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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “１月１４日 制憲議会に出席し、年次報告を行う” 

 

 

２０２０年１月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「米国政府 パラ議員ら離反野党に制裁」 

「最高裁 パラ議員の議長就任を認識 

～５日以内に議事録の提出を要請～」 

「グアイド議長 抗議集会を１５日に延期」 

経 済                     

「野党国会 １９年の年間インフレ率は７３７４％ 

～１９年１２月のインフレ率は３３．１％～」 

「非資源分野の輸出品目はカカオ、ラム酒、魚」 

社 会                     

「ニュージーランド 汚職口座を凍結」 

２０２０年１月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「日本外務省 グアイド議長の再任を支持 

～民主主義に反する行為に懸念を表明～」 

「マドゥロ大統領 制憲議会に年間報告 

～ペトロ建て取引拡大に意欲～」 

「与党派国会 委員会の代表を任命」 

経 済                    

「Cendas-FVM １９年インフレ率は４８５３％」 

「ボリビア検察庁 PDVSA の口座凍結を要請」 

社 会                     

「ベネズエラ人の政治離れ 海岸で休日過ごす」 
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２０２０年１月１３日（月曜）             

政 治                       

「米国政府 パラ議員ら離反野党に制裁」       

 

１月１３日 米国政府は、与党議員らの賛成を受けて国

会役員に就任したルイス・パラ議長、他６名に個人制裁

を科した。 

 

制裁が科せられたのは以下の７名。 

 

１．ホセ・ブリト議員 

２．フランクリン・ドゥアルテ議員（第１副議長） 

３．ネガル・モラレス議員（秘書官） 

４．ホセ・グレゴリオ・ノリエガ議員（第２副議長） 

５．ルイス・パラ議員（議長） 

６．コンラド・ペレス議員 

７．アドルフォ・スペルラノ議員 

 

彼らの多くは CLAP 取引に関わっている野党議員とし

て、主要野党側から非難されていた（「ウィークリーレ

ポート No.126」参照）。 

 

制裁対象となった議員らは、米国内の資産が凍結され、

米国のビザが取り消され、米国域内への入国が禁止され

る。 

 

制裁の理由について、スティーブン・ムニューシン財務

長官は、「彼らはマドゥロ政権の汚職議員で、ベネズエ

ラの民主主義プロセスを妨害した」と説明している。 

 

なお、この制裁は撤回不能なものではなく、彼らがグア

イド議長を正当なリーダーと認めれば解除される可能

性があると補足した。 

 

 

 

第一正義党（PJ）のボルヘス幹事長は、欧州と協力し、

マドゥロ政権との汚職に加担した野党議員の資金の動

きを調査していると述べており、今後も制裁される離反

野党議員が増える可能性がありそうだ。 

 

「最高裁 パラ議員の議長就任を認識            

     ～５日以内に議事録の提出を要請～」         

 

１月１３日 マドゥロ政権側の最高裁判所は、国会でル

イス・パラ議員らが賛成多数で国会役員に任命されたと

の事実を認識する声明を発表した。 

 

しかし、この声明が国会の無効状態の解除を意味するわ

けではない。 

 

同声明では、パラ議長ら国会役員に対して、５日以内に

１月５日の役員就任当日の議事録を提出するよう求め

た。 

 

この議事録が提出されれば、与党派国会の無効状態が解

除される可能性がある。 

 

ただし、議事録に必要な内容として当日の出席者名簿が

あるとされている。しかし、パラ議長は、この出席者名

簿は主要野党（具体的には、スターリン・ゴンサレス国

会第２副議長（当時））に盗まれたと主張している。 

 

「グアイド議長 抗議集会を１５日に延期」                  

 

グアイド議長は、支持者に対して１月１４日に国会前に

集合するよう呼びかけていた。 

 

この呼びかけに対抗する形で、カベジョ制憲議長は与党

支持者らに対して国会に集まるよう要請。与野党支持者

が国会で衝突する懸念が広がっていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.392」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bbdbf17b06a104fa33bc5703ad0e5de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bbdbf17b06a104fa33bc5703ad0e5de.pdf
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カベジョ制憲議長の発言を受けて、グアイド議長は支持

者の呼びかけを停止。１月１４日ではなく、１月１５日

AM１０時３０分に国会前に集まるよう呼びかけた。 

 

１月１５日は「先生の日」なので、議会では教育セクタ

ーの問題、給料問題について議論する予定だという。 

 

グアイド議長は、パドリーノ・ロペス国防相に対して、

１月１５日に議員らが国会へ入場するにあたり妨害を

してはいけないと指示する通知文を発出している。 

 

なお、カベジョ制憲議長は１月１５日にも支持者に国会

前に集まるよう呼びかけており、衝突が起きる懸念は引

き続き残っている。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

経 済                        

「野党国会 １９年の年間インフレ率は７３７４％    

  ～１９年１２月のインフレ率は３３．１％～」          

 

１月１３日 野党派国会は２０１９年１２月のインフ

レ率を公表した。 

 

１２月のインフレ率は先月比３３．１％増。 

２０１９年通年のインフレ率は７，３７４．４％となっ

た。 

 

２０１９年当初、IMF はベネズエラのインフレ率を年

率１，０００万％と予想していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.200」参照）。 

 

物価は引き続き激しい上昇を続けているものの、当時の

予想を踏まえれば、だいぶ落ち着いたと言えるだろう。 

 

 

（写真）ベネズエラ国会 

“１月～１２月までの各月のインフレ率と累計インフレ

率の推移” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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「非資源分野の輸出品目はカカオ、ラム酒、魚」                  

 

ベネズエラ輸出協会（Avex）のラモン・ゴジョ代表は、

２０１９年のベネズエラの非資源分野の輸出状況につ

いてコメントした。 

 

２０１９年、（資源分野以外で）ベネズエラで最も多く

輸出された品目は、エビ・カニ・カカオ・チョコレート・

ラム酒だったと述べた。 

 

これらの品目の主な輸出先は、引き続き米国だが、スペ

イン、イタリア、フランス、ドイツ向けの輸出が増加し

たという。また、アジア向けの輸出も伸びたとしている。 

 

他方、輸出が減少した品目については「果物類」だとい

う。理由は、空運・海運の減少およびコロンビア・ブラ

ジル国境の閉鎖により賞味期限の短い果物を外国に出

荷することが困難だったと説明した。 

 

現在、コロンビア向けの輸出は賄賂を支払う必要があり、

トラック１台で３００ドルかかるという。 

 

また、ベネズエラは「輸出ライセンス」が必要となって

いるが、ライセンスを得るためにコストがかかるので、

停止するべきだと指摘した。 

 

社 会                        

「ニュージーランド 汚職口座を凍結」           

 

ニュージーランドの現地メディア「ニュージーランド・

ヘラルド」は、マドゥロ政権関係者の汚職口座を凍結し

たと報じた。凍結した金額は１，７００万ドルにのぼる。 

 

凍結されたのはルイス・カルロス・デ・レオン・ペレス

氏の妻の口座。 

 

 

ペレス氏は PDVSA で弁護士として働いており、４人の

共犯者と共に合計で１．８億ドルを不正に着服したとい

う。 

 

ペレス氏自身は２０１７年にスペインで逮捕され、現在

は米国へ移送され、調査に協力している。 

 

このペレス氏のスイスの口座からバハマ経由でニュー

ジーランドにあるペレス氏の妻の口座に１，７００万ド

ル超の資金が移動していたという。 

 

ニュージーランドの検察当局の調査の結果、不正な資金

ということで同口座は凍結された。 

 

２０２０年１月１４日（火曜）              

政 治                        

「日本外務省 グアイド議長の再任を支持        

   ～民主主義に反する行為に懸念を表明～」        

 

１月１４日 日本外務省は外務報道官談話を発表。 

ベネズエラ情勢について日本政府の見解を示した。 

 

内容は１月５日の国会役員就任に関するもの。 

日本政府としては、グアイド議長が国会議長に再任した

と認識し、マドゥロ政権の抑圧行為に懸念を表明した。 

以下は実態に発表された外務報道官談話。 

 

 

１．1 月 5 日，ベネズエラにおいて，グアイド国会議長

が再選され，同 7 日，同国会議長が暫定大統領就任

を宣誓しました。我が国は，ベネズエラにおいて自

由で公正な大統領選挙が早期に実施されることを

引き続き求めており，2019 年 2 月以降，グアイド

暫定大統領を支持してきた我が国の立場は今後も

変わりません。 
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２．これに対し，先般の国会議長選出の過程において，

グアイド国会議長を含む多数の議員の議場への入

場妨害が行われる等，民主主義に反する行為が行わ

れたことについて，我が国は懸念を表明します。 

 

３．ベネズエラにおいて政治・経済・社会情勢の悪化及

び人道上の危機が継続し多くの避難民が周辺国に

流出していることを踏まえ，我が国は，避難民を含

むベネズエラ国民及び影響を受けている周辺国に

対する支援を継続していきます。 

 

［参考］ 

（1）2019 年 1 月 23 日，グアイド国会議長は，首都カ

ラカスで行われた反政府集会において，ベネズエラ憲法

に基づき，暫定大統領に就任した旨宣言。同年 2 月 19

日，我が国は，グアイド暫定大統領を明確に支持するこ

とを表明。 

 

（2）2020 年 1 月 5 日，新国会議長選出のための特別審

議が行われる予定であったが，軍及び警察等によりグア

イド国会議長含む多数の野党議員が国会議場への入場

を妨害。グアイド国会議長はカラカス市内の新聞社にて

議事を開催し，野党議員の 100 票を得て国会議長に再

選された（他方，国会議場においては，与党（マドゥー

ロ大統領側）が支持するパラ議員が「国会議長」就任を

主張）。 

 

（3）1 月 7 日，グアイド国会議長は，国会議場におい

て暫定大統領就任を宣誓した。 

 

（4）我が国は，避難民を含むベネズエラ国民への民生

支援及びベネズエラ周辺国に対し，2017 年以降，約

1,400 万米ドルの支援を実施。 

 

 

今回の声明について、現時点でマドゥロ政権側から特段

の反応は確認できていない。 

 

「マドゥロ大統領 制憲議会に年次報告           

       ～ペトロ建て取引拡大に意欲～」           

 

１月１４日 マドゥロ大統領は、制憲議会の前で年次報

告を行った。 

 

年次報告は憲法に定められた大統領の義務で毎年、１月

１５日までに国会で前年の報告を行う決まりとなって

いる。 

 

ただし、現在は国会が無効状態にあるため、国会の代わ

りに制憲議会を前に年次報告を行っている。 

 

２０２０年については、与党派国会が誕生し、無効状態

が解除される可能性が高まる中、与党派国会で年次報告

がされるとの憶測もあったが、これまで通り制憲議会で

年次報告を行った。 

 

マドゥロ大統領が発言した１９年の主な実績は以下の

通り。多くの点で疑問を持つ内容であまり参考にはなら

ないだろうが、参考までに要旨を紹介する。 

 

 

１．１２月のクリスマスの時期にはベネズエラ人の９

０％に CLAP の豚肉を配給することが出来た。 

 

２．３７０万人のベネズエラ人が民兵組織に加入した。

１２月１１日時点では３３０万人だったが、その

後の２週間ほどで４０万人も増加した。 

 

３．CLAP１箱には３０ドル相当の食料品が入っている。 

 

４．２０１９年初め、ベネズエラには７６６．５万人の

学生がいたが、一年で１，０００万人に達した。 

 

５．これまでに３００万戸の住宅を無償で供与した。 
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６．ベネズエラの失業率は６％に達した。 

 

７．ベネズエラは断続的に電力システムへの攻撃にさら

されているが、専門家の努力により電力問題に対

処している。 

 

８．米国の経済制裁によるベネズエラの被害額は４００

億ドル。 

 

 

また、２０２０年の方針としてペトロ建ての取引拡大を

進めるとしている。 

 

具体的には、 

４５０万バレルをペトロ建てで販売する。 

定期的に日量５万バレル相当をペトロ建てで販売する。 

飛行機のジェット燃料をペトロ建てで販売する。 

鉄ペレット１００万トンをペトロ建てで販売する。 

公的サービスの料金をペトロ建てで受け取る。 

ペトロ両替のための店舗「Patria Echange」を新設する。 

など。 

 

昨年の年次報告でも同じようなことは述べており、実効

性には疑問が残るものの徐々にペトロが普及している

ことは嘘ではないだろう。 

 

また、ペトロ以外に税制改革についても言及。 

制憲議会に対して経済回復のために有効な税制を新た

に作るよう要請した。 

 

具体的には、医療分野に特化した「医療基金」を新設し、

そのために必要な税金を徴収するシステムの構築を求

めた。 

 

また、関税についても２，０００品目（具体的な品目は

不明）について輸入関税を免除するようなシステムを提

案した。 

 

他、選挙について、２０２０年は国会議員選を実施する

と説明。国連（ONU）や欧州連合（EU）の査察は受け

入れることはできるが、米州機構（OAS）からの査察は

決して受け入れないと主張した。 

 

「与党派国会 委員会の代表を任命」         

 

１月１３日 パラ議員ら与党派国会の役員は、国会の委

員会代表を任命した。 

 

大統領府担当官は、Miguel Ponteo 議員 

行政管理委員会の代表は、Edward Capdevielle 議員 

人権委員会の代表は、Jose Gregorio Rosa 議員 

安全保障戦略委員会の代表は、Moises Vargas 議員 

 

今後、他の委員会の代表も決まると思われる。 

 

 

（写真）パラ議員ツイッター 

 

なお、１月１４日 本稿「グアイド議長 抗議集会を１

５日に延期」の通り、野党派国会は国会への入場を翌日

に延期した。 

 

与党派国会も制憲議会が国会を使用するため、同日は議

会が実施されなかったようだ。 
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経 済                       

「Cendas-FVM １９年インフレ率は４，８５３％」            

 

１月１４日  物価の調査をしている民間団体

「CENDAS-FVM」は、１９年１２月の基礎食料費（５

人家族が通常の食生活を送るのに必要な金額）を発表し

た。 

 

CENDAS-FVM によると、１９年１２月の基礎食料費

は BsS.１，５２５万２，５８６．０８。先月から４６．

８％増加した。 

 

２０１９年の年間インフレ率は４，８５３．７％だった

ことになる。 

 

以下は１８年１２月～１９年１２月までの基礎食料費

の推移。 

 

 

 

 

「ボリビア検察庁 PDVSA の口座凍結を要請」         

 

１月１４日 ボリビア検察庁は、PDVSA の汚職取引の

実態を調べるため PDVSA 口座の凍結を申請した。 

 

発端は１月９日にボリビアでマリア・パラシオスという

女性が逮捕されたこと。 

 

パラシオス氏は、ボリビアからアルゼンチンへ移動する

際に、１０万ドルを無申告でアルゼンチンに持ち込もう

としていた。 

 

アニェス政権は、パラシオス氏が PDVSA とボリビアの

元政府高官と関係があったと説明。１０万ドルはアルゼ

ンチンに亡命したモラレス元大統領がテロ活動に使用

するための資金だと指摘した。 

 

ボリビア当局によると、パラシオス氏は過去６９回、外

国に渡航しており、そのうちの５０％は２０１９年９月

以降だという。 

 

この資金の出元が PDVSA ではないかとの疑いがあり、

ボリビア検察庁が調査に乗り出そうとしている。 

 

 

（写真）La Nacion 

“ボリビア政府に拘束されたマリア・パラシオス氏” 
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（単位：千BsS） （単位：％）
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社 会                       

「ベネズエラ人の政治離れ 海岸で休日過ごす」            

 

AFP 通信は、ベネズエラ人が政治に嫌気がさし、政治離

れが進んでいると報じた。 

 

 

政治経済的に困難な状況にある中、多くのベネズエラ人

がビーチで遊んでいる。 

 

ジョン・ナバロ氏は日々の混乱を忘れるため、音響機器

とアルコール飲料をもってカラカスの近くのビーチに

家族と出かけた。 

 

「私は気を紛らわすためにビーチに行く。ここはグアイ

ドとマドゥロの抗争から遠い場所だ。」 

と語る。 

 

「今の仕事に文句は言えない。」 

ジョン氏（２９歳）は、銀行に勤めており、ドル建てで

給料を受け取っている。現地通貨の価値は不安定で、最

近ではドル建ての取引が当然のように行われている。 

 

ジョン氏は、車のトランクに置いた音響機器を海岸に置

き、サルサやレゲトンを大音響で流し始める。 

 

ジョン氏は政治には関心がないという。 

「私は妻と一緒に自分が解決しなければいけないこと

を解決するだけだ。グアイドが大統領になろうとマドゥ

ロが大統領のままでも私の経済問題は解決しない。」 

と述べた。 

 

 

マリア・エウヘニア・エルナンデス氏は、シングルマザ

ーの友達と海岸に来た。 

 

 

彼女はこれまでグアイド議長を支持してきたが、再任に

あたり支援を辞めたという。 

 

「実際のところグアイドは大きなことは出来なかった。

この先に変化は何も見えない。ベネズエラはずっと同じ

ことを繰り返している。」 

と残念そうに語った。 

 

 

ジョン・ゴンサレス氏は、グアイド議長もマドゥロ大統

領も支持していない。しかし、グアイド議長にマドゥロ

政権を倒壊させてほしかったという。 

 

「マドゥロはベネズエラをドル化させようとしない。」 

 

現在、彼はメッセンジャーの仕事をしており、給料は最

低賃金だという。先日、実質最低賃金が５０％改定され

たが、ドルに直せば６～７ドル程度の価値しかない。「給

料は生活するには全く足りていない。」と漏らした。 

 

 

少し遠くでネルソン・ボリバル氏が魚を焼いていた。 

彼はベネズエラを出ていく人々を快く思っていないよ

うだった。 

 

「国を離れるベネズエラ人は出ていきたいから出てい

くだけだ。国の状況が悪いからではない。」 

 

しかし、ベネズエラの状況は客観的に見て深刻だ。 

地方では医薬品不足が深刻で停電も頻発している。ガソ

リン燃料も不足している。国連は４５０万人がベネズエ

ラを離れたと発表している。 

 

ボリバル氏は「確かに状況は厳しい。しかし、生きてい

ける。」と回答した。 

以上 


