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（写真）グアイド議長ツイッター “１２月１７日 外国にいる議員も１月５日の議長選定で投票可能に” 

 

 

２０１９年１２月１６日（月曜） 

 

政 治                     

「制憲議会 野党４議員の不逮捕特権をはく奪」 

「ファルコン AP 党首 米国との対話を求める」 

「CITGO 役員の解放にアルゼンチンが関与」 

経 済                     

「マドゥロ政権 国家予算案を制憲議会に提出 

～ロドリゲス副大統領 １９年実績を報告～」 

「PDVSA 合弁１１社 パートナー会社交代」 

「海運会社 クラサオの PDVSA 原油を競売に」 

社 会                     

「マイアミからベネズエラへの食料輸出広がる」 

２０１９年１２月１７日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 国会規則を変更 

～外国にいる野党議員の投票を可能に～」 

「軍事介入を支持するのは１０％？or９０％？」 

経 済                    

「BBC 炭化水素法の改定検討について報じる」 

「TELEFONICA 南米会社を設立」 

「燃料不足 火力発電にも影響」 

社 会                     

「１９年 停電は全国で８万回」 

「ブラジル政府 ベネズエラ移民の詳細を説明」 
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２０１９年１２月１６日（月曜）             

政 治                       

「制憲議会 野党４議員の不逮捕特権をはく奪」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.383」で最高裁が野党

議員４名の不逮捕特権はく奪を検討しているとの記事

を紹介した。 

 

１２月１６日 最高裁は４議員の不逮捕特権はく奪を

承認。罪状は「祖国への裏切り行為」。 

公職を奪い、国民間の憎悪を高め、治安を混乱させるた

めの計画を企て、秩序を乱した罪など。 

 

その後、制憲議会で本件が議題に挙がり、承認され４議

員の不逮捕特権はく奪が決定した。 

 

不逮捕特権はく奪が決定したのは 

ジョルヘ・ミジャン議員（第一正義党） 

エルナン・アレマン議員（行動民主党） 

カルロス・ロサノ議員（少数政党、Camina） 

ルイス・ステファネッリ議員（大衆意志党） 

の４議員。 

 

不逮捕特権をはく奪された議員の自宅が包囲されるな

どマドゥロ政権による圧力がかけられたが現時点では

拘束されてはいない様子。 

 

これまで、不逮捕特権がはく奪された議員のほとんどは

国外に亡命しており、同４名もそのうち国外に亡命する

と思われる。 

 

 

 

 

 

 

「ファルコン AP 党首 米国との対話を求める」         

 

１２月１６日 穏健野党のリーダー格の一人、発展進歩

党（AP）のヘンリー・ファルコン党首はロシアに訪問。 

 

米国のトランプ大統領に対して、ベネズエラ国民の自決

権を尊重し、民主的な選挙による問題解決を支持するよ

う要請。 

 

平和的な手段での政治問題の解決に努力する穏健野党

の声に耳を傾けるよう求めた。 

 

また、スペイン、ドイツ、ポルトガル、メキシコ、アル

ゼンチン、ブラジル、コロンビアなどに対して、経済制

裁という国民を苦しめる誤った道に進まないよう求め

た。 

 

余談だが、動画のファルコン AP 党首はなぜかサングラ

スを付けており、以前より恰幅が良くなっている。 

厚手のコートを着たその出で立ちはマフィアそのもの

という雰囲気だ。 

 

 

（写真）ファルコン AP 党首ツイッター 

“トランプ大統領に方針転換を求めるファルコン党首” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
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「CITGO 役員の解放にアルゼンチンが関与」                  

 

２０１７年１１月からマドゥロ政権に拘束されている

CITGO 役員６名はこの１２月に入り、留置所での拘留

から自宅軟禁措置に切り替わっている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.381」参照）。 

 

この解放の裏には様々な人物が関わっているようだが、

アルゼンチンのフェルナンデス新大統領も関与してい

たようだ。 

 

アルゼンチンの現地メディア「Infobae」は、トランプ政

権が CITGO 役員６名の解放のためにフェルナンデス

新大統領の支援を求めていたと報じた。 

 

CITGO 役員は全員ベネズエラ人だが、米国籍を持つ役

員も数名いるため、外交問題になっていた。 

 

当初、米国政府は圧力でマドゥロ政権を崩壊させ、

CITGO 役員を解放しようと考えていたようだが、その

計画はとん挫し、マドゥロ政権と友好的な関係を維持し

ているフェルナンデス政権に支援を打診したという。 

 

現在、米国で大統領補佐官（国家安全保障問題担当）を

務めているロバート・オブライエン氏は、元々人質解放

などを担当する役割を担っていた人物。 

 

前任のジョン・ボルトン大統領補佐官よりも人質解放問

題に積極的と思われる。 

 

なお、マドゥロ政権側にとってどのようなメリットがあ

ったのかは定かではないが、フェルナンデス政権として

は人質解放を支援することの見返りに、アルゼンチンが

抱える債務再編問題を支援する約束（具体的な支援内容

は不明）を取り付けたようだ。 

 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 国家予算案を制憲議会に提出       

 ～ロドリゲス副大統領 １９年実績を報告～」           

 

マドゥロ政権は制憲議会に対して２０２０年の国家予

算案を提出。同日、２０２０年の国家予算案は承認され

た。 

 

本来、憲法に従うと次年度の国家予算案は１０月１５日

までに国会に提出する必要がある。 

 

しかし、マドゥロ政権にとって国会は無効状態であるた

め、２０１７年から制憲議会に次年度の国家予算案を提

出することになっている。 

 

２０２０年の当初国家予算案は２５２兆１，８００億ボ

リバル・ソベラーノ。ドルに換算すると５４億３，９０

０万ドル。 

 

ただし、当初予算はあくまで当初予算である。ボリバル

の価値が下がるため、現在の２５２兆ボリバルと一年後

の２５２兆ボリバルは価値が全く違う。 

 

年の途中に追加予算を申請することになるので、この時

点の国家予算はほとんど意味がない。 

 

それを反映してか分からないが予算案を提出した日に

承認されるというのは、予算案について全く内容が精査

されていない（精査しても意味がない）ことの現れと言

える。 

 

また、制憲議会に国家予算案を提出したデルシー・ロド

リゲス副大統領は、２０１９年の運営報告をした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
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ロドリゲス副大統領によると、１９年は電力復旧のため

に５億ユーロの投資を実施したという。 

 

また重要な成果についてインフレの抑制を挙げた。 

ロドリゲス副大統領は２０１９年１１月までの累積イ

ンフレ率は５，５１５％と説明。１８年の実績から大き

くインフレを抑制することが出来たと主張した。 

 

他、CLAP を通じて１．２億箱の食料を供給したと説明

した。 

 

「PDVSA 合弁１１社 パートナー会社交代」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２０１８年の

PDVSA 年間報告書の一部を紹介。 

 

同報告書には、PDVSA の１１の合弁会社のパートナー

を交代したと書かれているという。目標としていた以下

の生産水準に達しなかったことが理由のようだ。 

 

PetroBoscan, S.A. 日量５８，２８０バレル、660Km2 

 

PetroCumarebo, S.A.日量７０バレル、3.503 Km2 

 

Baripetrol, S.A., 日量１００バレル、1.299,80 Km2 

 

Petroritupano, S.A.,日量７３０バレル、13.373 Km2 

 

Petro Urdaneta, S.A., 日量１，０３０バレル、571 Km2 

 

PetroGuárico, S.A., 日量４１０バレル、228,4 Km2. 

 

なお、新たに誰がパートナー会社になったのかは報じら

れていない。 

 

 

 

「海運会社 クラサオの PDVSA 原油を競売に」                  

 

クラサオで PDVSA 債権者の弁護を務めている「Ox and 

Wolf」は、１２月１１日に債権回収のために PDVSA の

原油の競売を行った。 

 

この競売の試みはクラサオの海運会社４社が開始し、そ

の後ギリシャ・英国の海運会社も加わったという。 

 

競売にかけた原油は API４２度、サンタバーバラ産原油

１９９，８８２バレル。API１１．２度の「Tia Juan Heavy」

だという。 

 

社 会                       

「マイアミからベネズエラへの食料輸出広がる」            

 

ロイター通信は、米国フロリダ州にある大型量販店がベ

ネズエラに大量の食料などを販売していると報じた。 

 

一年前にはベネズエラでは絶対に手に入らないような

商品も今のベネズエラでは普通に手に入るようだ。 

 

輸出をしているある会社によると、現在ベネズエラ政府

は輸入に関する税金を１００％免除しており、輸入にか

かる必要な手続きもかなり簡素化しているとのこと。 

以前と比べて輸入業者ははるかに商売がしやすい状況

にあるという。 

 

（写真）Bancaynegocios 
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２０１９年１２月１７日（火曜）             

政 治                        

「国会 国会規則を変更                

   ～外国にいる野党議員の投票を可能に～」        

 

１２月１７日 グアイド議長が召集を呼びかけていた

特別国会が開催された。 

 

同日議論したのは２０２０年の方針ではなく、国会規則

の変更について。 

 

具体的には国会規則１３条、４３条、５６条を改定し、

国外にいる議員も１月５日の国会議長を決める投票に

参加できるようにするというもの。 

 

国会の規則では、国会議員として投票するためには、議

員が国会に出席しなければならない。 

 

しかし、現在、マドゥロ政権は野党議員を迫害し、国会

議員に保証されている不逮捕特権をはく奪。 

不逮捕特権をはく奪された野党議員の多くは国外に亡

命している。多くは代理議員を立てているが、空席のま

まの議員も存在する。 

 

グアイド議長によると、３０名の議員が国外に亡命して

いるという。 

 

本件は与党議員、急進野党、穏健野党らが欠席する中、

９３名の議員が賛成し、即日承認された。 

 

しかし、この決定について与党議員は非難。 

外国にいる議員が票を投じることが出来るわけがない

と主張。最高裁判所に憲法違反に当たらないか稟議にか

けるとしている。 

 

 

 

ベネズエラ憲法では、最高裁判所は国会が承認した法案

について、憲法違反の場合は棄却することが出来る。 

 

もちろん、グアイド政権としては、マドゥロ政権側の最

高裁判所は正式な公権力ではなく、憲法違反と宣告され

ても方針が変わることはないが、政治対立のタネになる

ことは間違いないだろう。 

 

「軍事介入を支持するのは１０％？or９０％？」           

 

野党派のベネズエラ人ジャーナリスト、カルラ・アンゴ

ラ氏は米国に移住し、マイアミでテレビ番組のモデレー

ターを務めている。 

 

アンゴラ氏は、コンサルタント会社フェデリコ・ブラッ

ク氏にベネズエラ情勢についてインタビューを行った。 

 

フェデリコ・ブラック氏は、軍事介入について質問され

ると、アンドレス・ベジョ・カトリック大学と Delphos

が共同で実施した世論調査の結果を引用し、９０％の国

民が軍事介入を望んでいないと説明した。 

 

しかし、急進野党派の経済学者ガルシア・バンチス氏は

このコメントに反論。ブラック氏の発言は逆で９０％の

国民が軍事介入を望んでいるとツイッターで訴えた。 

 

そして、その証拠として以下の調査結果を引用している。 
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質 問 に 該 当 す る の は 「 Convencer a la comunidad 

internacional de invader militarmente Venezuela.（ベネ

ズエラに軍事介入をするよう国際社会を説得する）」と

いう部分。 

 

４８．４％は「おそらく、するべき」と回答。 

１５．７％は「おそらく、するべきではない」と回答。 

５．８％は「するべきではない」と回答。 

３０．１％は「分からない」と回答している。 

 

つまり、９０％という数字は存在せず、どちらの主張も

的を射ていないことになる。 

 

さらに言えば、この質問は 

「マドゥロ政権を追い出すためにグアイド議長は何を

するべきか？」 

という、グアイド議長を野党のリーダーだと認識する人

に限定した質問となっている。 

 

つまり、与党支持者、無党派層を含んでいない結果であ

り、ベネズエラ全体で言えば軍事介入を望んでいるのは

４８．４％より少ないことになるだろう。 

 

経 済                        

「BBC 炭化水素法の改定検討について報じる」            

 

英国メディア「BBC Mundo」は、マドゥロ政権が炭化

水素法を改定し、民間セクターに石油セクターの門戸を

開くことを検討していると報じた。 

 

少し前から PDVSA が合弁パートナーの事業裁量を拡

大していると報じられている。 

これが理由か１９年１０月から産油量は回復傾向にあ

る。 

 

 

 

「BBC Mundo」が報じる以前からそのような噂は存在

していた。２０２０年には国会で与野党共同の検討委員

会が発足し、炭化水素法の改定も現実化する可能性は高

そうだ。 

 

「TELEFONICA 南米会社を設立」         

 

「Telefonica」はラテンアメリカ地域の通信事業を統括

する新たな組織体制を承認。 

 

「 Telefonica Hispanoamerica （ 略 称 、 Telefonica 

Hispam）」を設立すると発表した。 

 

同社はアルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドル、

メキシコ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラをまとめる

ことになる。 

 

新たな組織体制にすることによって、現地の情勢に合わ

せた迅速な決断が出来るようになるという。 

 

「Telefonica」はベネズエラで携帯電話 Movistar を運営

している。従って、今後ベネズエラの Movistar は、

「Telefonica Hispanoamerica」傘下の会社になるようだ。 

 

「燃料不足 火力発電にも影響」             

 

燃料不足の影響で火力発電施設でも問題が生じている

ようだ。 

 

電力技術者協会（AVIEM）のアントニオ・パティーニョ

氏はこのまま燃料がなくなれば、火力発電は完全に停止

すると警鐘を鳴らした。 

 

また、PDVSA が引き続き現在のように燃料を供給しな

いのであれば１２月は引き続き停電が頻発するとの見

解を示した。 
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「ガスが供給されないので、火力発電はタービンが動く

のに必要な圧力に達しない。国内の電力システムには最

低限の稼働を維持することが出来る燃料が供給されて

いない。」 

と訴えた。 

 

社 会                         

「１９年 停電は全国で８万回」            

 

「停電被害委員会」のアイシャ・ロペス代表は、２０１

９年中に全国で８万７００回、停電が起きたと説明した。 

 

特に停電被害がひどかったのはスリア州。スリア州だけ

で４０，８７７回と全国の半分の停電回数が起きている。 

 

次いで停電被害が大きかったのはタチラ州、メリダ州、

トゥルヒージョ州、ミランダ州だという。 

 

ロペス代表は、CAF の融資による電力産業の復旧を求

めた。特にスリア州、カラボボ州、カラカス首都区、ミ

ランダ州は優先度が高いとの見解を示した。 

 

「ブラジル政府 ベネズエラ移民の詳細を説明」           

 

米州機構（OAS）の視察団は１１月４日～９日にかけて

ブラジルとベネズエラの国境を視察。 

 

１２月１７日、視察団はブラジルにおけるベネズエラ移

民の状況を説明した。 

 

現在、ブラジルにいるベネズエラ移民・難民は合計で２

１．３万人。うち、７，０００人はロライマ県の難民キ

ャンプに住んでいる。 

 

男女比率では、男性が５４．１％、女性が４５．９％。 

 

 

ベネズエラ移民のステータスで最も多いのは、学生。 

次いで家政婦、商人、大工、無職と続く。 

 

２０１８年時点で、ブラジルには２６，１０６名のベネ

ズエラ移民がいたが、１９年中（１月～１１月まで）に

１８．６万人が流入した。ベネズエラの移民は１日当た

り５２６名増えている。 

 

ベネズエラ移民の５２．２％は陸路からブラジルに入る。

また、４５．７％は空路でブラジルに入る。残りは海路・

川路でブラジルに入る。 

 

ベネズエラ人がブラジルのどこに住んでいるのかにつ

いて、５９．２％はブラジルとベネズエラの国境にある

ロライマに居住。次に多いのはアマゾナスで１１％、サ

ンパウロが９．３％と続く。 

 

以上 


