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（写真）El Estimulo “野党国会 グアイド暫定政権を消滅させる決議を承認” 

２ 

 

 

  グアイド暫定政権の消滅        

 

株式会社ベネインベストメント 
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０２３年は始まったばかりだが、２３年で最

も大きな政治イベントが早くも起きそうだ。 

 

１２月３０日 野党国会は臨時国会を召集し、暫定

政権の消滅について決議を実施。暫定政権の消滅が

賛成多数で可決された。今回の決議により、２０２３

年１月４日をもってグアイド暫定政権は終了する予

定だ。 

 

本稿では、グアイド暫定政権の消滅がどのような影

響を与え得るかについて考察してみたい。 

 

 

２０２２年１２月３０日 野党国会は暫定政権の消

滅について賛否を問う臨時国会を召集。 

 

採決の結果、賛成７２票、反対２９票、棄権８票、

賛成多数で暫定政権の消滅が決定した。 

 

本件については「ベネズエラ・トゥデイ No.849」で

第１決議を通過。今回は第２決議だったため、これ

も通過したことになる。 

 

憲法の規定上、あとはグアイド暫定大統領がこの決

議に署名をすることで決定は正式に有効になる。 

 

暫定政権の消滅がほぼ確定 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/831c75ecdc0e02bd79dfb64f5cc22d75.pdf
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なお、憲法の規定によると「大統領は国会の決定し

た法律が憲法に照らし合わせて正しい内容になって

いるのかを最高裁判所の憲法法廷に問うことができ

る」と謳われている。 

 

野党国会にとっての最高裁判所は、外国にある「亡

命最高裁」（野党国会が任命し、ベネズエラ国外に亡

命した最高裁判事で構成される組織）なので、グア

イド暫定大統領は亡命最高裁に当否を問うことが可

能ということになるだろう。 

 

仮に、亡命最高裁が前述の決定を「憲法違反」と認

定した場合、この決定は無効となり、審議はやり直

しになる。 

 

つまり、（亡命最高裁を味方に付けることが前提だ

が）その気になれば、グアイド暫定政権は強硬な対

応で野党国会と対決することが可能ではある。 

 

しかし、グアイド暫定大統領が、素直に野党国会の

決定を尊重するのであれば、２０２３年１月４日を

もってグアイド暫定政権は終了することになる。 

 

 

上記の通り、グアイド暫定政権は野党国会の決定に

ついて、亡命最高裁に判断を仰ぐことは可能だ。 

 

グアイド議長は、同決定を受けて自身のソーシャル

メディアアカウントで 

「今回の政治的な決定は、賛成多数による決定であ

り民主主義を尊重する。しかし、この決定は憲法違

反であることを言及しなければならない。 

 

 

憲法２３３条をないがしろにはできない。政権を消

滅させることはできない。」と投稿。亡命最高裁に判

断を仰ぐ可能性を匂わせている。 

 

しかし、個人的にはそのようなことはせず、おとな

しく暫定政権を終了させると考えている。 

 

理由は「この手段は悪いイメージが強すぎるから」

だ。 

 

２０１６年、野党国会が発足した当時、野党国会は

多くの法律を可決させた。 

 

マドゥロ政権は、これらの法律の合憲性について、

ことごとく最高裁に判断を仰ぎ、マドゥロ政権に忠

実な最高裁はこれらの法律を「憲法違反」と判断。 

野党国会の立法機能は完全に停止した。 

 

野党国会は、マドゥロ政権の対応について「独裁政

権」と強く非難した過去がある。 

 

従って、上記の手段をグアイド暫定政権が行使する

のは過去との整合性を踏まえてハードルが高いだろ

う。 

 

なお、グアイド議長は「大衆意思党（VP）」の党員

であり、グアイド暫定政権は VP が中心となり運営

している組織である。 

 

今回の暫定政権の消滅は「行動民主党（AD）」「第一

正義党（PJ）」「新時代党（UNT）」に所属する議員

が支持しており、「大衆意思党（VP）」らは反対して

いた。 

 

暫定政権は消滅を受け入れるか？ 
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仮にグアイド暫定政権が亡命最高裁に判断を仰いだ

場合、野党内の亀裂は更に深刻なものになり、主要

野党が分裂。与野党協議でマドゥロ政権と協議する

以前の問題になりかねない。 

 

様々な観点から、グアイド暫定政権はおとなしく野

党国会の決定（暫定政権の消滅）を受け入れるので

はないだろうか。 

 

 

次にグアイド暫定政権が消滅した場合、どのような

影響があるかを考察したい。 

 

暫定政権の消滅はベネズエラの政治混乱を解消する

大きな前進ではあると同時に、具体的な影響という

観点では、限定的と考えている。 

 

暫定政権の消滅で影響が想定される主なテーマは

「グアイド暫定政権がコントロールしていた外国に

あるベネズエラの国営企業」「外国にあり凍結されて

いるベネズエラ政府資産」だろう。 

 

だが、実際のところ、この２点についてグアイド暫

定政権が決定を出来ることはなかった。 

 

「グアイド暫定政権がコントロールしていた外国に

あるベネズエラの国営企業」とは、CITGO のことだ

が、CITGO のコントロール権をグアイド暫定政権に

与えていたのは、米国政府だ。 

 

米国政府が、「暫定政権が消滅した後も CITGO の経

営は現役員らが運営する」と決めれば、現状は維持

される。 

 

「外国にあり凍結されているベネズエラ政府資産」

についても、資産を凍結しているのは外国政府であ

り、グアイド暫定政権ではない。 

 

外国にあるベネズエラ政府資産の凍結は、グアイド

暫定政権の存在に関わらず継続するだろう。 

 

例えば、英国にあるベネズエラ中央銀行の GOLD に

ついて、現在もグアイド暫定政権とマドゥロ政権が

英国裁判所で裁量権を争っている。 

 

グアイド暫定政権が消滅したから、英国政府がマド

ゥロ政権に GOLD の使用を認めるかと聞かれれば、

恐らく認めないはずだ。 

 

「外国にあり凍結されているベネズエラ政府資産」

の凍結解除は、暫定政権の存在有無とは関係なく、

与野党協議が進展することで実現する見通しだ。 

 

暫定政権が消滅することで、様々な矛盾が生じるこ

とは想定されるが、その矛盾をメディアが熱量を持

って報じなければ矛盾に気付く人は少数だろう。 

 

 

暫定政権の消滅が全く影響を与えないということは

なく、細々とした部分では影響がある。その１つは

「暫定政権が使用していた米国にある凍結資産の使

用が減る」という点だ。 

 

これまで野党は米国にあるベネズエラ政府資産を

「暫定政権の運営費」として支出してきた（次ペー

ジに２２年１～１０月の支出・払い戻し実績を紹

介）。 

暫定政権の消滅 影響は軽微 

米国にある凍結資産の支出額は減る 
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野党国会は、２２年１～１０月にかけて約２，５２

０万ドルを支出した。 

 

支出は「民主主義擁護」「大統領府」「外務省」「国

会」「会計検査室」「支出管理評議会」「人道対応」の

７つの項目で支出されている。 

 

野党国会によると、暫定政権消滅後も「外国資産を

保護するための組織」は継続するようで、全ての支

出がなくなるわけではなさそうだが、少なくとも２

３年以降「大統領府」「外務省」は無くなるはずだ。 

 

このようにグアイド暫定政権が消滅したとしても、

「グアイド暫定政権がコントロールしていた外国に

あるベネズエラの国営企業」「外国にあり凍結されて

いるベネズエラ政府資産」は、暫定政権がある現在

と変わることはなく、主な影響は米国にあるベネズ

エラ中央銀行の凍結資金の支出が減るなどだろう。 

 

 

加えて、暫定政権の消滅は VP の権限低下を意味す

る。VP は主要野党内でもマドゥロ政権との対立姿

勢が強く、対話に否定的なグループである。 

 

他方、他の３党（AD、PJ、UNT）は比較的穏健な

グループ。彼らの権限が相対的に高まれば、与野党

協議の進展はよりスムーズなものになる。 

 

ベネズエラの問題を解決するのにプラスの影響を与

えると想像している。 

 

以上 

表：グアイド暫定政権　凍結資産支出・返金額（２２年１～１０月）

（単位：ドル）

日付 項目 金額

04/01/2022 支出管理評議会 120,866.7

03/01/2022 支出管理評議会 375,000.0

03/01/2022 人道対応 128,200.0

27/01/2022 国会（返金） △ 32,250.0

27/01/2022 外務省（返金） △ 45,000.0

27/01/2022 大統領府（返金） △ 6,720.0

27/01/2022 民主主義擁護（返金） △ 353,250.0

27/01/2022 人道対応（返金） △ 395,550.0

27/01/2022 人道対応（返金） △ 283,807.0

07/03/2022 国会 11,020.0

21/06/2022 大統領府 1,026,600.0

21/06/2022 支出管理評議会 329,250.0

21/06/2022 会計検査室 307,500.0

21/06/2022 国会 2,963,220.0

21/06/2022 外務省 1,576,200.0

12/08/2022 大統領府 1,045,299.5

12/08/2022 支出管理評議会 2,050,604.0

12/08/2022 会計検査室 237,150.0

12/08/2022 国会 1,658,000.0

12/08/2022 外務省 1,688,850.4

12/08/2022 返金 △ 495,000.0

19/09/2022 民主主義擁護 6,860,200.0

19/10/2022 民主主義擁護 6,435,650.0

25,202,033.6

日付 弁護士事務所 金額

27/04/2022 Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 664,544.9

08/07/2022 Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 457,940.2

1,122,485.0

（出所）グアイド暫定政権　中央銀行より筆者作成

合計

合計

表：組織別の支出額（２２年１月～１０月）

（単位：ドル、％）

項目 金額 各月 割合

民主主義擁護 12,942,600.0 1,294,260 51.4

大統領府 2,065,179.5 206,518 8.2

外務省 3,220,050.4 322,005 12.8

国会 4,599,990.0 459,999 18.3

会計検査室 544,650.0 54,465 2.2

支出管理評議会 2,875,720.7 287,572 11.4

人道対応 △ 551,157.0 △ 55,116 △ 2.2

出所不明の返金 △ 495,000.0 △ 49,500 △ 2.0

合計 25,202,033.6 2,520,203 100.0

（出所）グアイド暫定政権　中央銀行より筆者作成

VP の権限低下で協議は進展 


