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No.６９９

２０２２年１月７日（金曜）

（写真）マドゥロ大統領ツイッター “１月５日 与野党・新国会が始まる”

２０２２年１月５日（水曜）

政

２０２２年１月６日（木曜）

治

「野党国会

政
グアイド暫定政権の続投を承認

治

「バリナス州知事選 選挙キャンペーン大詰め

～外交官減、中央政府廃止、予算執行権制限～」

～与党バラマキ作戦、アレアサ候補優勢～」

「グアイド議長 対話再開、野党団結を求める」

「カプリレス元知事 暫定政権続投を非難」

「与党国会

「グアイド暫定政権を継続した３つの理由

ロドリゲス議長、バレラ副議長続投

～対話再開の条件提示、野党の資産簒奪追及～」
経

済

～年収１０万ドルを放棄する選択できるか～」
経

済

「１月１５日まで輸入免税措置を延長」

「野党の元行政監督長 暫定政権存続を支持」

「ロイター

「Finagro 食用牛とパーム油で高い成長余地」

社

原油輸出減少サイクルを脱した」

会

社

「運転免許証 インターネットで更新可能に」

会

「２１年１２月 治安当局による殺害は５１件」
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４．国際組織でのグアイド政権代表の減員

２０２２年１月５日（水曜）
政

２０２２年１月７日（金曜）

治

５．外国資産管理者の任命について野党国会によるコン

「野党国会 グアイド暫定政権の続投を承認

トロールを強化する。

～外交官減、中央政府廃止、予算執行権制限～」
６．グアイド暫定政権は行政監督長と共に月１回、外国
１月５日 野党国会が開催され、グアイド暫定政権が２

にある政府予算の執行状況と今後の戦略について説

０２２年も継続することが正式に決まった。

明する義務を負う。

第１副議長は「第一正義党（PJ）」のファン・パブロ・

７．外国にある政府資産について第三者による管理など
現行と異なる仕組みを検討する。

グアニパ氏が続投。第２副議長は、無所属のカルロス・
ベリスベイティア氏が続投することが決まった。つまり、

８．「差し迫った脅威、ベネズエラ解放」以外の目的の

野党国会の３役は全員代わっていない。

新たな支出を禁止する。
トマス・グアニパ氏（ファン・パブロ・グアニパ氏の兄）
が幹事長を務める「第一正義党（PJ）」は、グアイド暫

総じていえば、事前に報じられていた通り、グアイド暫

定政権を終了させるよう提案していたが、この試みは失

定政権の権限が縮小し、国会の権限が拡大したというこ

敗したことになる。

とだろう。

しかし、
「ベネズエラ・トゥデイ No.698」で紹介した通
り、暫定政権を続ける根拠となる「政権移行法」は改定
され、グアイド暫定政権の権限は大幅に縮小された。
現時点で筆者はまだオリジナルの政権移行法を読んで
いないが、
「Noticiero Digital」によると主な変更は以下
の通りだという。
１．中央政府とその他政府系組織を廃止
２．民主主義を擁護し、外国にある政府資産を保護する

（写真）国家通信センター（野党国会）
“１月５日 屋外で行われた野党国会”

ためにグアイド議長が暫定政権を維持する。
３．実質的に与党国会を認めている国での大使職の減員
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「グアイド議長 対話再開、野党団結を求める」

２０２２年１月７日（金曜）

「与党国会 ロドリゲス議長、バレラ副議長続投
～対話再開の条件提示、野党の資産簒奪追及～」

１月５日

権限を縮小されながらも暫定政権の継続に

成功したグアイド議長は、演説を行った。

１月５日 与党国会も国会３役を決定した。

主な内容は以下の通り。

国会議長はホルヘ・ロドリゲス議長が続投。
第１副議長もイリス・バレラ議員が続投。

１．与野党協議の再開に意欲

第２副議長はドィダルコ・ボリバル議員からバネッサ・
モンテロ議員に交代した。

グアイド議長は、昨年１０月に暗礁に乗り上げた与野党
協議の再開に意欲を示し、協議を通じてベネズエラに自

なお、モンテロ議員は、デルシー・ロドリゲス副大統領

由で公平な選挙制度を回復させると主張した。

が党首を務める「Somos Venezuela」に所属している。

２．エゴを捨て団結するよう要請

与党国会は、野党国会と違い権力が数名に集中している
ため、数名の中で合意に至れば後は他の議員がそれを追

ベネズエラは危機的な状況にあると主張。野党政治家に

認するだけ。役職者の選任を巡る衝突は、表面上では確

対して、大統領選の候補になりたいという自身のエゴを

認できない。

抑制し、ベネズエラのために力を団結させるよう呼び掛
けた。

野党国会がグアイド暫定政権の続投を決めたことが理
由か、与党からは野党への圧力を強める趣旨の発言が目

３．失敗を謝罪

立っている。

ベネズエラ国民に対して、国民と政治のつながりが希薄

マドゥロ大統領は、２０１５年に当選した野党国会につ

になってしまった現状を謝罪した。ただ、謝罪した内容

いて「違法組織」と指摘。外国にある政府組織、公金を

が国民の不満と一致していない。グアイド議長は「政権

不当に横領するグループを調査、処罰するよう要請した。

移行法が昨年中に承認されなかったこと」を謝罪した。
国民がグアイド政権に反省してほしいと思っているこ

これに呼応してか、ロドリゲス議長も「野党は正当な政

とはそんなことではないだろう。

府を倒壊させることを諦め、政府資産の搾取に専念する
ことを決めた」と指摘。「政府資産を奪い、人道支援金

４．罷免投票には関係者の総意が必要

を不正に使用した反対派のリーダーたちを調査し、制裁
を加える」と発言。

２０２２年に申請可能な大統領の罷免投票について、
「罷免投票の申請は関係者の総意が必要。我々が再び独

ディオスダード・カベジョ議員（与党 PSUV 副党首）も

裁政権の罠にかからないよう注意深く検討する必要が

「野党政治家に罰を与えることを約束する」と述べた。

ある」との見解を示した。

他、エルマン・エスカラ議員は、野党政治家が保有する
資産を差し押さえることを提案した。
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また、与野党協議について、

２０２２年１月７日（金曜）

「ロイター 原油輸出減少サイクルを脱した」

「協議を再開するためにはアレックス・サアブを速やか
に解放し、彼を与野党協議のメンバーに加える必要があ

ロイター通信は、２０２１年のベネズエラの原油輸出量

る。そして、英国で盗んだ GOLD を返還する必要があ

が昨年よりもわずかに増加したと報じた。

る。犯罪者と協議はできない。これはマドゥロ大統領か
らの命令だ。
」

ロイターによると、現在の原油輸出の大部分は中国向け

と発言し、協議再開への条件を突きつけた。

だという。

１０月の与野党協議は、米国がカボベルデからアレック

２０２１年、PDVSA は制裁を回避しつつ原油を輸出し、

ス・サアブ氏の身柄を移送したことで暗礁に乗り上げた。

希釈剤を調達するスキームを構築したと指摘。

少なくともサアブ氏の処遇で進展が見られない限り、与

原油輸出による収入が得られるようになり、国内で産油

野党協議再開は厳しい印象だ。

活動を続けるサービス会社への支払いが可能になった
とした。

経

済
ロイターによると、２０２１年のベネズエラの平均産油

「１月１５日まで輸入免税措置を延長」

量は日量６５万バレル。原油輸出量は日量６２．７万バ
１２月３０日付の特別官報６６８０号で、輸入品の免税

レルだという。

措置の延長が決定された。免税される品目は関税番号で
定められており、報道によると品目の変更はないという

１２月２４日 アイサミ石油相は、産油量が日量１００

（オリジナルの免税措置は「ベネズエラ・トゥデイ

万バレルまで回復したと発表した（「ベネズエラ・トゥ

No.636」参照）
。

デイ No.696」
）。ただし、１２月の産油量平均は日量８
０万バレル程度になるという。

ただし、延長期間は１月１５日までと非常に短い。
PDVSA の元役員の Juan Szabo 氏は、
「更なる産油量の回復には安定した電力供給と、施設メ

免税対象となっている品目は６０００品目。

ンテナンスと質の高い労働力が必要だが、今のベネズエ
製造業、建設業など様々な業界から「輸入品に対する免

ラにはそれがない。

税措置が国内産業の発展を阻害している」と非難を受け

資材の盗難が多く、運営効率も悪い。

ており、何らかの変更を検討しているのかもしれない。
２０２２年は、ここ数カ月のレベルを維持する可能性が
高く、今年の平均産油量は日量７７．５万バレル程度に
なるのではないか。
」
との見解を示した。
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２０２２年１月７日（金曜）

２０２１年１１月２１日 全国州知事・市長選が開催さ

会

れた。

「運転免許証 インターネットで更新可能に」
Covid-１９感染防止策として、ベネズエラでもインター
ネット上で運転免許証が更新できるようになった。

州知事選は全国２３州中１９州で与党候補の当選が確
定。３州で野党候補の当選が確定した（
「ウィークリー
レポート No.227」
）
。

インターネットで免許更新を申請する人は、「国土交通
省（INTT）
」のサイトに入り、更新に必要な１０のプロ
セスを経る必要があるという。なお、写真データ、免許
証データ、身分証明書（Cedula）データなどが必要。

バリナス州だけ野党候補が当選したとみられていたが、
最高裁が野党候補の出馬権の棄却を決め、１月９日に再
選挙が行われることが決定した（「ベネズエラ・トゥデ
イ No.685」
）
。

現在、ベネズエラの運転免許証はプラスチック製のもの
（下写真）だが、インターネットで申請した運転免許証
はデータで送られ、自分で印刷するようだ。

１月６日はバリナス州知事選の選挙キャンペーンの最
終日。
バリナス州は故チャベス元大統領の故郷であり、この土
地の知事は野党に渡したくないのか、与党 PSUV のホ
ルヘ・アレアサ候補の選挙最終日には、カベジョ PUSV
副党首、イリス・バレラ国会第１副議長、故チャベス元
大統領の娘２名などが参加し、大勢の支持者を動員した。
また、バリナス州では積極的に政府による支援事業が行
われており、票集めのためのバラマキが展開されている。

（写真）Bancaynegocios

２０２２年１月６日（木曜）
政

治

「バリナス州知事選

選挙キャンペーン大詰め

～与党バラマキ作戦、アレアサ候補優勢～」
グアイド暫定政権が継続するかどうかに注目が集まっ

（写真）@nawseas

ており、関心が低くなっていたが１月９日（日曜）には
バリナス州知事選が予定されている。

5 / 7

“与党アレアサ候補の選挙キャンペーン最終日”

VENEZUELA TODAY
２０２２年１月５日～１月６日報道

No.６９９

一方、野党側はグアイド暫定政権の進退をめぐる議論に

「グアイド暫定政権を継続した３つの理由

終始しており、バリナス州知事選についての関心は小さ

～年収１０万ドルを放棄する選択できるか～」

い。
また、一部の穏健野党は主要野党とは別で候補者を擁立
しており、野党の団結感もない。

２０２２年１月７日（金曜）

政治評論家リカルド・スクレ氏は、現地メディア
「Noticiero Digital」にて、主要野党がグアイド暫定政
権を継続させた３つの理由について語った。

野党のセルヒオ・ガリド候補は与党によるバラマキを非
難しているが、劣勢の印象はぬぐえない。

３つの理由は以下の通り。
１．（約束が果たされる可能性が低いとしても）政権交

「カプリレス元知事

暫定政権続投を非難」

代の希望を維持するため。

主要野党内でグアイド暫定政権を終了させるよう呼び

２．他の選択肢がない。

掛けていた「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレ
ス元ミランダ州知事は、自身のツイッターで２０２２年

３．暫定政権が経済的に養っている１６００～２０００

もグアイド暫定政権が続くことに否定的な見解を示し

人の生活を維持するため。彼らの給料は平均で１０

た。

万ドル。

「２０２２年も現状維持を続けるのか？政治セクター

どれもネガティブな理由だが、特に問題視されているの

は自分のことだけを考えることは出来ない。

は３つ目の理由。また、個人的に言えば理由は３つ目だ
けで、１と２はおまけだろう。

Encovi の調査では９４．５％の国民が貧困という調査
結果が出ている。また、ベネズエラは米州で最も貧富の

スクレ氏は

格差が激しい国と言われている。この現状を踏まえれば、

「暫定政権は、所属する少数の人の収入源になっている。

特に野党は考えを改めなければいけない。

フリオ・ボルヘスは１６００人と言っているが、カプリ
レスは２０００人と言っている。正確な人数は分からな

１月５日 （野党国会の演説で）国民は一部の政治家の

い。このグループが暫定政権の行方を決める権限がある。

意見だけを聞いた。貧困層、中産階級は経済悪化で深刻
な打撃を受けており、本当の変化を求めている。私は本

もしあなたがそのグループに所属していたとして、今後

当の変化のために活動を続ける。
」

収入源を放棄する決断に賛成しますか？間違いなく意

と主張した。

見の衝突が起きる。野党は以前のような資金源を持たな
い体制に戻りたくない。

２０２２年のグアイド政権続投が決まったとしても、主
要野党内の対立が消えたわけではない。むしろ対立は深

暫定政権内で行われている議論は、倫理とは別のもの

刻化したと言えるだろう。野党は引き続きマドゥロ政権

だ。」との見解を示した。

ではなく野党内部で対決することになる。
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経

No.６９９

２０２２年１月７日（金曜）

Finagro は外貨建ての証券を発行した、証券発行で集め

済

た資金を畜産業や農業に投資する会社。短期間で高い利

「野党の元行政監督長 暫定政権存続を支持」

回りをあげることを約束している。

グアイド暫定政権下で、２０２０年まで行政監督長を務
めていたホセ・イグナシオ・エルナンデス氏が

社 会

「Fedecamaras Radio」のインタビュー番組に出演。

「２１年１２月 治安当局による殺害は５１件」

グアイド暫定政権の存続を支持する趣旨のコメントを

１月６日 非政府系団体「ベネズエラ市民コントロール」

した。

は、１２月中に調査を行っている１１州で５１人の市民
が国軍や警察などの治安当局に殺害されたと発表した。

エルナンデス氏は、グアイド暫定政権が無くなればマド
ゥロ政権が外国資産のコントロールで攻勢に出ること

州別で見ると、ミランダ州とカラボボ州が最も多く夫々

になると指摘。

１１名。

特にコロンビアの「Monomeros」や米国の「CITGO」
、

次いでスリア州が８名、トゥルヒージョ州で７名、ボリ

英国にある GOLD などのコントロールを奪取する可能

バル州で４名、アラグア州で３名、アンソアテギ州で２

性があるとした。

名、ポルトゥゲサ州、ヌエバエスパルタ州、モナガス州
で夫々１名と続く（これらを合計すると４９名で２名足

また、
「第一正義党（PJ）
」が中心になり提案している第

りない）。

三者による外国資産の管理（信託制度）について、エル
ナンデス氏は「誰がベネズエラ政府の代表として契約を

組織別では、
「犯罪化学捜査班（CICPC）
」が１６名、警

結ぶ権限があるのかの議論で問題が生じるだろう」との

察が１５名、国家防衛隊（軍）が８名だったという。

見解を示した。
政府はこの事実を確認しており、治安当局は「犯罪者と

「Finagro

の対峙によるもの」と説明しているという。

食養牛とパーム油で高い成長余地」

農業専門の投資会社「Finagro」のアレクシス・ムヒカ代

しかし、「ベネズエラ市民コントロール」は、殺害した

表は、２０２２年のベネズエラ経済について楽観的な観

５１名の中には、「法外の殺人」と認識できる事象が含

測を示し、同国経済の中で最も成長余地が高い分野とし

まれていると指摘している。

て、「畜産業（特に食用牛）」と「パーム油」を挙げた。
以上
これらの商品は国内で高い需要があり、且つ輸出品とし
ての需要も高いとした。
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