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（写真）マドゥロ・ゲラ氏ツイッター “７月２３日 米国政府 マドゥロ・ゲラ氏のテスタフェロ２名に制裁” 

 

 

２０２０年７月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「ミランダ州・ヤラクイ州知事 Covid-１９感染 

～アイサミ石油相 Covid-１９回復を発表～」 

「マドゥロ政権 ELN幹部に身分証発行？」 

「テスタフェロの豪邸写真 公開される」 

経 済                     

「エルパリート製油所 稼働再開も即時停止 

～カルドン製油所も停止か～」 

「米国裁判所 CITGO新役員の合法性認める」 

「CENDAS-FVM ６月基礎食料費は１．６％増」 

「CENDAS ６月の基礎食料費は９．９％増」 

２０２０年７月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「米国 マドゥロ大統領息子のテスタフェロ制裁 

～マドゥロ政権の汚職 GOLD 取引を支援～」 

「抗議行動で記者を拘束」 

経 済                    

「CITGO 債務借り換えの成功を主張」 

「ベッキオ大使 キューバ向け原油輸出を非難」 

社 会                     

「ガソリン不足感 再び高まる」 

「マリア詐欺 ベネズエラで流行」 

「台風ゴンサロ ベネズエラは直撃避ける見通し」 
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２０２０年７月２２日（水曜）             

政 治                       

「ミランダ州・ヤラクイ州知事 Covid-１９感染    

  ～アイサミ石油相 Covid-１９回復を発表～」       

 

カベジョ制憲議長、アイサミ経済担当副大統領、プリエ

ト・スリア州知事、ロハス・スクレ州知事などマドゥロ

政権高官が続々と Covid-１９感染を発表している。 

 

７月２２日、２３日と新たにマドゥロ政権高官のCovid-

１９感染が発表された。 

 

７月２２日 ヤラクイ州のフリオ・レオン知事（写真下）

が Covid-１９に感染したと発表された。 

 

 

 

翌２３日にはミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事

（写真下）が Covid-１９に感染したと発表された。 

 

 

一方、７月１０日に Covid-１９感染を発表していたア

イサミ経済担当副大統領（石油相・国内産業相兼務）は、

「Covid-１９から完全に回復した」と発表した。 

 

 

（写真）アイサミ経済担当副大統領ツイッター 

“Covid-１９からの完全完治を発表” 

 

なお、カベジョ制憲議長については、７月２１日の時点

で引き続き治療を受けていることを明らかにしており、

現時点では完治していないと思われる。 

 

「マドゥロ政権 ELN幹部に身分証発行？」                  

 

グアイド政権の国家安全保障問題を担当しているイバ

ン・シモノビス氏は、マドゥロ政権がコロンビアの「人

民解放軍（ELN）」の幹部アルバロ・ディアス氏に対し

てベネズエラ人としての身分証を発行していたと訴え

た。 

 

 

（写真）Ivan Simonovis氏ツイッター 
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シモノビス氏が公開したディアス氏の証明書によると、

身分証の発行日は１７年１１月１５日。有効期限は２７

年１１月となっている。 

 

身分証明書の番号は２５．７１２．１４０。 

「選挙管理委員会（CNE）」のウェブサイトでこの身分

証番号を調べると、確かに彼の名前が出てくる。 

 

彼の住む州はアプレ州。以前から ELN のコントロール

下に入っている地域の学校「 Escuela Primaria 

Bolivariana Cano Regreso」で投票をしたことが確認で

きる。 

 

ベネズエラの身分証は数字の前に「Ｖ」「Ｅ」などアル

ファベットがある。「Ｖ」はベネズエラ人。「Ｅ」は外国

人であることを意味している。 

ディアス氏はコロンビア人だが、前ページの身分証でも

確認できる通り、「Ｖ（ベネズエラ人）」となっている。 

 

「テスタフェロの豪邸写真 公開される」         

 

７月２２日 コロンビア検察庁は、マドゥロ政権のテス

タフェロと訴えられ、カボベルデで拘束されているアレ

ックス・サアブ氏の７つの不動産を差し押さえた。 

 

これらの不動産の価値は、３，５００万ペソ（１，００

０万ドル＝１０億円超）とされる。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）コロンビア検察局 

“アレックス・サアブ氏の不動産の差し押さえを実施” 
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また、７月２２日には米国でアイサミ経済担当副大統領

のテスタフェロとされるサマーク・ロペス氏の所有する

不動産を競売で売却したと発表した。 

 

売却額は１，２２５万ドル（約１３億円）。 

フロリダ州 Coral Gableにある不動産で面積は１．５万

平米、９つの部屋、９つの浴室、プールなどが付いてい

る。 

 

サマーク・ロペス氏は、１５年に同不動産を１，６５０

万ドルで購入したという。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

経 済                        

「エルパリート製油所 稼働再開も即時停止      

        ～カルドン製油所も停止か～」           

 

７月２２日 エネルギー専門メディア「Argus Media」

は、カラボボ州エルパリート製油所で日量２万バレルの

ガソリンの精製を再開したと報じた。 

 

他方、これまで日量３万バレル弱のガソリンを精製して

いたカルドン製油所の稼働が止まったと報じている。 

 

しかし、翌２３日には、エルパリート製油所が再び稼働

を停止したようだ。稼働を停止した理由は施設内で「漏

れ」が起きているためと報じられている。 

 

「米国裁判所 CITGO新役員の合法性認める」         

 

７月２２日 グアイド政権で元会計監査総長を務めた

ホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は自身のツイッター

で、米国デラウエア州裁判所が、グアイド政権が任命し

た CITGO 役員を合法であると認めたと投稿した。 

 

「デラウエア州裁判所は、グアイド政権が任命した

CITGO 役員を正当な役員と認識した。CITGO の法的

な保護をより確かなものにする重要な一歩だ。」 

と投稿した。 

 

「CENDAS-FVM ６月基礎食料費は１．６％増」                  

 

７月２２日  物価の調査をしている民間団体

「CENDAS-FVM」は、２０年６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６月の基礎食料費は

BsS.５６，２４１，１２１．２５。 

 

先月から BsS.８６４，６０４．８９（１．６％）増。 

 

１９年７月～２０年６月の１２カ月で２，０４２．０％

増となった。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の６月の並行

レート平均値は１ドルBsS.２０６，２８３．９２だった。 

同レートでドル換算すると２７２．６４ドルになる。 
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「CENDAS ６月の基礎食料費は９．９％増」                  

 

７月２２日 物価の調査をしている民間団体「CENDA」

は、２０年６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。 

 

「DENDA」は「CENDAS-FVM」よりも低所得者層を

対象にした物価調査を行っている。 

 

「CENDA」によると、２０年６月の基礎食料費は BsS.

４１，３８６，６４４．１７。先月から９．９％増。 

 

 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の６月の並行

レート平均値でドル換算すると２００．６３ドルになる。 

 

１９年７月～２０年６月の１２カ月のインフレ率は２，

４０９．３％となった。 

 

「CENDAS-FVM」と同様に先月比のインフレ率が１桁

代だった。 

 

「CENDAS-FVM」「CENDA」ともにインフレ率が先月

比１桁代になるのは１６年１１月以来となる。 
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２０２０年７月２３日（木曜）              

政 治                       

「米国 マドゥロ大統領息子のテスタフェロ制裁     

  ～マドゥロ政権の汚職 GOLD 取引を支援～」        

 

７月２３日 米国財務省の「外国資産管理局（OFAC）」

は、マドゥロ大統領の息子、ニコラス・マドゥロ・ゲラ

氏のテスタフェロとして、 Santiago Jose Moron 

Hernandez氏（サンティアゴ氏）と Ricardo Jose Moron 

Hernandez氏（リカルド氏）に制裁を科した。 

 

米国にある（あるいは米国人が管理している）サンティ

アゴ氏とリカルド氏の資産（個人口座および５０％以上

の株式を保有している会社）は全て凍結される。 

 

また、米国人はサンティアゴ氏、リカルド氏との取引を

禁止され、両名は米国に入国することが出来なくなった。 

 

OFAC の発表によると、サンティアゴ氏とリカルド氏は

兄弟で、マドゥロ・ゲラ氏と共にベネズエラの GOLD

産業を掌握し、ベネズエラ中央銀行へ GOLDを売却す

る役割を担っており、違法な取引を行っているという。 

 

サンティアゴ氏とリカルド氏は、この違法取引の金融・

技術・物資を支援しているとしている。 

 

マドゥロ・ゲラ氏とモロン兄弟の汚職については、１９

年４月の「自由オペレーション」でマドゥロ政権を離反

したクリストファー・フィゲラ元 SEBIN 長官が２週間

ほど前に訴えていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.467」

参照）。 

 

 

 

 

 

 

「抗議行動で記者を拘束」                 

 

７月２３日 カラカスの社会保険庁（IVSS）庁舎前で年

金受給者が支給額の増額を求める抗議行動を行った。 

 

抗議行動を止めるため「国家警察（PNB）」が駆けつけ、

混乱が起き、衝突現場を取材していた「 Impacto 

Venezuela」のEsteninf Olivarez氏とカメラマンのLenin 

Bruzual 氏が拘束された。 

 

また、Carlos Julio Rojas 記者と抗議行動に参加した人々

も数名が拘束されたという。 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

 

経 済                       

「CITGO 債務借り換えの成功を主張」            

 

７月２３日 CITGO は同社の財務情報について公表。 

 

グアイド政権のコントロール下に入ったことで、

CITGO は債務の借り換えに成功し、企業の格付けが向

上。融資を得る能力が高まったと主張した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
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グアイド政権のコントロール下に入り、CITGO はこれ

まで CITGO が抱えていた７０％の債務の借り換えを

実施。この借り換えにより５年間で２．２億ドルの支出

を減らすことが出来たとしている。 

 

また、２０１９年中に精製能力が２万バレル上昇。 

１年で精製能力が２万バレル増えたことは、過去２０年

間で１度しかなかったとしている。 

 

「ベッキオ大使 キューバ向け原油輸出を非難」              

 

在米国ベネズエラ大使館のカルロス・ベッキオ大使は、

マドゥロ政権が２０年１月～６月にかけてキューバに

原油（Merey１６）を積んだタンカーを３３隻輸出した

と訴えた。また、輸出総量は１，３１４．７万バレル。

金額にして３億４，８００万ドルになると主張した。 

 

「２０年前期のキューバ向け輸出は前年同期比で１２．

２１％増加し、３億４，８００万ドルだった。 

 

５月、ベネズエラ産原油Merey１６のキューバ向け輸出

は先月比２７．２％増加し、５，０２９．７万ドルだっ

た。６月は更に増加し、９，５６６．６万ドルの原油を

輸出した。 

 

このお金はベネズエラ人が受け取ることは無い。 

キューバのディアスカネル政権とマドゥロ政権が受け

取るだけだ。 

 

キューバの独裁政権が受け取った原油に見合う対価を

ベネズエラに渡すことは無い。 

 

この資金が適切にベネズエラ人に届いていれば国内２

３０万人のベネズエラ人の食糧危機を救うことが出来

た。」 

と主張した。 

 

このような主張をするベッキオ大使は、経済制裁で原油

輸出を妨げている自分たちの方針についてどのように

考えているのだろうか。 

 

PDVSA は制裁により原油の売り先が無く、貯蔵施設の

収容能力が限界を超えているので、キューバに向けて輸

出しているだけである。 

 

制裁がなければ３億４，８００万ドル相当の原油は別の

国に輸出されただろうし、貯蔵能力に余裕があれば産油

量も増え、ベネズエラ国民に流れる資金も増えたことだ

ろう。 

 

社 会                         

「ガソリン不足感 再び高まる」             

 

首都圏でもガソリン不足感が高まり始めている。 

 

石油分野の専門家ホセ・ミゲル・ファリア氏は現状のガ

ソリン在庫について懸念を表明した。 

 

「ここ数日、ガソリン不足感が高まっている。懸念の高

まりはガソリンスタンドの行列を拡大させている。 

特に地方や国境の都市のガソリン不足は深刻になり始

めている。」 

 

「Argus Media」は、現在のベネズエラのガソリン在庫

について、７月１５日時点でカルドン製油所のガソリン

の在庫は、レギュラーガソリンで１５，１４０バレル、

ハイオクで１，８９０バレル、合計で約１７，０００バ

レルしかないと報じている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.473」参照）。 

 

なお、グアイド政権が定期的に行っているアンケートに

よると、７月２１日時点で「ガソリンが問題なく供給さ

れている」と回答したのは全体の６％。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
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４９．７％は「ガソリン供給に問題がある」と回答。 

３９％は「ガソリンが供給されていない」と回答してい

る。 

 

地域で見るとカラカス首都区、ミランダ州が比較的優遇

されていることが確認出来る。 

 

 

（写真）国家通信センター（野党） 

 

「マリア詐欺 ベネズエラで流行」         

 

ベネズエラで「Hola, soy Maria（こんにちは、私はマリ

ア）」詐欺が流行っているという。 

 

「マリア」は、ベネズエラでは一般的な女性の名前で、

友人に一人くらいは「マリア」という名前の知人がいる

くらいだ。 

 

詐欺の手口は、「Whats App」などソーシャルメディア

アプリにメッセージを発信。 

 

「自分はマリアで、携帯番号を変えたので登録し直して

ほしい」とメッセージを送り、ターゲットを探すという。 

 

 

 

その後、マリアに成りすました犯人は、被害者に「緊急

でドルとボリバルの両替をしてほしい」とメッセージで

依頼。 

 

両替を承諾した被害者がドルを送ったところで連絡を

絶つという手口のようだ。 

 

「台風ゴンサロ ベネズエラは直撃避ける見通し」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.474」で嵐がベネズエ

ラに向かって接近しているとの記事を紹介した。 

その後の情報によると嵐は勢力を強め台風になりベネ

ズエラに向かっているという。 

 

しかし、少し進路が北に逸れたようでベネズエラへの直

撃は避けられる可能性が高いようだ。 

 

ただし、７月２４日（金曜）夜～２６日（日曜）早朝に

かけて台風の影響で天候が悪くなると見られている。 

 

なお、台風が進路を変えた結果、バルバドス、サンタル

シア、ドミニカ共和国、ハイチ、ジャマイカなどのカリ

ブの島国が直撃被害を受けるようだ。 

 

 

（写真）ベネズエラ気象観測所 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07cdc59210ef1d087ff2b372dc8e5d52.pdf

