bf9a6b957539d1.pdf
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経 済                        

「マドゥロ大統領 GoodYear の再稼働を指示」           

 

マドゥロ大統領は、カラボボ州のラカバ知事に対して、

米タイヤメーカー「GoodYear」のベネズエラ工場（カラ

ボボ州バレンシア）を再稼働させるよう指示した。 

 

マドゥロ大統領は、労働者らの集会に出席し、 

「私はカラボボ州のラカバ知事に対して、Good Year の

操業を再開するよう提案する。」 

と発言した。 

 

「GoodYear」が工場を閉鎖したのは１８年１０月（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.227」参照）。 

 

この閉鎖を受けて、マドゥロ政権は「GoodYear」の工場

を占拠していた。しかし、生産稼働率は著しく低く、事

実上の操業停止状態が続いていた。 

 

マドゥロ大統領は、 

「まずは、月３，０００個のタイヤを製造しなければい

けない。２０年第２四半期には、月６，０００個のタイ

ヤを製造する。」 

と述べた。 

 

「経済ドル化で養鶏業が機能停止」           

 

農業専門メディア「Minuta Agropecuaria」は、経済のド

ル化が進行したことで、生産コストが上昇し、養鶏業が

操業できない状態になっていると報じた。 

 

モナガス州の生産者団体「Asoprimo」のアントニオ・ア

ドリアン代表は、ラジオ番組に出演し、養鶏業の現状に

ついて訴えた。 

 

 

 

アドリアン代表によると、養鶏場の９０％は操業をやめ

ているという。また、牛などの畜産業も同様に影響を受

けており、生産が衰退しているようだ。 

 

「養鶏に必要なエサ代、病気を予防するための薬代、肥

料、トラクターのフィルター装置、設備修繕費など全て

がドル建てになっている。 

 

また、頻繁に停電するため、故障や計画の遅れなどで追

加の損失が発生する。この状況で生産を続けることは不

可能だ。」 

と主張した。 

 

社 会                        

「OFAC の制裁を受けた PDVSA プライベート機」           

 

１月２１日 米国政府は、PDVSA が所有するプライベ

ート機１５機に制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.396」参照）。 

ポンペオ国務長官は、制裁の理由について、マドゥロ政

権高官が同飛行機を利用して外国に移動しているため

と説明した。 

 

現地メディア「Al Navio」は、今回制裁された機体がど

のようなものか報じた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c9e62146e5cf8c4414bf9a6b957539d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c9e62146e5cf8c4414bf9a6b957539d1.pdf
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写真の通り、ラグジュアリージェットで、ベネズエラか

らトルコのイスタンブールまで、経由する必要なく移動

できる最高級飛行機だという。 

 

「大学教員の給料は最高で月額２０ドル」           

 

日本では高給取りの大学教員だが、ベネズエラでは極め

て給料の低い職種となっている。 

 

現地メディア「Descifrado」は、教授職の給料について

報道。以下の給料表によると、大学教授として最も高い

給料を受け取る人の給与は月額 BsS.１２２．９万だと

いう。 

 

１ドル BsS.７．６万で割ると１６ドルに相当する。 

 

筆者がカラカスにいた頃から同じだが、教師は教職だけ

では生活費を賄うことが出来ないため、副職を持ってい

るのが一般的。 

 

政治学者、経済学者の場合、何らかの調査委託、家庭教

師などを受けてドル建ての収入を受け取り、生計を立て

ることが出来るが、文学などの教授は生計を立てるのに

かなり苦労しているという。 

 

 

（写真）Descifrado “大学教員の給料表” 

 

 

 

２０２０年１月２３日（木曜）              

政 治                        

「グアイド議長 世界経済フォーラムに出席       

    ～各国代表らを前に１５分間の演説～」        

 

１月２３日 グアイド議長は、スイスのダボスに移動。

世界経済フォーラムに出席した。 

 

グアイド議長は、壇上で１５分ほど演説。 

ベネズエラに民主主義を取り戻すために協力してほし

いと各国代表に呼びかけた。 

 

主な発言は以下の通り。 

 

 

１．この会議は年に１度、世界をより良い形にするため

に開催される。それが、私がこの場に立ってベネズエラ

の状況を訴える理由だ。 

 

２．ベネズエラには５５０万人の外国移住者がいる。現

在、ベネズエラでは月給３．５ドルで生活している看護

士や教師がいる。 

 

３．ベネズエラは、コロンビアのゲリラ組織やヒズボラ

など国際的な犯罪集団の巣窟になっている。 

 

４．犯罪者の富を蓄積するため、ベネズエラの GOLD

が違法に取引されている。 

 

５．我々はこの違法行為を止めなければいけない。それ

には国際社会の協力が必要だ。 

 

６．汚職、迫害、死は現在ベネズエラを統治するための

政治手法となっている。 
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「フォーラムを通じて面談した外国政府高官」           

 

同日の世界経済フォーラムで、グアイド議長は出席した

各国代表らと面談した。 

 

話し合いを持った主な政治家は以下の通り。 

 

米国： マイク・ポンペオ国務長官、 

イバンカ・トランプ大統領補佐官 

 

コロンビア： イバン・ドゥケ大統領 

 

欧州議会： アントニオ・タハーニ議長 

 

オーストリア： セバスティアン・クルス首相 

 

ギリシャ： キリアコス・ミトォタキス首相 

 

オランダ： マルク・ルッテ首相 

 

トランプ大統領については、グアイド議長がダボスに到

着した頃には、スイスを出発しており、面談することは

無かった。 

 

ただし、今後グアイド議長が米国に移動し、トランプ大

統領と面談する可能性は残っている。 

 

ポンペオ国務長官は、記者から 

「グアイド議長とトランプ大統領が面談する可能性

は？」 

と聞かれると、 

「状況が整えば」 

と回答。 

 

面談の可能性は否定しなかった。 

 

 

「グアイド議長の次の目的地はスペイン         

     ～デルシー副大統領は交通相と面談～」        

 

世界経済フォーラムに出席した後のグアイド議長の渡

航先はスペインになるようだ。 

 

現在のところ、グアイド議長はスペインの外相と会談す

る予定が組まれている。ただし、サンチェス首相と面談

する予定は立っていない。 

 

現在、スペイン政府は中道左派の社会労働党（POSE）

が政権を担っており、急進左派「ポデモス」とも連立を

組んでいる。 

 

「ポデモス」とマドゥロ政権との関係は強く、「POSE」

もベネズエラ野党から非難の対象となっているロドリ

ゲス・サパテロ元首相が所属する政党。 

 

スペイン政府は、グアイド議長を支持しつつも、米国に

近すぎるグアイド議長とは微妙に距離を置いていると

ころはある。 

 

当初、グアイド議長はサンチェス首相と面談が調整でき

ない場合は、スペインに渡航しないと報じられていたが、

最終的にスペインに渡航することになったようだ。 

 

なお、グアイド議長がスペイン外相と面談する一方で、

マドゥロ政権のデルシー・ロドリゲス副大統領は極秘で

スペインに渡航し、スペインの交通相と面談したと報じ

られている。 

 

ロドリゲス副大統領は、欧州連合として科した制裁の対

象者で本来であれば、スペインに渡航することは禁止さ

れている。 

この報道を受けて、スペインの野党議員は与党側の姿勢

を非難している。 
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経 済                       

「Polar ベネズエラ第２位企業の株式取得」            

 

ベネズエラで最も大きな民間企業と言われる総合食料

品メーカー「POLAR」は、ベネズエラで２番目に大き

な民間企業「Antojos Araguaney」の株式８０％を購入し

たと発表した。 

 

「Antojos Araguaney」は、スペインのマドリッドとテネ

リフェにテケーニョ（ベネズエラではポピュラーな、中

にチーズが入ったおつまみ）の製造工場を持っている会

社。 

 

同社の工場は、日量５万トンの生産能力があるという。 

 

ポラールのロレンソ・メンドーサ社長は、 

「同社の株式を購入することでスペインでのビジネス

を拡大する。目標は１年間で現在の製造量を２倍にする

こと。ポラールの新商品もスペインで生産する予定だ。」 

と今後の展望を語った。 

 

 

（写真）一般サイトより抜粋 

“ベネズエラの有名な料理「テケーニョ」” 

 

 

 

 

「Movistar １９年に３７０回の設備盗難被害」               

 

「Movistar」はベネズエラで最も使用されている携帯電

話、インターネット通信会社の１つ。 

 

「Movistar」は、２０１９年にベネズエラで３７０回も

設備の盗難被害を受けたと訴えた。 

 

この盗難により生じた問題を解決するために年間で３

５０万ドル超の経費が発生したとしている。 

 

また、盗難は２０年になっても減る傾向は無く、この１

カ月間で、セロ・グランデ地区にある「Movistar」の電

波塔で資材の盗難が２回起きたと言及。 

 

この盗難により、アンソアテギ州のカンタウラ、サンタ・

アナ、サン・マテオ地区に電波障害が起きたと説明した。 

 

社 会                       

「汚職国家ラインキング ベネズエラ上位」            

 

ドイツのベルリンを拠点とする組織「Transparencia 

International」は、「２０１９年の世界透明度指数」を公

表した。 

 

同団体の発表によると、ベネズエラとニカラグアは米州

地域で最も汚職の蔓延している国となっている。 

 

調査では政治の透明性の度合いに応じて０～１００で

評価。 

 

ベネズエラは１００点中１６点。米州地域で最も低い。 

順位は、調査対象となっている１８０カ国中１７３位。 

ベネズエラの下は、イエメン、シリア、南スーダン、ソ

マリアのみだった。 
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ニカラグアは、１００点中２２点で１８０カ国中１６１

位。 

 

逆に最も政治の透明性が高いとされた国は、デンマーク

とニュージーランドの２カ国。両国ともに１００点中８

７点だった。 

 

なお、日本は１００点中７３点で、世界では２０位とな

っている。 

 

 

 

 

 
（写真）Transparency International 

以上 

 


