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（写真）最高裁判所 “６月１２日 最高裁 野党の合意を得ることなく CNE 役員の任命式を実施” 

 

 

２０２０年６月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「最高裁 新たな CNE 役員の就任式を実施 

～グアイド政権 新役員を認めない方針～」 

「Covid-１９緊急事態令延長 

～国内線・国際線も７月１２日まで運航停止～」 

経 済                     

「ベネズエラ産油量は日量３７．４万バレル？ 

～貯蔵容量オーバーで西部油田の産油停止か～」 

「中国 海上受け渡しで PDVSA との取引隠し」 

「CITGO２０年 Q１ １．６億ドルの損益」 

「Torino イランのガソリンで２カ月間給油可能」 

2020 年 6 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「アレックス・サアブ氏 カボベルデで拘束 

～米国政府 身柄引き渡し手続き中～」 

「Covid-１９隔離緩和プラン「７＋７」 

～新たに１５業種の営業再開を許可～」 

「野党 ６月１６日に CNE 役員候補を選定？」 

「大衆意志党 トレド議員に再び汚職疑惑」 

「アレジャノ議員 大衆意志党離党を表明」 

「米国 ルペルティ氏の捜査すすめる」 

社 会                     

「Sambil ショッピングセンター 営業再開」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月１２日～６月１４日報道            No.４５８   ２０２０年６月１５日（月曜） 

2 / 8 

 

２０２０年６月１２日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 新たな CNE 役員の就任式を実施       

  ～グアイド政権 新役員を認めない方針～」       

 

６月１２日 最高裁は、「選挙管理委員会（CNE）」の新

役員を任命した。新たに CNE 役員に就任したのは以下

の５名。 

 

代表：Indira Maira Alfonzo Izaguirre 

 

 

副代表：Rafael Simón Jiménez Melean 

 

 

役員：Tania D'Amelio Cardiet 

 

 

 

役員：Gladys María Gutiérrez Alvarado 

 

 

役員：José Luis Gutiérrez Parra 

 

 

また、以下の通り代理判事も任命されている。 

 

・Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez 

・Alex David Said Díaz Padrón 

・Carlos Enrique Quintero Cuevas 

・Jennycet Caroliska Villalobos 

・Juan Carlos Delpino Boscán 

・Luis Delfín Fuenmayor Toro 

・Fanck Antero Pic Durán 

・Gloria Adelaida Muñoz 

・Deyanira Briceño 

・Eleusis Aly Borrego 

 

CNE 代表に任命されたマリア・アルフォンソ氏は、最

高裁の選挙法廷の代表判事を務めていた。 

１５年１２月に行われた国会議員選の際、先住民枠の選

挙に不正があった可能性があるとして、当該議員の議員

権の一時停止を決定した人物でもある。１８年にカナダ

政府に制裁を科されている。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月１２日～６月１４日報道            No.４５８   ２０２０年６月１５日（月曜） 

3 / 8 

 

ラファエル・シモン・ヒメネス氏は、穏健野党に属する

人物。００～０５年に「社会主義行動党（MAS）」の党

員として国会議員を務めた。 

また、１８年５月に行われた大統領選の際には、野党側

の対抗馬で発展進歩党（AP）ヘンリー・ファルコン党首

の選挙キャンペーンの対策班を務めていた。 

 

タニア・デ・アメリア氏は、０９年から CNE の役員を

務めている。CNE 役員の任期は７年間で、１６年に再

任が承認されているため、現在の任期は２３年まで。 

 

グラディス・グティエレス氏は、１３年５月～１７年２

月まで最高裁判長を務めた人物。過去、スペイン総領事、

スペイン大使を務めるなどスペインと関係が強い。また、

行政監督長なども務めていた。 

 

ホセ・グティエレス氏自身は、ほとんど知名度のない人

物だが、彼の兄のベルナベ・グティエレス氏（行動民主

党（AD）所属）は９５年～０１年までアマゾナス州知

事を務めた。 

 

ホセ・グティエレス氏自身も「行動民主党（AD）」に関

係のある人物とされており、AD は国会議員選に出馬す

るのではないかと噂されている。 

 

最高裁は、与野党議員が共同で組織している国会の

「CNE 役員選定委員会」に対して７２時間以内に CNE

役員候補者を提案するよう指示していたが、「CNE 役員

選定委員会」は、７２時間以内に候補者を提案すること

はできないとしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.457」

参照）。 

 

従って、今回任命された CNE 役員はグアイド政権の合

意を得た役員ではなく、グアイド政権は今回の CNE 役

員を正当な役員と認めない姿勢を示している。 

 

 

 

「Covid-１９緊急事態令延長              

 ～国内線・国際線も７月１２日まで運航停止～」         

 

６月１１日付の特別官報６５４２号で、新型コロナウイ

ルス（以下、Covid-１９）緊急事態令が延長された。 

 

今回の延長により７月１２日まで緊急事態令が継続す

ることになる。 

 

６月１４日時点で、ベネズエラの Covid-１９感染確認

者数は２，９７８名。死者は２５名。 

 

３月～５月中旬までは比較的感染確認者数は抑えられ

ていたが、５月中旬ごろから感染拡大が進んでおり、こ

こ最近は一日当たり１００名程度の増加が続いている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

緊急事態令が延長されたことを受けて、国家民間航空局

（INAC）も、国内外の飛行機の移動制限を３０日延長

すると発表。７月１２日まで国内外商業便の移動が制限

される。 

 

制限下での空輸が認められているのは以下の通り。 

 

１．緊急航空便 

２．貨物便・郵便 

３．技術的に必要な離着陸 

４．人道支援便 

５．国連が関係する飛行機 

６．事前に許可された飛行機 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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経 済                        

「ベネズエラ産油量は日量３７．４万バレル？     

 ～貯蔵容量オーバーで西部油田の産油停止か～」           

 

「Bloomberg」は、ベネズエラの産油量が過去７５年間

で最低の水準まで下落したと報じた。 

 

「Bloomberg」が確認した情報によると、６月１０日か

ら PDVSA の産油量が日量３７．４万バレルまで落ちて

いるという。 

 

OPEC は、２０年５月時点のベネズエラの産油量を日量

５５万バレル（セカンダリーソース）と予想しており、

この報道が事実であれば、産油量が著しく下落している

ことになる。 

 

オリノコ川流域の油田地帯「La Faja Petrolifera de 

Orinoco」の産油量の下落が特に深刻で７９％減（どの

時点と比較した減少率なのかは明記されていない）だと

いう。「Chevron」との合弁会社「Petropiar」はオリノコ

流域で産油活動をしていたが、米国の制裁により

「Chevron」は産油活動を停止している。 

 

マラカイボ湖周辺の油田地帯の産油量も４５％減と報

じている。同地域で産油を行っている「Petrozamora」

の関係者の情報によると、産出した原油を積む船舶や貯

蔵スペースがないとして「Bachaquero」と「Lagnilla」

の産油活動を停止したという。 

 

また、米国の制裁圧力により PDVSA は原油の売り先を

見つけるのが困難な状況にある。 

同国の原油を積んだ船の多くは海上で滞留しており、産

油活動を拡大できない状況にある（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.457」参照）。 

 

 

 

「中国 海上受け渡しで PDVSA との取引隠し」                  

 

「ロイター通信」は、中国のエネルギー企業が少なくと

も２０年１月～２月にかけて PDVSA の原油を海上で

受け取ることでベネズエラとの取引を続けていたと報

じた。 

 

これらの取引により日量１３万バレルのベネズエラ産

原油が中国の港に到着しているという。 

 

「少なくとも２月まで」というのは、この取引が

「Rosneft Trading」を仲介して行われていたため。 

 

２月に「Rosneft Trading」は米国の制裁を受けて、ベネ

ズエラでの事業を停止しており、その後も継続している

かははっきりしていないようだ。 

 

「Rosneft Trading」はマレーシア海上でベネズエラ産原

油を別のタンカーに引き渡し、中国に輸出しており、ベ

ネズエラ産原油がマレーシア原油の輸入のように扱わ

れているという。 

 

１９年７月１日～１２月末にかけてベネズエラ産原油

を乗せた１８隻のタンカーが中国に到着している。金額

にして１０億ドルに相当し、１９年のベネズエラの輸出

額の５％超に相当すると報じた。 

 

「CITGO２０年 Q１ １．６億ドルの損益」         

 

６月１２日 PDVSA の米国子会社「CITGO」は２０年

第１四半期の実績を発表。１億５，９００万ドルの赤字

を計上した。 

 

Covid-１９の影響で原油需要が減り、原油価格が下落。 

同社の保有する原油・石油製品の資産評価にネガティブ

な影響を与えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
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また、第１四半期の精製施設の稼働状況は日量７６．４

万バレル。石油製品の輸出量は日量１８．１万バレルだ

ったという。 

 

「Torino イランのガソリンで２カ月間給油可能」                  

 

米国の投資銀行「Torino Capital」は、イランから輸入

したガソリンで２カ月間、ベネズエラ国内のガソリン給

油が可能と分析した。 

 

「Torino Capital」の分析は以下の通り。 

 

１８年時点でベネズエラでは１８０万台の自動車（タク

シー含む）と１１万台のバイク、計１９１万台が登録さ

れている。 

 

２０年現在も１９１万台が国内で稼働していると仮定

し、これらの自動車が１カ月６０リットルを消費する場

合、１カ月で１億１，４６０万リットルのガソリンが必

要になる。 

 

イランから輸入されたガソリンは約１５０万バレル。 

 

リットルに直すと２．３９億リットルなので、１億１，

４６０万リットルを一カ月に消費した場合、２か月間は

ガソリン給油を継続できるという。 

 

ただし、これはベネズエラがキューバなど他国にガソリ

ンを輸出しない前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年６月１３～１４日（土曜・日曜）              

政 治                        

「アレックス・サアブ氏 カボベルデで拘束       

    ～米国政府 身柄引き渡し手続き中～」        

 

６月１２日 マドゥロ政権との取引で汚職を働いたと

して米国政府から指名手配を受けているコロンビア人

企業家アレックス・サアブ氏がアフリカの「カボベルデ」

で拘束された。 

 

報道によると、サアブ氏はベネズエラからプライベート

機でイランに向かう途中、給油のためカボベルデに降り

たという。 

 

米国の FBI、DEA は以前からサアブ氏の動きを追跡し

ており、サアブ氏を乗せた飛行機がカボベルデに着陸す

るとの情報を受けて、インターポールにサアブ氏の逮捕

を要請。拘束に至ったという。 

 

カボベルデと米国は犯罪人引き渡し条約を結んでおら

ず、引き渡しには多少の時間がかかるとみられる。 

 

また、マドゥロ政権はサアブ氏の身柄引き渡しを阻止す

るため既にカボベルデに弁護士を向かわせたようだ。 

 

なお、サアブ氏の拘束後、サアブ氏が米国政府に身柄を

引き渡され、既にマイアミに向かって移動しているとの

報道が流れたが、これは誤報だったようだ。 

 

確かにカボベルデからマイアミに向かう飛行機は存在

したが、この飛行機はサアブ氏とは全く関係なかったと

いう。 

 

サアブ氏はイランからのガソリン調達でも両国の仲介

をした人物とされており、サアブ氏の逮捕はガソリン調

達に影響を与える可能性もありそうだ。 
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なお、６月９日 コロンビア検察局は、サアブ氏がバラ

ンキージャ（コロンビア）に所有する６つの不動産と２

隻の船舶を差し押さえていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.456」参照）。 

 

「Covid-１９隔離緩和プラン「７＋７」         

    ～新たに１５業種の営業再開を許可～」           

 

６月１３日 マドゥロ大統領は、６月１５日～２１日に

かけて営業の再開を許可する業種を発表した。 

 

現在、ベネズエラでは Covid-１９隔離緩和プラン「７＋

７」を行っており、７日間は一部の業種が営業を再開し、

その後７日間は隔離措置に戻るプランを実行している。 

 

今回、新たに営業再開が許可された業種は１５業種。 

 

 

１．洗車業（１３時～１７時） 

２．眼科（７時～１２時） 

３．家電修理業（１２時～１７時） 

４．衣類販売店（１２時～１７時） 

５．紙類メーカー・販売店（７時～１２時） 

６．ジェラート屋・カフェ（１３時～１７時） 

７．洗濯屋（１２時～１７時） 

８．家電メーカー（７時～１２時） 

９．小包宅配業（９時～１３時） 

１０．登記サービス関連業（火・水・木曜８時～１２時） 

１１．ジム・無観客スポーツイベント（７時～１１時） 

１２．獣医（１３時～１６時） 

１３．屋外映画館（１９時～２３時） 

１４．ショッピングセンター（７時～１７時） 

（営業再開が許可された業種のみ） 

１５．証券会社・保険業 

 

 

 

また、先週の段階で、営業再開を許可された業種は今週

も営業を行うことが出来るという（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.452」参照）。 

 

「野党 ６月１６日に CNE 役員候補を選定？」         

 

本稿「最高裁 新たな CNE 役員の就任式を実施」で紹

介した通り、最高裁は野党側の合意を得ることなく

CNE 役員を任命した。 

 

本件について、グアイド議長が 

「国会の「CNE 役員選定委員会」は、６月１６日に CNE

役員候補者の選定を実施する」 

と発表したと報じられている。 

 

ただし、グアイド議長の公式ツイッターにはそのような

発言は確認できなかったため、このニュースはフェイク

ニュースの可能性もありそうだ。 

 

あるいは、グアイド政権が国会議員選への参加に前向き

とのイメージを避けるため、敢えてツイッターへの投稿

をしていない可能性もある。 

 

メディアの報道を見る限り、選挙に参加することにネガ

ティブな論調が多い。他方、選挙に参加しないまま国会

が与党に実行支配されてしまうと、取り返しのつかない

事態にもなり得る。 

 

選挙不参加を支持するメディアの論調と選挙に参加し

なかった場合のデメリット双方を考慮に入れながら選

挙への参加の可否を決めるのは容易なことではないだ

ろう。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
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「大衆意志党 トレド議員に再び汚職疑惑」         

 

グアイド議長が所属する「大衆意志党（VP）」の幹部の

一人で、レオポルド・ロペス党首に最も近い人物の一人

とされているレスター・トレド議員に再び汚職の疑惑が

生じている。 

 

トレド氏の不正を訴えているのは Marvin Autry 氏。 

テキサス州の企業家で、０７年から「Project Cure」と

いう非営利団体のラテンアメリカ大使を務めている。 

 

Marvin Autry 氏は、「Project Cure」を通じてベネズエ

ラへ支援物資を送ることでトレド議員と合意。同合意に

基づき支援物資を用意したという。 

 

その後、トレド議員から物資をベネズエラに持ち込むた

めには指定の会社を通す必要があるとのことで「V and 

Sons Supply」という会社のバンク・オブ・アメリカの口

座に２．５万ドルを振り込んだという。 

 

しかし、Autry 氏が用意した支援物資は引き取られるこ

となく、現在も「Project Cure」の倉庫に置かれたまま

だという。 

 

また、支払った２．５万ドルについてトレド議員に確認

しているがトレド議員からの返答がないとしている。 

 

「Project Cure」が唯一、ベネズエラに送ることが出来

た支援物資は、「Gogar Clinica San Rafael」という民間

病院に対してで、１９年７月４日にグアイド議長の妻、

ファビアナ・ロサレス氏が同病院に物資を提供した。 

ただし、物資提供者である「Project Cure」の名前は報

じられることは無かったとしている。 

 

なお、この報道が真実かどうかを確認する術はなく、フ

ェイクニュースの可能性もある。 

 

ただし、トレド議員（写真左）は「Project Cure」の Marvin 

Autry 氏（写真右）がベネズエラへ支援物資を送ると述

べている動画は残っており、と二人が支援物資の提供に

ついて協議していたことは事実のようだ。 

 

 
（写真）Verdades rumores 

 

「アレジャノ議員 大衆意志党離党を表明」         

 

６月１４日 「大衆意志党（VP）」のガディ・アレジャ

ノ議員（下写真の女性）が離党を表明した。 

 

アレジャノ議員は VP に 7 年間在籍。VP 幹部の一人で

メディアへの露出が高い政治家の一人。 

 

具体的な離党の理由は明言していないが「政党の方針が

自身の考えや価値観と異なる」と説明している。 

 

 

（写真）Maduradas 
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数日前も VP の幹部クラスの党員が離党を表明してお

り、大衆意志党内で亀裂が生じていることが伺える（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.456」参照）。 

 

「米国 ルペルティ氏への捜査をすすめる」         

 

米国在住のベネズエラ人記者 Maibort Petit 氏は、米国

政府がマドゥロ政権の支援者で企業家のウィルメル・ル

ペルティ氏の捜査を進めていると報じた。 

 

ルペルティ氏は、０２年に起きた PDVSA ストライキで

ガソリン不足が深刻化した際に、故チャベス元大統領を

支持し、ガソリンを輸出した人物として知られている。 

 

昨今のガソリン不足を受けて、マドゥロ政権へのガソリ

ン輸出に協力しており、４月にトリニダード・トバゴ経

由でベネズエラへガソリン輸出をしていた。 

 

報道では、トリニダード・トバゴの政府関係者がガソリ

ン輸出を見逃す代わりに賄賂を受け取っていたとの疑

惑が報じられている。 

 

この取引に関して米国政府は不正の事実があったかど

うかを捜査しているという。 

 

米国政府はマドゥロ政権を協力する企業家への圧力を

強めており、アレックス・サアブ氏も逮捕された。 

 

Maibort Petit 氏によると、ルペルティ氏はサアブ氏と

も親交があるようで、サアブ氏の弁護士費用はルペルテ

ィ氏が支払っているという。 

 

米国の法律上、弁護士は犯罪組織からの支払いを受け取

ることができず、金銭の受領が発覚すると弁護士資格を

はく奪される恐れがあるようだ。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

“ウィルメル・ルペルティ氏（写真左）と 

アレックス・サアブ氏（写真右）” 

 

社 会                       

「Sambil ショッピングセンター 営業再開」            

 

本稿「Covid-１９隔離緩和プラン「７＋７」」で紹介し

た通り、マドゥロ政権はショッピングセンターの営業再

開を許可した。 

 

カラカスで最も大きなショッピングセンターの一つ「サ

ンビル」も６月１５日から営業を再開する。 

 

ショッピングセンターは Covid-１９感染拡大防止措置

として、いくつかのプロトコールを発表。 

 

入館にあたり、入口にアルコール消毒液と発熱の有無を

確認する設備を用意するという。また、人との接触を最

小限に抑えるための手段として、来場者の右側通行を義

務化し、行列の間隔は２メートル離す。 

 

エスカレーターも一定の間隔を取る必要があり、エレベ

ーターは優先者（妊娠中の女性、車椅子を使用する人な

ど）のみが使用できるようにするという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf

