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（写真）最高裁判所 “最高裁 国会承認なしでの CNE 役員選定を指示（写真は最高裁本部のモザイク画）” 

 

 

２０２０年６月５日（金曜） 

 

政 治                     

「最高裁 CNE に役員更新プロセスの開始を指示 

～新役員の任命には国会の承認は必要なし～」 

「最高裁 選挙規則は与党と穏健野党で協議」 

「隔離緩和計画「５＋１０」→「７＋７」に変更」 

「西 Covid-１９合意を受け２５０万ユーロ送金」 

経 済                     

「Wells Fargo ベネズエラ人の 

デジタル通貨「Zella」取引を停止」 

「石油燃料の輸入・販売税を免除」 

「SEBIN DirecTV 元役員３名を拘束」 

2020 年 6 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 久しぶりに公共の場に登場 

～フランス大使館での保護説を払しょく～」 

「コロンビア マドゥロ政権の帰国制限を非難」 

「マドゥロ大統領 一部野党との協議を示唆」 

「Covid-１９感染確認者２３７７名、死者２０名」 

経 済                    

「マドゥロ政権 キューバへガソリン輸出か」 

「プラスチック業界 稼働率５％」 

社 会                     

「主要都市 ６５％の市民は水アクセスに問題」 
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２０２０年６月５日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 CNE に役員更新プロセスの開始を指示    

 ～新役員の任命には国会の承認は必要なし～」       

 

６月４日 「社会主義行動党（MAS）」のフェリペ・ム

ヒカ党首は、複数の穏健野党政党と共同で最高裁に対し

て、与党派国会を通じた CNE 役員更新プロセスを進め

るよう要請していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.454」

参照）。 

 

６月５日 最高裁はこの要請を事実上棄却。 

 

選挙管理委員会（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。 

 

弊レポートでは「野党派国会」と比較するため、便宜的

に「与党派国会」と記載しているが、与党派国会の議長

は元「第一正義党（PJ）」のルイス・パラ議員、第１副

議長は「キリスト教社会党（Copei）」のフランクリン・

ドゥアルテ議員、第２副議長は元「大衆意志党（VP）」

のグレゴリオ・ノリエガ議員。 

 

つまり、元々は野党側の議員で、政府との協力関係も排

除しない穏健派の野党議員である。 

 

マドゥロ政権とすれば穏健野党に国会の主導権が握ら

れるリスクがあり、これが理由で最高裁は穏健野党の要

請を事実上棄却したのかもしれない。 

 

いずれにせよ、最高裁の決定を受けて、国際社会・野党

は最高裁を非難。グアイド議長は、「独裁政権が任命し

た CNE 役員が行う選挙を認めることは無い」とのスタ

ンスを示している。 

 

「最高裁 選挙規則は与党と穏健野党で協議」         

 

６月５日 最高裁は、任期が満了した CNE 役員らの交

代プロセスの開始指示と同時に、CNE に対して「選挙

規則法」を改定するよう指示した。 

 

また、「選挙規則法」の改定については、与党と穏健野

党が１９年９月に組織した「国家対話テーブル」を通じ

て協議することとしている（国家対話テーブルについて

は「ベネズエラ・トゥデイ No.345」参照）。 

 

同時に、CNE に対して、国会議員の先住民枠の規則に

ついても適正化を図るよう要請した。 

 

ベネズエラでは「先住民の意見を政治に反映させる」目

的から国会議員のうち３名は先住民専用の議員枠が存

在する。 

 

１５年１２月の国会議員選では先住民枠３名は全員が

野党派の議員だった。 

 

最高裁は先住民議員の投票プロセスに不正行為があっ

たとの訴えを受けて、３名の議員権の一時停止を発表し

た。 

 

野党議員は最高裁の決定を非難。 

最高裁の決定を無視し、先住民３名の議員就任宣言を行

ったことで、最高裁は国会の無効化を宣言。この問題が

現在まで続いている。 

 

なお、当時議員資格をはく奪された先住民枠については

新たな選挙は行われておらず、先住民議員３名は今も議

員資格を一時停止された状態が続いている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
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「隔離緩和計画「５＋１０」→「７＋７」に変更」                  

 

６月５日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１９

対策委員長）は、Covid-１９隔離緩和プラン「５＋１０」

の制度変更を発表した。 

 

これまでの隔離緩和プラン「５＋１０」では、５日間は

許可された特定の業種が営業を再開することが出来、そ

の後１０日間は再び隔離措置に戻るという予定だった。 

 

この制度を「７＋７」に変更し、７日間は許可された特

定業種が営業を再開し、その後７日間は再び隔離措置に

戻る仕組みに変わった。 

 

１週間周期で隔離措置が変わることになり、分かりやす

くなったと思われる。 

 

この変更を受けて、今週の営業が許可されていた衣類量

販店、美容院、自動車整備工場などは、６月７日（日曜）

まで営業を続けることが出来るようになった。 

 

「西 Covid-１９合意を受け２５０万ユーロ送金」         

 

スペインのアランチャ・ゴンサレス外相は、「米州保険

機構（OPS）」とマドゥロ政権、グアイド政権との Covid-

１９合意を受けて、スペイン銀行が凍結していたベネズ

エラ中央銀行の口座にある２５０万ユーロを OPS に送

金したと発表した。 

 

６月、OPS とマドゥロ政権・グアイド政権は、Covid-１

９対応のための協力合意を締結していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.453」参照）。 

 

今回の合意に先だって、５月２６日にスペインでベネズ

エラ難民を支援する目的の資金集めイベントを実施し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.450」参照）。 

 

その際にも凍結口座の資金を人道目的で使用すること

が提案されており、今回の合意の伏線となっていたと思

われる。 

 

また、外国に凍結された資金を国際組織が管理するとい

う議論は以前から存在していた。 

 

現在も英国銀行が凍結している GOLD を売却し、その

資金を「国連国家開発計画（UNDP）」が管理し、使用

するとの議論が存在している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.451」参照）。 

 

他にもベネズエラの石油輸出収入を国連が管理し、支出

するとの提案も存在している。 

 

しかし、これまで実際に第三者の組織がベネズエラ政府

の資金を管理、支出する体制が出来たことは無かったは

ずで、今回が最初の事例になると思われる。 

 

今後、ベネズエラ関連の取引は、国連など第三者組織経

由で実施することが増えていくのかもしれない。 

 

経 済                        

「Wells Fargo ベネズエラ人の             

      デジタル通貨「Zella」取引を停止」           

 

６月５日 米国の金融機関「Wells Fargo」は、同行に口

座を保有するベネズエラ人を対象にデジタル通貨

「Zella」の使用を一時停止すると発表した。 

 

この決定は米国の制裁が直接的な影響との憶測もある

が、今回の措置は制裁が直接的な原因ではないと思われ

る。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf
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「Wells Fargo」の説明によると、同行が取引の調査を行

った結果、ベネズエラ人が「Zella」を通じて行う取引は

「Zella」の本来の使用目的と異なる用途で使用されて

いるという。 

 

具体的に言うと、「Zella」は本来、家族間の送金など経

済取引を前提としない資金移動を目的としているツー

ルだが、ベネズエラでは商品の売買のために「Zella」の

送金を使用することが常態化していることが原因のよ

うだ。 

 

ベネズエラでは慢性的なインフレを理由に現地通貨で

の商取引が困難になっており、外貨やデジタル通貨を通

じた取引が拡大している。 

 

「Zella」は多くのベネズエラ人が決済手段として使用

している。経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバ

ル・オリベロ氏は、２０年２月に全国１０市で決済手段

についての調査を実施したところ「Zella」を通じて決済

を行っている割合は全体の１１．８％だったとしている。 

 

なお、現在のところ「Zella」のサービス使用を停止した

のは「Wells Fargo」だけ。 

 

「Wells Fargo」以外にも「Bank of America」「BB＆T」

「Capital One」「JP Morgan Chase」「PNC Bank」「US 

Bank」などでは引き続き「Zella」のサービスが利用でき

るため、今回の被害は「Wells Fargo」に口座を持つベネ

ズエラ人だけに限定される。 

 

ただし、今回の「Wells Fargo」の決定を受けて、他の金

融機関も同様の措置を取る可能性が懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

「石油燃料の輸入・販売税を免除」                  

 

５月２９日付官報４１，８９０号で、石油燃料および添

加物の輸入・販売にかかるあらゆる税金を免除する趣旨

の政令を発行した。 

 

同法令の対象は PDVSA および合弁相手の会社、石油事

業に関わる独立した民間企業も含まれる。 

 

マドゥロ政権は、ガソリンの輸入・販売の民間セクター

への解放を進めており、この政令はその一環と思われる。 

 

なお、石油事業に関する税金負担は国税だけでなく州税、

市税も重いが、州税、市税についても免税の対象になる

としている。 

 

「SEBIN DirecTV 元役員３名を拘束」                  

 

６月５日 SEBIN は「DirecTV Venezuela」のエクトル・

リベロ元社長、ロドルフォ・カラノ元販売部門役員、カ

ルロス・ビジャミサル元戦略部門役員らを拘束した。 

 

５月１９日 有料放送「DirecTV」サービスを提供して

いる「AT＆T」は、ベネズエラでのサービス停止を発表。

現在、ベネズエラでは「DirecTV」を閲覧することが出

来ない。 

 

サービス停止を発表した際、「AT＆T」は、ベネズエラ

国内にいる役員らは今回の決定を全く知らされていな

かったと説明しており、今回拘束された３名はサービス

停止の決定に関与していないと擁護していた。 

 

拘束される前に、ビジャミサル元戦略部門役員はビデオ

メッセージを投稿。自身らは「AT＆T」の決定で解雇さ

れた被害者であり、今回の拘束命令にとても驚いている

と述べている。 
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２０２０年６月６日～７日（土曜・日曜）              

政 治                        

「グアイド議長 久しぶりに公共の場に登場       

   ～フランス大使館での保護説を払しょく～」        

 

ここ数日間、グアイド議長は公の場に姿を見せていなか

った。 

 

マドゥロ大統領は、グアイド議長が大使館に保護されて

いると示唆。アレアサ外相の発言もあり、グアイド議長

はフランス大使館に保護されているとの憶測があった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.454」参照）。 

 

６月５日 フランス外務省の報道官は、グアイド議長を

保護しているとの噂を否定。 

 

６月６日 グアイド議長は、バルータ市の公道に姿を現

し、ガソリン給油を待つ人々と会話する姿をビデオメッ

セージで投稿。フランス大使館で保護されているとの憶

測を払しょくした。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

グアイド議長はガソリンの給油をする市民らに対して、

「現状に慣れてしまってはいけない。街頭での抗議を続

ける必要がある。」 

と訴えた。 

 

「コロンビア マドゥロ政権の帰国制限を非難」           

 

６月７日 コロンビア政府は、「６月 8 日からマドゥロ

政権がベネズエラ人の自国への帰国を制限しようとし

ている」と非難した。 

 

コロンビア移民管理局によると、６月８日からベネズエ

ラとコロンビアの陸路を結ぶ「ホセ・アントニオ・パエ

ス国際橋」と「シモンボリバル国際橋」からのベネズエ

ラ人の入国を月曜、水曜、金曜の週３日に制限するとい

う。 

 

また、入国人数について「シモンボリバル国際橋」は、

１日３００名まで、「ホセ・アントニオ・パエス国際橋」

については１日１００名に限定するという。 

 

コロンビア移民管理局は、今回の入国制限によりベネズ

エラへ帰国する人数が８０％は減少するとした。 

 

マドゥロ政権は Cvodi-１９の感染確認者を発表する際

に、感染経路が外国だった人数も国別で発表している。 

 

その中で、感染経路がコロンビアの人数は他国と比べて

突出して高く、マドゥロ政権としては Covid-１９感染

拡大防止のための措置という建前なのだろう。 

 

今回の措置について、コロンビア政府はマドゥロ政権が

自国民の帰国を阻害していると非難している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
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「マドゥロ大統領 一部野党との協議を示唆」         

 

６月７日 マドゥロ大統領は、ホルヘ・ロドリゲス情報

通信相が多くの野党関係者と面談を実施したと述べた。 

 

「ロドリゲス情報通信相が重要な会合を実施した。私と

彼だけが会合の内容を知っている。 

 

ロドリゲス情報通信相は、会合に参加した人物に私のビ

デオメッセージを見せた。 

 

私は会合に参加した人物に過去のわだかまりを捨て、ベ

ネズエラの未来を共に作ろうと手を差し伸べた。 

私はあなた方とベネズエラの未来のために共に働くこ

とを望んでいる。ベネズエラのために働くというのであ

れば、いつでも面談する用意がある。」 

と述べた。 

 

ただし、マドゥロ大統領は面談に参加した具体的な野党

政治家の名前は述べなかった。 

 

面談に参加した人物が誰なのか、そもそも面談自体が事

実なのか、も判断が出来ない。 

 

グアイド議長は今回のマドゥロ大統領の発言を受けて、

「マドゥロは野党の分断を加速させるために偽の情報

を流している」 

とマドゥロ大統領による情報操作であると主張してい

る。 

 

「Covid-１９感染確認者２３７７名、死者２０名」         

 

６月７日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者数

は２，３７７名。死者は２０名となっている。 

 

 

 

なお、これまでマドゥロ政権が発表してきた感染確認者

数を足しあげると６月２日時点の Covid-１９感染確認

者数は１８１８名のはずだが、ホルヘ・ロドリゲス情報

通信相は同日の感染確認者総数を１８１９名としてお

り、この日から数字が 1 名ずれている。 

 

６月２日の感染確認者数は１５６名と発表していたが、

実際は１名多い１５７名だったということかもしれな

い。 

３日に新たに１３３名の感染を確認し、１９５２名。 

また、同日２名が死亡し、Covid-１９を理由とする死者

数は２０名となった。 

その後、４日に１３５名増え、２０８７名。 

５日に５８名増え、２１４５名。 

６日に１７１名増え、２３１６名。 

７日に６１名増え、２３７７名となっている。 

 

なお、６月７日に新たに感染を確認した６１名について、

ベネズエラ国内での新たな感染者は確認されておらず、

６１名のうち５９名はコロンビアからの入国時に感染

が確認され、残りの２名はエクアドルからの入国時に感

染が確認されたという。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 キューバへガソリン輸出か」            

 

「Argus Media」は、マドゥロ政権がイランから輸入し

たガソリンのうち１０万バレルをキューバに輸出した

と報じた。 

 

「Argus Media」によると、カラボボ州プエルト・カベ

ジョ港からキューバの「Maria Cristina」という船舶が

ガソリンを積んでキューバに向かったという。 

 

「Maria Cristina」の旧名は「La Carlota C」で、１９年

９月に米国の制裁対象となっている。 
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ベネズエラが深刻なガソリン不足にあるにもかかわら

ずキューバにガソリンを送っていることに野党政治家

に限らず非難の声が上がっている。 

 

「プラスチック業界 稼働率５％」            

 

「ベネズエラ・プラスチック工業協会（Acopla）」の

Khalil Nasser 代表は、「Union Radio」のインタビュー番

組に出演。同業界の状況について語った。 

 

Nasser 代表によると、数年前にはベネズエラのプラス

チック製造業界は月１００トンほど生産をしていたが、

現在は１．５万～２万トンに減少。生産稼働率は５％程

度に下がっているという。また、この５年間で同業界は

４万人の労働力を失ったとしている。 

 

Nasser 代表はプラスチック業界が抱える問題を克服す

るために融資制度の拡張、前払い税の延期、原材料・資

材の調達にかかる税金の免税の継続、中小企業への支援

策などを求めた。 

 

 

 

社 会                       

「主要都市 ６５％の市民は水アクセスに問題」            

 

「ベネズエラ公共サービス観測団体」が２０年４月に実

施した調査によると、主要１０都市（カラカス、バレン

シア、プントフィホ、マラカイボ、バリナス、サンクリ

ストバル、シウダボリバル、バルセロナ、ポルラマル、

バルキシメト）の住民のうち６４．７％は衛生的な水へ

のアクセスに問題を感じているという。 

 

水が使用できる頻度について、 

１４％の回答者は、問題なく水が使用できていると回答。 

９％は、毎日使用できるが、時間に制限があると回答。 

４２％は、１～５日に１回程度と回答。 

２４％は、一カ月に１～２回程度と回答。 

１１％は、全く水が来ないと回答している。 

 

都市別で水サービスの問題が最も深刻なのはプントフ

ィホ（ファルコン州）。次いで、ポルラマル（ヌエバエ

スパルタ州）。マラカイボ（スリア州）、シウダボリバル

（ボリバル州）、カラカス（首都）と続く。

 
 

以上 


