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（写真）グアイド議長ツイッター “１月１１日 グアイド議長、街頭で演説。支持者に行動を呼びかける。” 

 

 

２０２０年１月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「与党派国会 当日の出席者名簿は盗まれた 

～議長承認 賛成者をカウントせず承認～」 

「グアイド議長 大衆意志党を離党 

～党ではなく、ベネズエラを第一にするため～」 

「米州機構 マドゥロ政権非難の声明発表 

～加盟３４カ国中２０カ国が非難決議に賛成～」 

「ベネズエラ 加盟金滞納で国連の投票権失う」 

経 済                     

「最低賃金改定 実質最低賃金は BsS.４５万に」 

「電力問題解決のための CAF 融資は白紙に」 

2020 年 1 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「与党も１月１４日に支持者を国会前に動員」 

「グアイド議長 支持者に行動を求める」 

「マドゥロ政権 野党議員家族の農園を接収」 

「米国 キューバ向けフライトを激減」 

経 済                    

「PDVSA 経済制裁で年間７５億ドルの損失」 

「BioPago 決済 Petro 建てで入金 

～小売店は Petro 建ての入金に困惑～」 

社 会                     

「インターネット速度 １７６カ国中１７５位」 
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２０２０年１月１０日（金曜）             

政 治                       

「与党派国会 当日の出席者名簿は盗まれた       

  ～議長承認 賛成者をカウントせず承認～」       

 

１月５日に誕生した与党派国会の正当性については引

き続き疑問が残っている。 

 

１つ目の疑問が、グアイド議長不在の状況で議会を開始

することが正当だったかどうか。 

 

２つ目の疑問が、本当にパラ議員は賛成過半数を獲得し

ていたかどうか。 

 

１つ目の疑問について、次期役員を決めるにあたり前回

の国会役員がいなければいけないとの定めがある。 

 

つまり、グアイド議長が国会にいなければ、役員選定の

議論を始めてはいけない。 

 

他方、国会役員らがやむを得ない事情で議会に参加でき

ない場合は、議会の最年長者が国会の議事を進めるとの

規定もある。グアイド議長が国会に参加できなかった理

由を「やむお得ない理由」と認識できるかどうかは疑問

が残るところだが、与党側としてはこの条文を根拠に議

会を開始していた。 

 

また、国会議員定数の過半数（８４名）が出席していな

ければ、国会は不成立となるとの規定もある。与党側は

議員１５０名が出席しており、要件をクリアしていたと

している。 

 

ただし、１５０名の議員が出席していたという証拠が存

在しない。 

 

 

この点については、与党派国会のパラ議長は、出席者リ

ストは野党議員に盗まれたと主張した。 

 

また、２つ目の疑問について、パラ議長は 

「役員任命に関する議会の投票は挙手により行われ、

『明らかな多数（Mayoria Evidente）』だったので、人数

をカウントしなかった。」 

と説明した。 

 

『明らかな多数』という決定方法は確かに国会に存在す

る。しかし、『明らかな多数』で決めて良いようなテー

マではないことは明白だろう。 

 

また、これまで与党側は８１名の賛成を経て与党派国会

の議長が決定したと説明していた。『明らかな多数』に

よる決定で人数をカウントしていなかったとすれば、８

１名という人数も言及できないはずだ。 

 

なお、与党派国会の秘書官に任命されたネガル・モラレ

ス秘書官は、グアイド議長の再任を支持した議員の中に、

パラ議員の議長就任に賛成した議員が存在すると指摘

している。 

 

「グアイド議長 大衆意志党を離党             

 ～党ではなく、ベネズエラを第一にするため～」         

 

このニュースは１月５日のニュースだったが、筆者が認

識していなかったため、今回紹介したい。 

 

１月５日 グアイド議長は１００名の議員の賛成を経

て国会議長を続投することが決定した際に、自身が所属

していた大衆意志党（VP）から離党すると宣言してい

た。 

 

目的は、「党利のためではなく、ベネズエラのために尽

くす必要があるため」と説明。 
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大きな団結が必要な状況の中で、大衆意志党の枠にはま

らず物事を決断する必要が生じるためと説明した。 

 

今回のグアイド議長の決断に VP のレオポルド・ロペス

党首が同意していたかどうかは明らかになっていない。 

 

「米州機構 マドゥロ政権非難の声明発表           

 ～加盟３４カ国中２０カ国が非難決議に賛成～」                  

 

１月１０日 米州機構（OAS）は臨時会合を召集。 

ベネズエラ情勢について議論した。 

 

そして、１月５日の国会役員任命を巡るマドゥロ政権の

横暴な行為を非難し、OAS としてグアイド議長が２０

年の議長に就任したと認識。また、改めて大統領選の実

施を求める声明を発表した。 

 

今回の声明に賛成した国は OAS 加盟３４カ国中２０カ

国（キューバを加えると３５カ国だが、キューバには投

票権が無い）。 

５カ国が反対。８カ国が棄権した。１カ国（セントクリ

ストファーネイビス）が出席しなかった。 

 

同声明に賛成した国は、バハマ、ボリビア、ブラジル、

カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、

エルサルバドル、米国、グアテマラ、ハイチ、ホンジュ

ラス、ジャマイカ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ドミ

ニカ共和国、サンタルシア、ベネズエラ。 

 

逆に反対した国は、アンティグア・バーブーダ、ドミニ

カ国、ニカラグア、セントビンセント・グレナディーン

諸島、スリナム。 

 

棄権した国は、アルゼンチン、バルバドス、ベリーズ、

グラナダ、ガイアナ、メキシコ、トリニダード・トバゴ、

ウルグアイ。 

 

今回の決議は、ベネズエラに対する政治スタンスの踏み

絵のようなもので、米州各国の対ベネズエラ方針を示し

ているものと言えそうだ。 

 

「ベネズエラ 加盟金滞納で国連の投票権失う」         

 

１月１０日 国連でのベネズエラの投票権が失われた。 

 

加盟国が支払わなければいけない拠出金の滞納が理由。 

 

国連規則１９条では、『加盟国が２年分の拠出金を滞納

した場合、投票権が失われる』という決まりがある。 

 

今回、この１９条を理由に投票権が失われたのはベネズ

エラの他に、中央アフリカ、コモラス、ガンビア、レバ

ノン、レソト、サントメプリンシペ、ソマリア、トーゴ。 

 

今回の決定に対して、アレアサ外相はツイッターで反論。 

 

「国連はベネズエラの投票する権利を保証しなければ

ならない。数カ月前にも、国連で説明した通り、米国の

金融制裁が我々の支払い能力を奪っている。彼らは明ら

かに国際法に違反している。」 

と主張した。 

 

経 済                        

「最低賃金改定 実質最低賃金は BsS.４５万に」           

 

１月１０日 最低賃金の改定が発表された。 

 

新たな最低賃金は月額 BsS.２５万。法定福利の食料チ

ケット代が月額 BsS.２０万。合計した実質最低賃金は

BsS.４５万になる。 

 

今回の最低賃金改定は、１月１日から有効となる。 
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これまでの最低賃金は月額 BsS.１５万。食料補助チケ

ット代が月額 BsS.１５万だったので、実質最低賃金は

BsS.３０万だった。 

 

つまり、今回の改定で実質最低賃金が５０％増加したこ

とになる。 

 

なお、現在の並行レートは１ドル BsS.８万を超えてい

る。仮に１ドル BsS.８万で換算すれば、実質最低賃金は

５ドルということになる。 

 

 

 

「電力問題解決のための CAF 融資は白紙に」                  

 

グアイド議長は、アンデス開発公社（CAF）の融資３．

５億ドルの検討は白紙に戻ったと説明した。 

 

１９年初めからベネズエラは深刻な電力不足に陥って

いる。特にスリア州の停電は激しく、日常生活の大きな

障害となっている。 

 

 

この状況を打開するため、国連と CAF がエネルギー産

業の回復のために３．５億ドルの融資を検討していた。 

 

ただし、融資には国会の承認が必要のため、与野党議員

が CAF の融資承認について議論していたという。 

 

しかし、１月５日の国会役員任命騒動を受けて与野党の

亀裂が再び広がっている。この状況を受けて、CAF によ

る融資も白紙に戻ったようだ。 

 

グアイド議長は「国の債務に頼ることなく、より少ない

コストで解決するメカニズムも存在する。」と説明。 

CAF 融資以外の手段で電力問題を解決する姿勢を示し

た。 

 

２０２０年１月１１～１２日（土曜・日曜）              

政 治                        

「与党も１月１４日に支持者を国会前に動員」        

 

与党派国会の発足について、野党側は国会クーデターだ

と与党の姿勢を非難している。 

 

そして、１月１４日の国会開催日に野党派国会が入場す

るため支持者の協力を要請。同日、国会前に集まるよう

求めていた。 

 

これに対して、与党政治家のダリオ・ビバス氏は与党支

持者も国会を守るため１月１４日に国会に集まるよう

要請。 

 

同日は与野党支持者が国会に集まる事態となりそうだ。 

 

与野党支持者が対峙すれば、衝突の危険性が高まり、治

安悪化が懸念される。 
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最低賃金 食料チケット

2020年1月1日～

最低賃金 BsS.250,000

食品チケットBsS.200,000

実質最低賃金：

BsS.450,000

（出所）官報

表： 最低賃金と食料補助制度の推移

（単位：千ボリバル）
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「グアイド議長 支持者に行動を求める」             

 

１月１１日 グアイド議長は、カラカスのラ・ベガ地区

で演説を行った。 

 

グアイド議長は、自身はベネズエラの救世主ではなく、

ベネズエラの奉仕者であると説明。 

 

私がベネズエラを救うのではなく、国民一人一人がベネ

ズエラの自由を勝ち取るために立ち上がらなければな

らないと支持者の協力を求めた。 

 

また、今のベネズエラで自由を勝ち取るためには団結が

必要だと主張した。 

 

ただし、この日の参加者の動員は一年前の盛り上がりと

比較すれば全く異なる。今のままではマドゥロ政権にプ

レッシャーをかけるのに十分とは言えないだろう。 

 

 

（写真）TVV 

“１月１１日 街頭で演説をするグアイド議長” 

 

 

 

「マドゥロ政権 野党議員家族の農園を接収」         

 

マドゥロ政権は、フリオ・セサル・レジェス議員の家族

が所有する農園を接収した。 

 

レジェス議員は１８年１月～１９年１月にかけて国会

第１副議長を務めた人物。 

 

１８年５月の大統領選に野党候補として出馬したヘン

リー・ファルコン氏が党首を務める発展進歩党（AP）に

所属していたが、２０１９年に離党。現在は、無所属の

野党議員となっている。 

 

グアイド議長は、ツイッターでマドゥロ政権を非難。 

「マドゥロ政権がレジェス議員に対して、グアイド議長

からの離反を求めたが、レジェス議員がこれを断ったた

め、家族に嫌がらせをした。」 

と訴えた。 

 

（写真）フリオ・セサル・レジェス議員ツイッター 

 

「米国 キューバ向けフライトを激減」         

 

米国政府は、キューバ国民への抑圧およびマドゥロ政権

への支援を理由にキューバに追加制裁を科した。 

 

具体的には、キューバの首都ハバナ便を除き、キューバ

へのチャーター便の運航を禁止するという内容。 
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米国政府は、１９年１０月２５日にハバナ以外の都市へ

の商用フライトを禁止した。 

 

この制裁を受けて、ハバナ以外の都市向けのチャーター

便を利用するケースが増えており、これがキューバ政府

の資金源になっていたという。 

 

キューバの主力産業である観光から得られる収入が減

ることになり、現地に住むキューバ人にとっても歓迎で

きないのではないか。 

 

経 済                       

「PDVSA 経済制裁で年間７５億ドルの損失」            

 

経済学者のフランシスコ・ロドリゲス氏（米国投資会社

「Bank of America」や「Torino Capital」の元リサーチ

ャーで、現在は「ベネズエラのための石油（Petroleo por 

Venezuela）」の役員）は、ラジオ番組に出演。 

 

米国の経済制裁の影響で、ベネズエラは年間７５億ドル

の損失を受けていると説明した。 

 

ロドリゲス氏は、原油と食料の交換プログラムを強く推

奨する経済専門家でもある。 

 

ラジオの中で、トランプ政権に対して、「Chevron」を通

じて原油と食料・医薬品の交換プログラムを実施すれば

よいと提案した。 

 

仮に人道目的の原油・食料交換プログラムが合意できれ

ば、８０億ドル相当の原油がベネズエラから米国に向け

て輸出される。 

 

ベネズエラの貧困問題は大きく緩和され、米国側として

も経済的利益にかなうと主張した。 

 

 

また、米国に限らず他の国でも原油・食料交換プログラ

ムを行うことが出来るはずだと補足した。 

 

「BioPago 決済 Petro 建てで入金            

     ～小売店は Petro 建ての入金に困惑～」         

 

１月に入ってからデジタル通貨「PETRO」で問題が起

きている。 

 

PETRO 建てで決済をする際には「BioPago」という決

済機を使用するのが最も一般的。 

 

この「BioPago」を使用してペトロ建ての決済を受け付

けた商店は、その後、その時の為替レートでボリバルが

入金される仕組みになっている。 

 

しかし、１月から PETRO 建てで決済した商店の口座に

ボリバル現金が入金されない事態が続いていた。 

 

また、１月１０日から「BioPago」のシステム問題を解

決するため一時的に使用が停止されていた。 

 

また、「デジタル通貨監督局（SUNACRIP）」はインスタ

グラムで「１月１３日に問題は解決される」と発表。し

かし、商店への入金はボリバル建てではなく、PETRO

建てで入金されるとした。 

 

この発表に対して、PETRO 建ての決済を受け入れてい

た小売店は困惑。 

 

「ベネズエラ全国商業団体（Consecomercio）」のシプリ

アナ・ラモス元代表は、 

「PETRO 建てで入金された場合、小売店は流動性のあ

る現金が枯渇し、商売が継続できなくなる。これは

PETRO を信じた商店を裏切り、彼らを倒産に追い込む

ことになる。」と懸念を表明した。 
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ラモス元代表によると、全国で７，０００以上の店舗が

ペトロ建ての支払いを受け入れたという。 

 

社 会                       

「インターネット速度 １７６カ国中１７５位」            

 

インターネット速度を調査するポータルサイト

「Speedtest」は、１９年１１月時点の各国のインターネ

ット速度を調査。 

 

調査の結果、ブロードバンドについて、ベネズエラのネ

ット速度は１７６カ国中１７５位。１年前の調査からラ

ンクを１位下げた。 

 

なお、ベネズエラよりネット速度が遅い国は、タジキス

タンだけだった。 

 

 

 

携帯電話でのインターネット速度はもう少し早く、１７

６カ国中１３６位で、前年から順位を３位あげた。 

 

 

 

 

（出所）SpeedTest 

 

以上 

 

 


