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（写真）大統領府 “５月３０日 マドゥロ大統領、Covid-１９隔離緩和プラン、ガソリン価格改定を発表” 

 

 

２０２０年５月２９日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 

Gedeon オペレーション資金提供者は与党関係者」 

「FAES グアイド政権関係者家族を拘束」 

「野党 国際社会に PSUV のテロ組織認定求める」 

経 済                     

「米国 イランガソリンを積んだタンカー妨害か 

～制裁圧力でベネズエラ向け輸出を留める～」 

「仕送りを受け取るベネズエラ人は２０％」 

社 会                     

「液化ガス不足も深刻化」 

2020 年 5 月 30～31 日（土・日） 

 

政 治                    

「隔離措置緩和プラン「５＋１０」を発表 

～金融機関等 一部セクターが営業再開～」 

「Covid-１９感染確認者１５１０名、死者１４名」 

経 済                    

「ガソリン価格、供給システムを改定 

～一定量は補助金適用、民営化、汚職懸念も～」 

「Libre Abordo、Schlager Groupが倒産」 

「DirecTV コロンビアから視聴可能？」 

社 会                     

「ポルトゥゲサ州 ガソリン制度が原因で事故」 
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２０２０年５月２９日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長                     

 Gedeon オペレーション資金提供者は与党関係者」       

 

「ベネズエラ・トゥデイNo.450」で「Gedeón オペレー

ション」のキーパーソンである「SilverCorp USA」のジ

ョーダン・ゴドレウ氏が与党関係者のプライベート機を

使用して米国からコロンビアに移動していたとの記事

を紹介した。 

 

５月２９日 グアイド議長は、ゴドレウ氏とマドゥロ政

権に関係があったと主張。「Gedeón オペレーション」実

行の資金提供者は、マドゥロ政権だと訴えた。 

 

「軍部の中に独裁政権の作り話を信じさせようとして

いるグループがいる。しかし、「Gedeón オペレーショ

ン」の資金提供者が独裁政権と関係があったことが証明

された。」 

とした。 

 

なお、グアイド議長が指摘している資金提供者はフラン

クリン・ドゥランという人物。マドゥロ政権と取引をす

ることで富を築いた人物とされている。 

 

実際のところ、「マドゥロ政権と取引関係があること」

＝「マドゥロ政権の味方」とは限らないのがベネズエラ

だろう。 

 

ベネズエラで汚職取引に関係しながら成功している企

業家はしたたかだ。 

 

基本的に政治的な意思からどちらかに味方するという

よりも、お金がある方に味方するのが基本。 

なお、彼らはロープロファイルでいることを好むのであ

まりメディアには登場しない。 

この種の企業家は、マドゥロ政権と取引をしながら、政

権交代する可能性を見越して将来の仕事を円滑に進め

るため野党側に資金協力することはよくある話だ。 

 

グアイド議長もアレハンドロ・ベタンコート氏との汚職

疑惑が存在する。 

 

ベタンコート氏は「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、汚職で莫大な富を築いた人物とされている。 

 

グアイド議長は、グアイド議長の父親を介して、ベタン

コート氏から賄賂を受け取った疑惑がある（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.397」参照）。 

 

「PanAm Posto」はグアイド議長の父親がベタンコート

氏のスペインの邸宅で一緒に食事をしている写真を報

じており、マドゥロ政権の汚職資金が野党側に流れてい

るとの指摘を裏付けている。 

 

ベネズエラ政治と汚職の根は深い。 

マドゥロ政権と取引関係がある企業家がマドゥロ政権

だけを支援しており、野党を支援していないという考え

は誤りだろう。 

 

「FAES グアイド政権関係者家族を拘束」         

 

５月２９日 「特殊警察部隊（FAES）」がグアイド政権

の関係者家族を拘束した。 

 

拘束されたのはビセンテ・ボルハス氏一家。 

 

拘束された理由は明らかにされていないが、グアイド議

長は「英国銀行に保管されている GOLDの差し押さえ

行為への復讐」と考えているようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
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（写真）国家通信センター 

“FAES に拘束されたビセンテ・ボルハス氏一家の写真” 

 

「野党 国際社会に PSUV のテロ組織認定求める」                  

 

５月２９日 グアイド議長率いる野党国会の外交政策

委員会は、「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」をテ

ロ組織に認定するよう国際社会に求めた。 

 

同委員会によると、PSUV は２００７年に「フレンテ・

フランシスコ・デ・ミランダ」というグループに１．５

万丁のカラシニコフ（ロシア製のライフル）を引き渡し

たという。 

 

また、２０１９年に「シルクロス・ボリバリアーノス」

へ３２．１万丁の拳銃を引き渡したという。 

 

他、イランとの関係についても言及。 

 

外交政策委員のウィリアム・ダビラ議員は 

「マドゥロ政権とイランに経済的な同盟関係はなく、テ

ロリスト支援の同盟関係にある。 

イランと関係が強化されることにより、ベネズエラはラ

テンアメリカのテロ発信地になる危険性がある。」 

と指摘した。 

 

 

経 済                        

「米国 イランガソリンを積んだタンカー妨害か     

 ～制裁圧力でベネズエラ向け輸出を留める～」           

 

ガソリンを積んだ５隻のイランのタンカーのうち、少な

くとも４隻は既にベネズエラに到着している。 

 

米国政府はこれらのタンカーを差し押さえる可能性に

ついてほのめかしていたものの、特に動きを見せること

は無かった。 

 

しかし、新たにイランで積まれ、ベネズエラに向かい移

動していたタンカーについて、米国が妨害をしたと報じ

られている。 

 

米国紙「ウォールストリートジャーナル」は、米国政府

が制裁圧力をかけてベネズエラへガソリンを輸出して

いた２隻のタンカーの進路を変更させたと報じた。 

 

輸出を止められたタンカーは、ギリシャの会社が保有す

るリベリア籍の船舶だという。 

 

「ウォールストリートジャーナル」が米国政府高官から

入手した情報によると、米国政府はギリシャの会社に対

してベネズエラへのガソリン輸出に協力した場合、制裁

を科す可能性があると伝えたという。 

 

米国政府の報道官は FoxNewsの取材で 

「イランのガソリンがベネズエラに到着することこそ

が本当の問題である。イランのガソリン輸出はベネズエ

ラ国民の助けにならない。旧マドゥロ政権の存続を助け

るだけだ。」 

とコメントした。 
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「仕送りを受け取るベネズエラ人は２０％」                  

 

現地メディア「Crronica UNO」は、ベネズエラの仕送

り事情について報じた。 

 

「Crronica UNO」によると、新型コロナウイルス

（Covid-１９）の問題が出るまでベネズエラでは３５％

のベネズエラ人（約２００万世帯）が外国に住む親族か

ら仕送りを受けていたが、Covid-１９の影響で仕送りを

受けるベネズエラ人は２０％程度に減ったという。 

 

仕送りが減少した理由は、外国に住む家族が仕事で得ら

れる収入が減ったことも要因だが、Covid-１９の影響で

ククタの両替所が閉鎖したことも大きいという。 

 

コロンビアと隣接するベネズエラのタチラ州では外国

から仕送りを受け取るベネズエラ人の９０％がククタ

の両替所で仕送りを受け取っていたという。 

 

タチラに住むベネズエラ人は、外国に住む親族が

「Western Union」など両替所に送金をし、ベネズエラ

に住む家族がククタに移動し「Western Union」でコロ

ンビアペソを受け取っていたという。 

 

しかし、現在は両替所が閉鎖しており仕送りを受け取る

ことが出来なくなっている。 

 

経済調査会社「Ecoanalitica」は、１９年にベネズエラ人

が受け取った仕送り額は年間で３５億ドルと予想して

おり、２０年は４０億ドルを超えるとしていた。 

 

しかし、Covid-１９の影響で仕送りは大きく減少するこ

とになった。 

 

 

 

 

社 会                        

「液化ガス不足も深刻化」              

 

ベネズエラのガソリン不足についてはこれまで本レポ

ートでも何度も紹介してきた。 

 

これに加えて、最近では液化ガス（プロパンガス等）不

足も深刻な問題になりつつあると報じられている。 

 

ベネズエラ石油労働者連合（Futpv）の Eudis Girot 氏

は、「El Diario」のインタビュー番組に出演。ベネズエ

ラのガス事情について言及した。 

 

Girot 氏によると、ベネズエラの国内液化ガス需要は日

量５万バレル程度だが、現在は日量２．２万バレルしか

生産できておらず、２．８万バレルの不足が生じている

という。 

 

液化ガス不足の理由はメンテナンス不足。稼働率を無理

に引き上げると事故が起きる可能性があるため、どの生

産施設も低い稼働率となっているという。 

 

国内での増産は当面期待することが出来ず、液化ガスに

ついても不足分は他国から輸入する必要があるが、液化

ガスの輸入は高コストになるとしている。 

 

なお、ガス不足を受けてガス販売のドル化の可能性も報

じられている。 

 

５月２９日 マドゥロ政権側のタチラ州保護官を務め

るフレディ・ベルナル氏は、家庭用ガスの販売をドル化

することを提案し、野党側から批判を受けている。 
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２０２０年５月３０～３１日（土曜～日曜）              

政 治                       

「隔離措置緩和プラン「５＋１０」を発表        

   ～金融機関等 一部セクターが営業再開～」        

 

５月３０日 マドゥロ大統領は、隔離措置の緩和プラン

「５＋１０」を発表。 

 

６月１日～５日の５日間、マドゥロ政権が許可した特定

の業種は活動を再開し、その後１０日間は再び一定の隔

離措置に戻るという。 

 

６月１日～５日に活動を許可された業種は以下の通り。 

 

・金融機関（午前９時～午後１時） 

 （身分証明書番号の末尾に応じて、銀行に行ける曜日

が決まる） 

・診療所（午前７時～午後２時） 

・建設業者（午前８時～午後１時） 

・金物店（午前１１時～午後４時） 

・美容院、繊維・皮革産業、農業品原材料製造業 

（午前１０時～午後４時） 

・自動車部品販売業、自動車整備工場 

（午前９時～午後１時） 

・配管業者（午前９時～午後２時） 

・公共交通機関（午前７時～午後５時） 

 

ショッピングセンター、映画館、公園、トレーニングジ

ム、レストランなどは引き続き閉鎖される。学校も自宅

学習を継続する。 

 

なお、タチラ州、アプレ州、アマゾナス州、デルタアマ

クロ州の国境の市およびスリア州マラカイボ市とサン

フランシスコ市については緩和措置の適用対象外とな

っている。 

 

 

「Covid-１９感染確認者１，５１０名、死者１４名」           

 

５月３１日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

は１，５１０名。死者数は５月２９日に３名増え、１４

名となっている。 

 

５月２８日時点での感染確認者数は１，３２７名（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.451」参照）。 

 

翌２９日に４３名増え、１，３７０名。 

また、同日に死者が３名増え、死者１４名となった。 

３０日に８９名増え、１，４５９名。 

３１日に５１名増え、１，５１０名となっている。 

 

マドゥロ政権は外国から持ち込まれた感染について頻

繁に情報を更新している。 

 

マドゥロ政権の発表によると、これまで Covid-１９の

感染が確認された件数のうち７５％は外国から持ち込

まれた感染としている。 

 

国別では６２９件がコロンビア、１６９件はブラジルか

らとしている。 

 

マドゥロ大統領によると、国内での感染者は落ち着いて

いるが、外国からベネズエラに来る人で Covid-１９に

感染している人が多いとしており、２８日に感染が確認

された８２名のうち８０名は外国で Covid-１９に感染

したとしている。 
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経 済                       

「ガソリン価格、供給システムを改定            

 ～一定量は補助金適用、民営化、汚職懸念も～」            

 

ベネズエラのガソリン価格は、１６年を最後に改定して

いなかった。 

 

１６年の改定当時、ガソリン価格は比較的妥当な水準だ

ったが、高インフレのベネズエラで４年間、価格が据え

置かれると、価値が全く変わってしまう。 

 

現在、レギュラーガソリンは１リットル当たりBsS.０．

００００１、ハイオクは１リットル当たり BsS.０．００

００６。 

 

現在の為替レートが１ドル BsS.２０万なので、１ドル

支払うと２００億リットルのレギュラーガソリンを給

油できる計算になる。 

 

ガソリン価格は常に改定の議論がされており、前号「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.451」でもマドゥロ大統領がガ

ソリン価格改定の必要性について言及していた。 

 

そして、５月３０日 マドゥロ大統領はガソリン価格の

改定を発表した。 

 

新たなガソリン価格はレギュラーガソリンとハイオク

ガソリンで価格システムが異なる。 

 

レギュラーガソリンは、自動車の場合、一カ月１２０リ

ットルまでは１リットル当たり BsS.５，０００で給油

が可能。バイクの場合は一カ月６０リットルまで BsS.

５，０００で給油が可能。 

 

上記の基準量を越えると、それ以降のガソリン給油は１

リットル当たり０．５ドルになる仕組みとなる。 

 

なお、１リットル BsS.５，０００も政府の補助金で安価

になっており、この補助金を適用するためにはマドゥロ

政権が推奨する「祖国カード」の提示が必要。 

また、ガソリン補助金は９０日後に引き下げられる方針

のようだ。 

 

ハイオクについては、補助金設定はなく１リットル当た

り０．５ドル（BsS.９９，０５５．３）になる。 

 

また、詳細は明らかになっていないが、民営セクターも

ガソリンの輸入・国内販売に参入することになる。 

 

国内でガソリンを販売する民間セクターは、ハイオク、

レギュラー共に１リットル０．５ドルでガソリンを販売

するようだが、発表内容がはっきりしておらず、正確な

ところは分からない。 

 

アイサミ経済担当副大統領の説明によると、全国に１，

５６８カ所ガソリンスタンドがあり、そのうち１，３６

８カ所では補助金価格でガソリンが給油できるという。 

 

残りの２００カ所は民間セクターが運営し、１リットル

当たり０．５ドル（ペトロ払いも可）でガソリンを販売

することになるようだ。 

 

なお、公共バス、トラックなどで使用される「軽油（デ

ィーゼル燃料）」については、政府が１００％費用を負

担する。 

 

また、自動車のナンバープレートの末尾に応じて、給油

できる曜日が決まる仕組み「Pico y Placa」は継続され

る。 

 

月曜はナンバープレートの末尾が１，２の自動車が給油

可能。火曜は３，４。水曜は５，６。木曜は７，８．金

曜は９，０となっている。 
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経済専門家らは新たなガソリン制度について否定的な

意見が多い。 

 

主な懸念は汚職だ。 

補助金入りの価格でガソリンを給油し、給油したガソリ

ンを高値で転売する転売業者（ベネズエラでは、このよ

うな転売業者は「バチャケロ」と呼ばれる）が増えると

の指摘がある。 

 

１リットル BsS.５，０００で２０リットルを給油する

と BsS.１０万かかる。 

 

その後、２０リットルを０．５ドルで販売すると１０ド

ルを得ることが出来る。 

 

現在の為替レートが１ドル BsS.２０万なので、１０ド

ルは BsS.２００万。 

 

つまり、BsS.１０万を BsS.２００万にかえる錬金術がで

きることになる。 

 

深刻なガソリン不足の状況下で誰でもこのような錬金

術が出来るとは思えないが、ガソリン供給を管理する政

府関係者とコネクションがあれば、上記のような汚職は

可能と思われる。 

 

他、公共バスなどで使用される燃料については１００％

政府が補助金を支給するとしているが、これを転売する

ことで汚職が行われるとの指摘もある。 

 

「Libre Abordo、Schlager Group が倒産」                    

 

PDVSAの原油と食料の代物交換取引を行っているメキ

シコ企業「Libre Adordo」「Schlager Group」に関して、

これまで何度か紹介してきた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.440」参照）。 

 

６月１日 「ロイター通信」は、「Libre Adordo」が倒産

したと報じた。 

 

実際に同社のウェブサイトでは倒産したと公表されて

おり、経緯と米国政府への抗議が掲載されている。 

なお、「Libre Adordo」の公表文によると、同社の関係会

社である「Schlager Group」も倒産したようだ。 

 

公表文によると、同社は２０１０年に事業を開始し、人

道支援物資の供給のための仕事に従事してきたという。 

 

しかし、原油価格の下落を受けて事業環境が悪化。 

 

更に、米国政府および企業家、政治家からの強い取引妨

害、ネガティブキャンペーンを受けてベネズエラ産の原

油が販売できなくなり、９，０００万ドル超の損失を計

上。倒産に追い込まれたとしている。 

 

米国政府は人道支援を目的とした取引についてはライ

センスで許可をしていると主張。 

人道支援の取引を前提にマドゥロ政権と取引をしてお

り、米国政府の制裁に抵触しておらず、法務専門家から

も合法取引だったとの認識を得ていたとしている。 

 

人道支援を目的とした取引を妨害し、生活に苦しむベネ

ズエラ人を支援しようとする企業に対して、ネガティブ

キャンペーンを仕掛ける米国政府および関係者の姿勢

を非難した。 

 

なお、マドゥロ政権は同社の倒産と取引契約の終了につ

いて合意していると補足している。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
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「DirecTV コロンビアから視聴可能？」         

 

５月１９日 有料放送サービス「DirecTV」を運営する

米国メディア会社「AT＆T」はベネズエラ事業からの撤

退を発表した（「ベネズエラ・トゥデイNo.447」参照）。 

 

既にベネズエラ国内で「DirecTV」を視聴することはで

きない。 

 

この状況を受けて、コロンビアの電波を使用し、

「DirecTV」を閲覧できるかどうか一時メディアで話題

になったが、結論としては視聴可能なようだ。 

 

実際にコロンビアの受信機で「DirecTV」を視聴してい

る人も多いという。 

 

ただし、「DirecTV」の視聴には、コロンビアの衛星電波

を受信するための専用機器が必要で、「DirecTV」が許

可した専門の業者に委託する必要がある。 

 

コロンビアの電波を受信するための専用機器（受信用ア

ンテナ、リモコン、受信機のセット）は９０～１２０ド

ル必要になる。 

 

なお、これまでベネズエラで「DirecTV」を視聴してい

た場合でも受信機は必ず変更する必要があるが、受信用

アンテナ、リモコンは変える必要はないという。 

 

また、月額の引き落としオプションは無く、前払いしか

出来ない。 

 

ベネズエラでは「DirecTV」の視聴料金は、月額約２ド

ルだったが、コロンビアの「DirecTV」を視聴するため

には最も安価なサービスでも月額２０ドル（１週間５ド

ルなど週単位の支払いも可能）かかるという。 

 

 

社 会                       

「ポルトゥゲサ州 ガソリン制度が原因で事故」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.451」で、ポルトゥゲ

サ州がビンゴ形式（？）のガソリン販売制度を開始した

との記事を紹介した。 

 

ポルトゥゲサ州で施行されたガソリン販売の仕組みを

簡単に説明すると、「毎朝７時に自分がどのガソリンス

タンドで給油ができるのか決まる」という内容。 

このような仕組みにした理由は、前日の夜からガソリン

スタンドに行列を作る人が後を絶たないためだった。 

 

「７時に給油できるガソリンスタンドが決まる」と言っ

ても給油できる量は１台２０リットルまでと決まって

おり、各ガソリンスタンドで給油できる自動車は原則、

一日７５０台に制限されている。 

従って、給油できるガソリンスタンドが判明したら、急

いでそのガソリンスタンドに向かわなければいけない。 

 

５月２９日 この制度が始まった初日から問題が起き

た。自身が給油できるガソリンスタンドが発表された後、

多くの人が急いでガソリンスタンドに向かったので、朝

７時頃に交通事故が増えたという。 

 

 

（写真）Maduradas 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf

