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（写真）情報通信省 “１月５日 与党国会発足 国会議長はホルヘ・ロドリゲス前情報通信相” 

 

 

２０２１年１月４日（月曜） 

 

政 治                     

「OFAC グアイド政権へのライセンスを延長」 

「カボベルデ裁判所 サアブ氏の引き渡し決定 

～米国 身柄引き取りのため検察官を派遣～」 

「野党議員３名 国会議員の職務終了を宣言」 

経 済                     

「２０年の原油等輸出量 日量６２．７万バレル」 

「解雇禁止令を延長」 

社 会                     

「隔離措置再開 警察 路上販売員に催涙弾発砲」 

「ミランダ州知事 Covid-１９に再び感染」 

２０２１年１月５日（火曜） 

 

政 治                    

「与党新国会 ホルヘ・ロドリゲス議長就任 

～外国移住者の資産没収を提案～」 

「野党国会 現国会役員の続投を決定」 

「２１年の国会に対する各国のスタンス 

～茂木外相 中南米遊説中に見解を表明～」 

「WP グアイド政権の汚職取引記事を告発 

～外国の資産回収を弁護士に依頼、賄賂受領？～」 

「米下院外交政策委員長 方針変更を要請」 

経 済                    

「Laser 墨への渡航要件を追加」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１月４日～１月５日報道               No.５４４   ２０２１年１月６日（水曜） 

2 / 8 

 

２０２１年１月４日（月曜）             

政 治                       

「OFAC グアイド政権へのライセンスを延長       

 

１月４日 米国「外国資産管理局（OFAC）」は、ライセ

ンス３１Ａ「ベネズエラ国会とグアイド暫定政権との取

引に対する特例措置」を更新した。 

 

このライセンスは、タイトルの通り野党国会・野党国会

の議員およびグアイド政権関係者については、OFAC が

科している制裁対象から除外し、米国の金融システムを

介した決済を可能にするという内容。 

 

更新される前のライセンス３１（１９年８月に発効）と

今回更新されたライセンス３１Ａを比較して筆者が気

付いた変更点は以下の２点。 

 

１．２０１６年の国会が正当な国会という米国政府の基

本認識を改めて追加したこと。同ライセンスの適用

対象は１６年に発足した国会および同国会により

発足した暫定政府であるとの認識を改めて補足し

ている。 

 

２．これまでのライセンス３１は、適用対象として、野

党国会、暫定政権とそのメンバーのみが記載されて

いたが、更新されたライセンス３１Ａには、「委任委

員会」が追加されている。 

 

「委任委員会（Delegated Commission）」とは、メンバ

ーを減らして国会の機能を継承することになると思わ

れる組織のことだ。「委任委員会」の詳細については、

「ウィークリーレポート No.180」を参照されたい。 

 

なお、同ライセンスには有効期限は設定されていない。 

 

 

「カボベルデ裁判所 サアブ氏の引き渡し決定      

  ～米国 身柄引き取りのため検察官を派遣～」         

 

１月４日 カボベルデのバルロベント裁判所は、マドゥ

ロ政権のテスタフェロとされるコロンビア人企業家ア

レックス・サアブ氏の米国への身柄引き渡しを決定した。 

 

同決定について、サアブ氏の弁護人は「１２月２日に西

アフリカ裁判所（アフリカ各国が加盟している国際裁判

所）が決定した決定と衝突している」と抗議の意を示し

ている（西アフリカ裁判所は、カボベルデに対して、ア

レックス・サアブ氏を自宅軟禁措置に変更するよう命じ

ていた）。 

 

また、「今回の決定はカボベルデ政府の法律・憲法規定

に違反しているとしてカボベルデの最高裁判所に控訴

する」との見解を示している。 

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、仮に最高裁判所がバル

ロベント裁判所の決定を承認すれば米国への引き渡し

が実行されると報道。早ければ１５日後にはサアブ氏は

米国に引き渡されるとしている。 

 

また、今回の決定を受けて米国政府は、引き渡し手続き

を進めるための検事らをカボベルデに派遣したと報じ

られている。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.543」で紹介し

たが、マドゥロ政権側はサアブ氏の米国引き渡しの妨害

を試みており、サアブ氏を「アフリカ連合（UA）」のベ

ネズエラ代表大使に任命し、外交特権を適用することで、

エチオピアに移動させようとしているようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8386edf39dbdca5e097c102e07973395.pdf
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「野党議員３名 国会議員の職務終了を宣言」                  

 

１月５日から新国会が始まる。 

２１年は野党国会の任期が満了し、与党多数の国会が新

たに発足する。 

 

ただし、野党国会は２０年１２月の国会議員選を正当な

選挙と認識しておらず、２１年以降も現国会が継続する

とのスタンスを示している。 

 

つまり、野党・与党２つの国会が発足することになる。 

 

しかし、野党国会を継続させる案に賛同していない野党

議員もおり、３名の野党議員が国会議員の職務を終了す

ると発表している。 

 

１人は「新時代党（UNT）」に所属するスターリン・ゴ

ンサレス議員。２０１９年には第２国会副議長を務めた

人物だ。 

 

ゴンサレス議員は、エンリケ・カプリレス元ミランダ州

知事と同じく１２月の国会議員選に参加するべきと主

張していた人物でもある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.493」参照）。 

 

ゴンサレス議員は、自身のツイッターで 

「本日、多くの学びとともに１つの章を終了する。我々

は多くのテーマについて的確な対応を取ったが、同時に

多くの間違いを犯したことを認識している。ベネズエラ

国民に自由と平和をもたらす以上に価値のあることは

無く、それらを達成するための努力を止めることはでき

ない。私の掲げる旗に続くよう求める。 

 

私を代表として選んでくれた人々、私の活動を支えてく

れた人々に感謝する。」 

と投稿した。 

 

他、「第一正義党（PJ）」に所属するマリアベート・バリ

オス議員も国会議員終了を発表。また、同じく PJ のラ

ファエル・グスマン議員も憲法に則り国会議員の職務を

終了すると発表した。 

 

なお、正式に国会議員の終了を宣言したわけではないが、

「行動民主党（AD）」のラモス・アジュップ幹事長、「新

時代党（UNT）」の議員だったが、離党し独立議員にな

っているデルサ・ソロルサノ議員など複数の野党議員が

自身のツイッターに書かれているプロフィールから「国

会議員」の役職を削除している。 

 

仮にグアイド政権と主要野党が２１年以降もこれまで

と同じスタンスを継続するのであれば、離脱した議員は

カプリレス元知事らと共に新たな政党を発足すること

もありそうだ。 

 

経 済                        

「２０年の原油等輸出量 日量６２．７万バレル」           

 

ロイター通信が入手した情報によると、２０２０年のベ

ネズエラの原油・石油製品輸出量は、日量６２万６，５

３４バレルだったという。 

 

過去７７年で最も低い水準で、２０１９年の輸出実績か

ら３７．５％（日量３７万６，５００バレル）減だった

としている。 

 

また、ガソリン等石油製品の輸入減は更に激しく、２０

１９年から５１％減の日量８万３，７８０バレルだった

としている。 

 

輸出・輸入減少の理由については、「米国が PDVSA の

取引企業に対して PDVSA からの原油購入を停止する

よう要請。また、ガソリン輸出を止めるよう求めたこと

で取引量が減少した」としている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
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なお、２０年１２月の原油・石油製品輸出量については、

日量４８．７万バレルだったとしている。 

また、ガソリン等石油製品の輸入については、日量７，

５００バレルだったとしている。 

 

「解雇禁止令を延長」                  

 

１２月３１日付けの特別官報６６１１号が公布され、解

雇禁止令が延長された。 

 

解雇禁止令は、労働者側に責任がない理由で解雇するこ

とはできないという内容。 

 

解雇禁止令の更新はベネズエラでは大きく取り上げら

れるが、ベネズエラの労働法にはもともと「労働者側に

責任がない理由で解雇することはできない」と定められ

ており、解雇禁止令が発効されても特に変わらない。 

 

同政令の更新は、「経営者から国民の雇用を守る」とい

う与党の政治的なポーズに過ぎないと思われる。 

 

ベネズエラの労働法では、労働法に定められている要件

を満たした場合のみ労働者を解雇できることになって

おり、経営側の都合による労働者の解雇は原則出来ない。 

 

また、解雇要件を満たしていたとしても労働者が労働監

督局にクレームをすれば、経営側が負けることになる。 

 

解雇は労働問題に発展しやすく、経営者側は退職金を積

み増すなど退職インセンティブを設けて、自発的な離職

を促す形で解雇を進めることが一般的だ。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「隔離措置再開 警察 路上販売員に催涙弾発砲」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.543」でも紹介した通

り、１月４日から Covid-19 感染防止のための隔離措置

が再開する。 

 

１月４日 マドゥロ政権は、感染拡大防止の隔離措置を

徹底させるため国家警察を増員し、外出自粛・店舗閉鎖

などを促した。 

 

カラカスのカティア地区では、路上で商品を販売する

「ブオネロ」や営業を続けている店舗に営業を停止する

よう要請。 

 

衝突が起こり、警察が催涙弾を発砲、暴力を振るうなど

治安が悪化したという。 

 

「ミランダ州知事 Covid-１９に再び感染」                  

 

１月４日 ミランダ州知事のエクトル・ロドリゲス氏は

Covid-１９感染を発表した。 

 

ロドリゲス知事は７月にも Covid-１９に感染しており、

これで２度目の感染になる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.475」参照）。 

 

また、同日にモナガス州知事のジェリテス・サンタエジ

ャ氏、与党主要政治家の１人、ブランカ・エカウト議員

も Covid-１９感染を発表した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8386edf39dbdca5e097c102e07973395.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e95bee8090d8bd82c7ba558a8e4c73f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e95bee8090d8bd82c7ba558a8e4c73f.pdf
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２０２１年１月５日（火曜）              

政 治                       

「与党新国会 ホルヘ・ロドリゲス議長就任      

      ～外国移住者の資産没収を提案～」        

 

１月５日 ２０年１２月の国会議員選で当選した与党

多数の国会が発足した。 

 

初日は国会議長、その他国会役職者らを決めるのが慣例

となっている。 

 

２０２１年の国会議長はホルヘ・ロドリゲス前情報通信

相に決まった。また、第１副議長は、イリス・バレラ議

員。第２副議長は、ディダルコ・ボリバル議員が就任し

た。 

 

他、与党グループの代表議員は、ディオスダード・カベ

ジョ元制憲議長が務めることになる。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、故チャベス政権からの

与党幹部。２００４年～０６年まで「選挙管理委員会

（CNE）」の役員・代表を務めた。２００７年１月～０

８年１月まで副大統領。その後、リベルタドール市長、

観光相、情報通信相らを務めた。 

 

 

（写真）Maduradas 

“左からホルヘ・ロドリゲス新国会議長、イリス・バレ

ラ第１副議長、ディダルコ・ボリバル第２副議長” 

 

イリス・バレラ第１副議長は、刑務関連の職務が長く、

２０１１年～２０年のほとんどの期間、刑務制度相を務

めていた。 

 

ディダルコ・ボリバル第２副議長は、１９９５年～０８

年までアラグア州知事を務めた人物。現在は与党グルー

プ「Podemos」の党首を務めている。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、就任演説で「過去を忘

れることなく、和解する」と主張。他者の意見を聞く姿

勢と過ちを赦す必要性を訴えたが、同時に過去を無かっ

たことにはできないとして、米国・野党らをけん制した。 

 

また、イリス・バレラ国会第１副議長は、外国に移住し

た全てのベネズエラ人の資産を没収するよう提案した。 

 

外国に移住する人の多くは野党支持者であり、野党支持

者がベネズエラ国内に持つ資産を没収すると脅してい

るように見える。 

 

外国に住んでいるベネズエラ人が保有している会社・不

動産などを没収し、ベネズエラ国内で活動する意志のあ

る外国投資家・外国企業に売却することで投資を呼び込

む可能性も考えられるだろう。 

 

 

（写真）大統領府 

“就任演説をするホルヘ・ロドリゲス国会議長” 
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「野党国会 現国会役員の続投を決定」           

 

野党国会も１月５日に議会を実施。 

 

グアイド議長の再任が決定した。また、第１副議長は「第

一正義党（PJ）」のファン・グアニパ議員、第２副議長

は、少数政党「プロジェクト・ベネズエラ」のカルロス・

ベリスベイティア議員。 

 

つまり、国会役員３役は、２０２０年と全く変わらなか

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.389」参照）。 

 

グアイド議長は、演説でマチャド VV 党首、アジュップ

AD 幹事長、カプリレス元ミランダ州知事、ボルヘス PJ

幹事長らに団結を求めたが、自身の方針を変えるような

姿勢は示さなかった。 

 

この１年でグアイド議長の言葉を聞く国民はかなり減

った。グアイド政権が今まで通りのやり方を続けるので

あれば、国民が彼らの言葉に耳を傾けることはないので

はないか。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

 

 

「２１年の国会に対する各国のスタンス           

  ～茂木外相 中南米遊説で見解を表明～」         

 

与党国会・野党国会のどちらをベネズエラの正当な国会

と認識するかは国によって異なる。 

 

現時点でベネズエラ国会に関して何らかの見解を示し

た国を紹介したい。 

 

まず、野党を正当な国会と認識すると発表した国は、米

国・コロンビア・ブラジル・カナダの４カ国。 

この４カ国は与党国会の正当性を拒絶し、野党国会を正

当な国会と認識するスタンスを表明している。 

 

また、ウルグアイは「野党国会を正当な国会と認識する」

とは発言していないが、与党国会の正当性を拒絶した。 

 

日本のスタンスは、ウルグアイに近いが「与党国会の正

当性を拒否」とまではいかず、「１２月の国会議員選の

正当性に疑念を感じている」程度の表現にとどめている。 

 

１月３日 茂木外相は EFE 通信の取材でベネズエラに

関する質問をされ、以下の通り回答している。 

 

 

【問】今回訪問される 5 か国はベネズエラの政治危機へ

異なった姿勢を示しています。中南米におけるベネズエ

ラ問題は重大な関心事であり、地域内に差異を生み出し

ています。日本はベネズエラ問題へはどういう姿勢で対

応するのでしょうか。 

  

【大臣】ベネズエラの政治・経済情勢及び人道状況の悪

化は、５４０万人に及ぶ避難民を生み出し、ベネズエラ

国内のみならず周辺国を巻き込んだ地域の問題に発展

しています。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
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今回訪問するメキシコ、ウルグアイ、アルゼンチン、パ

ラグアイ及びブラジルの 5 か国は、ベネズエラ危機が民

主的かつ平和的に早期に解決されることが重要である

という共通の認識を有していると理解しています。 

 

日本は、昨年１２月に実施されたベネズエラ国会議員選

挙の手続の正統性に疑義を有しており、深い懸念を表明

しました。また、人権理事会や国際ドナー国会合等にお

いても、ベネズエラ国内における人権問題に対して、深

い懸念を表明してきています。 

 

日本は、こうしたベネズエラの政治・経済状況及び人道

状況の悪化を受け、ブラジル、コロンビア、ペルー、エ

クアドルといったベネズエラ避難民を受入れている周

辺国及びベネズエラ国内に、１７年以降約４，１３０万

ドルの支援を実施してきました。 

 

直近では、先月、国連児童基金に対して約４９０万ドル

を供与し、ベネズエラ国内における帰還民・国内避難民

を含む児童や妊産婦への予防接種の実施、及び医療従事

者の能力強化のための支援を行っています。さらに、国

際移住機関に対して約２９５万ドルを供与し、ペルー内

のベネズエラ避難民に対する食料支援、職業訓練等を行

っています。 

 

日本は、引き続き、ベネズエラにおいて、広範な国民の

参加を得た形での民主主義の回復と自由で公正な選挙

の早期実施を求めており、グアイド暫定大統領を支持し

ています。 

 

新型コロナが拡大する中でも、引き続き、海外に流出す

るベネズエラ避難民の受入れを含め人道状況を注視し

ていくとともに、こうした課題に対応するため今回訪問

する 5 か国を含む中南米諸国及び国際社会と連携して

いく考えです。 

 

 

 

逆に、与党国会を正当な国会と認識している国は、与党

国会の発足式に政府関係者を派遣した国で判断したい。 

同日の発足式に参列した国は、シリア、中国、ボリビア、

ニカラグア、トルコ、サウジアラビア、イラン、トリニ

ダードトバゴ、キューバ、エジプト、ロシア、インド、

ベラルーシ、ドミニカ国、アルゼンチン、バルバドス、

赤道ギニア、メキシコ、パレスチナ、アルジェリア、カ

タール。 

 

これらの国は、与党国会を正当な国会と認識していると

考えてよさそうだ。 

 

「WP グアイド政権の汚職取引疑惑を告発       

 ～外国の資産回収を弁護士に依頼、賄賂受領？～」         

 

米国紙「ワシントンポスト」は、グアイド政権の汚職疑

惑に関する記事を公表した。 

 

今回公表された汚職疑惑は複数あり、これらの汚職には

グアイド政権の外国資産回復担当を務めているハビエ

ル・トロコニス氏、フェルナンド・ブラシ氏が関わって

いるという。 

 

汚職疑惑の１つは、既に２０年９月に「Factores de 

Poder」が報じており、弊社でも「ウィークリーレポー

ト No.166」で詳細を紹介している。 

 

以下ではそれ以外の汚職疑惑について紹介したい。 

 

１つ目は、パラグアイ石油公社が PDVSA に負っている

２億６，９００万ドルの債務について。トロコニス氏は、

この債権（PDVSA にとっては債権）を半分に減らすこ

とを提案。この提案に関連してコミッションを得ていた

疑惑がある。本件については、グアイド政権の会計監査

総長を辞任したホセ・イグナシオ・エルナンデス氏が告

発している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664bbcdb9c4b3c8ee9428cdf5e0c6dc1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664bbcdb9c4b3c8ee9428cdf5e0c6dc1.pdf
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エルナンデス前会計監査総長によると、この債権の減免

交渉はグアイド政権が任命した PDVSA 役員メンバー

に知らされず行われていたという。 

 

また、この交渉に関与したアルゼンチン人の Sebastián 

Vidal 弁護士にコミッションとして２，６００万ドルが

支払われており、この資金が野党議員らに流れた可能性

が疑われている。 

 

２つ目は、トロコニス氏が米国フロリダ州の弁護士事務

所と英国にある食糧省の口座資金（１７億ドル）を、野

党のコントロール下に置くための契約を締結したとい

う。 

トコロニス氏は、グアイド政権としてこの契約に署名し

たと説明しているが、新たにグアイド政権の会計監査総

長に就任したエンリケ・サンチェス・ファルコン氏は、

トロコニス氏は本件に関して署名を締結することを許

可されていなかったと言及している。 

 

「米下院外交政策委員長 方針変更を要請」           

 

２１年１月に米国下院外交委員会の代表に就任した

Gregory Meeks 議員（民主党）は、AFP 通信の取材に対

応。バイデン政権に現在の対ベネズエラ方針の変更を求

めるとの考えを示した。 

 

「明らかにトランプ政権が行ってきた方針は間違って

いる。ベネズエラ人は米国で起きていることを笑ってい

る。なぜなら、トランプ大統領がしていることはまさに

マドゥロ政権がベネズエラで行っていることと非常に

似ているからだ。異なる政治姿勢が必要だ。」 

との見解を示した。 

 

Gregory Meeks 議員は、オバマ政権下では故チャベス元

大統領の葬儀に参列。また、過去にマドゥロ大統領とも

会談をしている。 

 

Gregory Meeks 議員は、対話による問題解決を志向する

姿勢を示しており、バイデン政権の基本方針と一致して

いる。 

 

１月５日 米国ジョージア州で２名の上院議員を決め

る投票が行われ、１名は民主党候補が勝利。現在は、も

う１名の当選者を決める開票作業が進んでいる。 

 

仮に民主党が２議席を獲得した場合、上院（定員１００

議席）は、共和党５０議席、民主党５０議席で均衡する。 

 

同票の場合は、民主党のカマラ・ハリス次期副大統領が

最後の１票を投じることになるため、実質的に民主党が

上院をコントロールすることになる。 

 

下院は既に民主党が多数。上下両議会が民主党になった

場合、バイデン政権はかなり政策実行が容易になるだろ

う。 

 

経 済                       

「Laser 墨への渡航要件を追加」            

 

「Laser Airline」は、ベネズエラ人がメキシコに渡航す

る際に必要な要件を追加した。 

 

１つ目は、パスポートは渡航する時点で１８０日以上の

有効期限が必要というもの。 

 

他、到着前にメキシコ移民管理局が発効する２種類の書

類を記入する必要があるという。また、メキシコ移民管

理局は必要に応じて、滞在期間に必要な経済力があるこ

とを証明する資料を求めることが出来るというもの。 

 

以上 


