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（写真）最高裁判所 

“６月１２日 最高裁 新 CNE 役員メンバーの任命式を実施” 

一週間のまとめ（６月７日～６月１３日）          

（１）与党陣営の動き ～選挙管理委員会（CNE）役員を任命～          

 

今週は、選挙管理委員会（CNE）の役員任命を巡り二転三転を繰り

返した。 

 

６月１２日 マドゥロ政権側の最高裁は新たな CNE 役員を任命し

た。新たに任命された役員は以下の通り（各人の顔写真と略歴は次

ページ参照）。 

 

CNE 代表： インドラ・アルフォンソ氏 

CNE 副代表： ラファエル・シモン・ヒメネス氏 

主席役員： グラディス・グティエレス氏 

主席役員： タニア・デ・アメリオ氏 

主席役員： ホセ・グティエレス氏 

 

 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～選挙管理委員会（CNE）役員を任命～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～国会任期引き延ばしを検討～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（３） 外国の動き 

～マドゥロ政権の資金隠し協力者 

アレックス・サアブ氏 逮捕～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

２．英国銀行の GOLD 訴訟 

～マドゥロ政権勝訴の可能性も～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

３．製油所の稼働状況 

～国内でのガソリン精製は困難～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １０p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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表： 選挙管理委員会（CNE）役員リスト 

 

 

（色塗の役員は、今回新たに任命された CNE 役員） 

派閥 役職
名前－日本語表記

名前－アルファベット表記
略歴 写真

与党派 代表
インドラ・マリア・アルフォンソ

Indira Maira Alfonzo

ラグアイラ州出身。サンタマリア大学の法学部
卒。１０年に最高裁代理判事に任命され、１４年
から最高裁、選挙法廷の代表判事。１７年から
２０年６月１１日まで最高裁判所の第一副代表
を務めていた。６月１２日からCNE代表に就任。
１５年１２月の国会議員選で先住民枠の選挙に
不正があったとして議員権の一時停止を決定。
この判決を巡り、与野党が対立。国会は無効状
態になった。１８年にカナダに制裁を科されてい
る。

穏健
野党

副代表
ラファエル・シモン・ヒメネス

Rafael Simón Jiménez

歴史学者。００～０５年に「社会主義行動党
（MAS」の国会議員。０２年に国会第一副議長
を務めた。MASを離党し、新政党「Vamos」を設
立。０６年の大統領選で野党候補のマニュエ
ル・ロサレスUNT党首の選挙対策班長を務め
た。０７年に「Vamos」を解体し、UNTに加盟。０８
年にバリバス州知事選に立候補するも敗北。１
８年５月に行われた大統領選でヘンリー・ファル
コンAP党首の選挙対策班に加わっていた。

与党派 役員
グラディス・グティエレス

Gladys Gutiérrez

ベネズエラ中央大学法学部卒。００～０２年にマ
ドリッド領事館総領事。０２年に在スペイン・ベ
ネズエラ代表大使に就任。０６年３月～１０年１
２月まで行政監督長。１３年５月～１７年２月ま
で最高裁判長。１８年３月にパナマ政府にマ
ネーロンダリングの疑いで制裁を科されてい
る。

与党派 役員
タニア・デ・アメリオ
 Tania D’Amelio

サンタマリア大学法学部卒。００～０９年まで国
会議員として活動（バルガス州選出議員）。０９
から選挙管理委員会（CNE）役員。１６年に再任
が承認され、現在の任期は２３年まで。

穏健
野党

役員
ホセ・グティエレス

José Gutiérrez

９５～０１年にアマゾナス州知事を務め、現在は
行動民主党の秘書官を務めるベルナベ・グティ
エレス氏の兄弟。
ベルナベ・グティエレス氏は、１７年１０月に行
われた州知事選でもアマゾナス州の野党統一
候補として出馬。与党候補に僅差で敗北した。

出所：　官報、略歴は現地新聞報道より、顔写真はウェブサイト掲載写真を使用
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今週、CNE 役員が任命されるまでに以下の経緯があった。 

 

前号「カントリーリスク・レポート No.154」）（１．（１）与党陣営の動き）で

紹介した通り、６月５日に最高裁は CNE に対して、国会の承認を経ることな

く任期が満了した CNE 役員の交代プロセスを進めるよう指示した。 

 

しかし、６月７日にマドゥロ大統領は、「一部の野党と重要な会合を実施した」

と述べ、「野党に手を差し伸べる」と言及。 

 

６月１０日 最高裁は６月５日の決定を修正。 

与野党が共同で運営している国会の「CNE 役員選定委員会」に対して７２時

間以内に CNE 役員の候補者リストを提出するよう指示した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.457」参照）。 

 

この決定に対して「CNE 役員選定委員会」で野党側の代表を務めるアンヘル・

メディナ議員は「委員会は、CNE 役員の候補者選定プロセスに入っておらず、

７２時間以内に候補者リストを出せる状況にない」と説明した。 

 

野党が７２時間以内に CNE 役員リストを提出する意思がないことを確認し

たためか、最高裁は６月１２日に CNE 役員の交代を発表。同日、最高裁にて

CNE 役員の就任式が行われた（下写真）。 

 

グアイド政権は、今回の CNE 役員任命を批判。 

正当な国会の承認を経ていない CNE 役員は無効とし

ている。 

 

従って今回任命された CNE 役員の運営の下で実施さ

れる国会議員選にグアイド政権が参加する可能性は低

い（一部、グアイド政権を離れた野党関係者が参加す

る可能性はある）。 

 

他方、国会の「CNE 役員選定委員会」は、別の CNE 役

員を選定するプロセスを進めるとしており、６月１６

日に役員候補者が確定する可能性がある。 

 

 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権 最高裁 

野党国会の合意なく、

CNE 役員を任命。 

 

野党不参加の国会議員

選の可能性高まる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbd023699b20b2b50217120f76f0956b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
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国内では引き続きガソリン不足に関する関心が高い。 

 

米国政府は制裁圧力をかけ、ベネズエラにガソリンを供給する、あるいは

PDVSA の原油を輸出する動きを妨害しており、これまで以上にベネズエラと

の取引が困難になっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.456」「No.457」参照）。 

 

マドゥロ政権は、新たなガソリンの調達先を探すため「リビア国民軍（LNA）」

のハリファ・ハフタル将軍と接触したと報じられている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.457」参照）。 

 

リビアは内戦が続いており、国連が正当なリビア政府と認識する「国民統一政

府（GNA）」と「リビア国民軍（LNA）」が争っている。 

 

国際社会が正当な政府と認めていない LNA からのガソリン調達はマドゥロ政

権の更なるイメージダウンにつながり、制裁強化を正当化することになるかも

しれない。他方、ベネズエラへガソリンを供給してくれる国は少なく、頼らざ

るを得ない状況ではありそうだ。 

 

（２）野党陣営の動き ～国会任期引き延ばしを検討～                 

 

本稿「１．（１）与党陣営の動き」の通り、マドゥロ政権側は野党国会の合意

を得ることなく CNE 役員を任命した。 

 

このままだと野党が選挙に参加することなく国会議員選が実施され、２１年

１月からは与党が絶対多数の国会が誕生することになる。 

 

この状況を受けて、グアイド政権が現在の国会の任期を延長することを検討

していると報じられている。 

 

グアイド議長は「我々の目標は年内に政権移行を達成することで２１年の話

は先過ぎる」として、任期の延長を検討しているかどうかについては回答を

避けたが、野党側で現国会の任期延長の議論があることは確実だろう。 

 

なお、現在「CNE 役員選定委員会」は CNE 役員の選定プロセスを進めてい

る。仮に「CNE 役員選定委員会」が決定した CNE 役員の候補者が就任でき

るのであれば、野党側が選挙に参加する可能性も否定できない。 

POINT 

 

 

 

野党国会 与党が強行

する国会議員選は正当

な 選 挙 と 認 め な い 方

針。 

 

 

２１年以降も現在の野

党 国 会 を 維 持 す る た

め、現国会の任期延長

を検討。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
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個人的な見解を述べれば、野党はこれまで何度か選挙をボイコットしている

が、選挙結果を無効化させることは今まで一度も出来なかった。 

 

０５年の国会議員選も、１７年１２月の市長選も、１８年５月の大統領選も

野党は選挙に投票しないよう呼びかけ、与党候補が大勝したが、最終的に選

挙結果に従いベネズエラは実効支配されている。 

 

今回の国会議員選についても選挙に参加しない場合、グアイド政権は新たな

国会を認めないだろうが、実際は新国会による実効支配が起きることだろ

う。 

 

２０年１１月にトランプ大統領が再任すれば、この動きに一定の抵抗ができ

るだろうが、仮にバイデン候補が当選した場合は、野党は国際社会の強い後

ろ盾も失い取り返しのつかない状況になると思われる。 

 

野党もこのことを認識しているため、マドゥロ政権と対立する発言をしつつ

も、選挙に参加する可能性を完全に否定できない状況になっている。 

 

（３）外国の動き                                 

    ～マドゥロ政権の資金隠し協力者 アレックス・サアブ氏逮捕～                      

 

６月１２日 マドゥロ政権が進めている食料販売プログラム「CLAP」の取引

で莫大な資産を築いたとされるコロンビア人企業家アレックス・サアブ氏（左

写真の男性）が逮捕された。 

 

サアブ氏は、CLAP 取引を通じて得た利益をマドゥロ政権関係者に還流してい

たとされており、１９年７月に米国政府に制裁を科されていた。 

 

報道によると、サアブ氏はベネズエラから飛行機で、イランに向かう途中、燃

料を給油するため「カボ・ベルデ」に寄り、同国で逮捕されたようだ。 

米国政府は、サアブ氏の逮捕を発表。サアブ氏は米国へ引き渡される予定のよ

うだ。 

 

サアブ氏は、イランからのガソリン調達にあたり、交渉の前線に立っていたと

されていた。今後のイランからのガソリン供給にも影響が出るかもしれない。 

 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権の資金隠

しに協力しているとさ

れるアレックス・サア

ブ氏を拘束。 

 

米 国 政 府 に 引 き 渡 さ

れ、同氏の汚職捜査が

行われる予定。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

６月１３日時点でベネズエラの新型コロナウイルス（以下、Covid-１９）感染確認者数は２，９０４名。死者２４名

となっている。 

 

マドゥロ政権は Covid-１９の感染拡大を防止しつつ、これまで布いてきた隔離措置を緩和するため「７＋７」を発

表。「１週間は許可された一部の業種のみ営業を再開し、その後１週間は再び隔離措置に戻る」という手段を取って

いる。６月１４日までは隔離措置に戻っていたが、１５日から一部の業種の営業が再開する。 

 

営業再開が許可された業種は「洗車業」「眼科」「家電修理業」「衣類販売業」「紙製造・販売業」「菓子屋・カフェテ

リア」「洗濯屋」「家電製造業」「宅配サービス業」「行政登記手続きサービス業」「トレーニングジム」「スポーツイベ

ント（無観客が条件）」「獣医」「屋外映画館」「ショッピングセンター」「証券・保険業」となっている。 

 

 

 

表：　６月７日～６月１３日に起きた主なイベント

内容

６月 ７日 日

８日 月 隔離措置再開、一部の営業再開を許可された業種も今週は休業

９日 火

１０日 水

１１日 木

１２日 金 最高裁　新CNE役員メンバーの就任式を実施

１３日 土

表：　６月１４日～６月２１日に予定されている主なイベント

内容

６月 １４日 日

１５日 月 隔離緩和措置再開

１６日 火

１７日 水

１８日 木

１９日 金

２０日 土

２１日 日

（出所）各種報道からベネインベストメント作成

日付

日付
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（５）債券の元利支払い状況                                         

 

表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状（６月１２日時点）

（単位：１００万ドル）

種類 債券
猶予期間

失効日
元本 利息 種類 債券

猶予期間

失効日
元本 利息

国債１９ １１月１３日 2,496 483.6 PDVSA２６ １２月１５日 0 675.0

国債２４ ５月１３日 0 514.8 PDVSA２４ １２月１６日 0 750.0

国債２５ ６月２３日 0 367.1 PDVSA２１ １２月１７日 0 538.5

国債２６ ６月２３日 0 1057.5 PDVSA３５ １２月１７日 0 731.0

国債２３ ６月７日 0 540.0 PDVSA２２O ３月１７日 1,000 956.3

国債２８ ６月７日 0 555.0 PDVSA２７ 5月１２日 0 403.1

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ 5月１２日 0 206.3

国債２０ １月９日 0 225.0 PDVSA２２ ５月２８日 0 450.0

国債３６ １月２９日 0 812.5 PDVSA２０ ５月２７日 842 143.2

国債３４ ２月１３日 0 351.6 1,842 4,853.3

国債３１ ３月５日 0 1255.0 ６月１５日 0 135.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ６月１６日 0 150.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 ６月１７日 0 107.7

国債２２ ３月２３日 0 956.3 ６月１７日 0 146.3

国債２７ ４月１５日 0 925.0 0.0 539.0

国債３８ ４月３０日 0 219.0 7,040.9 13,930.6

4,549 8,510.7

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（１回目）

7,040.9 13,392   グレースピリオド切れ（２回目）

（出所）ベネインベストメント作成   グレースピリオド切れ（３回目）

  グレースピリオド切れ（４回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（５回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（６回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 13,059.7 電力公社 677.6

PDVSA 6,695.2 合計 20,432.5 20,971.57,234.2

20,971.5総計

13,059.7

Grace Period

期間中含む

677.6

Grace Period

期間中含む

PDVSA２６

PDVSA２４

PDVSA２１

PDVSA３５

P

D

V

S

A

債
国

債

グレースピリオド期間含む未払計

グレースピリオド切れの未払計

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド期間中未払

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド満了未払
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２．英国銀行の GOLD 訴訟 ～マドゥロ政権勝訴の可能性も～                           

 

マドゥロ政権は、英国銀行に保管されているベネズエラ中央銀行の外貨準備

GOLD３１トン（約９．３億ユーロ、約１０億ドル相当）の凍結を解除するよ

う求める訴訟を起こした（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」）。 

 

英国政府の対ベネズエラ方針は米国政府と一致しており、英国政府の方針とし

ては凍結している GOLD をマドゥロ政権に使用させる意思は無い。 

他方、原則として行政と司法は独立しており、英国裁判所の姿勢が必ずしも行

政と一致するとは限らない。 

 

実際に１年前に似たような件で、英国政府の方針と司法の判決が異なった前例

がある。 

 

１９年６月 英国最高裁判所は、英国銀行が「Bank Mellat」（イラン政府が１

７％の株式を保有している金融機関）の口座を凍結し、「Bank Mellat」の活動

を不当に阻害したとして、１２億５，０００万ポンド（約１５億ドル）の賠償

支払いを命じた（「Financial Times 紙」）。 

 

この判決 を受けて同年１０月に 英国銀行は

「Bank Mellat」に対して１２億５，０００万ポ

ンドを支払っている。 

 

この裁判で「Bank Mellat」の弁護を務めたのが、

今 回 マ ド ゥ ロ 政 権 側 の 弁 護 を 務 め て い る

「Zaiwalla ＆ Co,」。この種の裁判では高い評価

を受けている弁護士事務所のようだ。 

 

１８年１１月、米国政府はベネズエラのGOLD取

引に制裁を科した。 

この制裁を理由に、英国銀行は同行に保管されて

いる GOLD を凍結しており、マドゥロ政権は１

年半ほど英国銀行に凍結を求めてきた。 

 

マドゥロ政権側の訴えが認められた場合、英国銀

行は賠償金を支払う可能性もありそうだ。 

POINT 

 

 

英国銀行がマドゥロ政

権に敗訴した場合、英

国銀行はベネズエラ中

央銀行へ賠償金を支払

う可能性も。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://www.ft.com/content/58c4ae5c-91b0-11e9-b7ea-60e35ef678d2
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また、有識者の見解によると、この裁判はマドゥロ政権側が勝訴する可能性が

高いという。 

 

今回の裁判で焦点になるのは 

「マドゥロ政権とグアイド政権のどちらが政府として機能しているか」 

「金融政策を担っているのはグアイド政権の中銀か、マドゥロ政権の中銀か」 

という点になる。 

 

好む好まざるにかかわらず、中央銀行の金融政策、税金徴収、公務員への給料

支払い、公的組織の運営、ほとんどの点でマドゥロ政権がベネズエラ政府とし

ての役割を担っている。グアイド政権側は政府として行政をしておらず、任命

した中央銀行役員は、ベネズエラ国内にさえいない。政治的な理由からひいき

目に見ることが無ければ、この議論はマドゥロ政権側に軍配が上がる。 

 

また、Covid-１９対応のために与野党が締結した合意書で、野党国会はマドゥ

ロ政権が任命したカルロス・アルバラード保健相をベネズエラ政府の「保健相」

とする書面に署名をしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.453」参照）。 

英国政府自身もベネズエラでの各種行政手続きにあたり、ベネズエラ政府をマ

ドゥロ政権側と認識して行動している。 

 

これらを理由に「Zaiwalla ＆ Co,」は、マドゥロ政権が勝訴できると確信を持

っているという。 

 

なお、「Zaiwalla ＆ Co,」が英国裁判所に提出した訴えを見る限り、マドゥロ

政権は英国銀行の GOLD を外貨準備に組み込みなおす意思はないようだ。 

 

マドゥロ政権側の訴えによると、マドゥロ政権は英国銀行で凍結されている

GOLD を売却し、その資金を「国連開発計画（UNDP）」に移動させ、Covid-１

９支援のために使用することで合意したという。 

この合意に基づき、英国銀行へ GOLD の凍結解除を求めたが、英国銀行はグ

アイド政権側の承認が必要としてこの求めを拒否したとしている。 

 

本件に関する当事者同士の協議は６月２２日に予定されている。 

グアイド政権側に勝つ可能性が低ければ、示談に持ち込むしかない。その場合、

マドゥロ政権に屈したというマイナスイメージを最小限に抑えるため、英国銀

行の GOLD を UNDP に管理させることに合意するのではないか。 

POINT 

 

 

 

（英国の司法と行政が

独 立 し た 存 在 で あ れ

ば）マドゥロ政権が勝

訴する可能性が高い。 

 

 

過去、イラクの金融機

関が同様の訴訟を起こ

し、１９年に英国裁判

所は英国銀行に賠償金

の 支 払 い を 命 じ て い

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
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３．製油所の稼働状況 ～国内でのガソリン精製は困難～                           

 

本稿「１．（１）与党陣営の動き」で紹介した通り、マドゥロ政権はガソリンの

安定供給のために奔走しているが、米国政府はマドゥロ政権へガソリンを送ろ

うとする動きを阻んでおり、調達は容易ではない。 

 

マドゥロ政権がガソリンを安定的に得るための根本的な解決策はベネズエラ

国内の製油所でガソリンを精製することだろう。 

 

パラグアナ半島のカルドン製油所では、引き続きイランと中国の技術者が補修

作業を行っているが、「ガソリンの精製」という点では目立った進展は見えて

いないという。 

 

現在、３つの常圧蒸留施設が稼動しており日量１３万バレルの原油が精製され

ている。ただし、「カントリーリスク・レポート No.153」（２．１７年までの

ガソリン燃料 精製・輸入・国内販売実績）で紹介した通り、精製された原油

の全てがガソリンになるわけではない。 

 

精製された日量１３万バレルのうち、０．２５万バレルは「ナフサ」、１．５～

２万バレルが「軽油（ディーゼル）」で残りは蒸留残渣油だという。 

 

「ナフサ」は追加の処理を行うことで「ガソリン」として使用することが可能

で、その為に必要な添加剤もイランから輸入したが、添加剤を加える前に必要

な処理が出来る段階に至っておらず、「ガソリン」を生産することは出来てい

ないようだ。 

 

加えて、ガソリン不足の問題を悪化させているのがキュ

ーバへのガソリン輸出だ。 

 

ロイター通信は「エルパリート製油所」にキューバ船舶

「Carlota C」が停泊し、１０万バレルのガソリンをキュ

ーバに運んだと報じている。 

 

ベネズエラで使用されるガソリンが日量５万バレル程度

と仮定した場合、２日分のガソリンがキューバに運ばれ

たことになる。 

POINT 

 

 

 

国内の製油所 中国・

イランの技術者が改修

を試みているが、ガソ

リン精製までの道のり

は遠い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/823a5fc0b5a5eb82475309086322afbc.pdf
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（６月１２日時点）       

 

  
取引 

価格 
先週比  

国債 6.75 0.00  

PDVSA 3.50 0.00  

         

    
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 36.26 -8.32   

Brent 38.49 -6.58   

Venezolano - N/A  

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,457  -1.07   

         

    
ボリバル 

／ドル 
先週比  

為替レート 
両替テーブル 203,258  2.12   

並行レート 208,612  6.98   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

今週は、米国の原油在庫が過

去最高水準に積み上がったこ

とを受けて、原油価格は下落

した。 

 

また、世界的に Covid-１９の

感染者数は増加を続けてお

り、将来的な原油需要の回復

が期待できないことも原油価

格の押し下げ要因になったと

されている。 

 

 

為替レートに関して、先週末

時点では「両替テーブル（政

府が発表する公定レート）」の

方が「並行レート」よりもボ

リバルを安く評価する逆転現

象が起きていたが、今週は解

消した。 

 

現在、両者の乖離はほとんど

ない状態が続いている。 

 

以上 


