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（写真）国家通信センター（野党国会） “CNE 役員任命についてマドゥロ政権との非公式会合を認める” 

 

 

２０２０年６月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「最高裁 国会に役員候補者リスト提出を要請 

～野党国会 ７２時間以内での提出を拒否～」 

「オルテガ元検事総長 選挙参加を求める」 

「西 マドゥロ政権との軍事契約を解消」 

経 済                     

「中国 ベネ産原油運搬タンカーの使用停止検討」 

「CITGO 債務借り換え完了を発表」 

「SUDEBAN 新デジタル通貨の国内使用を承認」 

社 会                     

「ガソリンの不正販売で９７名を逮捕」 

２０２０年６月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「野党 国会議員選参加の可能性否定せず」 

「米 リビア軍とマドゥロ政権の契約を調査」 

経 済                    

「ベネズエラ産原油積んだ４４隻の多くが滞留 

～４～６億ドルの現金フローに影響～」 

「６月末 補助金ガソリン販売要件の導入開始」 

「並行中銀役員 ロドリゲス氏を非難」 

「Cavenvasa 生産に必要な８割の資材は輸入品」 

社 会                     

「ガス不足により４００万人は薪で生活」 
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２０２０年６月１０日（水曜）             

政 治                       

「最高裁 国会に役員候補者リスト提出を要請      

  ～野党国会 ７２時間以内での提出を拒否～」       

 

６月１０日 最高裁の憲法法廷は、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

者のリストを提出するよう要請した。 

 

「CNE 役員選定委員会」は、与党と野党の議員団が共

同で発足した委員会。１１名の議員と１０名の市民団体

代表者で構成される。 

「CNE 役員選定委員会」のメンバーは以下の通り。 

 

１．Ángel Medina 議員 

２．Luis Aquiles Moreno 議員 

３．Stalin González 議員 

４．Piero Maroun 議員 

５．Olivia Lozano 議員 

６．Franklyn Duarte 議員 

７．William Gil 議員 

８．Nosliw Rodríguez 議員 

９．Jesús Montilla 議員 

１０．Julio Chávez 議員 

１１．Gregorio Graterol 議員 

 

１．Petra Tovar 氏 

２．Orlando Pérez 氏 

３．Mercedes Gutiérrez 氏 

４．Luis Alberto Serrano 氏 

５．Luis Alberto Rodríguez 氏 

６．Guillermo Miguelena 氏 

７．Diana Rodríguez 氏 

８．Eduardo Castañeda 氏 

９．Bussy Galeano 氏 

１０．Alexis Corredor 氏 

Covid-１９の問題が悪化し、ベネズエラで隔離措置が始

まる前まで与野党が同委員会を通じて CNE 役員選定に

向けてプロセスが動いていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.413」「No.417」参照）。 

 

しかし、３月に入り Covid-１９問題で集会の実施が困

難になったことにより同委員会の活動も停止し、現在に

至っていた。 

 

６月５日、最高裁は、 

「国会は CNE 役員選定プロセスを進める意思がない」

との理由から、CNE に対して国会を経ることなく CNE

役員を選定するプロセスを進めるよう指示していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.455」参照）。 

 

従って、今回 最高裁が「CNE 役員選定委員会」へ出し

た指令は６月５日に発表した提案を一時的に取り下げ、

国会に対して CNE 役員の選定プロセスに加わるよう求

めているように見える。 

 

６月７日にマドゥロ大統領は、ホルヘ・ロドリゲス情報

通信相が、一部の野党と重要な会合を行ったと述べ、「彼

らに手を差し伸べる」と発言していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.455」参照）。 

 

今回の最高裁の発表は、一部の野党がマドゥロ政権側に

「CNE 役員選定委員会」を通じて CNE 役員の選定に

関わる意思を伝えた結果なのかもしれない。 

 

今回の最高裁の発表を受けて、「CNE 役員選定委員会」

のメンバー、フランクリン・ドゥアルテ議員（Copei 所

属）は、「７２時間以内に CNE 役員候補を決定するため

早急に検討を進める必要がある」 

と呼びかけたが、アンヘル・メディナ議員（PJ 所属）は

「現時点で候補者を選定する段階にない」 

として、７２時間以内に CNE 役員を決定することは出

来ないとしている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月１０日～６月１１日報道            No.４５７   ２０２０年６月１２日（金曜） 

3 / 7 

 

「オルテガ元検事総長 選挙参加を求める」         

 

１７年にマドゥロ政権を離反したルイサ・オルテガ元検

事総長は、２０年に実施される予定の国会議員選に野党

が参加するべきだと呼びかけた。 

 

マドゥロ政権を離反して以降、オルテガ元検事総長はマ

ドゥロ政権下で行われる選挙は不正選挙であり、投票を

するべきではないと呼びかけていた。 

 

しかし、１週間ほど前にこれまで自身が訴えていた選挙

不参加の呼びかけは間違いだったとの認識を示し、選挙

に参加するべきとの方針に転換した。 

 

オルテガ元検事総長は 

「選挙に参加しないよう呼びかけることこそマドゥロ

政権の狙いで、選挙に参加しないことはマドゥロ政権に

協力していることになる」 

との主張を展開した。 

 

この訴えに関して、メディアではオルテガ元検事総長を

裏切り者として中傷する報道が多く、選挙ボイコットの

論調は依然、強固なものがある。 

 

「西 マドゥロ政権との軍事契約を解消」                  

 

スペイン政府は、スペイン企業によるマドゥロ政権への

武器販売および軍事サービス関連の契約を全て解消し

たと発表した。 

 

今回の発表がされる以前から、スペインはベネズエラに

対してほとんど武器を輸出していない。 

 

 

 

 

 

スペイン統計院によると、１９年にスペインがベネズエ

ラに輸出した軍事関連に該当する商品は「防弾車の部品」

で金額は３，０８４ユーロ（約３，５００ドル）しか計

上されていない。 

 

スペイン系メディア「El Pais」によると、スペイン政府

は、マドゥロ政権に対してフランス製の戦車を輸出しよ

うとしたスペイン企業の契約（２，０００万ドル）を拒

絶したという。 

 

また、ヘリコプター、飛行機のメンテナンス・サービス

をマドゥロ政権に提供するためにライセンスを得てい

たスペイン企業４社のライセンスも無効にしたという。 

 

経 済                        

「中国 ベネ産原油運搬タンカーの使用停止検討」           

 

「ロイター通信」は、関係者から得た情報として、中国

のエネルギー関連企業が、直近１２カ月の間にベネズエ

ラに寄港したことのある船舶を使用しない検討をして

いると報じた。 

 

米国政府は、マドゥロ政権との取引を続ける企業に対し

て制裁を科しており、ベネズエラ政府の取引に関与した

船会社、船舶の多くが制裁を受けている。 

 

制裁を科されると同船会社を利用している企業のオペ

レーションが混乱することになる。 

 

中国企業は制裁によるオペレーション混乱リスクを排

除するためにベネズエラ関連の取引実績がある船会社

との取引を停止することを検討しているという。 

 

なお、ロイター通信が「CNPC」「Unipec」「PetroChina」

に情報の真偽を確認したが、コメントは得られなかった

という。 
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「CITGO 債務借り換え完了を発表」                  

 

６月９日 PDVSA の米国子会社「CITGO」は、 

「２０２５年満期（年利７％）、額面１１億２，５００

万ドルの手形（私募債）発行が無事完了し、２０年に期

限を迎える６億１，４００万ドルの支払いが可能になっ

た」と発表した。 

 

６月２日、CITGO は７．５億ドルの手形発行を発表し

たが、翌３日に１１億２，５００万ドルに増額していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.454」参照）。 

 

６月３日に私募債発行を発表し、１週間足らずで既に取

引が完了するというスピード発行となる。 

 

以下は余談だが、このような借り換えはどの国の政府・

会社でも行うことでマドゥロ政権、PDVSA も１７年８

月に米国が金融制裁を科すまでは借り換えができ、債務

を返済できていた。 

 

それが金融制裁によって融資を得る手段を失い、ベネズ

エラは１７年１０月にデフォルトに追いやられた。また、

制裁を科すことで債権者との合意を禁止し、債務再編交

渉を止めることにより債務問題の解決を拒み、融資の再

開を不可能にしている。 

 

融資が得られなくなり、外国企業との取引が出来なくな

ればベネズエラ経済が低迷するのは自明で、現在のベネ

ズエラ国民の生活悪化がマドゥロ政権だけの責任では

ないことは明らかだろう。 

 

「SUDEBAN 新デジタル通貨の国内使用を承認」                  

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、新たなデジタル通貨

「Shasta」のベネズエラ国内での使用を認めると発表し

た。 

 

現地メディア「Banca y Negocios」によると、「Shasta」

はスペインで使用実績があるデジタル通貨だという。 

ただし、スペインで使用が始まって１年程度しか経って

おらず、今後問題が出る可能性もありそうだ。 

 

外貨建て口座を保有していない人は、デジタル口座でド

ル、ユーロ、ボリバル通貨の両替が可能。 

 

また、カード発行も可能で、ベネズエラ国内でも国外で

も「Visa」「Master Card」の加盟店であれば、「Shasta」

のカードで決済が可能のようだ。 

 

 

（写真）Shasta ”Shasta のロゴマーク” 

 

社 会                        

「ガソリンの不正販売で９７名を逮捕」           

 

６月１０日 検察庁は、ガソリンを不正に販売していた

として一般人５８名、国軍職員３９名を逮捕したと発表

した。 

 

新ガソリン販売システムが始まり、以前より多少はガソ

リンが給油できるようになっている（ガソリンを給油し

ようとしている人が増えているため、給油のための待ち

時間は長く、ガソリン不足感が解消しているわけではな

い）。 

 

現在、政府が補助金により安価に販売しているガソリン

の価格は１リットル当たり５，０００ボリバル。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
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ドルに換算すると１リットル当たり約０．０２５ドル

（２．５セント）で給油できる。補助金価格でガソリン

を給油する場合は１０～１５時間の行列待ちは覚悟す

る必要がある。 

 

他方、補助金なしのガソリン販売価格は１リットル当た

り０．５ドル。それでも、４～５時間ほど行列待ちしな

ければ給油できないという。 

 

仮に待ち時間なしでガソリンを給油したいのであれば、

露天商などから１リットル当たり２～４ドルほどで購

入する必要がある。 

 

つまり、１リットル５，０００ボリバルで給油をし、そ

の後１リットル４ドルで転売すれば１リットル当たり

約４ドルの利益が出る。２０リットル販売し、８０ドル

を得ることが出来れば１週間は十分に暮らせる。 

 

これがガソリン給油のための行列が出来る原因の１つ

でもある。検察庁の逮捕はこういったガソリンの不正販

売の一端と言えるだろう。 

 

２０２０年６月１１日（木曜）              

政 治                       

「グアイド議長 国会議員選参加の可能性否定せず」        

 

グアイド議長は「El Diario」の取材に対応。 

 

CNE 役員の選定や国会議員選への参加について、自身

の見解を語った。 

 

CNE 役員の選定については、これまで通り、 

「正当な国会を通じて承認された CNE 役員でなければ

役員として認められない。」 

と主張。 

 

 

マドゥロ政権と穏健野党の協議の結果、選ばれる CNE

役員は正当な役員ではないとの認識を示した。 

 

また、最高裁が「CNE 役員選定委員会」に対して、７

２時間以内に CNE 役員の候補者リストを提出するよう

命じた件について、グアイド議長は、マドゥロ政権と野

党の一部が非公式な交渉を行っているとの事実を認め

た。 

 

その上で、 

「CNE 役員の任命を強行すれば、政権は大きな政治コ

ストを支払うことになる。どうやら政権は現時点では

CNE 役員の任命を強行するかどうか決めかねている印

象だ。」との見解を示した。 

 

他、「仮に正当な国会が CNE 役員の任命を承認したと

すればそれは重要な一歩だ。 

しかし、それだけではベネズエラで行なわれる選挙が透

明な選挙であることを意味しない。選挙制度自体を透明

な仕組みにする必要がある。」 

と主張した。 

 

「米 リビア軍とマドゥロ政権の契約を調査」           

 

６月７日にリビア国民軍のハリファ・ハフタル将軍が非

公式にベネズエラを訪問したと報じられている。 

 

本件について「ロイター通信」は、米国政府がリビアと

マドゥロ政権が石油関連の合意を締結したとみて調査

をしていると報じた。 

 

米国政府は、二次制裁圧力をかける可能性を示唆し、ベ

ネズエラ政府、PDVSA と取引しないよう各国企業に働

きかけており、マドゥロ政権の協力者は限られている。 
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リビアは「国民統一政府（GNA＝暫定政府）」とハリフ

ァ・ハフタル将軍率いる「リビア国民軍（LNA）」の内

戦が続いている。 

 

国連は「国民統一政府（GNA＝暫定政府）」をリビア政

府と認識しており、「リビア国民軍（LNA）」を通じたガ

ソリン輸出を認めていない。 

 

仮にマドゥロ政権が「リビア国民軍」からガソリンを調

達すれば別の政治問題にもベネズエラが関係すること

になるだろう。 

 

経 済                       

「ベネズエラ産原油積んだ４４隻の多くが停留     

   ～４～６億ドルの現金フローが止まる～」            

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、ベネズエ

ラ産原油を積んだ４４隻のタンカー（約４，０５０万バ

レル相当）のうち１７隻が７日以上、海上で停留してい

ると報じた。 

 

「Argus Media」は、船会社が米国の制裁リスクについ

て検討しているためとしている。 

 

「Vortexa」の分析データによると、ベネズエラ産原油

を積んだ船は１３隻の VLCC タンカー、１２隻のスエ

ズマックス、１４隻のアフラマックス、２隻のパナマッ

クス、他２隻の中型船。その多くがアジアに向かってい

るという。 

 

なお、有識者の情報によるとベネズエラは原油をかなり

のディスカウント価格で販売しており、現在は１バレル

１０～１５ドルで売却しているという。 

 

４，０５０万バレルであれば、約４億ドル～６億ドル超

になる。 

 

「６月末 補助金ガソリン販売要件の導入開始」         

 

現在、ベネズエラで補助金ガソリンを給油するためには、

「祖国システム」に自動車登録をすることが条件となっ

ている。 

 

ただし、実際のところ現在は移行期にあたるようで「祖

国システム」への登録がまだ完了していない場合でも補

助金ガソリンが給油できるようだ。 

 

しかし、現地メディア「Ultimas Noticias」は、移行期の

措置は６月末で終了するようだと報じた。 

 

今週から「祖国システム」への自動車登録が完了した人

の携帯電話に通知が来るという。 

 

なお、補助金ガソリンは給油制限があり、自動車は１カ

月１２０リットルまで、バイクは１カ月６０リットルま

でしか給油できない。 

 

これまで自身が給油したガソリンの量を確認するため

には、「祖国システム」に登録した携帯電話から「３７

７７」に発信。自動返信の形で、現在の使用量が確認で

きる仕組みになっているという。 

 

「並行中銀役員 ロドリゲス氏を非難」         

 

６月１１日 グアイド政権の野党国会から中央銀行役

員に任命されたリカルド・ビジャスミル氏は、経済専門

家フランシスコ・ロドリゲス氏に対して、 

「現在、ベネズエラが１，５００億ドルを超える多額の

対外債務を追い、債務不履行に陥っている責任の一端は

フランシスコ・ロドリゲス氏にある」 

と訴えた。 
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ビジャスミル氏は、ロドリゲス氏はベネズエラが多額の

債務を追うことを擁護してきたと主張している。 

 

ロドリゲス氏は、元バンクオブアメリカのベネズエラ担

当リサーチャーでヘンリー・ファルコン AP 党首など穏

健野党の方針を支持する経済専門家として知られてい

る人物。制裁強化を求める主要野党の方針に異を呈して

いる人物でもある。 

 

ビジャスミル氏の訴えに対して、ロドリゲス氏は 

「リカルド・ビジャスミル氏に対する私の唯一のアドバ

イスは、カベジョ（制憲議長）のような話し方をしない

方が良いということだ。ベネズエラの政治家は自身の責

任を逃れるために別の人に責任を押し付けている。 

 

私の知りたいことは、米国に保管されていたベネズエラ

中央銀行の凍結口座から連邦準備銀行に流れた３億４，

２００万ドルがどのように使用されているのかだ。 

 

この資金を用いて、医療従事者に毎月１００ドルを支給

すると発表していたが、それどうなったのか。」 

と反論した。 

 

「Cavenvasa 生産に必要な８割の資材は輸入品」         

 

「ベネズエラ包装材商工会議所（Vacenvasa）」のリカル

ド・ロベルト代表は、缶、ガラス、アルミニウム、段ボ

ール、プラスチック容器などを国内で生産するためには

輸入品が必要だと主張。 

 

容器を生産するために必要な材料の８１％は輸入品に

依存しているとコメント。政府は輸入を促進する仕組み

を作らなければならないと訴えた。 

 

一方、生産者の多くはオペレーションを継続しているよ

うだ。 

 

ロベルト代表によると、容器を生産する企業のうち７

２％は生産を続けているという。 

 

５月には Covid-１９の問題もあり、一時的に５５％ま

で下がったが、隔離緩和措置が発表されてからは再び７

２％に戻っているという。 

 

社 会                       

「ガス不足により４００万人は薪で生活」            

 

野党国会は、ガス不足を理由に４００万人のベネズエラ

人が薪で火を起こしていると訴えた。 

 

ベネズエラには、配管を通じてガスが供給される都市ガ

ス（メタンガス）と、タンクでガスを供給するプロパン

ガスの２つのガスを供給する仕組みがある。 

 

都市ガスは現在でも十分なガス供給があるが、ベネズエ

ラは９０％の家庭がプロパンガスを使用しており、ガス

不足が起きているのはプロパンガスになる。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.454」で、ラグアイラ州（旧

バルガス州）でプロパンガス価格が上昇したとの記事を

紹介したが、その後もスクレ州、モナガス州、タチラ州

など各州でガス価格の値上げが起きている。ただし、金

額は比較的抑えられており、スクレ州の場合 

 

ガスタンク１０kg:  BsS.５万（０．２５ドル） 

ガスタンク１８kg:  BsS.１０万（０．５ドル） 

ガスタンク２７kg:  BsS.１５万（０．７５ドル） 

ガスタンク４３kg:  BsS.２０万（１．０ドル） 

 

ただし、闇市場でプロパンガスを購入しようとするとガ

スタンク１０キロが１５ドルかかるという。 

 

以上 


