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（写真）野党国会 “１２月２７日 ２２年もグアイド暫定政権、野党国会を継続するが、仕組みを変更” 

 

 

２０２１年１２月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「野党臨時国会 政権移行法改定の大枠を承認 

～グアイド政権植物状態、国会が権限掌握か～」 

「野党専門家 政権移行法の改定案は憲法違反」 

「急進野党 暫定政権は終了した」 

「米国政府 野党国会の決定を支持」 

経 済                     

「中銀 為替維持のため月２．２億ドルを投入」 

「アルミニウム産業 ２２年に電解炉の稼働増」 

社 会                     

「野党系歌手 コンサートの実施を延期される」 

２０２１年１２月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「メディアが選ぶ ２１年１０大ニュース 

～選挙、インフレ、東京オリンピックなど～」 

「マドゥロ大統領 １月も隔離緩和措置を継続 

～新たなオミクロン株感染者を確認～」 

「ククタ空港爆破テロリスト 逮捕される」 

経 済                    

「２２年１月からガソリン補助金変更か」 

「スターバックス商標権侵害問題 看板を撤去」 

社 会                     

「Conviasa 国際線を停止、乗客空港で待機」 
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２０２１年１２月２７日（月曜）             

政 治                       

「野党臨時国会 政権移行法改定の大枠を承認     

 ～グアイド政権植物状態、国会が権限掌握か～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.696」で紹介した通り、

野党国会は１２月２７日に臨時国会を召集し、グアイド

暫定政権の存続根拠となっている「政権移行法」の改定

について議論を行った。 

 

そして、「政権移行法」の改定について承認された。 

 

今回の承認は、第１議論を通過した段階であり、今後第

２議論で承認され、グアイド議長自身がその法案に署名

し、公表されることで法律が有効になる。なお、現在の

野党は「委任委員会」が担っており、議員は少数に限定

されている（「ウィークリーレポート No.181」）。 

 

今のところ、政権移行法の改定案の原文は公開されてい

ないが、原文を見ることが出来る内部関係者の情報によ

ると、２０２２年も野党国会は存続し、グアイド暫定政

権も続くという。 

 

実際にグアイド議長も臨時国会後に 

「暫定政権と委任委員会（野党国会）の継続を基本的に

支持する。」とツイッターで投稿しており、この報道が

事実である可能性はかなり高い。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター抜粋 

ただし、内部関係者は、「今回の政権移行法の改定案が

通過すれば、グアイド議長の権限は大幅に制限され、国

会の権限が強化される」と指摘している。 

 

つまり、グアイド暫定政権はシンボル的に維持されるが、

野党の政策の主導権はグアイド議長（「大衆意思党

（VP）」）から野党国会に移るということになりそうだ。 

 

「野党専門家 政権移行法の改定案は憲法違反」         

 

前述の通り、政権移行法はまだ原文が公開されていない。 

 

ただし、一部の野党政治家はその原文を確認しており、

関係者が多くのコメントを公表している。 

 

グアイド暫定政権下で行政監督長を務めたことのある

ホセ・イグナシオ・エルナンデス氏によると、現在議論

されている「政権移行法案」は憲法違反だという。 

 

また、グアイド暫定政権の権限強化を提案していたエン

リケ・サンチェス・ファルコン現行政監督長も、政権移

行法案について憲法違反と指摘している。 

 

両者の指摘は基本的に同じ。 

 

政府（行政）と国会（司法）の独立した関係が守られて

いないという。 

 

ファルコン氏、エルナンデス氏ともに新たな政権移行法

によりグアイド暫定政権の権限が縮小されると指摘。 

一方、国会の権限が膨れ上がっており、憲法で定める規

則が守られていないと指摘している。 

 

政府が憲法に準じた形で運営されなくなれば、国際的な

グアイド暫定政権の支持に問題が生じるとの懸念を表

明している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9630207b6edcd71fc17dcfb1fa6c3444.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f04ae57b4f7754ff034ce972ba86a6b9.pdf
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「急進野党 暫定政権は終了した」                  

 

１２月２７日 急進野党のリーダー「ベネズエラ主導党

（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は、野党国会

で議論された政権移行法案について 

「今回の政権移行法の改定を通じて、主要野党は、暫定

政権を殺害した。今後、暫定政権の権限は、団結せず、

査察を受け入れず、管理もしない国会が担う。」 

との見解を示した。 

 

つまり、マチャド党首もグアイド暫定政権が実質的な政

府の機能を失い、国会が権限を引き継ぐと理解している

ことになる。 

 

１２月２０日 急進野党グループは「グアイド暫定政権

を終了させるべき」との声明文を公表していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.694」）。 

 

マチャド VV 党首によると、今回の政権移行法改定の賛

否を問う場で、「棄権」（賛成も反対も表明しなかった）

をしたのは、デルサ・ソロルサノ氏（グアイド政権寄り

の独立政党）、セルヒオ・ベルガラ氏（大衆意思党（VP）

所属）、イスマエル・ガルシア氏（穏健野党寄りの独立

政党）、エドウィン・ルサルド氏（急進野党）の４名だ

ったという。 

 

「棄権」とは実質的な反対を意味する。 

 

グアイド派閥のデルサ・ソロルサノ氏とセルヒオ・ベル

ガラ氏は、グアイド暫定政権の権限が縮小することに合

意できず、棄権をしたと思われる。 

 

一方、イスマエル・ガルシア氏とエドウィン・ルサルド

氏は、グアイド暫定政権を完全に消滅させるべきだと考

えているため（あるいは、野党国会の権限が強化される

ことに合意できず）、棄権をしたと思われる。 

 

「米国政府 野党国会の決定を支持」         

 

暫定政権の扱いについて、野党国会の決定を国際的に正

当なものにするために米国政府の承認は欠かせない。 

 

１２月２７日 コロンビアでベネズエラ・米国代表大使

の役割を担っているジェームス・ストーリー大使は、自

身のツイッターで暫定政権について、 

「暫定政権の存続について、民主的な解決策を模索する

国会の決定を祝福する。米国は、今後も２０１５年に選

ばれた国会とグアイド暫定政権を認識する。」 

と投稿した。 

 

２０２２年は、グアイド暫定政権の権限が縮小し、国会

の権限が拡大する見通しだが、米国政府は引き続き野党

側の活動を支持し続けると思われる。 

 

経 済                        

「中銀 為替維持のため月２．２億ドルを投入」           

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ベネズエ

ラ中央銀行は１２月最終週に５０００万ドルを両替市

場に投入したという。 

 

中央銀行が供給したドルの両替レートは１ドル４．５８

ボリバル。 

 

先週時点で少しボリバル安が進行しており、今週最初の

両替レートは１ドル５．１８ボリバルだったという。 

 

しかし、中央銀行が大量のドルを投入したことで、為替

レートがボリバル高に触れ、ボリバル安の進行が止まり、

レートが維持された。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98d1793f11f1df9ad940bd4c81d1b1d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98d1793f11f1df9ad940bd4c81d1b1d1.pdf
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１２月２８日時点の公定レート（両替テーブル）は１ド

ル４．５８ボリバル。 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」のレートは１

ドル４．６９ボリバルとなっている。 

 

「Bancaynegocios」によると、中央銀行は１２月に合計

２．２億ドルを両替市場に投入したという。これは１週

間に５，５００万ドルを投入していることを意味する。 

 

通常、１２月は為替レートがボリバル安に振れやすい時

期。 

 

特にマドゥロ政権は「クリスマス賞与」として、祖国カ

ード保有者に対して４６ボリバル（約１０ドル）の給付

金を支給し、ボリバル通貨をバラまくことで、ボリバル

通貨の価値下落に拍車をかけていた。 

 

ボリバル安が加速し始めた時期に多くの外貨を投入し

て為替を維持し、物価上昇に歯止めをかけたことになる。 

 

「アルミニウム産業 ２２年に電解炉の稼働増」         

 

ボリバル州の地方紙「El Correo del Orinoco」は、同州

のアルミニウム産業の状況について報じた。 

 

同紙によると、２０２１年末時点で「Alcasa」「Venalum」

などで動いている電解炉は１４５機。 

 

２０１９年に全国的な一斉停電が起きる以前は１，３０

１機の電解炉が稼働していたが、停電を受けて７３機ま

で稼働が縮小していたという。 

 

労働者の話によると、２０２２年１月には４０機が新た

に稼働する見通し。２月、３月には更に９０機の稼働が

期待できるという。電解炉の再稼働は政府からの援助は

受けておらず、自社で行うという。 

 

社 会                        

「野党系歌手 コンサートの実施を延期される」           

 

ベネズエラ人歌手として世界的に有名なミゲル・イグナ

シオ・メンドーサ氏（通称ナチョ）は、１２月にベネズ

エラのタチラ州でコンサートを行うと発表。また、マド

ゥロ大統領に対して協議を申し出るなどして少し注目

を集めていた（マドゥロ大統領は、この申し出を拒絶す

る発言をしていた）。 

 

ナチョ氏は野党支持系のシンガーで、２０１９年２月に

ククタで暫定政権グループが行った人道支援ライブに

も参加していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.257」）。 

 

しかし、１２月２７日 マドゥロ政権はナチョ氏のライ

ブを中止すると発表。理由はコンサート料金が法外で且

つCovid-１９感染拡大防止策が不十分だからだという。

ナチョ氏のコンサートは家族特等席が２５００ドルな

ど確かに高い。 

 

ただ、Covid-１９感染対策が不十分という点では、 

「カルメン・メレンデス氏（与党、下写真右の女性）が

市長を務めるカラカス市が主催した１２月２６日のコ

ンサートはもっと感染対策が不十分だった」 

との指摘が報じられている。 

 

 

（写真）Noticiero Digital 

“１２月２６日 カラカス市で年末コンサートを実施” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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２０２１年１２月２８日（火曜）              

政 治                       

「メディアが選ぶ ２１年１０大ニュース        

  ～選挙、インフレ、東京オリンピックなど～」        

 

クリスマス前後は経済が動いておらず、基本的にニュー

スがない。また、メディア自体も活動を減らしており、

この時期は１年を振り返るような記事が多く出る。 

 

以下では、ベネズエラのウェブメディア「Maduradas」

（野党寄りメディア）が選ぶ２０２１年にベネズエラで

起きた１０大ニュースについて紹介したい。 

 

なお、筆者が選ぶベネズエラの政治・経済５大ニュース

は「ウィークリーレポート No.231」、「ウィークリーレ

ポート No.232」で紹介している。 

 

１．「国際刑事裁判所（CPI）」マドゥロ政権の調査開始 

 

２０１８年１０月 アルゼンチン、カナダ、コロンビア、

ペルー、パラグアイ、チリの６カ国は、マドゥロ政権が

「人道に対する罪」を犯していると CPI に捜査を要請

した。 

 

この要請から約３年が経過し、２１年１１月、CPI はマ

ドゥロ政権の捜査開始を正式に発表した。マドゥロ政権

もCPIの捜査を受け入れる趣旨の署名を交わしており、

政府も協力する姿勢を示している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.674」）。 

 

２．アレックス・サアブ氏の身柄 米国に移送される 

 

２１年１０月 マドゥロ政権高官のテスタフェロ（資金

隠しに協力する人物）でフィクサー（非公式な手段で問

題を解決する人物）とされるアレックス・サアブ氏の身

柄がカボベルデから米国に引き渡された。 

 

身柄引き渡し翌日にカボベルデで大統領選が行われ、現

政権側が支持する候補が敗北、左派系の候補が当選した。 

 

政権交代を受けて、引き渡し実現が困難なることを予見

した米国政府が強引に引き渡しを迫ったとの指摘があ

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

３．与野党協議の再開と中断 

 

２１年８月 ノルウェー政府の仲裁を受けて、メキシコ

での与野党協議が始まった。多くの一般市民が危機から

の脱却を期待したが、米国へのサアブ氏の身柄引き渡し

を受けて、マドゥロ政権が協議中断を発表。それから協

議は再開していない。 

 

４．全国州知事・市長選挙 

 

２１年１２月 全国州知事・市長選が行われた。 

同選挙には２０１７年から選挙に参加していなかった

主要野党が４年ぶりに参加。与党候補が１９州で当選。

野党候補が３州で当選した。バリナス州知事選だけ、最

高裁が野党候補の出馬権を認めず、１月９日に再選挙が

行われる予定。 

 

５．通貨単位切り下げ（デノミネーション） 

 

２１年１０月 ベネズエラで６ケタの通貨切り下げが

行われた。デノミネーションにより、１００万ボリバル・

ソベラーノが１ボリバル・デジタルに移行した。 

 

新通貨の発行から３カ月が経過しているが、ボリバル・

デジタルの紙幣は市中にほとんど流通しておらず、ドル

札など外貨での取引が拡大している。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/279020fe844d52b55d23ec59472183f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab7fb973864003e1e0da84d19b80ae44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab7fb973864003e1e0da84d19b80ae44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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６．外貨口座の開設 

 

同メディアは「外貨口座の開設」を２０２１年のニュー

スとしているが、現在ベネズエラの外貨口座は２０１８

年に発効した「為替協定１号」のスキームで開設されて

いる。２１年にドル口座開設に関連した制度の変更はほ

とんど行われていない。 

 

２０２１年、ベネズエラ国内のドル使用が拡大したこと

は確かだが、２０２０年から始まっていた。本件は２１

年のニュースと呼ぶには適切ではない印象を受ける。 

 

７．ハイパーインフレからの脱却直前 

 

２１年１月～１１月までのベネズエラの累積インフレ

率は６３１．１％。２０２１年に入ってからインフレ率

が先月比５０％を上回った月はない。 

 

もし、１２月のインフレ率が先月比５０％を下回った場

合、ベネズエラは２０１７年から続いたハイパーインフ

レを脱却することになる。 

 

８．東京オリンピック ロハス選手が三段跳び世界記録 

 

三段跳びの種目で東京オリンピックに出場したユリマ

ル・ロハス選手が、世界記録を獲得した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.633」）。 

 

今回のオリンピックでは、金メダル１個、銀メダル３個、

銅メダル１個、ベネズエラ史上最も多くメダルを獲得し

たオリンピックとなった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.637」）。 

 

 

 

 

 

 

９．メッシ ベネズエラ訪問 

 

２０２１年９月 FIFA ワールドカップの南米予選に出

場するためアルゼンチンのレオネル・メッシ選手がベネ

ズエラを訪問。サッカーファンが熱狂した。ただ、試合

中にベネズエラ代表選手がメッシ氏にスライディング

をし、メッシ選手が足を怪我した。 

 

１０．給料未払いでベネズエラ代表チーム監督が辞任 

 

２１年８月 「ベネズエラサッカー連盟（FVF）」の Jose 

Peseiro 監督（ポルトガル人）がベネズエラ代表監督を

辞任すると発表。理由は給料の未払いが続いているため

と発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.642」）。なお、

後任としてペケルマン氏が監督に就任している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.685」）。 

 

「マドゥロ大統領 １月も隔離緩和措置を継続     

    ～新たなオミクロン株感染者を確認～」           

 

ベネズエラは２１年１１月から Covid-１９感染拡大防

止策「７＋７」（１週間毎に隔離週と隔離緩和週を繰り

返す対策）が緩和されており、１２月末まで隔離緩和週

が継続している。 

 

マドゥロ大統領は、現在の緩和措置を２２年１月以降も

継続する意向を示した。 

 

感染者が減少傾向にあるため、現行の政策を継続し様子

を見るという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.695」でも紹介したが、こ

こ数週間、政府発表を信じるのであれば、新規感染者は

１日２００人台まで減っている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3bc72b590b2715de4ee123019164604e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3bc72b590b2715de4ee123019164604e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30b755d9ca84fb05b885909b293ba51a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30b755d9ca84fb05b885909b293ba51a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d96c97b752824356712882932bc148e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9566aaf8be19887cfcf1e72c3ba9d9f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9566aaf8be19887cfcf1e72c3ba9d9f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
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一方、欧州で急速に感染が拡大しているオミクロン株へ

の懸念を表明。 

 

先週ベネズエラで７名のオミクロン株感染者を確認し

たが、今週も２名の感染者を確認したと説明。これまで

以上に感染防止を心がけるよう呼び掛けた。 

 

「ククタ空港爆破テロリスト 逮捕される」         

 

１２月１４日 コロンビアとベネズエラの国境の町ク

クタ（コロンビア側）の空港で爆破事件が起き、３名が

死亡した（「ベネズエラ・トゥデイ No.691」）。 

 

１２月２８日 コロンビア系メディア「El Tiempo」は、

この爆破事件に関与したテロリストを逮捕したと報じ

た。 

 

逮捕されたのは男性３名、女性２名。 

ジョン・メチャス氏率いる FARC３３部隊の構成員とみ

られている。「El Tiempo」によると、逮捕された５名は

１２億ペソ（約３０万ドル）を受け取り、テロを行った

という。 

 

２１年６月 ドゥケ大統領を乗せたヘリコプターがク

クタに到着する直前、ヘリコプターが銃で撃たれる事件

があった。 

 

コロンビア政府は、この事件も FARC３３部隊が行った

ものとして捜査を進めている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.618」）。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「２２年１月からガソリン補助金変更か」         

 

１２月２８日 マドゥロ政権が登録を促している「祖国

カード」を運営する「祖国システム」のウェブサイトで、 

「補助金ガソリンなど、ベネズエラの補助金支給をより

効率的なものにするため、２０２２年１月１日に祖国シ

ステムの更新を行う。」との発表がされた。 

 

現時点でどのような変更がされるのかは不明だが、１月

１日から補助金付きガソリンの制度に何らかの変更が

ある可能性が高いと報じられている。 

 

また、同システムの変更に当たり車両登録の情報を確認

し、国土交通省への車両登録が適切に行われているかを

見直すよう促した。 

 

 

（写真）祖国システム 更新通知文 

 

「スターバックス商標権侵害問題 看板を撤去」                  

 

スターバックスの商標権侵害疑惑について、引き続き注

目が集まっている。スターバックスのサービスを提供し

ているとされるラス・メルセデス地区のスーパーマーケ

ット「YEET!」は、店舗に設置されていたスターバック

スのロゴが付いた看板（名前は We Poudly Serve と書か

れている）を撤去したと報じられた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/773b61f05524f52b262d8fa996a4c43f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月２７日～１２月２８日報道         No.６９７   ２０２１年１２月２９日（水曜） 

8 / 8 

 

「YEET!」の George Nieves 氏によると、今後もこのコ

ーヒーショップは続けるという。 

 

Nieves 氏は、「我々はコーヒーメーカーや資材などを購

入し、使用することを許可された。大事なことは高品質

を維持し、オリジナルと同じ商品を提供することだ」と

説明した。 

 

店主の説明を聞く限り、ブランド使用の侵害問題は別と

して、コーヒーを作る際の機材や材料にはスターバック

スが何らかの形で関与しているように理解できるが、実

態は明らかになっていない。 

 

 

 

（写真）La Patilla 

 

社 会                        

「Conviasa 国際線を停止、乗客空港で待機」           

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」の国際線の運行

が突然止まってしまったようで、搭乗待ちの乗客が空港

で足止めされているという。 

 

年末年始で乗客が多い時期でもあり、アルゼンチンだけ

でも３００名超の乗客に影響が出ている。 

 

報道によると、事前の通知もなく運行がキャンセルされ

ており、乗り継ぎを予定していた乗客は乗り継ぎの飛行

機代を失うなど経済的な損害も発生している。 

 

現時点で運行停止が確認されているのはアルゼンチン

の Ezeiza 国際空港からベネズエラのカラカスに向かう

便。また、ボリビアの Viru Viru 国際空港からアルゼン

チンに向かう便。 

 

 

 

 

以上 


