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（写真）Watcher Vzla “Cota９０５で犯罪グループ「El Coqui」と治安部隊が激しい衝突” 

 

 

２０２０年９月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「米国金融捜査網 銀行から取引情報を収集 

～ベネズエラの汚職取引捜査も主要テーマ～」 

「ペンス副大統領 グアイド議長と電話会談」 

「専門家 グアイド議長の提案 成功に疑問視」 

経 済                     

「英国裁判所 GOLD 裁量権を巡り再協議」 

「国内製油所 ガソリン精製を再開」 

「CENDAS-FVM ８月インフレ率２４．２％」 

社 会                     

「Covid-１９隔離緩和週 カラカスの様子」 

２０２０年９月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「米国政府 離反野党政治家５名に制裁」 

「バイデン候補顧問弁護士 制裁効果を疑問視」 

「米国 野党アドバイザーの口座を調査」 

経 済                    

「米国・ベネズエラの貿易額 ９割減」 

「Fedecamaras 最低賃金１５～５０ドル提案」 

「レストラン Covid-１９で売り上げ激減」 

社 会                     

「犯罪グループと治安部隊が衝突 

～カラカス旧市街地、銃撃戦で戦争状態～」 
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２０２０年９月２１日（月曜）             

政 治                       

「米国金融捜査網 銀行から取引情報を収集            

  ～ベネズエラの汚職取引捜査も主要テーマ～」       

 

現地メディア「El Nacional」は、世界各国の金融機関が

汚職の疑いがある金融取引情報を米国の「金融犯罪捜査

網（FinCEN）」に送っており、その取引情報の数は２１

億件にのぼると報じた。 

 

この極秘情報は、パナマペーパーなどの調査に関与した

「国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）」から得た情

報だという。 

 

金融機関が FinCEN に送った取引情報は１９９９年～

２０１７年のもので、ベネズエラの汚職調査も中心テー

マに入っているという。 

 

報道によると、捜査対象として PDVSA の口座、サマー

ク・ロペス氏（アイサミ経済担当副大統領のテスタフェ

ロとされる人物）の口座、カボ・ベルデに拘束中のアレ

ックス・サアブ氏（マドゥロ大統領および政権中枢関係

者のテスタフェロとされる人物）の口座などが含まれて

いる。 

 

他、チャベス政権時代に行われた貧困層への住宅建設プ

ロジェクト「ミシオン・ビビエンダ」に関連して汚職を

働いたとされるアレハンドロ・ヒメネス氏の口座情報も

含まれているようだ。 

 

また、ICIJ に所属するジャーナリストからの情報による

と、ベネズエラに関連する疑わしい取引として銀行が送

った取引情報の２００９年～２０１７年の総額は４８

億ドルに上り、そのうちの７０％は PDVSA に関係した

取引だという。 

 

「ペンス副大統領 グアイド議長と電話会談」         

 

９月２１日 米国のペンス副大統領とグアイド議長が

電話会談を行った。 

 

グアイド議長のツイッターの投稿によると、ペンス副大

統領はグアイド政権を引き続き支持する意向を伝え、マ

ドゥロ政権倒壊のために協力する意志を示したという。 

 

米国在住のベネズエラ人記者カルラ・アンゴラ氏による

と、ペンス副大統領とグアイド議長は９月１６日に国連

の調査団が公表したマドゥロ政権の人権侵害報告書の

内容について意見交換をし、マドゥロ政権が米州地域だ

けではなく、世界にとっての脅威になる存在だとの認識

で一致したという。 

 

９月２１日 米国のトランプ大統領が国連で「米国は対

イラン国連制裁を復活させた」と述べ、国連加盟主要国

が反対。日本のメディアでも大きく報じられた。 

 

イランへの制裁復活に関連してポンペオ国務長官は、ベ

ネズエラはイランに武器を輸出しており、国連の制裁規

定に違反したと指摘。両国への制裁強化の必要性を主張

した。 

 

「専門家 グアイド議長の提案 成功に疑問視」                  

 

９月７日 グアイド議長は国民投票の実施を呼びかけ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.495」参照）。 

 

ロス・アンデス大学の政治専門家リカルド・リオス教授

は、グアイド政権が提案している国民投票に疑問を呈し

た。 

 

「１７年 7 月に行われた国民投票は過去に例を見ない

政治的に大きな挑戦だった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
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しかし、この国民投票は政治構造を変えることは出来ず、

結果的にフラストレーションを与えることになった。 

 

恐らく今回の国民投票が成功することはないだろう。 

 

１つ目の理由は Covid-１９で投票が伸び悩むこと、 

２つ目の理由はグアイド政権の支持率が下がったこと、

３つ目の理由は野党が団結していないこと、 

４つ目の理由は現状に強い不満を持っていた人が国外

に出て行ったことだ。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「英国裁判所 GOLD 裁量権を巡り再協議」           

 

９月２２日～２４日にかけて、英国銀行にあるベネズエ

ラ中央銀行の１３億ドル相当の GOLD の裁量権を巡り、

マドゥロ政権とグアイド政権が再び英国裁判所で協議

を行う。 

 

本件については７月２日に一回目の結論が出ており、グ

アイド政権側に軍配が上がっている。 

 

しかし、マドゥロ政権側が同決定に異議を申し立て、今

回は２回目の協議となる。 

 

９月２２日 マドゥロ政権側の弁護士を務める Nick 

Vineall 氏は、「英国裁判所はマドゥロ政権が実質的にベ

ネズエラをコントロールしていることを認めた。」と説

明。 

 

実際にベネズエラをコントロールしているマドゥロ政

権に中央銀行の GOLD の裁量権があると主張した。 

 

 

 

 

「国内製油所 ガソリン精製を再開」          

 

「ベネズエラ石油労働者組合（Futpv）」の Ivan Freites

氏は、PDVSA がカルドン製油所の稼働を再開したこと

を明らかにした。 

 

フレイテス氏によると、現在は日量２．５万バレルのガ

ソリンを精製しているという。 

 

また、「Argus Media」が関係者から入手した情報による

と、カルドン製油所とアムアイ製油所は今週末にも日量

４万バレルのガソリンを精製できる可能性があるとい

う。 

 

また、同日同じく Futvp の Eudis Girot 代表はエルパリ

ート製油所も稼働を再開したと発表。 

現在はオクタン価８３のガソリンを日量３万バレル精

製しているという。 

 

ただし、エルパリート製油所は老朽化で多くの部分が故

障。一部では異常に揺れている部分があり、事故が懸念

されると警鐘を鳴らした。 

 

現在、ベネズエラの製油所はイランの技術者が入り修繕

作業をしている。彼らのサポートが功を奏してか以前よ

りも国内精製量が回復しているようだ。 

 

「CENDAS-FVM ８月インフレ率２４．２％」         

 

９ 月 ２ １ 日  物 価 の 調 査 を し て い る 民 間 団 体

「CENDAS-FVM」は、２０年８月の基礎食料費（５人

家族が通常の食生活を送るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２０年８月の基礎食料費は

先月比２４．２％増の BsS.９１，８３４，０５７．９９。 
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７月のインフレ率は３１．５％だったので、７月より少

しインフレが減速したことになる。 

 

２０年１月～８月までのインフレ率は５０２．１％。 

１９年９月～２０年８月の１２カ月で１，６０７．５％

増となった。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の８月の並行

レート平均値は１ドル BsS.３０１，８４０．８２だった。 

同レートでドル換算すると３０４．２５ドル（先月の３

１１．７２ドルから７．５ドル減）になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「Covid-１９隔離緩和週 カラカスの様子」           

 

ベネズエラは Covid-１９の感染拡大を防止しつつ、生

活を確保するため、１週間ごとに厳格な外出禁止措置と

外出緩和措置を繰り返している。 

 

９月２１日の週は隔離緩和の週。 

カラカスの町は大勢の人が外出していた。 

 

カラカスの地下鉄は乗車待ちの行列が出来ており、報道

によると地下鉄構内に入るために３０分以上待たなけ

ればならなかったようだ。 

 

 

（写真）Reporta Ya 

“カラカス地下鉄の構内に入るための行列” 
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２０２０年９月２２日（火曜）              

政 治                       

「米国政府 離反野党政治家５名に制裁」        

 

９月２２日 米国政府は、１９年後半に主要野党を離反

し、２０年から与党派国会に属した元野党議員ら４名、

与党政治家１名に制裁を科した。 

 

米国政府が制裁を科したのは以下の５名。 

 

Guillermo Luces 氏 

マドゥロ政権側の最高裁が任命した大衆意志党の幹部。 

 

Miguel Ponente Parra 氏 

マドゥロ政権側の最高裁が任命した第一正義党の幹部。 

 

Bernabé Gutiérrez 氏 

マドゥロ政権側の最高裁が任命した行動民主党の幹部。 

 

Chaim Bucara 氏 

マドゥロ政権側の最高裁に対して、新時代党の幹部変更

を申請した人物。UNT から除名された。 

 

José Benavidez 氏 

マドゥロ政権側の最高裁が任命した Tupamaro の幹部。 

「Tupamaro」は、与党派の政党だが、与党グループ内

で亀裂が生じているようで、旧幹部は与党「ベネズエラ

社会主義統一党（PSUV）」に反旗を翻し、独自にグルー

プを組織した。 

 

この動きを受けて、最高裁は Tupamaro の旧幹部を解任

させ、José Benavidez 氏を Tupamaro の幹部に任命した。 

 

 

 

 

 

「バイデン候補顧問弁護士 制裁効果を疑問視」           

 

米国大統領選の民主党候補ジョー・バイデン氏のアドバ

イザーのファン・ゴンサレス氏は、現地メディア「El 

Universal」のインタビューに答え、制裁の効果について

疑問視した。 

 

「我々が必要としているのは野党との対話テーブルに

戻すためにマドゥロ政権に圧力をかけることだ。 

 

共和党はマドゥロ政権に対して最大限の圧力をかける

方針を取ってきた。彼らは政権を変えるため多くの制裁

を科したが現時点では結果が伴っていない。」 

との見解を示した。 

 

また、１２月の国会議員選について「バイデン政権は自

由で平等な環境で行われる選挙と認識しておらず、バイ

デン政権が発足した後も米国政府は選挙結果を認める

ことは無いだろう」との見解を示した。 

 

「米国 野党アドバイザーの口座を調査」         

 

メキシコのメディア「Mexicanos」は、米国政府がベネ

ズエラ人の政治アドバイザーJ.J.レンドン氏の口座を調

べていると報じた。 

 

本稿「米国金融捜査網 銀行から取引情報を収集」で紹

介した通り、FinCEN は不審な金融取引の情報を世界の

金融機関から集めており、その中に J.J.レンドン氏も含

まれているという。 

 

J.J.レンドン氏は、米国在住の政治アドバイザーで、ベネ

ズエラ以外でもメキシコ、ペルーなど様々な大統領選に

関与し、当選請負人と呼ばれた人物だった。 
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しかし、２０年５月に起きた「Gedeon オペレーション」

の実行グループと J.J.レンドン氏との間で契約を交わし

ていたことが発覚し、レンドン氏はグアイド政権の政治

顧問を降りることになった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.444」参照）。 

 

具体的に挙げられた一例として、メキシコのペニャ・ニ

エト元大統領に関連した取引で不審な口座の動きがあ

るようだ。 

 

経 済                       

「米国・ベネズエラの貿易額 ９割減」            

 

「米国ベネズエラ商工会議所（VenAmCham）」のルイ

ス・ビセンテ・ガルシア代表は、２０２０年の米国とベ

ネズエラの取引額は年間で２０億～２５億ドル程度に

なると予想。 

 

経済が比較的順調だった２０１３年当時と比べて９

０％以上減少することになると述べた。 

 

「現在は、カカオ、蟹、花、ラム酒などの輸出は続いて

いるが、取引量は大きく減少した。 

 

７年前の二国間の貿易取引は３００億ドルをこえてい

た。それが２４０億ドル、１８０億ドル、１６０億ドル

と減少し、現在の状況にまで至った。」 

と述べた。 

 

なお、本日付の「ウィークリーレポート No.167」で、

２０年前期の日本とベネズエラの貿易取引について紹

介している。 

 

２０年１月～６月にかけて、日本からベネズエラへの輸

出が９４７万ドル。ベネズエラからの輸入が２，７５９

万ドル。合計で３，７０６万ドルだった。 

 

仮に７月～１２月まで同じ金額の取引を継続した場合、

二国間の貿易取引額は７，４１２万ドル。現在の為替レ

ート（１ドル＝１０５．１３円）で換算すると約７８億

円になる。 

 

「Fedecamaras 最低賃金１５～５０ドル提案」         

 

９月２２日 ベネズエラで最も大きな企業団体「ベネズ

エラ経団連（Fedecamaras）」のリカルド・カサノ代表は、

ベネズエラ国民の生活を保障するために緊急的な対応

が必要であると主張。 

 

「生存に必要最低限な最低賃金（Salario minimo vital）」

を提案した。 

 

「政治アクターが建設的な議論をすることが出来れば、

現状は遥かに良くなる。Covid-１９で厳しい状況の中、

生活に困窮する人々のために必要なことをしなければ

いけない。ベネズエラ経済が再生できるようになるまで

生命維持に必要な給料を支給するべきだ。」 

と主張。 

 

具体的な金額は１５～５０ドル、期間は１２カ月程度と

述べた。 

 

どこから資金を捻出するかについて、欧米はグアイド政

権に支援を行っており、ベネズエラ国民の支援のために

多くの資金が流れている。その資金を使用することは一

案だろう。 

 

ただし、この資金は政治利用されてはいけない。純粋に

国民の生活を保護するために支出されるべきだ。」 

との見解を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fc6cb9c6ac0e8c2b9ad63cb16631b6e.pdf
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「レストラン Covid-１９で売り上げ激減」         

 

Covid-１９の隔離措置が始まってから６カ月が経過し

た。 

 

レストランは、デリバリーや持ち帰りサービスを行うこ

とで営業を維持しているが、経営はかなり厳しい状況に

ある。 

 

カラカスの外食セクター３００社が加盟している「全国

レストラン商工会（Canares）」のイバン・プエルタ代表

によると、デリバリーや持ち帰りだけでは通常の売り上

げの１０～２０％程度しか確保できないという。 

 

また、収入を確保できないため従業員も減らしており、

現在は１０～２０％程度の従業員しか働いていないと

いう。 

 

現在、レストランは隔離緩和週間でも営業できない業種

となっている（デリバリーや持ち帰りサービスは可能）。 

 

Canares はマドゥロ政権に対して、隔離措置緩和週間は

通常営業を再開できるよう規則の変更を求めていると

した。 

 

社 会                       

「犯罪グループと治安部隊が衝突             

  ～カラカス旧市街地、銃撃戦で戦争状態～」            

 

９月２２日午前１０時頃 カラカスの旧市街地エル・パ

ライソ―エル・セメンテリオ地区のグスマン・ブランコ

通り（通称 Cota９０５）で犯罪者グループ「El Coqui」

と、「国家警察（PNB）」「特別機動部隊（FAES）」「犯罪

科学捜査班（CICPC）」など治安維持部隊が衝突。 

 

 

 

激しい銃撃戦が繰り広げられ、一時 Cota９０５一帯は

戦争のような状況になったという。 

 

この銃撃戦で FAES の１名が殉職。少なくとも２名が負

傷した。また、「El Coqui」の構成員２名が死亡したと報

じられている。 

 

なお、８月２５日にも Cota９０５で犯罪グループと治

安部隊との衝突が起きた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.489」参照）。この地域は極めて危険な地域となって

いるようだ。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd36e9a47a7f6f9211e1c16ce0d00e67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd36e9a47a7f6f9211e1c16ce0d00e67.pdf

