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（写真）グアイド議長ツイッター “１２月２７日 野党国会が政権移行法の改定案について議論” 

 

 

２０２１年１２月２４日（金曜） 

 

政 治                     

「暫定政権行政監督長 暫定政権の権限強化を提案 

～凍結資産の裁量は暫定政権にゆだねるべき～」 

「野党国会 １２月２７日に臨時国会を召集」 

経 済                     

「スターバックス問題 模倣品問題に注目集まる 

～ベネズエラはブランド保護意識が低い～」 

「オミクロン株受け、国際線の感染防止策を強化」 

「コロンビア ベネの違法コルタン業者を摘発」 

社 会                     

「マドゥロ政権は児童の貧困実態を隠している」 

21 年 12 月 25～26 日（土・日） 

 

政 治                    

「急進野党寄り地方政党 ベラスケス LCR 党首 

～国会はグアイド政権を植物状態化させる～」 

「マドゥロ大統領 中東メディアに出演」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 イランとの関係強化を志向 

～近日中にイランへ訪問し、協定を締結～」 

「米国裁判所 PDVSA に未払金支払い命令」 

「PDVSA 産油量日量１００万バレル達成？」 

社 会                    

「PDVSA 年金受給者 ペトロ建てで支払い」 
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２０２１年１２月２４日（金曜）             

政 治                       

「暫定政権行政監督長 暫定政権の権限強化を提案    

 ～凍結資産の裁量は暫定政権にゆだねるべき～」       

 

１２月２４日 グアイド暫定政権で行政監督長を務め

るエンリケ・サンチェス・ファルコン氏は、グアイド暫

定政権存続の根拠となっている「政権移行法」の改定を

提案した。 

 

１２月１６日 「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘ

ス前幹事長も「政権移行法」改定の必要性を訴え、政権

移行法案を野党国会に提出していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.692」）。 

 

ボルヘス前 PJ 幹事長が提案した「政権移行法案」は、

グアイド暫定政権を終了させることを前提とした改定

案だった。 

 

しかし、サンチェス行政監督長が提案している内容はボ

ルヘス PJ 前幹事長の提案と真逆の内容。 

 

グアイド暫定政権の権限を強化する趣旨の改定をする

べきというものだった。 

 

サンチェス行政監督長の訴えた内容を要約すると、現在

のグアイド暫定政権は、野党国会に強く管理されており、

政府（行政）と国会（司法）の本来あるべき独立した関

係が実現しておらず、ベネズエラ憲法の定めに違反して

いると指摘。 

 

政府（行政）が国会（司法）に従属する関係になってい

ることで、グアイド暫定政権は本来、政府としてできる

はずの役割を十分に果たすことが出来ていないとの見

解を示した。 

 

この状況を改善するために、グアイド暫定政権を国会か

ら独立した存在にするため「政権移行法」を改定するべ

きと提案した。 

 

「暫定政権」が「国会」から独立するということは、政

府が外国にある凍結資産の使用用途について、国会の承

認を経ることなく使用内容を決定し、支出できることを

意味していると報じられている。 

 

ボルヘス PJ 前幹事長が「暫定政権を終了させるべき」

と主張している理由は、「政治家が資産を管理すること

で、汚職や不透明な支出が生まれているから」だった。 

 

グアイド暫定政権が野党国会の承認なしに凍結資産の

使用用途を決めることになれば、支出が更に不透明にな

り、汚職や政治目的の支出が拡大する懸念がある。 

 

普通に考えれば、国会がそのような提案を承認するとは

思えないが、ベネズエラの政治は普通ではないことが起

きることも多いため、結論はまだ分からない。 

 

 

（写真）行政監督長ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
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「野党国会 １２月２７日に臨時国会を召集」         

 

前述の政権移行法についての議論が１２月２７日に予

定されている。 

 

国会第１副議長のファン・パブロ・グアニパ氏は、１２

月２７日に臨時国会を召集すると発表。 

 

同日の議論のテーマは 

「政権移行法の改定」と 

「ベネズエラ解放と生命の危機対応基金法の改定」 

について。 

 

ボルヘス PJ 前幹事長とグアイド暫定政権（VP）の政権

移行法を巡る攻防が繰り広げられる。 

 

なお、ファン・パブロ・グアニパ国会第１副議長は、「第

一正義党（PJ）」に所属しているが、PJ 主要幹部の中で

最もグアイド暫定政権に近い立場の議員。 

 

 

（写真）第一正義党ツイッター 

 

グアニパ第１副議長が、グアイド暫定政権の存続・強化

を支持するか、終了を支持するかは読みにくい。 

 

なお、PJ と VP の対決ではあるが、法律の改定には議員

の賛成過半数を獲得する必要があるため、どちらを勝者

にするかは、主要野党の２政党「新時代党（UNT）」と

「行動民主党（AD）」が決めると言っても過言ではない。 

 

UNT は基本的に PJ 寄り、AD も PJ 寄りの印象はある

が、グアイド暫定政権の存続について明確な見解を述べ

ておらず、政権移行法の改定に反対（現状維持）する可

能性もある。 

 

経 済                        

「スターバックス問題 模倣品問題に注目集まる    

  ～ベネズエラはブランド保護意識が低い～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.694」で、ベネズエラの高

級住宅地ラス・メルセデス地区のスーパーマーケット

「YEET!」にスターバックスコーヒーが「We Proudly 

Serve」というプロジェクトを介して進出したとのニュ

ースを紹介した。 

このニュースは、驚きと関心をもってベネズエラ国内は

もちろん国外でも大々的に報じられた。 

 

しかし、このニュースが報じられた後、スターバックス

が「We Proudly Serve」と自社との関係を完全に否定。

また、「We Proudly Serve」に協力していると報じられ

ていた「Nestle de Venezuela」も「We Proudly Serve」

との関係を否定（「ベネズエラ・トゥデイ No.695」）。 

 

この発表を受けて、同店舗はブランドの商標権を侵害し

ている疑惑が出ている。「YEET!」のオーナーによると、

自社は「We Proudly Serve」のガイドラインに従い、同

店舗を運営しているだけで、自身が意図してブランドを

侵害したわけではないと説明。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98d1793f11f1df9ad940bd4c81d1b1d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
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今回の一件が、商標権侵害に当たるのか、何らかの意思

疎通ミスなのか、「We Proudly Serve」の発表が待たれ

る段階にある。 

 

本件が注目を集める中で、ベネズエラの商標権保護意識

の低さを指摘するメディアも多い。 

 

知財分野の専門家によると、ベネズエラでは多くの商標

権侵害にあたる商品が販売されているという。 

 

例えば、コカ・コーラ社の商品を模倣した「Zoca Cola」

やサンドウィッチのファーストフード店「Always」を模

倣した「Alldays」など。 

 

商品の作りやパッケージなどもそっくりで明らかに模

倣しているという。 

 

ここ数年でマドゥロ政権は市場に対する介入を制限す

るようになった。この反動で、違法な商売を摘発する件

数も減っており、商標権を侵害するような商売も増えて

きているという。 

 

「オミクロン株受け、国際線の感染防止策を強化」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.695」で紹介した通り、

ベネズエラでもオミクロン株の感染が確認された。 

 

オミクロン株の感染者確認を受けて、マドゥロ政権は国

際線の感染防止策を強化した。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ベネズエ

ラに到着する人は、出国地に関係なくベネズエラ到着の

７２時間前までに受けた PCR 検査の陰性証明書を提出

する必要があるという。 

 

 

 

また、PCR 検査は出国地の衛生当局が承認した医療施

設で行われなければならない。また PCR のコピーを提

出し、そのコピーは入国者の身分と、検査結果が陰性で

あることが確認できなければならない。 

 

なお、「Laser Airline」は、医師が手書きで書いた陰性証

明は有効と認識されないと補足している。 

 

「コロンビア 違法コルタン業者を摘発」                  

 

１２月２２日 コロンビア検察庁は、ベネズエラ近隣の

高山地帯（Vichada 県 Guaviare、Guainia）で、３０ト

ンのコルタンを押収したと発表した。 

 

３０トンのコルタンは、８７０万ドルに相当するという。 

 

コロンビア検察庁の発表によると、この地域では「コロ

ンビア革命軍（FARC）」の残党や「国民解放戦線（ELN）」

などコロンビア系ゲリラが活動しているという。 

 

コルタンはレアメタルの一種で、スマートフォンなど電

子機器に必要な金属である。 

 

ベネズエラにはコルタンが多く埋蔵しているとされて

おり、ゲリラ組織が違法採掘をしていると報じられてい

る。 

 

社 会                        

「マドゥロ政権は児童の貧困実態を隠している」           

 

カラカス・ラベガ地区のアルフレド・インファンテ司祭

は、マドゥロ政権が児童の栄養失調の実態を隠している

と訴えた。 

 

インファンテ司祭によると、ベネズエラの０～５歳児の

栄養失調は深刻だと指摘。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
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成長過程初期の栄養不足は、将来の成長に大きな悪影響

を及ぼすと警鐘を鳴らした。 

 

また、「マドゥロ政権と同様に外国メディアもベネズエ

ラの危機が過ぎ去ったかのような報道をしていること

に危機感を持っている」との見解を示した。 

 

２０２１年１２月２５日～２６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「急進野党寄り地方政党 ベラスケス LCR 党首    

 ～国会はグアイド政権を植物状態化させる～」        

 

ボリバル州の地方政党「LCR」のアンドレス・ベラスケ

ス党首は、 

「主要野党は、グアイドを完全に消滅させられないので、

次の対策に出ている。グアイド暫定政権の全ての権限を

奪い、植物人間の状態にしようとしている。そして、植

物状態にした上で、マドゥロとの共存を模索しようとし

ている。我々の戦いを縮小するのは間違った賭けだ。」

と訴えた。 

 

LCR は元々、主要野党グループに属していた。 

しかし、１１月の全国州知事・市長選に参加する主要野

党を非難し、主要野党からの離脱を宣言した。 

 

急進野党と方向性は近いが、急進野党に属さず、独自で

活動する政党となっている。 

 

ベラスケス党首の発言が事実であれば、ボルヘス前 PJ

幹事長の「グアイド暫定政権の終了」は叶わないが、グ

アイド暫定政権をシンボル的な存在として残すものの、

実質的に主要野党を動かすのは PJ を中心とした穏健・

対話推進派ということになる。 

 

両者の間を取る案としては十分にあり得そうな印象だ。 

 

 

「マドゥロ大統領 中東メディアに出演」         

 

１２月２６日 マドゥロ大統領は、中東系メディア「Al 

Mayadeen」の番組に出演。 

 

２０２１年について、「米国とその同盟国による違法な

経済戦争から成長する最初の年になった」と言及した。 

 

「経済戦争によりベネズエラの全ての産業が甚大な被

害を受けたが、２０２１年は先行きに希望を見出す年に

なり、２０２２年は更に素晴らしい年になるだろう」 

との見解を示した。 

 

また、グアイド暫定政権についても言及。 

 

マドゥロ大統領は、グアイド議長について「憲法に基づ

いた民主的なベネズエラ政府を倒壊することに失敗し

た」と指摘。 

 

「グアイドは失敗により孤立した。帝国主義国はベネズ

エラを植民地にし、ベネズエラを侵略するために自身の

傀儡政権を置こうとしたが失敗した。国民が帝国を追い

出した。」と主張した。 

 

 

（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 中東メディアの

インタビュー番組に出演” 
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経 済                       

「マドゥロ大統領 イランとの関係強化を志向     

  ～近日中にイランへ訪問し、協定を締結～」            

 

１２月２５日 マドゥロ大統領は中東、特にイランとの

関係を強化する意思を示した。 

 

マドゥロ大統領は、ここ最近でイランのロウハニ大統領

と２度の電話会談を行ったと説明。 

 

現在、二国間で協議している様々な戦略協定に署名する

ため、近日中にイランを訪問する意思を示した。 

 

今年１０月 ベネズエラのプラセンシア外相は、テヘラ

ンでフセイン外相と会談。２０年単位の包括的な安全保

障協定を協議した（「ベネズエラ・トゥデイ No.667」）。 

 

当時、プラセンシア外相は２０２１年内にマドゥロ大統

領がイランを訪問し、協定を締結するとの見通しを示し

ていたが、このタイミングでマドゥロ大統領が「協議中」

と説明するということは、協定締結は２０２２年になり

そうだ。 

 

なお、イランとベネズエラが安全保障協定を締結すれば、

米国が強い反応を示すことは間違いない。イランとの協

定を機に米国でマドゥロ政権への圧力強化論が拡大す

れば、対話の障害になる懸念もある。 

 

 

「米国裁判所 PDVSA に未払金支払い命令」         

 

米国ニューヨーク州裁判所は、PDVSA に対して「Red 

Tree Investments LLC」へ未払金を支払うよう命じた。 

 

「Red Tree Investments LLC」は投資会社。 

１億８，２００万ドルの融資の不払いを理由に２０１９

年に PDVSA を訴えていた。 

 

裁判所判事は、Red Tree Investments LLC の主張を認

め、PDVSA が支払いを停止したことを確認。 

 

この融資は元々２０１５年に「General Electric Capital 

Corp（以下 GE Capital）」が融資したが、その後 GE 

Capital が Red Tree に債権を売却したという。 

 

Red Tree はディストレストアセット（回収危機資産）

を扱う投資銀行で、安価で債権を買い取り、その債券を

回収することで利益を出す仕事をしている。 

 

「PDVSA 産油量日量１００万バレル達成？」           

 

１２月２５日 PDVSA は同社の公式ツイッターで 

「１２月２４日に PDVSA が産油量日量１００万バレ

ルの目標を達成した」と発表した。 

 

マドゥロ大統領は、２０２１年末に日量１５０万バレル

を達成するとの目標を掲げていたが、途中で目標を日量

１００万バレルに修正していた。 

OPEC が公表しているマンスリーレポートによると、ベ

ネズエラ石油省が申告した１１月の産油量は日量８２．

４万バレル。これが事実なら１００万バレルは不可能な

数字ではないように感じるが、OPEC 専門家の調べによ

ると１１月のベネズエラの産油量は日量６２．５万バレ

ルと１００万バレルからは程遠い（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.691」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de0a6e6bbb835b839bcc01f2dfdeda66.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/773b61f05524f52b262d8fa996a4c43f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/773b61f05524f52b262d8fa996a4c43f.pdf
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ベネズエラ石油省、PDVSA の数字は希釈剤を含めるな

ど数字のカウント方法が異なるとの指摘もあるが、両者

の差を明確に説明するような理由は分かっていない。 

 

 

（写真）PDVSA ツイッター 

 

社 会                       

「PDVSA 年金受給者 ペトロ建てで支払い」            

 

PDVSA 年金受給者は、「祖国カード」を通じてペトロ建

てで年末賞与の給付を受けていると報じられた。 

 

給付額は２ペトロ。 

「ペトロ」は、２０１８年２月にマドゥロ政権が始めた

デジタル通貨。 

 

 

 

マドゥロ政権は「１ペトロはベネズエラ原油１バレルの

価値と連動している」と説明しているが、実際のところ

価格は原油と連動していない。 

 

ベネズエラ中央銀行のウェブサイトを見る限り、現在２

ペトロの価値は BsD.５１６．５６。ドルに換算すると

１１２．７２ドル。 

 

本当に１１２．７２ドルの価値があるのであれば、良い

が、実際にペトロが使用できるかは疑問だ。 

 

ペトロの運用が始まった２０１８年当初はペトロ建て

の決済を受け入れる商店もあったが、マドゥロ政権はペ

トロと現物通貨（ボリバルやドル）との両替を適切に保

証できず、ペトロへの信頼は毀損した。 

 

現在ペトロは失敗デジタル通貨との認識が定着してお

り、使用する人はほとんどいない（「ウィークリーレポ

ート No.32」）。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
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