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（写真）大統領府ツイッター “モレノ最高裁らが SEBIN 元長官の不審な動きを教えてくれたと発言” 

 

 

２０１９年５月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「国会議員 抑圧から逃れ国外脱出、潜伏」 

「マドゥロ大統領 国防相、最高裁判長らを信頼」 

「アイサミ経済担当副大統領 

アルーバとの交通再開を宣言するが・・」 

経 済                     

「米国 キューバに原油輸出する船会社に制裁」 

「１7 年 祖国カードの発行費用 Citgo が負担」 

「現地紙 El Universal ７０名の再雇用命じられる」 

社 会                     

「コロンビア アレックス・サアブ氏に有罪判決」 

2019 年 5 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「米国が軍事介入を提案してくるなら受け入れ」 

「米国船のベネズエラ海域侵入を非難」 

「中国 コンタクトグループ主導の解決を希望 

～ローマ法王も対話による解決を志向～」 

「空軍中将が離反 マドゥロ政権を非難」 

経 済                    

「パラグアナ製油センター 稼働率１７％」 

社 会                     

「チャカオ市場オーナー 逮捕される」 

「ドミニカ共和国 サマーク氏の邸宅を捜査」 
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２０１９年５月１０日（金曜）             

政 治                       

「国会議員 抑圧から逃れ国外脱出、潜伏」       

 

５月７日 制憲議会は、４月３０日の「自由オペレーシ

ョン」を主導したとされる国会議員７名の不逮捕特権は

く奪を決定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.288」参照）。 

 

この決定を受けて、国会第１副議長を務めている行動民

主党（AD）のエドガー・サンブラーノ議員が SEBIN に

拘束された。 

 

また、不逮捕特権をはく奪された他の議員らは、アルゼ

ンチン大使館やイタリア大使館などに逃れ保護を求め

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.289」参照）。 

 

その後も不逮捕特権を剥奪された議員が逮捕を逃れる

ため、ベネズエラを脱出あるいは潜伏しているとの情報

が流れている。 

 

５月１０日 大衆意志党（VP）の元党員で２年前には

国会の外交委員長を務めたルイス・フロリダ議員はビデ

オメッセージを公開。マドゥロ政権の拘束から逃れるた

め、コロンビアにいることを明らかにした。 

 

また、VP に所属するアンドレス・メヒア議員も不逮捕

特権を剥奪され、拘束される危険があるということで現

在身を潜めているとのビデオメッセージを公開した。 

 

米州機構（OAS）は５月１３日に臨時会合を実施すると

発表。マドゥロ政権による野党議員への一連の抑圧行為

を非難する声明が発信される予定。 

 

 

 

 

「マドゥロ大統領 国防相、最高裁判長らを信頼」         

 

４月３０日の自由オペレーションに関連して、米国のボ

ルトン大統領補佐官は 

「パドリーノ・ロペス国防相、マイケル・モレノ最高裁

判長、イバン・エルナンデス大統領護衛官長らは政権の

引き渡しに合意している。」 

と発言。 

 

その後も、マドゥロ政権を崩壊させるためにモレノ最高

裁らが水面下で活動していたとの報道が散見されてい

る。 

 

５月１０日 マドゥロ大統領は演説の中で 

「モレノ最高裁判長とロペス国防相とエルナンデス護

衛官長は、私に SEBIN 元長官が不審な動きをしている

と教えてくれた。４月３０日午前９時に彼は SEBIN 長

官を解任され、拘束される予定だった。 

それを知った彼らは計画を前倒しにせざるをえなかっ

た。」と発表。 

 

「私はモレノ最高裁、ロペス国防相、エルナンデス護衛

官長を信頼している。」 

と発言した。 

 

なお、４月３０日の自由オペレーションで野党側に協力

したクリストファー・フィゲロア元 SEBIN 長官につい

て、 

「一年ほど前から CIA に協力していた。彼は CIA に祖

国を売った。いつかベネズエラ国内法で裏切りの罪を償

う時が来る。」 

と非難した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
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「アイサミ経済担当副大統領             

   アルーバとの交通再開を宣言するが・・」                  

 

２月２３日の人道支援物資の受け入れを巡りベネズエ

ラはコロンビア、アルーバ、ブラジルの国境を封鎖して

いる。 

 

５月１０日 アイサミ経済担当副大統領は、ベネズエラ

とブラジルの陸路、アルーバとの海路の交通を再開する

と発表した。 

 

一方、コロンビアとの国境は引き続き閉鎖、アルーバ以

外の蘭領アンティル諸島（ボナイレとクラサオ）との交

通も引き続き停止すると宣言。 

 

彼らがベネズエラに対して脅迫的な姿勢を停止するま

でその措置を維持するとした。 

 

しかし、アルーバ政府は、アイサミ経済担当副大統領の

発表後に「ベネズエラとの国境交通禁止措置を３０日間

延長する」と発表した。 

 

アルーバ政府は、国境交通の禁止を延長する理由につい

て明確に示してはいないものの声明文には 

「ベネズエラは極めて深刻な状況にあり、急増する移民

が社会秩序と国内の安全に影響を及ぼしている」 

と書かれており、移民の増加を懸念していると思われる。 

 

経 済                        

「米国 キューバに原油輸出する船会社に制裁」           

 

５月１０日 米国政府はキューバにベネズエラ原油を

輸出しているパナマ国籍のタンカー２隻およびその船

舶を所有している船会社２社に制裁を科した。 

 

 

 

制裁が科されたパナマ籍のタンカーは 

・El Leon Dias 

・Ocean Elegance 

 

また、同船舶を所有している船会社は 

・Serenity Martime Limited（リベリア本社） 

・La Corporacion Monsoon Navigation 

（マーシャル諸島本社） 

の 2 社。 

 

財務省の発表では追加制裁は「SEBIN によるエドガー・

サンブラーノ議員の違法な拘束が理由」としている。 

 

「１7 年 祖国カードの発行費用 Citgo が負担」         

 

野党系ジャーナリスト Maibort Petit 氏は、２０１７年

前期に祖国カードを発行するために Citgo が２００万

ドルを支出し、カード製造機を購入したと報じた。 

 

Citgoが購入したカード製造機は現在ベネズエラにあり、

ベネズエラで祖国カードを作成しているという。 

 

１７年前期、当時の Citgo 社長は１８年１２月に拘束中

に亡くなったネルソン・マルティネス氏だったという

（「ベネズエラ・トゥデイ No.228」参照）。 

 

ベネズエラ政府が必要とする物資を PDVSA の米国子

会社 Citgo が購入するという行為は、PDVSA とベネズ

エラ政府の組織としての境界線が曖昧であったことを

意味している。 

 

なお、現在の Citgo は野党のコントロール下にある。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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「現地紙 El Universal ７０名の再雇用命じられる」                  

 

５月９日 ベネズエラ労働省は、現地紙「El Universal」

に対して５月３日に解雇した７０名の労働者を再雇用

するよう命じた。 

 

「El Universal」は労働省の決定に従うとしている。 

 

今回の一件は労働者の訴えを受けて、労働監督局の査察

を行い、大量解雇と認定した。解雇された７０名の多く

は３０～４０年ほど同社に勤務していたという。 

 

また、解雇された労働者の中には、旅行休暇中、医療休

養中、妊娠期間中に解雇を命じられたと訴えている者も

いる。 

 

ベネズエラの労働法は 

「雇用主の都合による解雇は原則、禁止されている」 

という点が特徴。 

 

無断欠勤が続いているなど、一定の要件を満たせば解雇

を行うことが出来るが、労働監督局に訴えられると雇用

主が負けるのが一般的。つまり、労働者の立場がかなり

強い国と言える。 

 

労働者は、法律により自身が容易に解雇されないことを

認識しているため、無断欠勤をする者も多く、雇用主側

の悩みの一つになっている。 

 

社 会                        

「コロンビア アレックス・サアブ氏に有罪判決」           

 

コロンビアのバランキージャ裁判所は、CLAP の食料品

貿易を通じて汚職をしていたと訴えられているコロン

ビア人の実業家アレックス・サアブ氏に有罪判決を下し

た。 

 

現地メディア「El Espectador」によると、サアブ氏は親

族らと２５０億ドル相当の汚職取引に関わったと報じ

られた。 

 

２００７年頃から大量の資金を同氏がコロンビアに所

有する「Shatex」という会社を通じて国外に送金してい

たという。 

 

なお、サアブ氏は、コロンビアで逮捕命令が出ているが

国外に逃亡しており、裁判はサアブ氏が委託した弁護士

が対応しているという。 

 

２０１９年５月１１日～１２日（土・日）             

政 治                       

「米国が軍事介入を提案してくるなら受け入れ」        

 

５月１１日 グアイド議長は、イタリア紙「La Stampa」

のインタビューに対応。 

 

インタビューの中で、米国政府によるベネズエラへの軍

事介入について質問されると、 

「もし、米国が軍事介入を提案してくるのであれば、お

そらく受け入れることになるだろう。」 

と発言した。 

 

また、グアイド議長は５月１１日に呼びかけていた抗議

行動で演説を実施。 

 

その中で、国会が任命した在米ベネズエラ代表大使のカ

ルロス・ベッキオ氏に対して、米国の海軍南部総督と急

いで面談をするよう要請した。 

 

イタリア紙でのインタビューの内容などを踏まえると、

軍事的な支援の可能性を探っていると想像される。 
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「米国船のベネズエラ海域侵入を非難」                  

 

米国側もマドゥロ政権に対して引き続き圧力を科す姿

勢を見せているようだ。 

 

５月１１日 パドリーノ・ロペス国防相は、米国海軍の

領海監視艦が不法にベネズエラ領海に侵入したと訴え

た。 

 

「米国の領海監視艦がパトロールと称してベネズエラ

の領海に侵入した。我々は米国船から自国を守るため、

飛行機、船を使用し、監視することを余儀なくされた。 

 

米国政府はなぜここまで執拗にベネズエラを侮辱し、挑

発してくるのか。米国政府にはベネズエラの主権を尊重

する意志はみじんもない。」 

と非難した。 

 

「中国 コンタクトグループ主導の解決を希望     

   ～ローマ法王も対話による解決を志向～」           

 

４月３０日の自由オペレーションの失敗を受けて、グア

イド議長は今後の方針について決めかねているのかも

しれない。 

 

５月１１日の演説でグアイド議長は、中国について言及。 

「中国政府は、コンタクトグループを通じた問題の解決

を我々に求めている。」 

と発言した。 

 

この発言には多くの野党支持者が違和感を覚えたので

はないか。 

 

グアイド議長は、これまで米国政府（リマグループ）の

方針を肯定してきており、欧州が主導するコンタクトグ

ループとは一定の距離感を保ってきた。 

 

欧州側の方針は、米国側の方針（グアイド議長の方針）

と異なるため、グアイド議長はこれまで意図的にコンタ

クトグループの存在を無視してきた印象がある。 

 

そのため、 

「中国政府は、コンタクトグループを通じた問題の解決

を我々に求めている。」 

という発言は、微妙な違和感を覚える。 

 

以下はあくまで筆者の想像だが、グアイド議長は米国の

軍事介入を期待しているが、米国側にそこまで介入する

意志があるかどうかは不透明なので、第２の選択肢とし

てコンタクトグループの方針に移行することも出来る

ようにしているのではないか。 

 

なお、５月１０日 カトリック教会のアルド・ジョルダ

ーニ司教は、 

「ローマ法王はベネズエラの危機を対話で解決するこ

とを望んでいる」 

と発言した。 

 

自由オペレーション以降、交渉での問題解決に戻る可能

性があるのかもしれない。 

 

ただし、交渉での解決を模索する場合、グアイド議長と

マドゥロ政権で話がまとまるとは思えない。グアイド議

長は、交渉の第一線から退かなければいけないのではな

いか。 

 

「空軍中将が離反 マドゥロ政権を非難」         

 

５月１２日 １９９２年に故チャベス元大統領と共に

カルロス・アンドレス・ペレス政権へのクーデターを起

こした空軍のラモン・ランヘル中将は、マドゥロ政権か

らの離反を宣言した。 
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ランヘル中将は、２０１２年に故チャベス元大統領の指

示でキューバ政府と交渉を行ったと発言。キューバの汚

職取引の実態について内情を知っていると証言した。 

 

また、キューバの経済情勢が悪化しているのは米国の制

裁の責任ではないと訴えた。 

 

なお、ベネズエラの軍部専門家であるロシオ・サン・ミ

ゲル氏は、自身のツイッターでランヘル中将について 

「ベネズエラとキューバの取引実態、故チャベス元大統

領のキューバでの治療や死について極秘情報を持って

いる。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）Rocio San Miguel 氏ツイッター抜粋 

“マドゥロ政権からの離反を宣言するランヘル中将” 

 

経 済                       

「パラグアナ製油センター 稼働率１７％」            

 

現地メディア「La Patilla」は、パラグアナ製油センター

の稼働状況は、日量１６．５万バレル程度と報じた。 

 

パラグアナ製油センターには、アムアイ製油所とカルド

ン製油所があり、最大の精製能力は、カルドン製油所が

３０．５万バレル、アムアイ製油所が６３．５万バレル。 

 

また、スリア州のバホ・グランデ製油所の日量１．６万

バレルと合わせると９５．６万バレルを精製できる施設。 

 

つまり、最大能力の１７％程度しか稼働していないこと

になる。 

 

PDVSAは稼働率を２１％まで引き上げる計画を立てた

が、米国の制裁や外国の取引先との問題により計画は順

調に進んでいないという。 

 

なお、現在カルドン製油所は日量５万バレル、アムアイ

製油所は１１．５万バレルという。 

 

なお、ベネズエラの１９年のガソリン消費量は日量１７

万バレル、ディーゼル燃料は日量７．５万バレルと見込

んでおり、国内の需要も賄うことが出来ていないという。 

 

社 会                       

「チャカオ市場オーナー 逮捕される」            

 

５月１２日 カベジョ制憲議長が司会を務めるテレビ

番組「Con el Mazo Dando」で、４月３０日の自由オペ

レーションを支援したとして、チャカオ市場のオーナー

Emilio Boulanger 氏が逮捕されたことが明らかになっ

た。 

 

また、Boulanger 氏の自宅には 8 丁の拳銃があったとい

う。 

 

ベネズエラに駐在したことがある人であれば、チャカオ

市場に行ったことがない人はいないだろう。 

 

値段はスーパーマーケットで売られている商品よりも

だいぶ高いが、新鮮な食料品が購入できる市場として駐

在員に重宝されている。 
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今回のオーナー逮捕がチャカオ市場の継続に影響を与

えないことを期待したい。 

 

 

（写真）Con el Mazo Dando 

“逮捕された Emilio Boulanger 氏” 

 

「ドミニカ共和国 サマーク氏の邸宅を捜査」                  

 

米国政府は、ベネズエラ人実業家のサマーク・ロペス氏

を麻薬取引に関与している人物として指名手配してい

る。 

 

また、サマーク氏は、アイサミ経済担当副大統領の旧友

で石油産業に関連する汚職取引で莫大な富を築いたと

されている。 

 

５月１２日 ドミニカ共和国の警察は、米国の捜査当局

（麻薬捜査局）と共同でプンタカナにあるロペス氏の家

宅捜索を行ったと発表した。 

 

捜査に入った邸宅にはサマーク氏は済んでおらず、彼の

妻や息子が暮らしていたという。 

 

 

なお、サマーク氏の邸宅からは２．５万ドルと１．８万

ユーロの現金。ブランド物の時計３０個、宝石などが見

つかったという。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

 

（写真）Univision 

“ドミニカ共和国にあるサマーク・ロペス氏の邸宅” 

 

以上 

 

 


