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（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 “イラン系総合スーパーMegasis、カラカスにオープン” 
 

２０２０年７月２９日（水曜） 

 

政 治                     

「レオセニス・ガルシア党首の告白 

～野党政治家含め汚職企業家から資金受領～」 

「ロペス国防相 軍人３０２名を解雇」 

「カラカス７０ホテル Covid-１９患者受入先に」 

経 済                     

「Monomeros １９年の収益前年比２２１％増」 

「マドゥロ大統領 新たな企業支援策を検討」 

社 会                     

「カラカス 大地震から５３年が経過」 

２０２０年７月３０日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア政府 ベネ領事館の略奪捜査」 

「Covid-１９感染確認者 １日で７００名増」 

「カベジョ制憲議長 感染発表から４週間経過」 

「最高裁 ラミレス元 PDVSA 総裁引き渡し要請」 

経 済                    

「イラン系総合スーパーMegasis オープン 

～米国 イランとの関係強化に懸念表明～」 

「カラカス首都区 ５６％はドル建て決済」 

社 会                     

「Covid-１９感染者宅に看板」 
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２０２０年７月２９日（水曜）             

政 治                       

「レオセニス・ガルシア党首の告白           

 ～野党政治家含め汚職企業家から資金受領～」       

 

７月２９日 野党政党「ProCiudadanos」レオセニス・

ガルシア党首は、「PanAm Post」のインタビュー番組に

出演。 

 

記者から「どこから ProCiudadanos の活動資金が来て

いるのか？」と聞かれると、 

 

ガルシア党首は 

「我々の資金は、社会主義を拒絶し、自分たちの思想を

支持してくれている外国の組織などから受けている。ベ

ネズエラ国内では銀行や保険業からの拠出が多い。」 

と回答。 

 

記者から更に、汚職企業家からの資金拠出の可能性につ

いて指摘されると、ガルシア党首は 

 

「重要なことを話す。 

 

私が最初にクラベル・カロネ（米国の元国家安全保障省

職員）と面談した時に彼に伝えたことがある。 

 

ベネズエラは、スイスやスウェーデンではない。ベネズ

エラは国家（石油産業）がお金を稼ぐ国だ。ベネズエラ

の富は元をたどれば全て国が源泉となっている。 

 

最大の民間企業ポラールの富も元をたどれば、ベネズエ

ラ政府が割り当てた外貨だ。 

 

ベネズエラ国内で財を成している全ての企業家は全て

マドゥロ政権と取引をしている。 

 

それらの企業家を汚職政治家とするのであれば、全ての

企業家は汚職企業家だ。その企業家からお金を受け取っ

ている野党政治家も同様に汚職で拘束されなければな

らない。 

 

もし米国政府がマドゥロ政権と取引をしている企業家

に制裁を科すのであれば、レオポルド・ロペスも、マリ

ア・コリナも私も全ての政治家は制裁を受けなければな

らない。 

 

マリア・コリナだってマドゥロ政権と取引をしている企

業家らから活動資金を得ている。私は彼女を非難してい

るわけではない。ベネズエラはそういう国だ。スイスで

はない。」 

と述べた。 

 

これは筆者が同インタビューのオリジナル映像を聞い

て書いたものだが、現地の報道は上記の内容と少し違っ

ている。 

 

複数の現地主要メディアの報道を見たが、どのメディア

も「レオセニス・ガルシア党首とレオポルド・ロペス党

首がマドゥロ政権と取引している企業家から活動資金

を受け取っている」と報じており、マリア・コリナ・マ

チャド党首に関するガルシア党首の指摘はどのメディ

アでも掲載していなかった。 

 

ガルシア氏は、 

「もし米国政府がマドゥロ政権と取引をしている企業

家に制裁を科すのであれば、レオポルド・ロペスも、マ

リア・コリナも私も全ての政治家は制裁を受けなければ

ならない。」 

と述べたにも関わらず、どの記事も 

「もし米国政府がマドゥロ政権と取引をしている企業

家に制裁を科すのであれば、レオポルド・ロペスも私も

全ての政治家は制裁を受けなければならない。」 

と書いており、マチャド党首の名前を抹消している。 
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ガルシア党首は、その後もマリア・コリナ・マチャド氏

と彼女の資金の話を続けようとしたが、「PanAm Post」

の記者は意図的にテーマを変えたように見えた。 

「PanAm Post」は、急進野党系のメディアでマチャド

党首を支持するメディアと認識されている。マチャド党

首の活動資金について、記者がこれ以上追及してほしく

ないことは想像に難くない。 

 

ベネズエラの主要メディアの報道の仕方を見る限り、マ

チャド党首の背後には誰か大きな権力者がいると考え

るべきだろう。 

 

「ロペス国防相 軍人３０２名を解雇」                  

 

軍事専門記者セバスティアナ・バラエス氏は、パドリー

ノ・ロペス国防相が軍人３０２名を解雇したと報じた。 

 

３０２名の役職は、将軍６名、大佐４名、大将２７名、

大尉２６５名。 

 

バラエス氏によると、３０２名の解雇は軍内部の素行調

査の結果としている。 

 

「カラカス７０ホテル Covid-１９患者受入先に」         

 

リベルタドール市のエリカ・ファリア市長は、カラカス

市内の約７０のホテルを Covid-１９患者の受け入れ先

にすると発表した。 

 

ただし、どのホテルが Covid-１９患者の受け入れ病院

になるのかは明らかにされていない。 

 

２０年３月の時点で国営ホテル「Alba Caracas」は

Covid-１９の受け入れ施設になっていた。現在、同ホテ

ルには Covid-１９患者用に２００のベットがあるとい

う。 

 

経 済                        

「Monomeros １９年の収益前年比２２１％増」           

 

グアイド政権は、ベネズエラの石油化学公社「Pequiven」

のコロンビア関係会社「Monomeros」の２０年前期の事

業結果を発表。 

 

Monomeros の事業結果を報告する動画では 

「２０年前期の収益は１０３億５，１００万ドルで１９

年前期比２２１％増とした。また、EBITA は１３９億

６，５００万ドルで前年同期比３７４％増とした。」 

と発表している。 

 

ただ、収益１０３億５，１００万ドル、EBITA１３９億

６，５００万ドルは多すぎないだろうか。 

 

恐らく、４桁少なく収益１，０３５万ドル、EBITA１，

３９６万ドルと思われる。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 
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「マドゥロ大統領 新たな企業支援策を検討」                  

 

７月２９日 マドゥロ大統領は、中小企業対策として、

企業支援策を検討していると述べた。 

 

「先日、「Fedeindustria（中小企業商工会的な組織、与

党派の団体）」から提案を受けた。我々は国内の生産者

を支援するため近いうちに支援策を発表する。」 

と述べた。 

具体的な免税措置の内容は明らかにされていないが、

「税金支払いの延期」「ペトロ建ての資金支援」などの

可能性が報じられている。 

 

社 会                        

「カラカス 大地震から５３年が経過」           

 

１９６７年７月２９日 カラカスで大規模な地震が起

き死者２８３名、負傷者２，０００名超の被害が出た。 

また、多くの建物が倒壊。経済的な被害額は１，０００

万ドルとされている。 

 

この大地震発生から５３年が経過。各メディアは地震直

後のカラカスの様子を写真付きで報じている。 

 

なお、日本人駐在員が多く住んでいたチャカオ市の下に

は断層がある。仮に再びカラカスで大地震が起きた場合、

被害が最も大きくなる地域とされている。 

 

 

 

（写真）Funvisis 

 

２０２０年７月３０日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア政府 ベネ領事館の略奪捜査」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.477」で、アレアサ外

相が、「在ボゴタ・ベネズエラ領事館が略奪を受けて廃

墟化している」と訴えた記事を紹介した。 

 

本件について、コロンビア外務省は捜査すると発表。ま

た、コロンビア警察による監視を強化すると発表した。 

 

コロンビア外務省のツイッターでは 

「無人化しているボゴタのベネズエラ領事館の略奪に

ついて、当局が事件を捜査する。本件については、領事

館職員への給料未払いが原因で職員自身が強盗を働い

たとの指摘もあり、その可能性も踏まえて捜査を行う。」 

と投稿されている。 

 

なお、今回のアレアサ外相の訴えに応じる形で、コロン

ビアのドゥケ大統領は、「ベネズエラ・ボリバル州プエ

ルト・オルダスにあるコロンビア領事館も略奪を受けた」

と訴えているが、同領事館の写真なども含めて詳細につ

いては明らかにされていない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4681bba9d58328815861923ce95281d8.pdf
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「Covid-１９感染確認者 １日で７００名増」           

 

７月３０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、この２

４時間で新たに７０１名の Covid-１９感染者が確認さ

れたと発表した。これまでの感染確認者は１７，８５９

名にのぼる。また、同日４名が死亡し、これまでに１５

８名が死亡したとした。 

 

一日で７００名超の感染が確認されたのは同日が初め

て。最近では一日当たり５００～６００名の感染が確認

されており、感染拡大スピードは速くなっている。 

 

なお、新たに感染を確認した７０１名のうちの３３２名

（約４７．４％）はカラカス首都区での感染者だ。 

 

これまで２３州・１首都区の中で最も感染者数が多かっ

たのはスリア州だった。 

 

スリア州の人口は、カラカス首都区の約２倍とされてお

り、人口の多さで考えるとスリア州の感染者数が最も多

いのは自然なことだったが、今週に入りカラカス首都区

の感染者数がスリア州の感染者数を越えている。 

 

他の地域と比べて首都区の感染率が特に高くなってい

るようだ。 

 

「カベジョ制憲議長 感染発表から４週間経過」         

 

７月９日 マドゥロ政権のナンバー２と言われるディ

オスダード・カベジョ制憲議長が Covid-１９感染を発

表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.469」参照）。 

 

感染発表から４週間が経過したが、カベジョ制憲議長の

回復宣言はない。 

 

 

 

自身の体調についてツイッターで状況を明らかにした

のは７月２２日が最後。 

 

「プロトコールに従い静養している。引き続き治療を受

けており。祈りと天恵が私に強い力を与えている。」 

と投稿していた。 

 

 

 

なお、カベジョ制憲議長より後に感染を発表したスリア

州のプリエト知事、アイサミ経済担当副大統領はCovid-

１９からの回復を宣言している。 

 

「最高裁 ラミレス元 PDVSA 総裁引き渡し要請」         

 

７月３０日 マドゥロ政権側の最高裁判所は、イタリア

当局に対して、ラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁（元

国連ベネズエラ代表大使）を引き渡すよう要請した。 

 

ラミレス元 PDVSA 総裁の捜査は１７年６月８日から

始まっていた。 

 

当時、検察庁はマリスカルスクレのガス開発プロジェク

トでの「PDVSA Servicios」と「Petrosaudi」との契約に

イレギュラーがあったとして捜査を開始していた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
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「PDVSA Servicios」と「Petrosaudi」の契約は、２０１

０年に結ばれた契約で「Petrosaudi」が「PDVSA 

Servicios」に対して、船舶を貸与するというもの。 

 

貸与の契約期間は７年間で、１日当たりのリース料は４

６．１万ドル（７年間で１１億７，５３０万ドル）だっ

たという。 

 

１日当たりのリース料は新品だったとしても１５万ド

ル程度が国際的な相場のようだが、「Petrosaudi」が

「PDVSA Servicios」にリースした船舶はボロ船で、１

日に４６．１万ドルを支払う価値はなかったという。 

また、契約期間についても通常であれば３年のところ、

７年の契約をしていたという。 

 

この契約を理由に１８年８月１６日 検察庁はラファ

エル・ラミレス元 PDVSA 総裁の拘束を命令。インター

ポールに指名手配を発出していた。 

 

経 済                       

「イラン系総合スーパーMegasis オープン          

 ～米国 イランとの関係強化に懸念表明～」            

 

６月に、イラン系のスーパーマーケットがベネズエラに

誕生するとの記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.461」参照）。 

 

７月３０日 カラカスのTerrazas del Avilaに「Megasis」

というイラン系スーパーがオープンした。 

なお、「Megasis」がオープンする以前、同店舗は「Tienda 

CLAP」だった。 

 

「Megasis」の開所式には、デルシー・ロドリゲス副大

統領が出席。 

 

 

 

ロドリゲス副大統領は、国産品、輸入品合わせて２，０

００種類の商品が販売されていると発表。ベネズエラと

イランの二国間関係の進展を祝福した。 

 

オープニング映像を見たところ、食料品や生活品のほか

車のタイヤなども販売しているようだ。 

 

他方、米国政府は今回の一件に懸念を表明。 

米国国務省の Michael Kozak 西半球問題担当補佐官は、

「ロウハニを主導者とするイランはテロリストへの資

金提供者である。イランがベネズエラの状況を救うこと

は無い。彼らはベネズエラの状況を今以上に危険なもの

にする。」 

と両国の関係強化に警鐘を鳴らした。 

 

 

 

（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
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「カラカス首都区 ５６％はドル建て決済」         

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」は、７月２０日～２２

日にかけて、カラカスの５９店舗（取引、約４，９７６

件）を対象に決済通貨の調査を行った。 

 

「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベロ氏は、調査

の結果を公表。 

 

ドル建て決済が５６％、ボリバル建ての決済が４０％、

残りはユーロや他の決済手段だったと発表した。つまり、

引き続きドル建ての決済が最も主要な決済手段と言う

ことになる。 

 

なお、ドル決済のうちドル紙幣を使用した支払いは５１．

４％だった。 

 

前回の調査では８０％のドル決済が紙幣だった。 

ガソリン支払いなどを理由に、ドル紙幣が不足している

状況があるのではないかと分析した。 

 

社 会                       

「Covid-１９感染者宅に看板」            

 

人権団体「Provea」は、タチラ州で起きた Covid-１９感

染者に対する人権侵害を訴えた。 

 

「Provea」によると、タチラ州で Covid-１９に感染した

家に「この家は住人が Covid-１９に感染したため、隔離

措置が取られている」と看板が張られていたという。 

 

「Provea」は、ツイッターで 

「Covid-１９に感染したことを理由に烙印を押しては

いけない。隔離措置で差別を促進してはいけない。」 

と投稿した。 

 

 

Provea によると、スクレ州でも似たようなケースがあ

ったという。 

 

 

（写真）Provea 

 

以上 


