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（写真）野党国会 “１２月２６日に国会延長法案を議論、主要野党内で意見が分裂” 

 

 

２０２０年１２月２３日（水曜） 

 

政 治                     

「１２月２６日の野党国会継続協議 難航見通し 

～ＡＤ 法案に反対、PJ 暫定大統領交代提案」 

「VP 離党続出？スペルラノ議員の役職就任で混乱」 

「Covid-１９ 死者１，０００名突破」 

経 済                     

「米国 PDVSA２０債権者からの CITGO 保護延長」 

「ロンサンタテレサ社長 ２１年の経済に期待」 

社 会                     

「スペイン 元与党関係者２名を開放」 

「ロドリゲス副大統領 カラカスで玩具配布」 

２０２０年１２月２４日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 サアブ氏の開放を要請 

～便宜を図るため GOLD を売却？～」 

「スクレ州沖溺死事件捜査に幕？調査報告発表」 

経 済                    

「Avior メキシコ・カンクン便を開始」 

「専門家 制裁緩和でも石油分野は改善せず」 

社 会                     

「クリスマス需要減、定番料理も値上がり」 

「クリスマスイブもガソリン・食料購入の行列」 

「SIDOR 労働者 マドゥロ政権の給付品に不満」 
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２０２０年１２月２３日（水曜）             

政 治                       

「１２月２６日の野党国会継続協議 難航見通し     

 ～ＡＤ 法案に反対、PJ 暫定大統領交代提案」       

 

野党は現国会の任期を延長するための法案を議論して

いる。既に国会で第１読会は通過しており、第２読会が

承認されれば正式に発効することになる。 

 

この第２読会は１２月２６日に予定されているが、協議

は難航しているようだ。 

 

本件については前号「ベネズエラ・トゥデイ No.540」

でも触れており、以下はその後の報道で確認された情報

になる。 

 

１２月２２日 グアイド政権のメディア戦略を担当し

ているラファエル・ポレオ氏はツイッターを投稿。 

「グアイド暫定大統領を追放するため、ホルヘ・ボルヘ

ス（第一正義党（PJ）の幹事長）とカプリレス（PJ 所属）

が主要野党に対して暫定大統領を輪番で交代すること

を提案している。彼らは２０２１年の暫定大統領に行動

民主党（AD）を推薦しているが、AD はこの提案を拒否

している。」とした。 

 

この投稿について野党側は正式な発表をしていないが、

ポレオ氏がグアイド政権のメディア担当者であり、内部

情報に精通していることを踏まえて全くの嘘というこ

とはないだろう。 

 

（写真）ラファエル・ポレオ氏ツイッター 

ただ、AD のスタンスについてはポレオ氏が投稿した通

りなのか疑問が残る。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.540」で紹介した通り、

１２月２２日にフランシスコ・ポレオ記者が自身のツイ

ッターで「AD は次の議論に棄権する見通し」と投稿し

ており、AD が揺れ動いている 

 

更に１２月２３日に AD に所属するオリベル・ブランコ

議員は「AD は次の国会で議論される政権移行法の改正

案を拒絶する」と発表した。 

 

オリベル・ブランコ議員は、メディアの露出はそこまで

多くないが、AD アジュップ幹事長の右腕として最も信

頼されていると言われている人物。AD の公式見解と認

識して良いだろう。 

 

オリベル・ブランコ議員の発言から、「AD は PJ 側の提

案を拒絶している」という投稿には違和感がある。 

 

 

（写真）オリベル・ブランコ議員 

 

なお、現在議論されている現国会の延長について、議員

数は大幅に縮小する方向で議論されている。ロイター通

信がグアイド政権関係者から入手した情報によると、２

１年も議員を維持するのは３３名、残りの９０名は議員

としての活動を事実上停止するという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8540afec5786672a605a316042deff41.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8540afec5786672a605a316042deff41.pdf
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「VP 離党続出？スペルラノ議員の役職就任で混乱」         

 

現在 野党政権のコントロール権を握っている「大衆意

志党（VP）」も内部混乱が起きている。 

 

野党系の政治記者 Maibort Petit 氏は、バリナス州の VP

党員内でフレディ・スペルラノ議員の処遇を巡り内部混

乱が起きているという。 

 

フレディ・スペルラノ議員は VP の主要党員だが、CLAP

を通じた野党議員の汚職に関与している疑いがかけら

れている人物でもある（「ウィークリーレポート No.126」

参照）。 

 

このスペルラノ議員が、バリナス州の VP 党員を監督す

る役職に就くという。 

 

この任命に抗議の意を示した複数の党員が離党を表明。

既に７名の VP 党員が離党を表明しているという。 

 

 

（写真）大衆意志党（VP）フレディ・スペルラノ議員 

 

「Covid-１９ 死者１，０００名突破」                  

 

１２月２３日 フレディ・ヌニェス通信相は同日中に１

７６名の新規Covid-１９感染者を確認したと発表した。 

 

 

 

これでベネズエラの Covid-１９感染者は１１万１，０

２４名になった。うち９５％は感染から回復しており、

現在も感染中の患者は４，７７３名となっている。 

 

また、Covid-１９を理由とする死者数は５名増加。これ

でベネズエラでの死者数は１，００２名となった。 

 

経 済                        

「米国 PDVSA２０債権者からの CITGO 保護延長」           

 

１２月２３日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、

「ライセンス５Ｆ」を発効した。 

 

同ライセンスにより２０２０年満期の PDVSA 社債

（PDVSA２０）の債券保有者は、２０２１年７月２１

日まで CITGO の株式を差し押さえることが出来なく

なった。 

 

今回のライセンスは過去発行された「ライセンス５Ｅ」

を更新したもの。 

ライセンス５Ｅでは、PDVSA２０の債券保有者は、２

０２１年１月１９日まで CITGO の株式を差し押さえ

ることが出来ないと定められていたが、有効期限が迫る

中で延長を決定したことになる。 

 

PDVSA２０は他の PDVSA 社債と異なり、CITGO の

株式５０．１％が担保に設定されている。 

 

つまり、PDVSA２０がデフォルトになった場合、債権

者は CITGO の株式５０．１％を売却し、投資資金を回

収する権利が約束されている社債である。 

 

PDVSA２０は、１９年１１月にデフォルトしており、

本来であれば債券保有者は CITGO の株式５０．１％を

売却することが可能だが、米国政府がライセンスを発効

し、それを妨げている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
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「ロンサンタテレサ社長 ２１年の経済に期待」         

 

ベネズエラの老舗ラム酒メーカー「ロンサンタテレサ」

のアルベルト・ヴォルメール社長は、「BBC Mundo」の

取材に応じ、２１年のベネズエラ経済に期待を見せた。 

 

「ベネズエラ経済は解放を強制されている。ベネズエラ

はこれまで１つの産業に頼り切っていた。それゆえに、

他の産業が競争力を求められなかった。 

 

ベネズエラは１００年間、原油依存経済体制になってい

た。しかし、現状は過去のサイクルが成り立たなくなっ

ている。これは、石油産業が重要性を持たない産業にな

ったと言いたいわけではない。私が言いたいのは新しい

経済体制への移行が進んでいるということだ。 

 

新たな投資を呼び込むことが出来るよう経済を多様化

させよう。雇用を創出し、資本を形成し、貧困を減らす

ことが出来る。」 

と言及した。 

 

ヴォルメール社長のように、筆者の知る中立的な経済専

門家の多くは、２１年のベネズエラ経済が今年よりも良

くなることを予見している。 

 

米国の経済制裁はベネズエラに壊滅的な打撃を与えた

が、これにより「（事実上の）経済のドル化」「（事実上

の）為替レートの自由化」「（事実上の）価格統制の撤廃」

など、以前より民間セクターが活動しやすい制度に変わ

ったのは確かだろう。 

 

このままベネズエラが中国のような経済体制に移行す

ることも有り得るのかもしれない。 

 

 

 

 

社 会                        

「スペイン 元与党関係者２名を開放」           

 

１２月２２日 スペイン国家警察は、マドリッドでクラ

ウディア・パトリシア・ディアス氏とその恋人エイドリ

アン・ベラスケス氏を拘束。その後、すぐに解放した。 

 

クラウディア・パトリシア・ディアス氏は、故チャベス

元大統領の看護士であり、恋人とされる人物。 

 

２０１８年、マドゥロ政権は、マネーロンダリングに関

与した疑いで彼女の拘束をスペイン政府に要請してい

た。 

 

しかし、１９年２月にスペイン裁判所はマドゥロ政権の

要請を拒否。人権侵害を受ける危険性があるとして、マ

ドゥロ政権への引き渡しを行わないことが決まってい

た。 

 

開放後、クラウディア・パトリシア・ディアス氏に対し

て、スペインからの移動を禁止すると発表しており、今

回 両名がスペインを脱出しようとしていたため、拘束

されたのかもしれない。 

 

他、故チャベス政権下でエネルギー省次官を務めていた

ネルビス・ビジェロボス氏を開放することを決定した。 

 

ビジェロボス氏はエネルギー省次官時代に汚職に関与

した容疑があり、２０１８年２月から「脱走を防ぐため

の予防的な措置」として拘束されていた。 

 

しかし、ビジャロボス氏の弁護団が人権侵害を訴え、今

回裁判所がビジャロボス氏の開放を決定した。 
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「ロドリゲス副大統領 カラカスで玩具配布」         

 

経済的に厳しい状況にあるマドゥロ政権だが、クリスマ

ス補助金や物資支給などバラマキ政策を継続している。 

 

１２月２３日 「国営放送（VTV）」は、デルシー・ロ

ドリゲス副大統領が、カラカスの「Cota９０５地区」で

子どもへ玩具を配っている姿を報じた。 

 

ロドリゲス副大統領は、 

「米国が残酷な経済制裁で国民を苦しめている。マドゥ

ロ政権は資金余力が制限される中でも国民への支援を

忘れない。」 

と主張。 

現政権への支持を求めた。 

 

 

 

（写真）VTV 

 

２０２０年１２月２４日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 サアブ氏の開放を要請         

    ～便宜を図るため GOLD を売却？～」        

 

マドゥロ政権は、カボベルデに拘束されているコロンビ

ア人企業家アレックス・サアブ氏を自宅軟禁措置に変更

するようカボベルデ政府に要請した。 

 

１２月２日 アフリカの国際組織「西アフリカ裁判所」

はカボベルデ政府に対して、サアブ氏を刑務所から解放

し、自宅軟禁措置に変更するよう命じていた。 

 

これに対して、カボベルデ政府は「法的に決定に従う義

務はない」との見解を示している。 

 

マドゥロ政権は、カボベルデ政府の姿勢を非難。１２月

のクリスマスを家族と過ごさせようとしないカボベル

デ政府は非人道的であると非難した。 

 

この非難に対して、反マドゥロ政権側の人間が反応。 

 

ガブリエラ・ラミレス元護民官は、 

「マドゥロ政権が人権を擁護する立場にあるのであれ

ば、ミゲル・ロドリゲス・トーレス元内務司法平和相や

ラウル・バドゥエル氏（軍人）など政治犯を開放するべ

きだ」と反論した。 

 

アレックス・サアブ氏の開放に関して、「Infobae」は、

ベネズエラの金公社「MINERVEN」が、サアブ氏を開

放させるためカボベルデに大量の GOLD を渡したと報

じており、賄賂が機能すればサアブ氏が開放される可能

性もありそうだ。 
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他方、「New York Times」は、１１月に米国政府がカボ

ベルデに軍艦を派遣し、サアブ氏を開放しないよう働き

かけたと報じており、米国側もサアブ氏を開放させない

よう動いているようだ。 

 

「スクレ州沖溺死事件捜査に幕？調査報告発表」         

 

１２月２３日 マドゥロ政権は、スクレ州沖で死亡した

ベネズエラ人の調査結果を発表した。 

 

「調査の途中経過の発表」ではなく、「調査結果の発表」

としており、マドゥロ政権として今回の事件の捜査に終

止符を打つ可能性がある。 

 

１２月１８日の時点で３３名の死者が特定されていた

が、死者数は変わらず３３名のまま（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.539」参照） 

 

マドゥロ政権の発表によると、事件は１２月６日に起き

た。６日の夜、ベネズエラ人４１名を乗せた「Mi 

recuerdo（私の思い出）」という小型船がスクレ州 El 

Rincon 地区のGüiriaからトリニダードトバゴに向けて

出発。３３名（成人２５名、青年１名、子供７名）の死

亡が確認された。現在８名（成人６名、子供２名）が行

方不明となっている。 

 

この船の搭乗可能人数は８名（可能重量２トン）だっが、

事件が起きた時には４１名（重量４トン）が乗っており、

船の管理者が安全確保を怠っていたと指摘した。 

 

なお、野党側はトリニダードトバゴ政府が拘束した不法

移民を送還して起きた事件と主張していたが、マドゥロ

政権側としてはベネズエラ側の船管理者が搭乗者の安

全確保を怠った結果起きた事件と認識しており、トリニ

ダードトバゴ政府の関与は無かったと説明している。 

 

 

経 済                       

「Avior メキシコ・カンクン便を開始」            

 

現在、メキシコのリゾート地カンクンとベネズエラのカ

ラカスをつなぐ飛行機は「Conviasa」だけが運航してい

るが、今後は「Avior」「Laser Airline」も定期運航を始

めるようだ。 

 

「Avior」のジャン・ブラカモンテ社長は、カラカス－カ

ンクン便を開始すると発表した。 

 

ブラカモンテ社長によると、１２月２５日から運行を開

始し、週２便（金曜・日曜）を予定しているという。 

カラカスからの出発予定時刻は午前９時１０分。 

カンクンへの到着予定時間は午後１２時００分だとい

う。 

 

「専門家 制裁緩和でも石油産業は改善せず」         

 

石油分野の専門家フランシスコ・モナルディ氏は、「El 

Diario」の取材に対応。来年のベネズエラの石油産業に

ついて、仮に制裁が緩和したとしても状況が好転するこ

とは無いだろうとの見解を示した。 

 

モナルディ氏は、主な障害として施設の老朽化、マドゥ

ロ政権側の PDVSA 経営陣の能力不足、外国からの信頼

の不足などを挙げ、石油産業への制裁が緩和したとして

もこれらの問題が解決しない限り、石油産業が良くなる

可能性は低いとの見解を示した。 

 

なお、経済制裁が緩和することで一時的に産油量は日量

４０万～６０万バレルのラインまで回復するだろうと

指摘。しかし、これ以上の増産は容易ではないと指摘し

た。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf
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社 会                       

「クリスマス需要減、定番料理も値上がり」            

 

長引く経済不況によりベネズエラの年末は毎年厳しい

ものになっている。 

 

ベネズエラは日本と違い、夏（そもそもカラカスは年中

春に近い季節で四季があまりないが）に花火をする習慣

は特にない。花火はむしろ年末に打ち上げられることが

多い。しかし、人々がクリスマスに購入するものは花火

よりも食事が中心となっている。 

 

また、クリスマスの定番料理の１つ、「パンデハモン」

の値段は１本 BsS.１，０００万（約１０ドル）。ボリバ

ル建てで見ると、前年比２，７５７％増だという。 

 

一年前の「DolarToday」の並行レートは１ドル BsS.４．

６万で、上昇率は２，０２６％なので、ドルで換算して

もやや高くなったことになる。 

 

（写真）Descifrado  

“クリスマス定番料理の１つ、パンデハモン” 

 

「クリスマスイブもガソリン・食料購入の行列」           

 

ベネズエラのガソリン不足は引き続き改善されておら

ず、カラカスでも給油のための行列が続いている。 

 

ツイッターではガソリン給油のための行列に並ぶ車の

写真・映像などが多く拡散されており、クリスマスイブ

でも行列待ちをしなければならないと嘆く声が散見さ

れる。 

 

また、リベルタドール市の公務員らは「Liceo Fermin 

Toro（学校）」に集まり、市から供給される豚肉や食料

品を受け取るために行列をなしたと報じられている。 

 

（写真）CarlosRojas 記者 

 

「SIDOR 労働者 マドゥロ政権の給付品に不満」         

 

ボリバル州の製鉄公社「SIDOR」労働組合のセサル・サ

ト氏は、マドゥロ政権から給付されるクリスマスの玩具

に不満を述べた。 

 

サト氏によると、２０１７年以前 SIDOR はテレビや

パソコン、自転車などをクリスマスのプレゼントとして

渡してくれていたが、現在はプラスチック製の質の悪い

玩具ばかりだと訴えた。 

 

また、以前はプレゼントとして提供される商品について

労働者に相談をしてくれていたが、現在はそのような相

談がないと主張。労働待遇の引き下げは禁止されており、

SIDOR 経営者は労働環境引き下げの規則に違反してい

ると訴えた。 

以上 


