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（写真）Miguel Gutierrez 記者 “１月１５日 与党支持者らが国会前で野党議員の国会入場を妨害” 

 

 

２０２０年１月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「与党支持者 野党派国会議員らの入場を妨害 

～グアイド議長が乗車する車に発砲～」 

「野党派国会 ２０年の委員会代表を任命」 

「野党派国会 TELESUR 社長を任命」 

経 済                     

「公的機関のペトロ使用を義務化する政令を公布」 

「OPEC １９年のベネズエラ産油量４７．３％減」 

「SUNDDE 店舗を回り値下げを強要」 

社 会                     

「公共サービスの劣化 国民の２３％は移住希望」 

２０２０年１月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「ブリト議員 最高裁に PJ 党員復帰を要請 

～PJ、VP が与党に奪われる危機に～」 

「最高裁前に偽物の PJ 党員らが登場」 

「穏健野党 国会議員選は１０月～１２月？」 

「EU 議会 グアイド暫定政権を正式に承認」 

経 済                    

「PDVSA ディーゼル燃料を大幅割引で販売」 

「野党 石油分野は国会の承認必要」 

社 会                     

「ベネズエラの自殺率 ２０１２年の２倍に」 
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２０２０年１月１５日（水曜）             

政 治                       

「与党支持者 野党派国会議員らの入場を妨害      

    ～グアイド議長が乗車する車に発砲～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.393」で紹介した通り、グ

アイド議長は、与党支持者との衝突を避けるため１月１

４日に予定していた国会前での抗議集会を１月１５日

に延期した。 

 

しかし、カベジョ制憲議長は与党支持者に対して、１月

１５日も国会前に集まり国を守るよう要請した。 

 

１月１５日 野党議員らは車に乗り隊列を組んで国会

への入場を試みたが、国会前には軍部・警察の他に「コ

レクティーボ」と呼ばれる武装した与党支持者らが２０

０人ほど大挙しており、彼らに入場を拒まれた。 

 

 

 

コレクティーボは国会に入場しようとする車の行く手

を暴力的な手段で阻止。 

 

野党派国会の第２副議長に就任したカルロス・ベリスベ

イティア議員の乗車した車に発砲するなどした。車は防

弾車だったので命に問題は無かったが事態は混乱を極

めた。 

 

（写真）国家通信センター（野党派国会） 

 

また、大衆意志党（VP）は、グアイド議長が殺されそう

になったと非難の声明を発表。グアイド議長が乗車する

車にも銃弾が撃ち込まれたと訴えた（写真は未確認）。 

 

コレクティーボは、国会前に集まっていた記者らにも攻

撃。野党派国会を支援する人らを拳銃で脅すなどした。 

なお、目立った負傷者、死者については報じられていな

い。 

 

最終的に野党派国会は国会への入場を断念し、エル・ア

ティージョ市に場所を移し、議会を開催した（下写真）。 

 

 

（写真）@SaraCosco 記者ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37a6b8a34a995f362459b7414dbbf145.pdf
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「野党派国会 ２０年の委員会代表を任命」         

 

エル・アティージョで議会を実施した野党派国会は、マ

ドゥロ独裁政権による野党議員の迫害を非難。 

 

また、カルロス・ベリスベイティア国会第２副議長は、

コレクティーボが議員らへ攻撃を行っている際に、軍部

は何も対応をしておらず、事実上協力していたと指摘。

パドリーノ・ロペス国防相は、国民の意志に背いている

と非難した。 

 

なお、同日の議題は「２０２０年の国会の委員会メンバ

ーを決定すること」だった。 

 

グアイド議長は各委員会の代表、副代表を発表した。 

 

以下が新国会の委員会代表と副代表メンバー。 

 

・内政委員会 

代表： Freddy Valera 議員 

副代表： Olivia Lozano 議員 

 

外交政策委員会 

代表： Armando Armas 議員 

副代表： Marialbert Barrios 議員 

 

行政管理委員会 

代表： Jose Pratt 議員 

副代表： Elimar Diaz 議員 

 

財務・経済開発委員会 

代表： Alfonzo Marquina 議員 

副代表： Andres Eloy Camejo 議員 

 

 

 

 

エネルギー・石油委員会 

代表： Elias Matta 議員 

副代表： Tobías Bolivar 議員 

 

安全保障委員会 

代表： Eliezer Sirit 議員 

副代表：  Francisco Sucre 議員 

 

社会統合開発委員会 

代表： Marcos Bozo 議員 

副代表： Juan Carlos Velazco 議員 

 

先住民委員会 

代表： Gladys Guaipo 議員 

副代表： Virgilio Ferrer 議員 

 

通信委員会 

代表： Amelia Belisario 議員 

副代表： Ángel Álvarez 議員 

 

科学技術開発委員会 

代表：  Luis Lippa 議員 

副代表： Ydilio Abreu 議員 

 

文化・レクリエーション委員会 

代表：  Julio Igarza 議員 

副代表： Gregorio Graterol 議員 

 

公共サービス管理委員会 

代表： Nora Bracho 議員 

副代表： Avilio Troconiz 議員 
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「野党派国会 TELESUR 社長を任命」                  

 

１ 月 １ ５ 日  野 党 派 国 会 は 、 国 際 通 信 放 送 局

「TELESUR」の社長を任命した。 

 

TELESUR は、故チャベス元大統領の提唱により発足し

たメディアで、当時左派政権だった南米各国の出資によ

り設立された（資本構成はベネズエラ５１％、アルゼン

チン２０％、キューバ１９％、ウルグアイ１０％）。 

本社はカラカスにあり、現在はマドゥロ政権の所有する

メディアのような位置付けになっている。 

 

グアイド議長は「TELESUR」の与党に偏った報道を問

題視し、同社の社長を指名するとコメントしていた。 

 

野党派国会が社長に任命した人物はレオポルド・カステ

ィージョ氏。カスティージョ氏は「El Ciudadano（市民）」

の愛称で知られる人物。野党派メディアだった頃の

「Globovision」で「Alo Ciudadano」という番組のメイ

ンキャスターを務めていた。１３年８月に「Globovision」

を退社し、現在は米国マイアミ在住。 

 

また、野党系メディアで故チャベス政権時代にベネズエ

ラでの放送権を奪われた「RCTV」の元社長であるラリ

ッサ・パティーニョ氏を TELESUR 再構築のためのコ

ーディネーターに任命した。 

 

 
（写真）Maduradas “レオポルド・カスティージョ氏” 

 

経 済                        

「公的機関のペトロ使用を義務化する政令を公布」           

 

２０年１月１４日付の特別官報６，５０４号で、外貨で

料金・手数料を徴収する公共機関は、ペトロ建てで支払

いを受け取るとの政令が公布された。 

 

内容は１月１４日にマドゥロ大統領が年次報告で発表

したものと一致している。 

 

以下、政令の内容を簡単に紹介する。 

 

 

特別官報６，５０４号・政令４，０９６号 

ペトロ建てサービス支払い、徴収について 

 

PDVSA は４５０万バレルをペトロ建てで販売し、定期

的に日量５万バレル相当をペトロ建てで販売すること

（第１条）。 

 

ベネズエラ国内の空港で飛行機のジェット燃料を販売

する際はペトロ建てで販売する（第２条）。 

 

ガイアナ公社（CVG）は、鉄ペレット１００万トンをペ

トロ建てで販売する（第３条）。 

 

以下の組織は今後 PETRO 建ての支払いを受け取らな

ければならない（第４条）。 

 

– Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (Saime).出入国管理局 

 

– Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). 

登記局 
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– Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). 

知的財産局 

 

– Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). 

国家海域協会 

 

– Instituto Nacional de Canalizaciones (INC). 

国家海運協会 

 

– Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

民間航空協会 

 

– Bolivariana de Aeropuertos (BAER). 

ボリバル空港 

 

– Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). 

ボリバル港湾 

 

–  Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía 

(IAIM). 

マイケティア国際空港 

 

その他公的組織も徴収総額の１５％はペトロ建てで受

け取らなければならない（第５条）。 

 

ただし、PDVSA と PDVSA の合弁会社については、こ

の定め（第５条「徴収総額の１５％をペトロ建てで徴収」

を指していると思われる）から除外する（第６条）。 

 

大統領は本政令について、特別免除を与えることが出来

る（第７条）。 

 

経済担当副大統領府が本決定を担当する（第８条）。 

 

本政令は官報発効当日から有効とする（第９条）。 

 

 

 

しかし、ペトロ建ての取引は米国政府の制裁で禁止され

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.113」参照）。 

つまり、外国企業（特に米国企業）がペトロ建てで取引

をすれば制裁違反で罰則を受ける懸念がある。 

 

「OPEC １９年のベネズエラ産油量４７．３％減」           

 

OPEC は、２０１９年のベネズエラの平均産油量が日量

７１．４万バレル（第三者専門家によるセカンダリーソ

ース）だったと発表した。前年比で４７．３％減となる。 

 

ベネズエラ石油省が直接 OPEC に報告しているダイレ

クトソースの１９年平均産油量は日量９０．７万バレル。 

 

なお、ベネズエラ産原油の「Merey（API １６）」（油種）

の１９年の平均販売価格は１バレル当たり４９．９４ド

ルで前年よりも６．５ドル（１４．９６％）上昇した。 

 

「SUNDDE 店舗を回り値下げを強要」         

 

１月１３日から価格統制庁（SUNDDE）が、小売店を

見回り、店側に値下げを強要していると報じられている。 

 

１９年半ば頃からはこれまでと比べて物価上昇スピー

ドが多少和らいでおり、SUNDDE は価格統制の動きを

緩めていた。 

 

また、ドル建ての取引普及についても SUNDDE は特段

の対策をしてこなかった。 

 

しかし、１月に入ってから物価の上昇スピードが加速し

始めていると報じられており SUNDDE が対策に乗り

出したと思われる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
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社 会                        

「公共サービスの劣化 国民の２３％は移住希望」           

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、１９年

９月に同団体が６つの主要都市のベネズエラ人を対象

に実施したアンケート調査を公表した。 

 

アンケートの内容は「公共サービスの問題を理由に移住

を検討しているか？」という質問。 

 

その結果、２３％は移住を望んでいるとの結果が出た。 

 

移住希望先として最も多かったのは、コロンビアで移住

希望者全体の１７％。ついで、チリが１２％などラテン

アメリカ圏での移住を希望した回答者は全体の４１％

に及んだ。他、欧州圏が１１％、米国が７％と続く。 

 

また、国内での移住希望先についてはカラカスとの回答

が最も多く７％。バレンシアが２％と続いた。 

 

 

（写真）OVSP 

 

２０２０年１月１６日（木曜）              

政 治                        

「ブリト議員 最高裁に PJ 党員復帰を要請         

    ～PJ、VP が与党に奪われる危機に～」        

 

１月１６日 与党派国会に与したことで第一正義党（PJ）

から除名を受けたホセ・ブリト議員とコンラド・ペレス

議員は、最高裁へ行き、自身の政党除名を解除するよう

要請した。 

 

また、PJ の政党の代表を決めるための選挙を実施する

よう要請した。 

 

「ベネズエラの最優先事項はベネズエラを立て直すこ

とだ。我々は帝国主義ファシスタの被害者となっている。

我々は独立を勝ち取る民であり、従属者ではない。 

 

我々の政党は国民の意志に背いて国の状況を悪化させ

た。どちらが真の政党かを決めるため選挙を実施する必

要がある。」 

と主張した。 

 

現時点では、第一正義党（PJ）だけが話題になっている

が、大衆意志党（VP）も同様の対応を受けるかもしれな

い。 

 

元大衆意志党（VP）の党員で、現在は与党派国会で第２

国会副議長を務めるホセ・ノリエガ議員も同様の申請を

する可能性がある。 

 

過去、キリスト教社会党（Copei）が同様の対応を取ら

れ、現在は与党派と野党派の２つの Copei が存在する。 

PJ、VP も同じように２つの PJ と VP が誕生する可能

性がある。当然、与党派の PJ と VP はマドゥロ政権下

の国会議員選に参加することになるだろう。 
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なお、ブリト議員らの要請について、第一正義党のフリ

オ・ボルヘス幹事長は 

「政党はモラルと理念で組織されており、判決で作られ

るものではない。判決で我々の理念を決めることはでき

ない。」 

と反論している。 

 

「最高裁前に偽物の PJ 党員らが登場」           

 

１月１６日 ホセ・ブリト議員とコンラド・ペレス議員

が除名措置の停止などを求めて最高裁を訪問した日、最

高裁の前には「第一正義党（Primero Justicia）」と書か

れた黄色いシャツを着た人々が集まっていた。 

 

野党派国会の第１副議長を務めるトマス・グアニパ議員

は、１４日に「裏切り者が１５０ドルを支払うことで、

最高裁の前に黄色いシャツを着た人を動員させようと

している」と訴えた。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

実際に PJ のシャツを着た人にインタビューを実施した

ところ「１５ドルを受けとった。」と回答する映像が報

じられている。 

 

また、下の女性は記者から「第一正義党の党員か？」と

聞かれると「違うよ」と回答していた。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

他にも最高裁前に集まっている人に政治に対する質問

をするとほとんど知識が無かったり、政党所属期間は３

カ月だと回答したりするなどの報道が流れている。 

 

「穏健野党 国会議員選は１０月～１２月？」         

 

マドゥロ政権と対話を続けている穏健野党は、CNE 役

員の検討および国会議員選の実施日についてマドゥロ

政権関係者と協議した。 

 

１月１６日 穏健野党「社会主義行動党（MAS）」のフ

ェリペ・ムヒカ氏は、ラジオ番組で対話の状況について

見解を示した。 

 

ムヒカ氏によると、国会議員選を実施するには相応の準

備期間が必要で CNE 役員の決定などを別にしても６カ

月ほどの期間が必要と説明した。 
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これらの必要期間を加味すると２０２０年の国会議員

選は第４四半期（１０月～１２月）になるだろうとコメ

ントした。 

 

なお、本来であれば国会議員選は１２月に実施されるも

のである。しかし、マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長

らは「いつでも選挙を実施する用意がある」と繰り返し

述べており、通常よりも早めに実施されることも十分に

あり得る。 

 

「EU 議会 グアイド暫定政権を正式に承認」         

 

EU 議会はベネズエラの国会議長はグアイド議長であり、

パラ議長の就任は認めないとの方針を賛成多数で決定

した。 

 

これにより EU としてはグアイド議長が引き続きベネ

ズエラの暫定大統領であり、野党派国会の承認した法律

を正当なものと認識。 

 

逆にパラ議員率いる与党国会が決めた法律などについ

て欧州ではベネズエラで有効な法律とみなさないとの

方針を示した。 

 

投票は、賛成４７１票、反対１０１票、棄権１０３票。 

 

なお、欧州連合の外交政策委員長を務めるボレル委員長

は、１月５日に起きたマドゥロ政権による野党議員への

抑圧行為を「野党議員への攻撃は民主主義に対する攻撃

だ。今回の民主主義の抑圧を主導したグループに対して

何らかの対策を講じる必要があるか検討する」と述べた。 

 

他方、経済制裁については 

「制裁は唯一の手段ではない。より包括的で建設的な方

法を検討したい。」 

との見解を示した。 

 

経 済                       

「PDVSA ディーゼル燃料を大幅割引で販売」            

 

「S＆P Global Platts」は、PDVSA が在庫のダブついて

いるディーゼル燃料を大幅なディスカウントで外国に

販売していると報じた。 

 

同メディアによると、PDVSA のアムアイ製油所には９

８０万バレルのディーゼル燃料の在庫があるという。 

同製油所の貯蔵能力は１，０００万バレルでほぼ限界に

達していた。 

 

この在庫を処分するため PDVSA は、１月に大幅な値引

きで燃料６８０万バレルをアジア向けに輸出したとい

う。 

 

また、ヨーロッパ向けの輸出でも同様にディスカウント

で販売したようだ。 

 

他、PDVSA がシンガポールの「Procerium Energy」や、

パナマの「Lexington Business Group」へ燃料を輸出し

たと報じている。 

 

「Lexington Business Group」は、新しい顧客のようで

アムアイの港で燃料を引き取ることが出来る会社だと

いう。 

 

PDVSA 関係者曰く、在庫の大幅増は IMO２０２０の

発効により硫黄分を多く含むディーゼル燃料が使用で

きなくなったことが理由だという。 

この規制が発効したことで、多くの顧客から取引中止の

依頼を受けたという。 

 

また、制裁によって新たな売り先を探すことも困難で大

幅なディスカウントで在庫を整理したようだ。 
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「野党 石油分野は国会の承認必要」         

 

１月１６日 グアイド政権に会計監査総長に任命され

たホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は、声明を発表。 

ベネズエラの石油セクターで取引を行っている民間企

業らに警告をした。 

 

エルナンデス会計監査総長は、 

「ベネズエラで石油セクターに従事する民間企業はベ

ネズエラで活動をするためには国会に許可を得なけれ

ばならない。マドゥロ政権と合意した契約は憲法違反で

ある。」 

とした。 

 

根拠は、憲法１５０条、３０２条、３０３条および炭化

水素法の９条、２２条で、 

「ベネズエラ国内で原油の採掘・調査活動を行う会社は

国会の承認を事前に得る必要がある。」 

という条文。 

この条項に違反した企業は憲法違反であり、契約は無効

となると警鐘を鳴らした。 

 

 

（写真）会計監査総長ツイッター 

 

社 会                       

「ベネズエラの自殺率 ２０１２年の２倍に」            

 

楽観的な国民性を持つベネズエラ人だが、自殺も存在す

る。 

 

ベネズエラ暴力観測所（OVV）は、ベネズエラの自殺率

が２０１２年の２倍に上昇したと報じた。 

 

OVV のロベルト・ブリセーニョ代表は、 

２０１９年の自殺件数は１０万人に９～１０人。 

２０１２年の４～５人から２倍に上昇したと発表した。 

 

特に自殺は２０１５年頃から増加傾向にあるとしてい

る。 

 

以上 

 


