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（写真）Maduradas “キリスト教医療委員会 「聖人ホセ・グレゴリオ・エルナンデスの奇跡」を認定” 

 

 

２０２０年１月８日（水曜） 

 

政 治                     

「カベジョ制憲議長 与党派国会を認識 

～国会の無効状態撤回が前進～」 

「解放された政治犯 ３名は一般犯罪者？」 

「グアイド議長再任に賛成した議員は３８名？」 

経 済                     

「マドゥロ政権 国会奪取の狙い 

～炭化水素法の改定が目的との報道流れる～」 

「国内の ATM４５％減 ドル使用率３０％超」 

「ロン・サンタ・テレサ 新株発行」 

「Chevron 他 ライセンス延長の可能性高まる」 

 

２０２０年１月９日（木曜） 

 

政 治                    

「ポンペオ国務長官 自由選挙の９条件 

～対話を認め、マドゥロ大統領退陣求めず～」 

「野党の正念場 １月１４日の動員がカギ」 

「米国政府 離反野党議員への制裁を検討」 

「スペイン パブロ・イグレシアス氏副大統領」 

経 済                    

「１９年の原油輸出 前年比３２％減」 

社 会                     

「聖人ホセ・グレゴリオ・エルナンデス 

～キリスト教医療委員会が奇跡と認定～」 
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２０２０年１月８日（水曜）             

政 治                       

「カベジョ制憲議長 与党派国会を認識          

       ～国会の無効状態解除が前進～」       

 

１月８日 ディオスダード・カベジョ制憲議長は、記者

会見を実施。与党派国会の議長を務めるルイス・パラ議

員に対して、最高裁に行き国会の無効化解除に向けて調

整するよう求めた。 

 

「我々は新たな国会を正当なものと認識している。我々

は、国会の権限をないがしろにしたことはない。これま

で国会を掌握していたグループこそが、公権力をないが

しろにしていた。 

 

正しい行動が出来る国会役員は最高裁に行き、国会機能

の無効化の解除を要請するべきだ。」 

と述べた。 

 

マドゥロ大統領は、与党派国会の存在を正当なものと認

める姿勢を示している。与党ナンバー２のカベジョ制憲

議長も与党派国会を正当なものと認識すれば、最高裁の

承認は手続き的な問題に過ぎないだろう。 

 

 

（写真）NTN24 “ディオスダード・カベジョ制憲議長” 

 

「解放された政治犯 ３名は一般犯罪者？」         

 

１月７日 与党と穏健野党との対話の結果、１３名（ベ

ルトゥッシ牧師は１４名と言及）の政治犯が解放される

こととなった（「ベネズエラ・トゥデイ No.390」参照）。 

 

解放される１３名については、リストが公開されている

が、この１３名のうち３名は一般犯罪者だと指摘されて

いる。 

 

ベネズエラ人記者の Midred Manrique 氏は、リストに

掲載されている Renzo Fuenmayor 氏、Jesús Ocando 氏、

Nataly Gallego 氏の３名は「ALIRIO CARA CONTRA」

という犯罪グループのメンバーだと指摘している。 

 

なお、人道団体「Foro Penal」は１月７日の時点で、７

名が解放されていると述べている。 

 

１８年６月にも与党と穏健野党の協議により政治犯３

９名が解放されたことがある。当時も解放された政治犯

の中に一般犯罪者が混ざっていたと指摘されていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.145」参照）。 

 

「グアイド議長再任に賛成した議員は３８名？」         

 

１月５日 パラ議員が与党派国会の議長に就任したが、

本来必要な議員の過半数の承認が得られていなかった

と指摘されている。 

 

他方、グアイド議長については過半数を大きく上回る１

００名の議員が議長再任に賛成したと報じられている。 

 

本件について、カベジョ制憲議長は「グアイド議員の議

長再任に賛成した議員は３８名しかいない」と主張した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
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主張の根拠は以下の投稿だろう。 

 

与党系の記者 William Castillo 氏は、１月７日にグアイ

ド議長が再任を宣誓した当時の写真を公開。賛成したと

される議員の人数を以下の通りカウントした。 

 

壇上で議長再任に賛成した議員は３８名。その前には記

者がいるだけで、議会の席には賛成者がいない様子を伺

うことが出来る。 

 

野党側としては１月５日に「El Nacional」でグアイド議

長再任の投票を終えており、１月７日の議長就任はセレ

モニーでしかないということだろうが、与党側としては

引き続きグアイド議長は過半数の賛成を得られなかっ

たと指摘することになるだろう。 

 

 

（写真）William Castillo 記者ツイッター 

 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 国会奪取の狙い            

 ～炭化水素法の改定が目的との報道流れる～」           

 

本稿「カベジョ制憲議長 与党派国会を認識」でもある

通り、与党派国会での運営を前提に国会の無効化が解除

されるのは時間の問題だろう。 

 

野党議員のアンヘル・アルバラード議員は、マドゥロ政

権が国会の無効化を解除させようとしている目的につ

いて指摘。 

 

アルバラード議員曰く、国会無効化解除の真の目的は、

「炭化水素法の改定」にあるという。 

 

数カ月前から記事で度々紹介しているが、１９年後半か

ら石油産業で合弁相手のオペレーション権限が拡大し

ている。 

 

しかし、現在の炭化水素法では様々な縛りがあり、民間

セクター側が様々な面で不利な条件になっている。 

 

現実と制度の乖離を無くすため、あるいは合弁相手のオ

ペレーション権限を更に拡大するためには炭化水素法

を改定する必要がある。 

 

しかし、炭化水素法の改定には国会の承認が不可欠なた

め、与党派国会を組織し、同法律を改訂しようとしてい

ると指摘した。 

 

アルバラード議員は、特にロシアの「Rosneft」が大きな

恩恵を受けると指摘している。 

 

ロシア政府はすぐに与党派国会を正当な国会と承認し

ており、話の辻褄は合うように思える。 
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「国内の ATM４５％減 ドル使用率３０％超」         

 

銀行監督局（SUDEBAN）は、最新の ATM 稼働台数に

ついて統計を公表した。 

 

同統計によると、１７年１０月から１９年１０月までの

２年間で国内の ATM が４５％減少した。 

 

２０１７年１０月、ベネズエラで稼働していた ATM の

総数は９，９３２台。それから２年が経過した１９年１

０月の ATM の総数は５，４４４台。 

 

２年間で４，４８８台（４５．１９％）の ATM が稼働

を停止したことになる。 

 

なお、１８年１０月の ATM 稼働総数は６，７４０台だ

ったので、１年間で１，２９６台減少したことになる。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ATM の

維持費は各社平均で年間２００万ドルほどかかるとい

う。 

 

インターネット送金の普及など現金紙幣を用いない決

済取引が急速に進んでおり、どの銀行も ATM の経費を

削減する方向にある。 

 

また、ATM では引き出し出来ないドル現金、ドル建て

クレジットカードでの決済が増えていることも ATM

が減少する要因の１つとなっている。 

 

ベネズエラ人経済学者の Manuel Sutherland 氏による

と、現在のドル決済普及率は３０～４０％。今後、６０

～７５％まで上昇する可能性があると指摘している。 

 

 

 

 

「ロン・サンタ・テレサ 新株発行」          

 

ベネズエラの証券会社「Rendivalores」は、ベネズエラ

のラム酒メーカー「ロン・サンタ・テレサ」が６００万

株を新規発行すると発表した。 

 

１月１０日から公募を開始。「Rendivalores」が公募増資

の業務を担当する。 

 

「ロン・サンタ・テレサ」は、現在ベネズエラのカラカ

ス証券市場で最も取引量の多い株の１つ。 

 

昨年のカラカス証券市場の上昇率は年間５，５２０．５

３％。並行レートの上昇率より若干低いが、株式投資は

資産価値の保全手段として有効とされている（「ウィー

クリーレポート No.111」参照）。 

 

ベネズエラで最も大きなラム酒メーカーで、日本でも同

社のラム酒が販売されている。「ウィークリーレポート

No.118」でベネズエラのラム酒に関するレポートを作

成したことがあるので関心の方はご笑覧いただきたい。 

 

「Chevron 他 ライセンス更新の見通し高まる」                  

 

米国政府は１９年１月に PDVSA に制裁を科した。 

 

これにより米国の法人・個人は PDVSA との取引を継続

することはできないが、米国のエネルギー事業者

「Chevron」「Halliburton」「Baker Hughes」「Weatherford」

「Schlumberger」についてはライセンスが発行されてい

る。 

 

ライセンスは更新が続いており、現在のライセンス期限

は２０２０年１月２２日に迫っている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf
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このライセンスについて、エネルギー情報メディア

「Argus Media」は、グアイド議長が再任したことで、

「Chevron」など米国のエネルギー事業者のライセンス

が更新される可能性が高まったと報じた。 

 

記事によると、「グアイド政権は、将来のエネルギー事

業の協力相手として、Chevron がベネズエラで事業を継

続することを望んでいる」という。 

 

１月７日には PDVSA と Chevron の合弁会社「Petropiar」

でアップグレーダーが再開しているとも報じられてお

り、ライセンスは更新されるとの見方が大半となってい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.390」参照）。 

 

２０２０年１月９日（木曜）              

政 治                        

「ポンペオ国務長官 自由選挙の９条件         

 ～対話を認め、マドゥロ大統領退陣求めず～」        

 

１月９日 米国のポンペオ国務長官はベネズエラで「自

由選挙」を行うための９つの原則を発表した。 

 

今回の原則は、これまでの米国政府の主張とは異なって

おり、注目に値する。 

 

 

１．移行政権は交渉により多くの国民に受け入れられる

政権でなければならない。 

 

２．新たな選挙管理委員会（CNE）が平等で独立した組

織であるためには、憲法に準じた国会の承認が必要

である。選挙のための十分な時間を確保するため、

新たな CNE 役員を早急に決定しなければならない。 

 

 

 

３．新たな最高裁判所（TSJ）が平等で独立した組織で

あるためには、最高裁が全ての投票を公平に守る組

織でなければならない。 

 

４．国会議員選、大統領選が自由で公平な選挙であるた

めには、全ての政党・候補者が出馬できる公開され

た選挙でなければならない。つまり、個人・政党へ

のあらゆる妨害行為を排除しなければならない。 

 

５．全ての公権力・国会権力を再構築しなければならな

い。 

 

６．インターネット・報道・通信の妨害をしてはいけな

い。マドゥロ政権が報道の内容を命令してはいけな

い。 

 

７．平和な抗議行動をする権利・表現の自由を保証しな

ければならない。 

 

８．外国の専門家による独立した選挙監視団を受け入れ

なければならない。 

 

９．全世界の有権者に自由な投票を保証しなければいけ

ない。 

 

 

これまでの米国の主張との大きな違いは、 

「マドゥロ大統領の退陣を絶対条件としていないこと」 

 

「（与野党の）交渉により決定された移行政権の発足を

求めていること」 

の２点。 

 

これまで、米国政府は交渉を否定し続け、マドゥロ大統

領の退陣を対話の絶対条件としてきた。今回の方針は２

０２０年の対ベネズエラ方針と言えるものなのかもし

れない。 
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「野党の正念場 １月１４日の動員がカギ」           

 

１月５日の国会役員任命プロセスでのマドゥロ政権側

の妨害を受けて、グアイド政権は抗議行動を呼びかけて

いる。 

 

現在、１月１０日、１１日、１４日に抗議行動を呼びか

けているが、野党側が最も大きな抗議行動にしようとし

ているのは１月１４日だ。 

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は、

昨今の政治混乱について、 

 

「１月５日の国会役員任命の騒動を受けて、マドゥロ政

権と対峙するグアイド議長というイメージが再び盛り

上がっている。ただし、現時点では、多くの国民を動員

させるには不十分だと考えている。 

 

いずれにせよ、今週・来週の抗議行動でどこまで国民が

動員できるかが今後のベネズエラにとって極めて重要

だ。」 

と指摘。 

 

ただし、 

「政治経済混乱の中、４５０万のベネズエラ人が外国に

移住した。彼らの多くはマドゥロ政権に不満を持つ野党

支持者で、抗議行動に参加していた人だった。 

彼らが不在になったことで抗議行動の動員にどのよう

な影響が出るのかも無視できない。」 

との見解を示した。 

 

「米国政府 離反野党議員への制裁を検討」         

 

１月５日の国会役員任命にあたり、パラ議員の議長就任

に賛成した野党議員に非難の声が殺到している。 

 

 

野党議員らは、離反した野党議員は賄賂を受け取ってパ

ラ議員に票を投じたと指摘。外国政府に対して、汚職の

罪で当該議員に制裁を科すよう要請した。 

 

この要請を受けて米国政府は、離反した野党議員に対し

て制裁を科すようだ。 

 

米国に亡命したレスター・トレド議員は、 

「既に離反した１８名の議員リストを米国国務省に提

出し、彼らに制裁を科すよう求めた。近いうちに彼らは

制裁を科せられることになるだろう」 

と言及している。 

 

「スペイン パブロ・イグレシアス氏副大統領」         

 

１月７日 スペインのサンチェス首相（社会労働党

（POSE）所属）が自身の信任投票を実施。賛成１６７

票、反対１６５票の僅差で続投が承認された。 

 

サンチェス首相はこれまで２度、自身の首相信任が国会

で否決され、３回目でついに首相続投が承認されたこと

になる。 

 

そして、新政権の副大統領は、連立政権を組んだ急進左

派「ポデモス」のパブロ・イグレシアス党首が抜擢され

た。「ポデモス」はマドゥロ政権との関係が強い。 

 

サンチェス首相が所属する POSE は中道左派。 

ポデモスは急進左派。 

２つの左派政党がスペインの政権を担うことになる。 

 

欧州は、引き続きマドゥロ政権に穏健な政治方針を示す

ことが予想される。 
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経 済                       

「１９年の原油輸出 前年比３２％減」            

 

ロイター通信は、２０１９年のベネズエラの原油輸出が

前年比３２％減少したと報じた。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、現在

の主要顧客（購入者）は Rosneft で、ベネズエラからの

原油輸出の３３．５％を購入しているという。Rosneft

に次いで中国の CNPC が１１％。キューバの Cubametal

が７％と続く。 

 

ただし、Rosneft はロシアに輸入しているわけではなく、

ベネズエラ産原油を他国に輸出しており、輸出国として

は中国が最も多い。２０１９年の中国向け平均輸出量は

日量３２．０万バレルだという。 

 

２番目に多い輸出国はインド。平均２１．８万バレル。 

購入企業は Reliance。 

 

Reliance は、米国の制裁を受け、一時 PDVSA からの原

油購入を停止したが、原油と石油燃料の代物取引を行う

ことで PDVSA と合意。現在は取引を再開している。 

 

米国はイラン産原油の購入を停止するよう他国に求め

ており、その関係でアジア諸国でベネズエラ産原油の購

入需要が拡大していると報じた。 

 

社 会                       

「聖人ホセ・グレゴリオ・エルナンデス         

   ～キリスト教医療委員会が奇跡と認定～」            

 

ベネズエラで、ホセ・グレゴリオ・エルナンデス（右写

真の人物）という聖人を知らない人はいないだろう。 

 

 

ホセ・グレゴリオ・エルナンデス氏は、ベネズエラに実

在した医師だが、子供の難病を治療した聖人として知ら

れている。 

 

１月９日 キリスト教医療委員会は、１７年３月にベネ

ズエラで起きた奇跡を「ホセ・グレゴリオ・エルナンデ

ス氏が起こした奇跡」と認定した。 

 

２０１７年３月、グアリコ州に住む Yaxury Solórzano 

Ortega 氏（１０歳）が父親とバイクに乗っていた際に、

犯罪者グループに襲われた。 

犯罪者グループはバイクを盗むため、父親を射殺。

Ortega 氏も頭部に銃が命中した。 

 

事件現場の近くには病院がなく、ボートに乗り病院まで

移動。しかし、外科医が不在だったので、治療を受ける

まで４８時間待たなければならなかった。 

 

その間、子供は血を失い状況は悪化していたが、その時

母親は「心配しないでよい。あなたの子供は大丈夫」と

いうホセ・グレゴリオ・エルナンデスの声を聞いたとい

う。 

 

外科医は「命の保証は出来ないし、万が一助かったとし

ても後遺症は避けられない」と説明したが、治療の結果、

Ortega 氏は一命をとりとめ、後遺症もなかったという。 

２０１８年に X 線スキャンで Ortega 氏の頭部を撮影し

たところ、今でも頭部に銃弾が残っているという。しか

し、体調は至って健康のようだ。 

 

以上 


