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（写真）グアイド議長ツイッター “制憲議会による、４議員の国会議員資格はく奪決定を非難” 

 

 

２０１９年８月１２日（月曜） 

 

政 治                     

「制憲議会 ４議員の国会議員資格をはく奪 

～国会議員選実施のための委員会を発足～」 

「マドゥロ大統領 閣僚７名を交代」 

経 済                     

「マドゥロ政権 マルタの銀行経由で制裁回避」 

「NZ 乳製品輸出企業 ベネズエラ事業で損失」 

「コルゲート 偽物商品の流通を訴え」 

社 会                     

「国連 ２０２０年以降もベネズエラ移民増える 

～移民希望先 １位はチリ～」 

２０１９年８月１３日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 対外債務再編委員会を組織 

CITGO 社長について改めて留任を決定」 

「ドゥケ大統領 国連でマドゥロ政権を訴え 

～コロンビアのテロ組織をかくまっている～」 

「カプリレス元知事 マチャド党首を再び批判」 

経 済                    

「PDVSA２０ 不履行時に CITGO 差し押さえ？」 

「Zoom 送金サービスを再開」 

「マドゥロ政権 違法なたばこ販売増加を訴え 

～違法取引の横行で税金徴収ができない～」 
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２０１９年８月１２日（月曜）             

政 治                       

「制憲議会 ４議員の国会議員資格をはく奪      

  ～国会議員選実施のための委員会を発足～」       

 

８月１２日 制憲議会は臨時会合を召集。 

 

同会合で第一正義党（PJ）のトマス・グアニパ議員、ホ

セ・ゲラ議員およびベネズエラ主導党（VV）のラファエ

ル・グスマン議員、ファン・パブロ・グアニパ議員の議

員資格と不逮捕特権のはく奪を承認した。 

 

トマス・グアニパ議員は PJ 幹部。１７年１０月の州知

事選の際にスリア州知事に当選したものの制憲議会へ

の知事就任宣誓を拒み知事になれなかったファン・パブ

ロ・グアニパ氏の兄でもある。 

 

ホセ・ゲラ議員は、チャベス政権前に中央銀行の管理職

などを務めた経済学者。 

元々、ベネズエラの経済情勢のご意見番として知名度が

高かったが、２０１５年に初めて議員選に出馬。２０１

６年から国会議員として経済分野を中心にマドゥロ政

権を非難してきた。 

 

ラファエル・グスマン議員、ファン・パブロ・グアニパ

議員は急進野党であるベネズエラ主導党（VV）のメン

バーで諸外国の制裁と米国の軍事介入を求めていた。 

 

８月１１日 グアイド議長は１２日の制憲議会でベネ

ズエラ国会の解散が決定され、国会議員選の前倒し実施

が承認されると警鐘を鳴らしていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.329」参照）。 

 

 

 

 

カベジョ議員は 

「国会は制憲議会が解散させなくても自分自身で崩壊

していく。国会は機能しておらず、崩壊を止めることは

できない。」 

と説明し、現時点では国会を解体する意志が無いことを

示した。 

 

他方、「憲法では次の国会議員選は２０２０年に実施す

ることになるが、２０２０年１２月に実施するという決

まりはない。」として、早期に国会議員選を実施する方

針を示し、制憲議会内に国会議員選の実施に向けた委員

会を発足した。 

 

同委員会のメンバーはディオスダード・カベジョ制憲議

長、元カラボボ州知事のフランシスコ・アメリアッチ議

員、マリア・アレハンドラ・ディアス議員の３名。 

 

制憲議会による４議員の国会議員資格はく奪と国会議

員選の早期実施に向けた動きについて、野党はもちろん、

リマグループ、欧州連合などが非難の声を挙げている。 

 

「マドゥロ大統領 閣僚７名を交代」         

 

８月１１日 マドゥロ大統領は自身のツイッターで７

名の閣僚交代を発表した（正確には６名の閣僚交代と１

省庁の新設）。 

 

ラウル・アルフォンソ・パレデス防衛軍中将を公共事業

相に任命（マルレニー・コントレラス氏の後任）。 

 

地方開発研究所の代表で土地農業省次官のオスワルド・

バルベラ氏を社会主義環境相に任命（ヘルキー・ランヘ

ル氏の後任）。 

 

ベネズエラ・ボリバル大学のセサル・トロンピス氏を大

学高等教育相に任命（ウグベル・ロア氏の後任）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df596c31433e5eafe08ed3d87fb2e132.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df596c31433e5eafe08ed3d87fb2e132.pdf
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ヒルベルト・ピント海軍総督を環境鉱物相に任命（ヒル

ベル・カロ氏の後任）。 

 

フェリックス・ラモン・プラセンシア氏を観光貿易相に

任命（観光相と国際投資貿易相が合併、観光相はステジ

ャ・ルーゴ氏の後任、国際投資貿易相はジョマナ・コテ

ッチ氏の後任）。プラセンシア氏は外務次官を務めてお

り、国際協力担当だったという。 

 

アシア・ジャジャイラ・ビジェガス氏を女性平等相に任

命（エルネスト・ビジェガス氏の妹）。 

 

都市農業相にバネッサ・モンテロ・ロペス氏を任命。 

同組織は新設だが、過去に存在した。今回の発表で再び

新設されたことになる。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 マルタの銀行経由で制裁回避」           

 

マルタのメディア「Times of Malta」は、マルタにある

金融機関「Hurds Bank」を介して米国の制裁を回避して

いると報じた。 

 

「Times of Malta」によると、マルタの近海（マルタの

領海ではない）で石油製品の海上受け渡しを行い、石油

製品の受け渡しを受けた船がベネズエラに向けて出荷

しているという。 

 

こうすることで商品の行き先が分からなくなるようだ。 

 

別のメディア「Lloyds List」によると、少なくとも１０

隻の石油タンカーがマルタ近海で海上受け渡しを行い、

商品をベネズエラに輸出したとしている。 

 

 

 

 

「NZ 乳製品輸出企業 ベネズエラ事業で損失」         

 

ニュージーランドの乳製品輸出企業「Fonterra」は、海

外事業の不振を理由に４億ドル以上の損失を計上。 

 

特に外国では中国、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエ

ラの事業で損失を計上したと報じた。 

 

経済が好調であった２０１０年代前半、ベネズエラは多

くの乳製品をニュージーランドから輸入していた。 

 

しかし、原油価格の低迷と共にベネズエラの外貨不足が

深刻になり過去に輸入した商品の支払いも滞るように

なった。 

 

具体的な金額は明らかにされていないが、「Fonterra」も

多額の売掛金を計上していたと思われる。 

 

「コルゲート 偽物商品の流通を訴え」                  

 

８月１２日 はみがき粉で有名な生活品メーカー「コル

ゲート・ベネズエラ（Colgate-Palmolive）」は自社ブラ

ンドを語る偽物が流通していると発表。 

偽物は衛生上のリスクがあると警鐘を鳴らした。 

 

偽物かどうかを判別する手段として、パッケージに

「PC-E」と書かれた衛生登録ラベルが付いているとい

う。 
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社 会                        

「国連 ２０２０年以降もベネズエラ移民増える     

        ～移民希望先 １位はチリ～」           

 

国連難民高等弁務官の Felippo Grandi 氏は、チリに訪

問し、ベネズエラ問題について言及。 

 

ベネズエラの政治的な問題が解決しなければ今後も難

民が増加するとコメントした。現在、チリは約４０万人

のベネズエラ移民を受け入れているという。 

 

世論調査会社「Consultor２１」は、移住希望に関するア

ンケートを実施。 

 

回答者の５６％がベネズエラから移住（脱出）したいと

回答した。移住先として人気のある国はチリで回答者の

２０％はチリへの移住を希望した。次いで、コロンビア

が１６．９％。ペルーが１０．７％。 

 

回答者のうち４９％は家族の誰かが外国に住んでいる

と回答。１８年１２月に同社が実施したアンケートから

８％増加したという。 

 

２０１９年８月１３日（火曜）              

政 治                        

「国会 対外債務再編委員会を組織          

    CITGO 社長について改めて留任を決定」        

 

８月１３日 国会は、対外債務交渉を目的とした大統領

直轄委員会を発足した。 

 

同委員会のメンバーは、国会がベネズエラ中央銀行総裁

に任命したリカルド・ビジャスミル氏。国会が PDVSA

役員に任命したアレハンドロ・グリサンティ氏。 

 

 

国会が米州開発銀行（BID）のベネズエラ代表に任命し

たリカルド・ハウスマン氏。国会が任命したホセ・イグ

ナシオ・エルナンデス会計監査総長。オマール・バルボ

サ議員とアンドレス・カメホ議員。 

 

また、野党側のコントロール下にある CITGO のカルロ

ス・ジョルダ社長を改めて CITGO の社長として任命し

た。 

 

「ドゥケ大統領 国連でマドゥロ政権を訴え      

  ～コロンビアのテロ組織をかくまっている～」           

 

８月１３日 コロンビアのドゥケ大統領は、マドゥロ政

権がコロンビアのテロリストをかくまっているとして、

国連にマドゥロ政権を訴えると主張した。 

 

「９月に国連総会が予定されている。私はこの総会でマ

ドゥロ独裁政権がコロンビアのテロリスト集団（ELN

や FARC）をかくまっていると訴えるつもりだ。マドゥ

ロ独裁政権は国連決議１３７３号（加盟国に、テロリス

トに対して資金支援などをしてはいけないとの決まり）

に違反している。」 

と訴えた。 

 

アレアサ外相はドゥケ大統領の発言について強く非難

しており、両国の対立が高まっている。 

 

「カプリレス元知事 マチャド党首を再び批判」         

 

８月７日 エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が急

進野党のリーダーであるマリア・コリナ・マチャド党首

を非難していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.328」参照）。 

 

マチャド党首には熱狂的な支持者が多く、カプリレス元

知事の発言はソーシャルメディア上で強い非難を浴び

ている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e6cbdc08a84f9bdd236e4cd6d69b38b.pdf
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８月１３日 カプリレス元知事は改めてマチャド党首

について言及。 

 

「政治家はキャリアが必要だ。例えば、市議から始まり、

市長になり、知事になり、大統領選に出馬するなど。公

職を経験する中で、行政を理解し、貧困街を知り、そこ

に住む人や国営病院の状況について理解する。」 

と言及した。 

 

マチャド VV 党首は元々、ベネズエラの民間製鉄会社の

役員の娘で相当な資産家。 

 

２０１１年～１４年まで国会議員を務めたが、その前は

人権団体の代表として活動。市長、知事など行政の代表

を経験したことはない。カプリレス元知事は、マチャド

党首には、公職経験がほとんど無く、行政の難しさを理

解していないと暗に非難したと言える。 

 

なお、資産家という意味ではカプリレス元知事もメディ

ア関連で強い権力がある一族。相当な資産家であること

は変わりない。 

 

経 済                       

「PDVSA２０ 不履行時に CITGO 差し押さえ？」            

 

８月５日 米国政府は、米国域内のベネズエラ政府資産

を凍結する制裁を科した。 

 

グアイド政権はこの制裁を受けて、CITGO 資産を売却

するには米国政府のライセンスが必要と主張している。 

 

この点について「Bloomberg」は、制裁には債権者が合

法的な訴えを起こすことが出来ないとは明記されてい

ないとの記事を報じた。 

 

 

 

「Bloomberg」の記事によると、OFAC は PDVSA２０

（同債券には CITGO 株式５０．１％が担保に設定され

ている）の債権者に対して、仮に１９年１０月に元本が

償還できなかった場合は法的措置の対象になると説明

したという。 

 

「Zoom 送金サービスを再開」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.329」で、両替・送金

サービスを提供している「Zoom」がサービスを一時的

に停止したと発表した。 

 

８月１３日 「Zoom」は送金サービスを再開すると発

表した。 

 

８月１３日の両替レートは、ドル買いで１ドル BsS.１

３，６１３．３２。ドル売りで１ドル BsS.１３，７４９．

４５。 

 

なお、同日の並行レートは１ドル１４，０５８．１２

（「Dolar Today」）。並行レートの方がボリバルが低く評

価されているが、そこまで大きな開きではないようだ。 

 

 

（写真）Zoom ツイッター 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df596c31433e5eafe08ed3d87fb2e132.pdf
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「マドゥロ政権 違法なたばこ販売増加を訴え      

  ～違法取引の横行で税金徴収ができない～」              

 

保健省が行った調査によると、ベネズエラでの違法なた

ばこ販売は全体の３０％、本数にして１．７兆本になる

という。 

 

違法な販売とは、正式な手続きを踏まずに外国から輸入

されるタバコで、政府当局の販売許可を取っていないた

め税金が徴収されていないとした。 

 

２０１９年前期だけで９６５．６兆ボリバル（最低賃金

２４１．４億人分になる）の徴税が漏れたとしている。 

 

また、違法なたばこ販売が行われることで国内たばこ産

業の販売が減っているという。たばこメーカー「Cigarra 

Bigott」は、政府当局と協力し、違法なたばこ販売を減

らすとの姿勢を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）保健省調査レポート抜粋 

 

以上 

 

 


