
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月１５日～６月１６日報道            No.４５９   ２０２０年６月１７日（水曜） 

1 / 7 

（写真）行動民主党（AD） “AD 代表メンバー 最高裁による AD 幹部交代の決定を非難” 

 

 

２０２０年６月１５日（月曜） 

 

政 治                     

「最高裁 行動民主党代表の交代を決定 

～選挙参加意思のある党員が政党を運営～」 

「穏健 AD 党員 選挙参加是非を問う投票を提案」 

「与党政党「トゥパマロ」代表 殺人容疑で逮捕」 

経 済                     

「イラン ベネズエラへ定期的にガソリンを供給」 

「墨大統領 ベネズエラへガソリン供給意思示す」 

「制裁を受けた船会社 ベネズエラとの取引停止」 

社 会                     

「Sanbil ショッピングセンター１日目の様子」 

２０２０年６月１６日（火曜） 

 

政 治                    

「最高裁 第一正義党の代表も交代 

～穏健野党議員が PJ の代表に～」 

「マドゥロ大統領 今週中に出馬候補を決定」 

経 済                    

「Petrobras ベネズエラ寄港船との取引停止」 

「ベネズエラ産原油価格 公表を停止」 

「２０年の原油・資源輸出収入は６０億ドル？」 

「競争力ランキング ベネズエラ最下位」 

社 会                     

「マクドナルド ハッピーセットが復活」 
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２０２０年６月１５日（月曜）             

政 治                       

「最高裁 行動民主党代表の交代を決定         

  ～選挙参加意思のある党員が政党を運営～」       

 

６月１５日 最高裁の憲法法廷は、「行動民主党（AD）」

の現在の幹部メンバーの資格を停止し、ベルナベ・グテ

ィエレス氏を中心に政党を再組織するよう要請した。 

 

同時に現在の AD のロゴ、政党としての権利などは全て

グティエレス氏を中心とする新メンバーが留保するこ

とも決定した。 

 

ベルナベ・グティエレス氏は９５年～０１年までアマゾ

ナス州知事を務めた人物で、現在も「行動民主党（AD）」

に所属している。 

 

６月１３日 最高裁は新たな CNE 役員メンバーの就任

式を実施した。新たな CNE 役員にはグティエレス氏の

弟のホセ・グティエレス氏が就任している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

 

（写真）ベルナベ・グティエレス氏 

 

 

現在 AD の幹事長を務めるラモス・アジュップ氏は、今

回の最高裁の決定を非難。マドゥロ政権が偽物の選挙の

信頼性を高めるために工作を働いていると訴えた。 

 

また、グアイド議長も今回の最高裁の決定を批判。 

欧州連合も、均衡のとれていない選挙システムは問題を

解決しないとして、マドゥロ政権に方針転換を求め、対

話による解決を訴えた。 

 

「穏健 AD 党員 選挙参加是非を問う投票を提案」         

 

最高裁の決定を受け、グティエレス氏は、国会議員選に

参加する必要性を強調。 

 

選挙に参加するべきかどうか決めるために政党内で投

票を行うことを提案した。 

 

ただし、アジュップ幹事長側の AD はベルナベ・グティ

エレス氏を AD から除名する決定を発表している。 

 

今後、選挙参加に前向きな穏健派の AD と、これまで通

りの AD が２つ存在することになるだろう。 

 

「キリスト教社会党（Copei）」でも同様の事例がある。 

２０１５年 最高裁は、これまでの代表メンバーによる

「Copei」の運営を認めず、Copei 内で与党に協力的な

グループに政党資格を移譲した。 

 

この事件を機に現在も「Copei」は２つ存在しているが、

基本的に最高裁が政党と認める Copei が Copei として

運営を継続しているのが実態だろう。 

 

AD の影響力は Copei と比べて強いため、同じようにな

るとは限らないが、同様の懸念が生じている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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「与党政党「トゥパマロ」代表 殺人容疑で逮捕」                  

 

６月１５日 与党派に属する政党の１つ「トゥパマロ」

のホセ・ピント党首が、１６歳の未成年者 Yor Leiva 

Berroteran 氏の殺人に関与した容疑で逮捕された。 

 

現在ピント党首は「犯罪科学捜査班（CICPC）」のバル

ガス支部に身柄を拘束されている。 

 

社会分野の専門記者ラモン・カマチョ氏によると、

Berroteran 氏の遺体がピント代表の所有する土地で見

つかったという。 

 

また、今回の事件に関連してピント党首以外に関係者５

名も拘束指令が出ているが、現在は逃亡中だという。 

 

今回の逮捕は、殺人をでっち上げられた政治的な拘束か

もしれないし、本当に殺人に関与していたのかもしれな

い。 

あるいは、本当に殺人に関与していたが、これまでは見

逃されており、今回政治的な理由からピント党首を排除

する必要性が生じて、逮捕に至ったのかもしれない。 

 

なお、ピント党首が逮捕されたことで現在マドゥロ政権

の交通相を務める「トゥパマロ」のイポリト・アブレウ

氏が代表になる可能性が報じられている。 

 

 

（写真）Cima News Digital 

 

経 済                        

「イラン ベネズエラへ定期的にガソリンを供給」           

 

「ロイター通信」は、イランがベネズエラに月２～３回

の頻度でガソリンを輸出すると報じた。 

 

米国政府はベネズエラとイランとの取引に関与する企

業に制裁圧力をかけているが、当事者の国同士の取引に

米国の制裁圧力は及ばない。 

 

ロイター通信によると、イランは制裁の影響もありガソ

リンについてはベネズエラと同様輸入国だったという。 

 

しかし、１９年にイランは「Bandar Abbas」にある新た

な製油所「Persian Gulf Star」が第３フェーズに入り、

日量３５万バレルを精製できるようになったことでガ

ソリンの自給を達成したという。 

 

しかし、Covid-１９の影響によりガソリン需要が減少し、

イランではガソリン供給も減少。１９年第１四半期のガ

ソリン生産量は約６５万バレルだったが、２０年第１四

半期は４５万バレルまで減っていたという。 

 

イランもベネズエラと同様にガソリンを貯蔵するため

の十分な施設はなく、余ったガソリンの輸出先を探す必

要があり、ベネズエラと利害が一致したという。 

 

なお、資金が枯渇しているマドゥロ政権がイランからガ

ソリン購入を継続できるかという点について「ウィーク

リーレポート No.151」でも紹介したが、１リットル０．

５ドルでのガソリン販売を拡大すれば、調達コスト以上

にガソリン販売収入を得ることも可能と思われる。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/673ea15f6d26b7a049617ff017ee5882.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/673ea15f6d26b7a049617ff017ee5882.pdf
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「墨大統領 ベネズエラへガソリン供給意思示す」         

 

６月１５日 メキシコのロペスオブラドール大統領は

「ロイター通信」の取材で、「どの国も他国を抑圧する

ことはできない。」と米国政府によるベネズエラへの制

裁を批判。 

 

「メキシコはマドゥロ政権が求めるのであれば人道的

な観点からガソリンを供給する用意がある」と語った。 

 

ただし、現在のところマドゥロ政権からガソリン販売を

求める要請は受けていないという。 

 

また、ガソリンを輸出することで米国から制裁を受ける

可能性があるとの指摘について 

 

「メキシコは独立国家で主権がある。我々は我々で決断

する。外国に自国の政策を決定させない。」 

と回答したという。 

 

「制裁を受けた船会社 ベネズエラとの取引停止」                  

 

６月１５日 「New York Times 紙」は、米国の制裁を

解除するため、ギリシャの船会社３社がベネズエラとの

取引を停止したと報じた。 

 

PDVSA の原油を輸出したとして米国政府から制裁を受

けた「Dynacom Tankers Managment」（アテネ本社）は、

６月１５日に今後ベネズエラとの取引を行わないとの

声明を発表した。 

 

また、６月２日に制裁を科された「Seacober」も制裁解

除のために米国の方針に従う姿勢を見せているという

（「ベネズエラ・トゥデイ No.453」参照）。 

 

 

 

他、米国の制裁を受けた「NGM Energy SA」も６月１

２日に 

「米国政府の事前の承認を得ることなく、ベネズエラと

取引を行うことを禁止するプロトコールを作成した。そ

の 結果 、ベ ネズ エラ に停 泊し てい るタ ンカ ー「 el 

Commodore」は即座にベネズエラを離れ、今後ベネズ

エラとの取引を行うことは無い。」 

と発表している。 

 

同様に米国の制裁を受けている「Thenamaris」も 

「米国の制裁が適用されている間、ベネズエラからの原

油輸出について厳格な禁止方針を適用した。」 

と発表している。 

 

社 会                        

「Sambil ショッピングセンター１日目の様子」           

 

６月１５日から２回目の Covid-１９隔離緩和プランが

始まった。今週はショッピングセンターも営業を許可さ

れている。 

 

カラカスの主要ショッピングモール「Sambil」の様子が

報じられている。入口には発熱検査を行うための職員が

おり、入場時に検査が行われる。また入口にはアルコー

ル消毒が置かれていた。 

 

 

（写真）Maduradas 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
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「Sambil」には比較的大勢の客が来ているようだが、シ

ョッピングセンター内は営業が許可された店舗のみし

か営業しておらず、電気もついていないこともあり、少

し閑散とした印象を受ける。 

 

２０２０年６月１６日（火曜）              

政 治                       

「最高裁 第一正義党の代表も交代          

       ～穏健野党議員が PJ の代表に～」        

 

６月１６日 最高裁の憲法法廷は「行動民主党」に続い

て「第一正義党（PJ）」についても、現在の代表メンバ

ーの権限をはく奪。ホセ・ブリト議員を幹事長として PJ

を再組織するよう命じた。 

 

AD と同様、今後はブリト議員を中心とする新たな PJ

が PJ のシンボルマーク、政党としての権利を留保する

ことになる。 

 

ホセ・ブリト議員は元 PJ 党員。 

 

１９年１２月に CLAP 取引の汚職に関与したとして PJ

を除名させられた（「ベネズエラ・トゥデイ No.377」

「No.378」参照）。 

 

また、ブリト議員は２０年１月５日の国会役員任命にあ

たりルイス・パラ議員（ブリト議員と同じく PJ 議員だ

ったが、穏健色を強くした）を国会議長にすることを支

持した議員でもある。 

 

なお、CLAP 取引に関するブリト議員やパラ議員の汚職

取引については「ウィークリーレポート No.126」を参

照されたい。 

 

 

 

 

 

（写真）RCTV.Net “ホセ・ブリト議員” 

 

「マドゥロ大統領 今週中に出馬候補を決定」           

 

６月１６日 マドゥロ大統領（与党「ベネズエラ社会主

義統一党（PSUV）党首）は、ディオスダード・カベジ

ョ制憲議長（PSUV 副党首）に対して、 

「どんなに遅くとも今週中に PSUV の国会議員選の出

馬候補を決めるよう求める。」 

と国会議員選挙の候補者を決めるよう要請した。 

 

 

（写真）@Luigino Bracci Roa 記者（VTV 放送） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
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マドゥロ大統領は 

「ついに国会に大きな変化が訪れる」 

として野党が多数派を占める国会が終了すると意欲を

示した。 

 

経 済                       

「Petrobras ベネズエラ寄港船との取引停止」            

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、ブラジル

の石油会社「Petrobras」が直近１２カ月以内にベネズエ

ラに寄港したことのあるタンカーとの取引を行わない

方針を示したと報じた。 

 

理由は米国の二次制裁を受けるリスクを回避するため

としている。 

 

中国についても、直近１２カ月以内にベネズエラとの取

引を行ったタンカーとの取引停止を検討していると報

じられており、このような措置は今後増えていくことが

予想される（「ベネズエラ・トゥデイ No.457」参照）。 

 

「ベネズエラ産原油価格 公表を停止」         

 

ベネズエラでは、公表されない、あるいは公表が著しく

遅れている経済指標がいくつか存在する。 

 

「対外債務残高」「経常収支」「輸出入統計」「GDP 成長

率」などがその代表的な例だ。 

 

インフレ率については、しばらく公表が停止されていた

が、最近では２、３カ月遅れで公表されるようになって

いる。 

 

現在でも定期的に更新される統計は「外貨準備残（毎日）」

「為替レート（毎日）」「ベネズエラ産原油価格（各週）」

くらいだろう。 

 

この定期的に更新されていた「ベネズエラ産原油価格」

も最近では更新が停止している。 

 

「ベネズエラ産原油価格」は石油省が毎週公表していた

が、５月８日の週の原油価格（１バレル１３．４５ドル）

を最後に更新が停止している。 

 

４月２７日にアイサミ経済担当副大統領が石油相を兼

任するようになってから公表が止まっており、アイサミ

新石油相の指示ではないかと考えられている。 

 

「２０年の原油・資源輸出収入は６０億ドル？」         

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロ氏は、２０年の原油・資源輸出による輸入は前年

の２６０億ドル（同社予想値）から６０億ドルに減少す

る恐れがあると語った。 

 

また、経済成長率については前年比２５％減と予想、こ

の７年間でベネズエラの経済は約７０％縮小したとの

認識を示した。 

 

外国からの仕送りについても減少を予想。１９年は外国

からの仕送りで３５億ドルがベネズエラに流れたが、２

０年は１５億ドル程度まで減るとしている。 

 

これらの問題について、 

「政治的な闘争が解決しない限り、ベネズエラ経済が好

転することは無い」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
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「競争力ランキング ベネズエラ最下位」         

 

スイスのビジネススクール「IMD（国際経営開発研究

所）」は毎年、世界各国の競争力ランキングを作成して

いる。 

 

６月１６日 IMD は２０年版の「世界競争力ランキン

グ」を公表。ベネズエラは調査対象となった６３カ国中

最下位の６３位にランク付けられた。 

 

ただし、１９年よりも良い評価を受けた指標もある。 

 

「企業の効率性（Eficiencia empresarial）」について、１

９年は６２位だったが、２０年は６０位に上がっている。 

 

評価が上がった理由は「企業の効率性（ Eficiencia 

empresarial）」の下部項目にある、「組織の価値・行動」

が６１位から５２位に上昇したため。企業が状況に合わ

せて柔軟に対応していることが評価されたようだ。また、

「労働環境」が６１位から５６位に上昇したことも同項

目の順位を押し上げたとしている。 

 

IMD は、ベネズエラについて「人材」「教育」「ポジティ

ブな労働者の性質」など高く評価できる点があり、自由

な経済活動が可能なシステムになれば競争力ランキン

グは上昇すると分析している。 

 

社 会                       

「マクドナルド ハッピーセットが復活」            

 

６月１５日 マクドナルドは、ベネズエラでの「ハッピ

ーセット」販売を再開すると発表した。 

 

マクドナルドは、２０１５年にベネズエラでのハッピー

セットの販売を停止。５年越しの再開となる。 

 

 

ただし、ツイッターではマクドナルドのハッピーセット

販売再開を歓迎しない声が多い。 

 

ベネズエラ経済は壊滅的な状況にある。 

他方、ドル経済化が進んだことによりドル生活者につい

ては１８年頃と比べて物資を調達できるようになった。 

 

ただし、ドル生活者の多くは野党支持者だ。 

彼らは経済ドル化の恩恵を受けているが、同時に政権交

代を望むグループでもある。彼らにとって経済が落ち着

きつつあるというイメージが普及するのは許容できず、

ツイッターで批判を投稿したくなるということだろう。 

 

ハッピーセットを買うことが出来るのはドル生活者で

ある。ハッピーセットを買う顧客自身がハッピーセット

の再開を批判するというのは皮肉な話だ。 

 

 

（写真）McDonald’s Venezuela 

以上 


