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（写真）グアイド政権国会 “６月２日 ガソリン給油のための行列＠ミランダ州バルータ市” 

 

 

２０２０年６月１日（月曜） 

 

政 治                     

「レオポルド・ロペス VP 党首妻 

制裁対象者から５０万ドルの資金を受領？」 

「OFAC デジタル通貨監督局長に懸賞金」 

経 済                     

「２０年５月の原油輸出は日量４５．２万バレル」 

「イラン政府 ガソリンの供給継続意思示す」 

「家庭用ガスは９～１９ドルで販売」 

社 会                     

「Covid-１９隔離緩和措置１日目 

～金融機関、小規模店舗などが営業を再開～」 

２０２０年６月２日（火曜） 

 

政 治                    

「米州保健機構・マドゥロ政権・グアイド政権 

～Covid-１９対策で合意を締結～」 

「グアイド議長の親族 自宅軟禁措置に変更 

～他方、グアイド政権への圧力強まる～」 

「Covid-１９感染確認者１８１８名、死者１８名」 

経 済                    

「ガソリン価格改定後の販売状況 

～政府発表とギャップもガソリン供給増加～」 

「CITGO ７．５億ドルの手形発行」 

「米国 マドゥロ政権に協力した船会社に制裁」 
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２０２０年６月１日（月曜）             

政 治                       

「レオポルド・ロペス VP 党首妻             

  制裁対象者から５０万ドルの資金を受領？」       

 

６月１日 米国のスペイン語放送「Univision」は、大衆

意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首の妻で人権活動

家として知られるリリアン・ティントリ氏が、マイアミ

でマドゥロ政権との汚職を理由に米国政府の制裁対象

となっている「Globovision」のオーナーであるラウル・

ゴリン氏と面談し、ゴリン氏から１７年に５０万ドルの

資金を受領していたと報じた。 

 

また、「Univision」は、ティントリ氏とゴリン氏がレオ

ポルド・ロペス党首の解放のためにやり取りをしている

メッセージを公開している。 

 

この情報は「Univision」がゴリン氏の関係者から入手し

た情報だという。 

 

関係者によると、ゴリン氏はある仲介者を介して５０万

ドルをティントリ氏に支払ったという。また、ティント

リ氏は、グスターボ・ペルドモ氏（ゴリン氏の関係者で

同じく制裁対象者）にも１００万ドルの援助を依頼した

という。 

 

なお、ティントリ氏とゴリン氏の面談には、１７年に

「CITGO」と締結したロビー活動契約を巡り、「PDV 

USA」から訴訟を受けている David Rivera 元米国議員

も同席していたという。 

 

Rivera 元議員は「ティントリ氏がゴリン氏に経済支援を

求め、ゴリン氏がティントリ氏にお金を支払った」と述

べている。 

 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.451」で Rivera 元議員と

「CITGO」が締結したロビー活動契約にラウル・ゴリ

ン氏も関わっていたとの記事を紹介した。 

 

「CITGO」から Rivera 元議員が受け取った１，５００

万ドルの一部がゴリン氏にも流れていたとの報道もあ

り、その資金がゴリン氏から第三者を介して野党側に流

れた可能性はあり得るかもしれない。 

 

ただし、この報道を裏付ける証拠は公表されておらず、

現時点では確かなことは言えない。 

 

なお、マドゥロ政権との取引で財を成した企業家に関し

て、常にマドゥロ政権の味方でいるとは限らない点は前

号「ベネズエラ・トゥデイ No.452」（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）でも

紹介した通り。 

 

また、「ウィークリーレポート No.52」では政府との汚

職取引で財を成したベネズエラ人企業家をモチーフに

した小説「ファン・プランチャードの冒険」を紹介して

いるので関心のある方は参照されたい。 

 

ティントリ氏の弁護人（スポークスマン（代理人）と書

かれており弁護士かどうかは不明）は、ゴリン氏とティ

ントリ氏がマイアミで面談した事実については認めた

ものの、資金の受領は否定。 

 

今回の報道は、レオポルド・ロペス党首およびティント

リ氏への名誉棄損であり、訴えを起こすとしている。 

 

また、ゴリン氏との面談目的はベネズエラに民主主義を

回復させ、政治犯を解放し、自由選挙を行うための模索

が目的だったとしている。他、ティントリ氏はゴリン氏

に対して「Globovision」で野党側の意見をもっと放送す

るよう要請したという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d9492098bad8dc681a259b6c07655ac.pdf
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「OFAC デジタル通貨監督局長に懸賞金」         

 

６月１日 米国政府は、ベネズエラのデジタル通貨監督

局（Sunacrip）の代表を務めるジョセリット・デ・ラ・

トリニダード・ラミレス・カマチョ局長に５００万ドル

の懸賞金をかけ、同氏の所在に関する情報を募った。 

 

罪状は「マネーロンダリング」。 

 

マドゥロ政権は、同政権が開発したデジタル通貨

「PETRO」での取引普及を目指しており、Sunacrip は

「PETRO」などデジタル通貨を管理監督する政府組織。 

 

米国政府は１８年に「PETRO」およびマドゥロ政権が

運営するデジタル通貨を制裁対象に入れており、米国人

は「PETRO」建ての取引が禁止されている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.113」参照）。 

 

米国政府の制裁に対して、ベネズエラ外務省は声明文を

発表。制裁を通じてベネズエラ政府の活動を阻害し、人

道危機を悪化させる姿勢を非難した。 

 

 

（写真）ICE 

“ジョセリット・ラミレス Sunacrip 局長” 

 

 

 

経 済                        

「２０年５月の原油輸出は日量４５．２万バレル」           

 

ロイター通信は２０年５月のベネズエラの原油輸出量

が日量４５万１，９３５バレルだったと報じた。 

 

この数字は同社が保有する原油船追跡システム「Eikon 

Refinitiv」のデータと PDVSA 内部関係者からの情報に

よるものだという。 

 

制裁圧力の強化で取引先が著しく減少。 

ロシアがベネズエラの原油を仲介しなくなった影響も

あり、２０年１月と比較して輸出量は５０％ほど減少し

たという。 

 

なお、「Eikon Refinivit」のデータによると、４５．２万

バレルのうち約４分の３はアジア向けでシンガポール、

マレーシアなど。キューバには日量６．５万バレルの原

油燃料が輸出されたという。 

 

「イラン政府 ガソリンの供給継続意思示す」                  

 

ガソリンを積みベネズエラに向かっていた５隻のイラ

ンのタンカーがベネズエラに到着している。 

 

６月２日に５隻目の「Clavel」もエル・パリート製油所

のあるプエルト・カベジョ港に到着し、３５．８万バレ

ルのガソリンを荷下ろししていると報じられている。 

 

６月１日 イランの Abas Musavi 外務相は、ガソリンの

追加輸出の可能性について 

「マドゥロ政権が求めるのであれば、イランは新たにガ

ソリンを輸出する意思がある。」 

との見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
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「ウィークリーレポート No.151」では、イランから輸

入したガソリンの調達コストが相殺できる価格につい

て考察をしている。 

 

仮に調達コストとベネズエラ国内でのガソリン販売収

入が均衡し、且つイランが今後もガソリンをベネズエラ

に輸出するのであれば、持続可能な体制が出来ることに

なる。 

 

「家庭用ガスは９～１９ドルで販売」         

 

ガソリン不足の問題で注目されていないが、家庭用ガス

（プロパンガス）の不足も深刻な問題になっている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.452」参照）。 

 

野党派国会のセサル・アルフォンソ議員は、家庭用ガス

を購入するために９～１９ドル支払わなければならな

いと訴えた。また、ガスを購入できないために木で火を

起こす必要に迫られているとした。 

 

本来、ガスは安価な価格で統制されているが、家庭用ガ

スの供給を管理する地域コミューンが政治的な思想を

理由にガスを販売する人を選定しており、野党支持者は

ドルでの購入を余儀なくされていると主張。思想の自由

を侵害するマドゥロ政権の方針を批判した。 

 

社 会                        

「Covid-１９隔離緩和措置１日目            

 ～金融機関、小規模店舗などが営業を再開～」           

 

５月３０日 マドゥロ大統領は Covid-１９隔離措置の

緩和プラン「５＋１０」を発表（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.452」参照）。 

 

６月１日から同プランが始まった。 

 

 

隔離緩和プラン初日の様子を報じる記事を見る限り、特

筆するほど大きな変化はなさそうだ。 

 

隔離緩和プランよりもガソリン販売に注目が集まって

いることが伺える。なお、ガソリン販売については本稿

「ガソリン価格改定後の販売状況」を参照されたい。 

 

今週は、美容院や衣料量販店などの営業が許可されてお

り、これらの店舗は店を開けている。 

 

ショッピングセンター内の施設でも「美容院」など許可

された業種だけはオープンしているようで、人の入りは

少ないがショッピングセンターにも少しは人が流れて

いるようだ。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“６月１日のサンビル・ショッピングセンターの様子” 

 

２０２０年６月２日（火曜）              

政 治                         

「米州保健機構・マドゥロ政権・グアイド政権      

      ～Covid-１９対策で合意を締結～」        

 

６月２日 米州保健機構（OPS）とマドゥロ政権とグア

イド政権は、Covid-１９に関する合意を締結した。 

 

内容は Covid-１９感染拡大防止に関する一定の協力合

意と融資の模索などが含まれる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/673ea15f6d26b7a049617ff017ee5882.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
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両者の合意は個人的には前向きなニュースではあるも

のの、野党支持者の心境は複雑だろう。 

 

特に問題視されているのは署名欄。 

以下の写真は３者が交わした合意の署名欄。 

 

マドゥロ政権の署名者は「カルロス・アルバラード保健

相」と書かれている。 

一方、グアイド政権の署名者は「フリオ・カストロ国会

医療分野アドバイザー」と書かれている。 

 

つまり、グアイド政権側としてマドゥロ政権をベネズエ

ラ政府と認識してしまっており、野党側の署名者は「ア

ドバイザー」という肩書で署名されている。 

 

グアイド政権側の「国家通信センター」は Covid-１９感

染拡大防止のため、グアイド政権と OPS が合意を締結

したとポジティブに報じている。 

 

他方、マドゥロ政権側のホルヘ・ロドリゲス情報通信相

は、「国民の生活に寄与するのであれば悪魔とも合意す

る。」と今回の合意について複雑な見解を表明した。 

 

今回の合意がどのように進展するのかは今後も見守る

必要がありそうだ。 

 

 

（写真）El Cooperante 

 

「グアイド議長の親族 自宅軟禁措置に変更        

   ～他方、グアイド政権への圧力強まる～」           

 

２０年１月～２月にかけてグアイド議長は欧米を遊説

し、２月１１日にベネズエラに帰国した。 

 

帰国時に、グアイド議長は無事ベネズエラに入国できた

が、同乗していたグアイド議長の叔父（ファン・ホセ・

マルケス氏）は機内に爆発物を持ち込んだとの嫌疑をか

けられ、軍部の警察組織（DGCIM）に拘束されていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.406」参照）。 

 

６月２日 マルケス氏が釈放され、自宅軟禁措置に切り

替わったと報じられた。 

 

マルケス氏が解放された理由については不明だが、基本

的にマドゥロ政権がグアイド政権関係者への圧力を緩

和させる方向にあるとは考えにくい。 

 

むしろ「Gedeón オペレーション」や「英国に保管され

ている GOLD の凍結訴訟」を巡り、マドゥロ政権はグ

アイド政権関係者への圧力を強化している。 

 

６月１日には、グアイド政権の会計監査総長を務めるイ

グナシオ・エルナンデス氏のカラカスの自宅が国家警察

の捜査を受けたという。 

 

また、６月２日にはグアイド政権が任命した中央銀行の

リカルド・ビジャスミル役員のカラカスの自宅が

SEBIN に捜索された。 

 

なお、「Gedeón オペレーション」後、グアイド議長の露

出が減っている。ほとぼりが冷めるまで露出を控えてい

るのかもしれないが、マドゥロ大統領は大使館に雲隠れ

したのではないかと言及している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a91b7d81dd4d7391f92430b4f76e8101.pdf
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大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首はスペイン

大使公邸に保護されている。 

 

同じく VP の党員で１７年に国会第１副議長を務めた

フレディ・ゲバラ氏はチリ大使公邸に保護されている。 

 

最近では、この流れを受けてグアイド議長もどこかの大

使公邸に保護されるのではないかとの噂が流れている。 

 

「Covid-１９感染確認者１８１８名、死者１８名」         

 

６月２日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者は

１，８１８名。死者数は４名増え、１８名となっている。 

 

５月３１日時点での感染確認者数は１，５１０名（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.451」参照）。 

 

６月１日に１５２名増え、１，６６２名。 

また、死者が３名増え、死者１７名となった。 

６月２日に１５６名増え、１，８１８名。 

また、同日に死者が１名増え、死者１８名となった。 

 

６月２日に感染が確認された１５６名のうち、１５０名

は外国で Covid-１９に感染したとしている。 

 

国別の内訳はコロンビアが１３６名。エクアドルが３名。

ペルーが２名。その他が９名としている。 

 

経 済                       

「ガソリン価格改定後の販売状況            

 ～政府発表とギャップもガソリン供給増加～」            

 

６月１日 ベネズエラで新たなガソリン価格でのガソ

リン供給が始まった（新ガソリン価格、販売体制につい

ては「ベネズエラ・トゥデイ No.452」参照）。 

 

 

当日はガソリンスタンドに行列ができ、給油には５～１

０時間かかったとの意見がある。 

 

まだ給油できたのであれば良い方で、深夜からガソリン

スタンドに並んだにもかかわらず１１時頃にガソリン

が底をつき、給油が出来なかった人もいたという。 

 

ただし、想定していたよりもガソリン供給を制限してい

ない印象がある。 

 

これまで１台２０リットルの給油制限があった。引き続

き２０リットル、あるいは３０リットルという給油制限

を設けているガソリンスタンドもあるが、６０リットル

を給油できたというガソリンスタンドもあった。 

 

安価な価格（１リットル BsS.５，０００）でガソリンを

給油するためには「祖国カード」を使用する必要がある。 

 

「Bio Pago」という専用機を使用し、祖国カードで決済

が可能。この支払い方法は１８年９月から施行されてお

り、特に新しいものではない（「Bio Pago」施行当時の

記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.185」参照）。 

 

なお、地域によっては「Bio Pago」が到着していないガ

ソリンスタンドもあったようで、その場合は無料でガソ

リンを給油できたという。 

 

なお、１リットル０．５ドルでガソリンを給油できると

いうガソリンスタンドは全国に２００カ所存在し、既に

リストが公表されている（次ページ参照）。 

 

６月１日の正午の時点では、リストに掲載された店舗の

営業は始まっていなかったようだが、徐々に営業が始ま

っているようで、ドル建てでガソリンを給油した人の領

収書などもネットで公開されている（次ページ参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
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（写真）石油省 

 

 

（写真）一般人 Twitter 投稿 

 

「CITGO ７．５億ドルの手形発行」          

 

６月２日 CITGO は７．５億ドルの手形を発行すると

発表した。手形は５年満期。利率は市場の反応を見て決

定するとのことで現時点では確定していない。 

 

手形発行で得た資金のうち６億１，４００万ドルは２１

年に満期を迎える債務返済および利子支払いのために

使用する予定。 

 

債務返済以外に手形発行を通じて資金繰りを安定させ

ることも目的という。 

 

Covid-１９の影響でガソリン需要は著しく減少。

CITGO の収入も減少しているという。 

 

「米国 マドゥロ政権に協力した船会社に制裁」          

 

６月２日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、PDVSA

の原油輸出に協力した船会社と船舶に制裁を科した。 

 

制裁を受けたのは 

「Afranav Maritime」「Adamant Maritime」「Sanibel 

Shiptrade」「Seacomber」の４社。 

 

「Afranav Maritime」「Adamant Maritime」「Sanibel 

Shiptrade」はマーシャル諸島に本籍のある会社で全て

同じ住所で登記されている。「Seacomber」はギリシャ籍

の会社。 

 

また、「ATHENS VOYAGE（Afranav Maritime のタン

カー）」「CHIOS（Seacomber のタンカー）」「SEAHERO

（Adamant Maritime のタンカー）」「VOYAGE（Sanibel 

Shiptrade のタンカー）」の船舶も制裁が科せられた。 

 

以上 


