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（写真）選挙管理委員会 “国会議員選は１２月６日に実施” 

 

 

２０２０年７月１日（水曜） 

 

政 治                     

「CNE 国会議員選は１２月６日に実施 

～専門家 与党に有利な選挙システムを非難～」 

「マドゥロ政権 プエルトカベジョで武器押収」 

「アルカラ氏 資金無いため弁護費用支払えない」 

「マドゥロ政権による買収オペレーション非難」 

「カプリレス氏 間接的にロペス VP 党首を非難」 

経 済                     

「Bloomberg PDVSA 産油量の激減報じる」 

「７７品目の免税税措置 １２月末まで延長」 

「PDVSA ガソリンスタンド併設店舗も撤退命令」 

２０２０年７月２日（木曜） 

 

政 治                    

「バチェレ弁務官 人権侵害を非難 

～治安当局 ５カ月間で１３２４名を殺害～」 

「マドゥロ政権 欧州大使の追放措置を停止」 

経 済                    

「英国裁判所 GOLD 裁量権はグアイド政権に 

～GOLD は引き続き英国銀行に留保～」 

「米国政府 イランからのガソリン輸出阻止」 

「OFAC 一部の船会社・船舶の制裁を解除」 

「INTT 免許発行手数料などの料金を改定」 

「旧キンバリークラーク 大量解雇」 
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２０２０年７月１日（水曜）             

政 治                       

「CNE 国会議員選は１２月６日に実施         

 ～専門家 与党に有利な選挙システムを非難～」       

 

７月１日 「選挙管理委員会（CNE）」のインドラ・ア

ルフォンソ代表は、国会議員選を１２月６日に実施する

と発表。同時に選挙に向けたスケジュールを発表した。 

 

選挙までの主なスケジュールは以下の通り。 

 

７月１３日～２６日 有権者登録の更新 

 

８月１０日～１９日 立候補者の申請期間 

 

１０月１１日 模擬選挙 

 

１１月２日～３０日 選挙方法の説明期間 

 

１１月２１日～１２月５日 選挙キャンペーン期間 

 

１２月６日 本選挙 

 

なお、２０年８月１４日～２１年１月１４日にかけて選

挙システムの検査を１５回実施する予定だとした。 

 

今回の選挙について、選挙専門家のフランシスコ・カス

トロ氏は、死に票が多く、多数派になった政党に有利な

システムだと説明。 

 

仮に１つの政党が６０％の得票率を獲得することが出

来た場合、その政党が議席の９０％を獲得することにな

ると指摘した。 

 

 

 

「マドゥロ政権 プエルトカベジョで武器押収」         

 

７月１日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」のホセ・ウン

ベルト・ラミレス氏は、カラボボ州プエルトカベジョで

武器を押収したと発表した。 

 

押収したのは拳銃２３丁。銃弾５，５４８個。弾倉１１

０個。これらの武器を運んでいた２名も拘束した。 

 

ラミレス氏は、これらの武器は米国から輸出されたと指

摘。 

 

インターポールに対して、拘束した２名の身元を捜査す

るよう求めていると説明した。 

 

「アルカラ氏 資金無いため弁護費用支払えない」                  

 

２０年３月 米国政府は、クリベル・アルカラ退役軍人

に対して麻薬取引の元締めとして懸賞金をかけた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

その翌日、コロンビア政府は、クリベル・アルカラ氏を

拘束し、その後米国政府に身柄を引き渡した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

米国に身柄を引き渡されて以降、アルカラ氏の所在は不

明だったが、同氏について新たな情報が報じられた。 

 

ＡＰ通信はアルカラ氏への取材記事を公表。 

 

記事によると、アルカラ氏は裁判で弁護士を依頼できる

ような資産を持っておらず、弁護人を立てられないとい

う。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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現在、アルカラ氏は Adam Kaufman という弁護士に無

償で弁護を務めてもらっているという。 

 

Kaufman 氏は、アルカラ氏がベネズエラに持っていた

資産は１８年にマドゥロ政権に押収され、資産はほとん

ど持っていないと説明。 

 

現在はコロンビアに住む家族から生活に必要な資金を

仕送りしてもらっているとした。 

 

アルカラ氏へのインタビューが出来るのであれば聞く

べきことは、「Gedeón オペレーション」についてではな

いだろうか。 

 

AP 通信の記事には「Gedeón オペレーション」に関す

るアルカラ氏の意見は書かれておらず、記事にしない

（あるいは出来ない）何らかの理由があったと思われる。 

 

「マドゥロ政権による買収オペレーション非難」         

 

野党国会のホセ・プラット議員は、マドゥロ政権による

野党議員の買収オペレーション「アラクラン作戦」につ

いて訴えた。 

 

グアイド政権は、ルイス・パラ議員、ホセ・ブリト議員

など２０年１月に野党を離反した議員はマドゥロ政権

に買収されたと主張しており、これらの買収工作のこと

を「アラクラン作戦」と名付けている。 

 

プラット議員によると、マドゥロ政権が野党議員らの買

収のために支払った金額は７５万～１００万ユーロに

なるとした。 

 

 

 

 

 

「カプリレス氏 間接的にロペス VP 党首を非難」                  

 

「第一正義党（PJ）」のリーダーで、元ミランダ州知事

のエンリケ・カプリレス氏は、現在の政治情勢について

過去２１年間で最悪の状況にあると言及。 

 

「一人の政治家の欲がベネズエラ野党を崩壊させた」と

発言した。 

 

また、カプリレス氏は、「大衆意志党（VP）」のレオポル

ド・ロペス党首を非難したカルデロン・ベルティ氏（１

９年１２月までグアイド政権の在コロンビア・ベネズエ

ラ代表大使を務めていた人物（「ベネズエラ・トゥデイ

No.376」、「No.377」）参照）の認識について「全面的に

同調する」と発言。 

 

カプリレス氏は具体的な名前こそ言及していないが、非

難の対象は「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス

党首と認識されている。 

 

また、現在の国会議員の任期を延長しようとする野党側

の検討について、改めて賛同しないと主張。 

 

「そんなフィクションを訴えても、現実はマドゥロ政権

に支配される。 

 

国民は誰も野党国会の任期が延長されたというフィク

ションを信じない。 

 

ベネズエラに住む一般市民に対して、そのようなフィク

ションが通用すると思うか聞いた人はいるのか。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
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経 済                        

「Bloomberg PDVSA 産油量の激減報じる」           

 

「Bloomberg」は、６月２８日時点の PDVSA 産油量が

日量約４２万２，４００バレルとなり、先月から２０万

バレル減少したと報じた。 

 

特に大きく産油量を減らしたのは「オリノコ流域の原油

地帯（ファハ・ペトロリフェラ・デ・オリノコ）」。 

６月１日～１５日にかけて同地域での産油量は約半分

（日量１４．８万バレル）減少したという。 

 

また、スリア州マラカイボ湖周辺の産油活動も縮小して

おり、約４０％（日量８万３，６００バレル）減少し、

過去７３年間で最も低い水準にあるという。 

 

米国の制裁により PDVSA の原油を購入する顧客は減

少。売り先が無くなり、原油の貯蔵容量は限界に達して

おり、産油量を減らす必要に迫られている。 

 

「７７品目の免税措置 １２月末まで延長」         

 

２０年３月 マドゥロ政権は、Covid-１９経済対策の一

環として、食料品原材料・化学品など７７品目について

輸入関税の免除を発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.424」参照）。 

 

７月１日 マドゥロ政権は、免税措置を２０年１２月３

１日まで延長することを決定した。 

 

３月に施行した際に、免税措置の期限は６月３０日とさ

れており、期限が切れようとしていた。 

 

「Conindustria」など民間企業団体が免税措置の延長を

求めていた。 

 

 

「PDVSA ガソリンスタンド併設店舗も撤退命令」                  

 

民間企業が運営しているガソリンスタンドについて、

PDVSA が撤退命令を出したとの記事を紹介した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.464」参照）。 

 

PDVSA はガソリンスタンドに加えて、ガソリンスタン

ドに併設している店舗の撤退も命じたという。 

 

ベネズエラのガソリン販売価格は異常に安価なので、ガ

ソリン販売では経営が成り立たない。 

 

２００８年、PDVSA はガソリンスタンドを経営する民

間セクターに対して、収入を補てんする名目でガソリン

スタンドにコンビニエンスストアのような店舗を併設

することを承認していた。 

 

現地メディア「TalCual」によると、カラカスを中心に

現時点で１５カ所のガソリンスタンドが PDVSA から

撤退命令を受けているという。 

 

２０２０年７月２日（木曜）              

政 治                       

「バチェレ弁務官 人権侵害を非難           

 ～治安当局 ５カ月間で１３２４名を殺害～」        

 

７月２日 国連人権高等弁務官事務所のバチェレ弁務

官は、マドゥロ政権の治安当局による人権侵害、殺人を

訴えた。 

 

バチェレ弁務官によると、２０年１月１日～５月３１日

までで治安当局が治安維持オペレーションを理由に犯

した殺人は１，３２４件。うち女性被害者が９名と発表

した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd466857ee352326c4469db1b133f3bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd466857ee352326c4469db1b133f3bf.pdf
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バチェレ弁務官は、マドゥロ政権の多くの治安当局が大

衆を殺害しており、組織別では 

 

「特別行動部隊（FAES）」による殺人が４３２件。 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」による殺人が３６６件。 

「国家防衛隊（GNB）」による殺人が１３６件。 

「スリア州警察」が１２４件 

とした。 

 

州別では治安当局による殺人発生件数が最も多いのは

スリア州で３２３件。次いでアラグア州で１４８件。ボ

リバル州で１４０件。ララ州で１２１件と続く。 

 

軍部・警察は、治安維持オペレーションの過程で正当防

衛を理由に取り締まりの対象者を殺害することがある。 

 

ベネズエラの犯罪者が武器を所持していることは普通

のため、本当に正当防衛の事もあるが、個人的な恨みな

どを理由に殺害し、後から正当防衛との理由を付けるこ

とも珍しくない。 

 

「マドゥロ政権 欧州大使の追放措置を停止」           

 

６月３０日 マドゥロ大統領は、欧州連合がマドゥロ政

権高官らに制裁を科したことを理由に、在ベネズエラ欧

州大使に対して、７２時間以内にベネズエラから出てい

くよう命じていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.465」参

照）。 

 

７月２日 マドゥロ大統領は、アレアサ外相と欧州連合

のボレル外交政策委員長が電話で意見交換を行ったと

説明。 

 

協議の結果、欧州連合との対話を拡大することで合意。

欧州大使に命じた追放措置を停止すると発表した。 

 

 

ベネズエラ外務省は、欧州連合大使の追放措置の停止に

ついて公式文を発表。 

 

同公式文では、欧州連合との共同声明と書かれているが、

欧州連合はグアイド政権をベネズエラの正当な政府と

認識しており、共同声明が発出されることはおかしいと

指摘されている。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省 

“欧州連合、マドゥロ政権の共同声明” 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ec0c8ccb89e1e70c16ddfa47175085c.pdf
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経 済                       

「英国裁判所 GOLD 裁量権はグアイド政権に      

    ～GOLD は引き続き英国銀行に留保～」            

 

７月２日 英国裁判所は、英国銀行に保管されているベ

ネズエラ中央銀行の GOLD の裁量権がグアイド議長に

あるとの判決を下した。 

 

６月２５日 英国裁判所は「司法に政権認識の権限はな

い」として、英国政府にベネズエラ政府の認識を確認す

るとしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.463」参照）。 

 

同裁判を担当した Nigel Teare 判事は 

「英国政府は、グアイド氏をベネズエラの暫定大統領と

認識している。１つの方針にまとめるため、司法はこの

方針に従わなければならない。」 

とした。 

 

マドゥロ政権の中央銀行総裁を務めるカリスト・オルテ

ガ総裁は、同決定について「完全に現実を無視した決定」

として、上告する姿勢を示した。 

 

マドゥロ政権の弁護を務めた Sorash Zaiwalla 氏は、 

「グアイド氏が任命した中央銀行の総裁は、数年間、誰

一人ベネズエラ国内に居住しておらず、ベネズエラはマ

ドゥロ政府が完全にコントロールしている」 

と説明。マドゥロ政権に中央銀行の GOLD 裁量権があ

ると主張していた。 

 

グアイド議長は今回の決定について「マドゥロ政権から

また１つ資産が保護された」と発表。 

 

「英国に保管されている資産は短期的には使用されな

い」と補足した。 

 

 

 

「米国政府 イランからのガソリン輸出阻止」         

 

イランが新たなガソリンをベネズエラに輸出しようと

している。 

 

現在、「Bella」「Bering」「Pandi」「Luna」という４隻の

タンカーがイランのガソリンを積み、ベネズエラに向か

っている。これら４隻のタンカーには１１６万３，２０

８バレルのガソリンが積まれているという。 

 

現在、ベネズエラで日量どの程度のガソリンが消費され

ているか、正確な情報は公開されていないが、一般的に

は１カ月程度のガソリン量と認識されている。 

 

米国は、これらのガソリンの差し押さえを試みるようだ。 

 

７月２日 コロンビア区裁判所は、イランからベネズエ

ラに向かう４隻のタンカーを差し押さえるよう決定を

下した。 

 

同決定の理由として、 

『「イラン革命防衛軍」がベネズエラでの影響力を拡大

させることを目的に４隻のタンカーをベネズエラに送

っている』 

としており、 

「ガソリン販売の収入は「イラン革命軍」の収益になり、

テロリストの活動を支援し、大量破壊兵器の開発資金に

なるため」 

としている。 

 

５月に初めてイランがベネズエラにガソリンを輸出し

た際、イラン政府は「仮に米国がタンカーを止めるよう

なことがあれば、武力で対抗する」と述べており、万が

一の事態もあり得るのかもしれない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0673c6d6d671e4dd75e9863d2c5d3a26.pdf
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「OFAC 一部の船会社・船舶の制裁を解除」         

 

７月２日 OFAC は、制裁リストに入っていた船会社４

社および４社が所有する船舶４隻の制裁を解除した。 

 

これらの船会社は、マドゥロ政権との石油取引を支援し

たとの理由で制裁を科せられていた。 

 

制裁が解除された船会社は以下の４社。 

 

1.- Adamant Maritime LTD,  

2.- Sanibel Shiptrade LTD 

3.- Romina Maritime Co INC 

4.- Delos Voyager Shipping LTD 

 

また、制裁が解除された船舶は以下の通り。 

 

1.- Seahero（Adamant Maritime の船舶） 

2.- Voyager I（Sanibel Shiptrade の船舶） 

3.- Delos Voyager（Delos Voyager Shipping の船舶） 

4.- Euroforce（Romina Maritime の船舶） 

 

「INTT 免許発行手数料などの料金を改定」         

 

国家陸運局（INTT）は、サービス手数料を改定した。 

 

＜運転免許発行手数料＞ 

 

２輪免許： 

初回発行 BsS. 807,788.07、更新時 BsS. 551,065.21 

 

普通車（ピックアップ、SUV 含）： 

初回発行時 BsS. 1,413,629.11、更新時 Bs. 1,009,735.14 

 

普通トラック、バス等： 

初回発行時 BsS. 2,423,364.21、更新時 BsS. 1,615,576.08 

 

大型トラック： 

初回発行時 Bs. 3,029,205.26、更新時 Bs. 2,019,470.16 

 

＜自動車登録料＞ 

自動車： BsS. 3,029,205.31 

二輪車： BsS. 605,841.06 

輸入車： BsS. 60,584,105.17 

 

＜所有権移転料＞ 

自動車の場合：BsS 2,019,470.16～BsS. 4,038,940.33 

二輪車の場合： BsS. 605,841.06～Bs. 2,019,470.16 

 

＜ナンバープレート＞ 

自動車は、Bs. 6,041,245.02.  

二輪車は、Bs. 2,019,470.16. 

 

「旧キンバリークラーク 大量解雇」         

 

米国の生活品メーカー「Kimbery Clark」は１６年７月

にベネズエラ事業の撤退を発表。同発表を受けてマドゥ

ロ政権は労働者を保護する名目で「Kimbery Clark」の

施設を労働者に一時占拠させ、その後「Cacique Maracay」

と名前を変え、オペレーションを継続している。 

 

この「Cacique Maracay」で大量解雇を理由に労働者が

訴えを起こしている。 

 

労働者の代表弁護人を務めている Jhonny Lara 氏（「ベ

ネズエラ主導党（VV）」の党員）によると６月２９日～

３０日にかけて、８０名以上の労働者が一斉に解雇させ

られたという。 

 

Lara 氏は、新たに同社の役員に就任した Juan Mata 

Cedeño 氏（軍人、大尉）が大量解雇を起こしたと指摘

している。 

以上 


