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（写真）制憲議会 “５月２０日 制憲議会の存続期間を２０２０年１２月３１日まで延長することを決定” 

 

 

２０１９年５月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 改めて国会議員選を提案」 

「制憲議会 ２０年１２月末まで存続を決定」 

「ベッキオ在米大使 国防省次官らと会談 

～米国軍南部総督とは会談せず～」 

「イサイアス・ロドリゲス在伊ベネズエラ大使 

マドゥロ大統領に辞表を提出」 

経 済                     

「グアイド政権 債務再編問題担当者を任命」 

「１９年４月の食料費 先月比２３．７％増」 

「中銀 ２０年１月までに新たなカード決済を指示」 

２０１９年５月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「ロペス国防相 ロシア大使就任の噂 

～新たな国防相を巡り軍内部で権力闘争？～」 

「元国軍幹部 CNE 役員代行を非難」 

経 済                    

「在露ベネズエラ大使 

GOLD 取引は制裁を回避する手段を確立した」 

「工業生産省 自動車輸入の免税措置を公布」 

「DICOM １ドル BsS.５，６３３．６３」 

社 会                     

「元在ベネズエラ西大使の息子 汚職で逮捕」 
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２０１９年５月２０日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 改めて国会議員選を提案」       

 

ノルウェーでの与野党交渉に向けた模索が報じられて

から数日だが、またマドゥロ大統領が交渉の進展に歯止

めをかけるような発言をしている。 

 

５月２０日 マドゥロ大統領は、２０２０年に予定され

ている国会議員選挙の前倒しを提案した。 

 

「選挙を通じて民意を問おう。民意がどこにあるのかを

はっきりさせるため国会議員選を前倒して実施しよう。

誰が勝つか負けるかを決定する。私は国民の意志を尊重

する。」と発言した。 

 

今回の発言に野党はもちろん、欧米諸国、リマグループ

各国が非難を表明している。 

 

グアイド議長はマドゥロ大統領の提案を拒絶。 

「虚偽の選挙は我々の危機を悪化させるだけだ。大統領

職の強奪を辞め、自由選挙を行うことだけが解決策にな

る。」 

とツイッターに投稿した。 

 

今回のマドゥロ大統領の発言は、メディアではかなり大

きく取り扱われているが、これまでマドゥロ大統領とカ

ベジョ制憲議長は何度となく、国会議員選挙の前倒しを

提案しているが、現時点では実施されていない。 

 

今回もただの脅しの可能性も十分に考えられるだろう。 

 

なお、同日から丁度１年前の１８年５月２０日はマドゥ

ロ大統領の再選をかけた大統領選が実施された日だっ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.139」参照）。 

 

１年が経過し、選挙についてコメントする流れで今回の

発言が出た可能性もあるだろう。 

 

「制憲議会 ２０年１２月末まで存続を決定」         

 

５月７日 カベジョ制憲議長は、制憲議会の存続期間に

ついて５月２０日の通常議会で決定したいと提案して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.288」参照）。 

 

この提案を受けて、５月２０日に制憲議会は自組織の存

続期間について議論。 

 

当初、２０１９年８月までを予定していた存続期間を２

０２０年１２月３１日まで延長することを全会一致で

承認した。 

 

ベネズエラの憲法によると、制憲議会とは、憲法を改正

するために組織されるもの。 

 

しかし、最高裁が国会に対して無効を宣言したことで、

制憲議会は国会の役割である立法権を担うような組織

になってしまっている。 

 

なお、制憲議会は、憲法を規定する存在ということで、

「行政」、「立法」、「司法」、「選挙」、「民衆」のどの公権

力よりも上に位置する存在とされているため、与党は制

憲議会の決定には国会も含めても逆らうことはできな

いという筋書きを立てている。 

 

なお、前述の通り、マドゥロ大統領が国会議員選を前倒

しで実施しようと発言しているが、前倒しで実施されな

くても現国会の任期は２０２１年１月９日まで。 

 

制憲議会が２０２０年１２月末まで残るのであれば、現

国会の任期中は制憲議会が存続し続けることになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
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「ベッキオ在米大使 国防省次席秘書官らと会談       

      ～米国軍南部総督とは会談せず～」                  

 

グアイド議長の指示を受けて、５月２０日に国会が任命

した在米ベネズエラ代表大使のカルロス・ベッキオ氏は、

米国軍南部総督と会合をする予定だった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.291」参照）。 

 

しかし、当日、ベッキオ大使は米国軍南部総督とは面談

せず、米国国務省でベネズエラ担当官を務めるエリオッ

ト・エイブラム担当官、米国国防省の次官らと会合をし

た。 

 

ベッキオ大使は同日の会合について「面談者がより高い

レベルになった」と説明しているが、ベッキオ大使はこ

れまで何度もエイブラム担当官と面談しているし、国防

省次席秘書官とも５月１４日に既に会合している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.291」参照）。 

 

面談の内容についても「これまでの米国軍の活動内容や

人道支援についての意見交換」など特に目新しいような

発表もない。 

 

多くの野党支持者は、米国政府がベネズエラへの軍事介

入に積極的ではないと認識したことだろう。 

 

「イサイアス・ロドリゲス在伊ベネズエラ大使      

        マドゥロ大統領に辞表を提出」         

 

５月２０日 在イタリア・ベネズエラ代表大使のイサイ

アス・ロドリゲス氏がマドゥロ大統領に辞表を提出した。 

 

イサイアス・ロドリゲス氏はベネズエラ与党の重鎮。故

チャベス政権下で企画相などを歴任した人物。 

 

 

 

辞表は公開されている。マドゥロ政権への非難は無く、

米国の制裁に対する非難が主だった。辞職の理由につい

て、「高齢のため、闘争を続けることが出来ない」とい

うことのようだ。 

 

 

親愛なる大統領へ 

 

あなたの崇高な戦いに敬意を表する中、私はイタリア大

使を辞職することを求める。 

 

私は自身が高齢になりすぎたことを認めなければいけ

ない。あなたも知っているように私は信念を変えていな

いが、絶え間ない政治闘争に耐え続けることができない。

そのため、私は戦いの場から身を引きたいと考えている。 

 

私は私が生きた１９９８年から現在までの歴史を自身

の子孫に伝えるために執筆をしたいと考えている。 

 

私は自身のしてきたことに後悔はしておらず、幸せな政

治人生だった。 

 

私は恨みも資産も持たずに今の職を離れる。米国の制裁

により資産は凍結され、私の妻は生活を維持するため前

の夫からもらった服を売った。 

米国の制裁によりイタリアの銀行が口座を凍結したた

め私は口座を持っていない。今は自身の車を売却しよう

としている。私は資産を持っていないが、これまでの記

憶を持っている。 

 

私はこの辞表を公開する。なぜなら私の辞職は私が決め

たことだからだ。私はイタリア大使に就任したことを誇

りに思っている。 

あなたの友人 

イサイアス・ロドリゲス 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0c8489a6e99bb99e53c0c653eb90ab.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0c8489a6e99bb99e53c0c653eb90ab.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0c8489a6e99bb99e53c0c653eb90ab.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0c8489a6e99bb99e53c0c653eb90ab.pdf
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（写真）La Patilla “イサイアス・ロドリゲス氏” 

 

経 済                        

「グアイド政権 債務再編問題担当者を任命」           

 

５月１９日 グアイド議長は Lee C. Buccheit 氏をベネ

ズエラの対外債務再編担当に任命すると発表した。 

 

Buccheit 氏は、数十件の国の対外債務再編に関わった経

験があるエキスパート。２０１２年のギリシャ、０５年

～０８年のイラクの債務再編なども経験している。 

 

国の債務再編はどのケースも困難なものだと想像する

が、ベネズエラの債務再編は特に難しいものになるだろ

う。特に現段階では外貨の源泉であるベネズエラ国内の

石油産業はマドゥロ政権が握っている。 

 

そもそもマドゥロ政権がどれだけの対外債務を負って

いるのか、正確な数字さえも分かっていない。 

 

債権者と交渉するにしても野党側では支払いを確約す

ることはできない。資産を持たない窓口と債務再編交渉

を行うことにどれだけ意味があるのかもよく分からな

い。 

 

 

 

 

 

（写真）La Ptilla 

“対外債務再編の専門家 Lee C. Buccheit 氏” 

 

「１９年４月の食料費 先月比２３．７％増」                  

 

CENDAS-FVM は、ベネズエラの５人家族が一カ月生

活するのに必要な生活費、食費を調査している。 

 

５月２０日 CENDAS-FVM は、１９年４月の月額食

料費が１９２万３，２６５．０２だったと発表。先月

（BsS.１５５．６万）から２３．７％増加した。 
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「中銀 ２０年１月までに新たなカード決済を指示」                  

 

中央銀行と銀行監督局（SUDEBAN）は、国内金融機関

に対して、２０２０年１月末までに Visa、Mastercard、

Sistema Maestro 以外のカード決済手段を開発するよう

要請を出した。 

 

また、５月１６日付けの決議 SIB-DSB-04714 では、金

融機関に対して、６０日以内に生体認証機能のあるベネ

ズエラ独自の決済システムを構築するよう指示を出し

ている。 

 

ベネズエラではこのような無理な注文をすることが多

いので、実際は出来ないのだろう。 

 

現地の経済系メディア「BancayNegocios」は金融システ

ム専門家の情報として、 

「ベネズエラ独自の決済システムの構築については２

０１１年から議論されているが、実際のところ容易では

ない。国際決済機関はベネズエラ起源のデータを欲して

いない」 

とコメントしている。 

 

２０１９年５月２１日（火曜）              

政 治                        

「ロペス国防相 ロシア大使就任の噂          

  ～新たな国防相を巡り軍内部で権力闘争？～」        

 

パドリーノ・ロペス国防相がロシア大使になるという噂

は以前から存在している。 

 

実際のところ、現在までロペス国防相は職を変わってい

ないが多くの野党関係者はそのような指摘をしている。 

 

 

 

急進野党に属する活動家のタマラ・スジュ氏は、パドリ

ーノ・ロペス国防相がロシア代表大使に就任し、その後

釜としてホセ・オルネラス・フェレイラ陸軍大将とレミ

ヒオ・セバジョ国軍総司令官が国防相の座を巡り内部闘

争を繰り広げていると訴えた。 

 

なお、同日、米国のマルコ・ルビオ議員もロペス国防相

がロシア大使になろうとしていると自身のツイッター

に投稿していた。 

 

 

（写真）タマラ・スジュ氏ツイッター 

“オルネラス・フェレイラ陸軍大将（左）と 

レミヒオ・セバジョ国軍総司令官（右）” 

 

「元国軍幹部 CNE 役員代行を非難」         

 

マドゥロ政権を離反した与党幹部の一人、ウゴ・カルバ

ハル氏は選挙管理委員会（CNE）で役員代行を務めるカ

ルロス・キンテロ氏が選挙の票操作の主要な責任者だと

訴えた。 
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キンテロ氏はほとんど知られていない人物でメディア

にも露出していないが、長年にわたり CNE でルセナ代

表と並んで実権を握っているという。 

なお、キンテロ氏は、米国、カナダ、パナマの制裁対象

リストに入っている。 

 

現地メディア「Maduradas」によると、キンテロ氏は、

２００２年～２００４年まで軍の知的犯罪捜査グルー

プに属していたという。 

 

その後、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相が CNE 代表を

務めていた頃に CNE に移籍した。 

 

２０１４年に最高裁判所がキンテロ氏を CNE 役員代行

に任命している。 

 

 
（写真）Eugenio Martinez 氏（選挙専門家）Twitter 

“カルロス・キンテロ CNE 役員代行” 

 

経 済                       

「在露ベネズエラ大使                  

 GOLD 取引は制裁を回避する手段を確立した」            

 

５月２１日 在ロシア・ベネズエラ代表大使を務めるカ

ルロス・ファリア氏は記者会見で 

 

 

 

 

「我々の大統領はベネズエラの GOLD 生産が増えてい

ると発表した。 

 

この発表を受けて、米国政府は即座に GOLD 取引に制

裁を科し、GOLD 産業発展に協力してくれていた仲間

に対して、あらゆる取引の禁止を強いた。 

 

当然ながら、我々は既にこの制裁を回避する手段を見つ

けている。」 

と発表した。 

 

「工業生産省 自動車関連の免税措置を公布」           

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、工業生産省がベ

ネズエラ国内での自動車組み立て部品の輸入に関して

付加価値税、関税を免除する措置を発表したと報じた。 

 

組み立て業者は原則、指定された税関を通じて輸入しな

ければいけない。もし指定された税関以外の場所で通関

を行う場合は事前に輸入する税関に通知をする必要が

ある。 

 

また、４月２９日付の特別官報６，４５４号で、個人使

用の完成車輸入を許可する決議を公布した。ただし、輸

入する完成車は新車あるいは製造から５年以内の自動

車でなければいけない。 

 

同決議は公布された時点で有効になるとしており、既に

有効ということになる。 

 

筆者自身はまだ政令のオリジナルを確認できておらず、

詳細については官報を確認する必要がある。 
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「DICOM １ドル BsS.５，６３３．６３」         

 

新外貨システム「両替テーブル」は増減を繰り返しなが

らボリバル安の方向に推移している。 

 

５月２０日（月曜）の平均為替レートは１ドル BsS.５，

５４５．７５。 

５月１７日（金曜）の１ドル BsS.５，５５６．９６から

ややボリバル高となった。 

 

しかし、５月２１日の平均為替レートは１ドルBsS.５，

６３３．６３と再びボリバル安に推移した。 

 

また、銀行別では右写真の６行の平均レートが紹介され

ている。今回から BID と ASK の両方が表示されるよう

になっている。 

 

 

 

 

 
（写真）ベネズエラ中央銀行 

“５月２１日の両替テーブル、平均レート情報” 

 

社 会                        

「元在ベネズエラ西大使の息子 汚職で逮捕」           

 

スペイン警察は、PDVSA へのアドバイザー契約を巡り

２００８年～２０１３年にかけて、少なくとも４００万

ユーロを不正に受け取った疑いがあるとして、容疑者４

名を逮捕した。 

 

この４名の中には、在ベネズエラ・スペイン大使を務め

たことのあるラウル・モドロ元大使の息子が含まれてお

り、モドロ元大使の庇護のもと、不正を働いた可能性が

高いとしている。 

 

現在のところ、スペイン警察は、ラウル・モドロ元大使

が高齢（８４歳）であるとの理由から逮捕は考えていな

いという。 

 

なお、ラウル・モドロ氏がスペイン大使を務めていたの

は２００４年で、不正が始まったのは大使を退いた後だ

と報じられている。 

以上 


