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（写真）行動民主党（AD） “５月８日 SEBIN エドガー・サンブラーノ国会第一副議長を拘束” 

 

 

２０１９年５月８日（水曜） 

 

政 治                     

「SEBIN サンブラーノ国会第一副議長を拘束 

～最高裁 追加で３名の不逮捕特権はく奪検討～」 

「国会議員 在外公館に避難、保護を求める」 

「ワシントンポスト 

～トランプ大統領は対ベネズエラ政策に不満～」 

「スペイン外相 米国の姿勢を間接的に批判」 

「特別機動部隊（FAES）の長官が交代」 

経 済                     

「EIA インド向けの輸出が日量４０万バレル」 

「近々、グリ発電施設に新たな変圧器が到着？」 

２０１９年５月９日（木曜） 

 

政 治                    

「クリストファー元 SEBIN 長官 

国民に向けたビデオメッセージを公開」 

「グアイド議長 外国の軍事介入について 

～タンゴを踊るには２人必要～」 

「ロシア 軍の追加派遣の予定なし」 

「グアイド議長 ５月１１日に抗議行動呼びかけ」 

経 済                    

「国会 ４月のインフレ率は先月比４４．７％増」 

「Mercantil 外貨両替の開始を発表」 

「Zoom 現地通貨による外国への送金を開始」 
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２０１９年５月８日（水曜）             

政 治                       

「SEBIN サンブラーノ国会第一副議長を拘束      

 ～最高裁 追加で３名の不逮捕特権はく奪決定～」       

 

５月８日 午後６時５０分頃、国会第一副議長を務める

エドガー・サンブラーノ氏（行動民主党（AD）所属）

が SEBIN に拘束された。 

 

拘束された当時、サンブラーノ国会第一副議長は自動車

に乗っており、降車することを拒んだためレッカー車で

車ごと拘束されたという。 

 

前日の５月７日、制憲議会は、４月３０日の軍事クーデ

ターを主導したとして、サンブラーノ国会第一副議長を

含む７名の不逮捕特権はく奪を決定していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.288」参照）。同決定を受けての拘束

と見られる。 

 

なお、サンブラーノ国会第一副議長はいくつか持病があ

るようで、定期的に医薬品を服用しなければいけない状

況だという。SEBIN が拘束中に適切な医療アテンドを

するとは考えにくく、持病の悪化も懸念されている。 

 

今回の事件について、野党はもちろん、南米や欧米主要

国は相次いでマドゥロ政権の対応を非難。マドゥロ政権

に対してサンブラーノ国会第一副議長の即時解放を求

めている。 

 

しかし、表面上、与党側は野党への対応を緩める気配は

見えない。 

 

最高裁判所は、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長の

要請を受けて、フレディ・スペルラノ議員、セルヒオ・

ベルガラ議員、アンドレス・メヒア議員ら３名の不逮捕

特権を追加で剥奪することを決定した。 

前日の７名と同様に制憲議会で承認されることにより

彼らは拘束される恐れがある。 

 

なお、４月３０日のクーデター未遂事件をきっかけにカ

ベジョ制憲議長のメディアへの露出が増えている。 

 

今回、サンブラーノ国会第一副議長を拘束した SEBIN

は４月３０日に長官がカベジョ制憲議長と関係が深い

ゴンサレス・ロペス氏に交代している。 

 

野党系メディア「Run Run」のオーナー、ネルソン・ボ

カランダ氏は 

「副大統領が現在のデルシー・ロドリゲス氏からカベジ

ョ制憲議長に交代するとの噂がある」 

とコメントしており、カベジョ制憲議長が政府運営の表

に出てきている印象がある。 

 

これまでも何度か紹介しているが、カベジョ制憲議長は

マドゥロ大統領よりも強権的だ。彼が政権のかじ取りを

担うということは抑圧や暴力が更に加速することを意

味しているだろう。 

 

「国会議員 在外公館に避難、保護を求める」         

 

今回の件に関連して５月７日に不逮捕特権をはく奪さ

れた議員のうち数名はベネズエラにある外国の大使館

に避難し、保護を求めている。 

 

マリエラ・マガジャネス議員とアメリコ・デ・グラシア

議員（ともに La Causa R 所属）は、イタリア大使館に

避難。 

 

リチャード・ブランコ議員（Avanzada Bravo Pueblo 党

首）は、アルゼンチン大使館に避難した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
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なお、５月７日に制憲議会に不逮捕特権をはく奪された

ヘンリー・ラモス・アジュップ議員（行動民主党（AD）

幹事長）は、「逃げも隠れもしないから拘束したいなら

拘束しろ」と SEBIN と対峙する姿勢を見せている。 

 

以下は個人的な見解だが、マガジャネス議員、グラシア

議員、ブランコ議員は急進野党に属する議員で、率先し

て外国の軍事介入を求め、政府と対決する姿勢を示して

いた。 

 

その彼らは真っ先に隠れ、穏健派のサンブラーノ議員が

拘束され、アジュップ議員は対峙するというのはどうな

のだろうか。メディアは指摘しないが、多くのベネズエ

ラ人が何となく感じる違和感ではないか。 

 

「ワシントンポスト                  

 ～トランプ大統領は対ベネズエラ政策に不満～」                  

 

５月８日 米国紙「ワシントンポスト」は、米ホワイト

ハウス内部関係者の証言として、トランプ大統領がボル

トン大統領補佐官など対ベネズエラ対応の立案者らに

苛立ちを見せ始めているとの記事を公開した。 

 

特に４月３０日のクーデター未遂事件について、かなり

失望しているようで、「マドゥロ政権を倒壊させること

は簡単だと騙されていた」と不平を漏らしたようだ。 

 

ボルトン大統領補佐官は、アジア政策で成功をおさめた

人物とされている。 

 

トランプ大統領は、ベネズエラ問題についてもボルトン

大統領補佐官がうまく舵取りをしてくれると考えてい

たようだが、政権長期化の可能性が出始めており、制裁

強化による自国石油産業の混乱、政治混乱の泥沼化など、

かえってひどい状況になっていることにフラストレー

ションを感じているようだ。 

 

ワシントンポスト紙は、 

「現在ホワイトハウスはマドゥロ政権の倒壊が容易で

はないと感じ始めている。マドゥロ政権は野党よりも力

があると考え始めている。」 

と報じた。 

 

この記事には色々と思うところがあるが、仮にマドゥロ

政権を倒壊させることが容易だと考えていたのであれ

ば、米国政府は考えが甘すぎると言わざるを得ないだろ

う。 

 

また、自分たちが科す制裁がベネズエラにどれだけの影

響をもたらすのか、熟慮しなかったことに苛立ちを感じ

ざるをえない（恐らく米国政府は、自国の利害しか考え

ていないのだろうが）。 

 

制裁強化でベネズエラの金融取引を停止状態にして、社

会不満を拡大させ、政権も交代させることが出来ないと

すれば本当に最悪のシナリオと言える。 

 

現在の状況は、マドゥロ政権の運営に一義的な責任があ

ることは諭を俟たないが、ベネズエラをここまで悪い状

況にした責任の一端は米国にもある。米国はきちんと責

任を取らなければいけないはずだ。 

 

「スペイン外相 米国の姿勢を間接的に批判」                  

 

５月８日 スペインのボレル外相はテレビ番組に出演。

ベネズエラ情勢について見解を述べた。 

 

まず４月３０日の出来事について、ボレル外相は 

「あの事件は、軍事クーデターと呼ばざるを得ない」 

と発言。 
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「欧州連合とスペインは軍事クーデターによる政権交

代を認めない。 

 

マドゥロ政権の２回目の選挙は国際的な基準を満たし

ておらず、有効なものとは認識できない。だからといっ

て軍事クーデターを正当化できない。」 

とコメントした。 

 

また、司会者から欧州連合が主導するコンタクトグルー

プについて聞かれると、 

「スペインはコンタクトグループを主導する国の１つ

だ。コンタクトグループは、自由で公平な選挙による平

和的で民主的な政権交代の可能性を模索するグループ

で、米国の方針とは異なる。」 

とコメント。 

 

司会者から「米国の方針をどう思うか？」と聞かれると 

「あれは西部ガンマンのカウボーイだ。我々は彼らの方

針とは違う。我々はベネズエラの問題を交渉による平和

的で民主的な手段で変えようとしている。」 

とコメント。 

 

「カウボーイ」というのは、銃を撃ち（あるいは、ちら

つかせることで）相手を威嚇することを意味しており、

それに対して、皮肉を込めて例えていると思われる。 

 

スペイン外相が米国政府の方針を間接的に非難する一

方で米国側もコンタクトグループを非難している。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は、コンタクト

グループについて、「コンタクトグループは、発足から

９０日が経過したが、完全な失敗だった。」 

とコンタクトグループを批判している。 

 

 

 

 

 

「特別機動部隊（FAES）の長官が交代」                  

 

ベネズエラには、国家警察の特別機動部隊「FAES」と

いう組織がある。メディアにはほとんど出てこない活動

実態がよく分からない組織だ。 

 

５月８日、FAES の長官を務めていたラファエル・バス

タード氏が解任され、ホセ・ミゲル・ドミンゲス氏が新

たに FAES 長官に就任した。 

 

ドミンゲス新 FAES 長官は、与党を支持する武装グルー

プ「コレクティーボ」との関係が深いと指摘されており、

米国政府の制裁リストに入っている。 

 

ドミンゲス新 FAES 長官は、CLAP の代表を務めている

フレディ・ベルナル氏のボディーガードを務めていたこ

とがある。 

 

また、FAES 長官に就任する前は、タチラ州 FAES の代

表を務めていた。フレディ・ベルナル氏は CALP 代表に

加えて、タチラ州保護官という役職も兼任しており、両

氏は関係が強いことが伺える。 

 

 

（写真）La Patilla 

“ミゲル・ドミンゲス新 FAES 長官 

右側にいるのがフレディ・ベルナル CLAP 代表” 
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経 済                        

「EIA インド向けの輸出が日量４０万バレル」           

 

米国エネルギー情報局（EIA）は、１９年３月に PDVSA

がインドに向けて日量４０万バレルを輸出していたと

予想した。 

１９年１月の制裁以降、米国向けの輸出は激減しており、

インドが最も多い仕向け地になったとした。 

 

また、中国については日量２０万バレル前後、他に欧州

のいくつかの国に輸出していると予想した。 

 

他、ベネズエラを出港した船のうちいくつかは海上に停

止したまま仕向け地が不明だったり、消息が分からなく

なったりしていると補足。取引の全容がつかめていない

ことを明らかにした。 

 

「近々、グリ発電施設に新たな変圧器が到着？」         

 

３月に比べてベネズエラの電力問題はだいぶ落ち着い

てはいるものの、電力危機が続いていることは変わりな

い。 

 

カラボボ州のラファエル・ラカバ知事は、 

「電力問題を解決するため、近日中にグリダムに２基の

変圧器が到着する。 

 

マドゥロ政権は日中も夜間も状況の改善に取り組んで

いる。今日明日に解決する問題ではない。来週、再来週

に解決する問題でもない。 

 

国内の電力問題が解決するには３、４週間はかかるだろ

う。」 

との見解を示した。 

 

 

 

２０１９年５月９日（木曜）             

政 治                       

「クリストファー元 SEBIN 長官            

    国民に向けたビデオメッセージを公開」        

 

４月３０日の「自由オペレーション」に際して、レオポ

ルド・ロペス党首の解放を支援したとされるクリストフ

ァー・フィゲロア元 SEBIN 長官が、ビデオメッセージ

を公開した（オリジナルの映像は「Sumarium」参照、

スペイン語）。 

 

このビデオメッセージは、コロンビアの野党系メディア

「NTN２４」が公開した。 

 

クリストファー元 SEBIN 長官は、辞任の意思を表明し

た後、姿を消しており、現在もどこにいるのか分かって

いない。 

 

ビデオメッセージの内容は、興味深い。 

 

まず、彼の話し方には軍人特有の強い姿勢は無く、穏や

かで身振りを添えながら、語り掛けるように話している。 

 

バックミュージックもベネズエラの伝統的で穏やかな

曲を選んでおり、拷問を主導した人物とは対照的な雰囲

気を演出している。 

 

軍服も着用しておらず、カーキ色のシャツを着たカラカ

スの街でよく見かけるベネズエラ人そのものだ。 

 

クリストファー元 SEBIN 長官は、「政治家の中には多額

の資産を外国に隠している者がいる」と指摘。 

 

自身はこれまで汚職と不正の撲滅に力を注いできたと

主張した。 

 

https://www.sumarium.es/2019/05/10/sacrifique-todo-cristopher-figuera-rompe-el-silencio-tras-rebelarse-contra-maduro/
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また、 

「私はダニエル・トランプ大統領に制裁を解除するよう

要請した。彼は制裁を解除する意志があると回答した。

しかし、今の政府は資産を収奪するので、制裁解除は別

の政権下でなければいけないという。 

 

私はベネズエラがもっとよい国になることが出来ると

信じている。我々の子供、子孫のために、全てのベネズ

エラ人が共に働く必要がある。」 

と語った。 

 

彼の演説には、与党の非難もなく、野党の支持もない。 

マドゥロ大統領を非難することもなく、グアイド議長に

ついても言及していない。 

 

なお、「政治家が資産を収奪している」というのは、与

党に当たると言えなくもないが、野党政治家の多くは金

持ちであり、彼らも何らかの形で汚職に加担しているこ

とは国民の多くが認識している。その意味で、与野党双

方に対する指摘と言える。 

 

なお、米国在住のジャーナリスト、ハイメ・バイリー氏

は「クリストファー元 SEBIN 長官は、米国の庇護の下

でプエルトリコにいる」とコメントしている。 

 

 
（写真）Sumarium 

“調和を訴えるクリストファー元 SEBIN 長官” 

 

 

「グアイド議長 外国の軍事介入について            

       ～タンゴを踊るには２人必要～」           

 

５月９日 グアイド議長は記者会見を開きエドガー・サ

ンブラーノ議員や他の議員への抑圧行為を非難した。 

 

また、記者から軍事介入について聞かれると、 

「まず外国の軍事介入は既に行われている。キューバ政

府やロシア政府はベネズエラに軍人を派遣している。国

会は外国軍の派遣を承認する権限を有するが、彼らは国

会の承認なくベネズエラに軍事介入している。 

 

マドゥロ政権はかなり前にレッドゾーンを越えている。

我々は社会的コストが最も少ない全てのオプションを

検討しなければいけない。 

 

現在は検討している段階だ。どうして外国の軍事介入を

要請しないのか？分かりやすく言うのであれば、タンゴ

を踊るためには２人必要ということだ。」 

と説明した。 

 

つまり、軍事介入のオプションは外国政府が実行する意

志があるかどうかが重要ということだろう。 

 

軍事介入を求められる環境が助勢されるまで野党は、最

も社会的なコストの小さい方法で政権交代の手段を探

る方針と思われる。 

 

それは、４月３０日に挑戦したように、軍部やマドゥロ

政権高官を離反させ、内部崩壊を促進することなのかも

しれない。 
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「ロシア 軍の追加派遣の予定なし」         

 

５月９日 ロシアの Yuri Borisov 副首相は、ロシア系メ

ディア RIA に対して 

「ロシアはベネズエラに追加で軍人を派遣する計画は

ない。」と語った。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.287」で米国フロリダ州の

リック・スコット議員が 

「トランプ大統領とプーチン大統領は、ロシアがベネズ

エラから軍を撤収することで合意した。」 

とコメントしていた。 

 

今回の Borisov 副首相の発言は、米国との交渉の結果な

のかもしれない。ただし、既にベネズエラへ派遣したロ

シア軍人については何も言及していない。 

 

なお、ポンペオ国務長官は５月１３日～１４日にかけて

ロシアでベネズエラ、シリアなど国際情勢についてラブ

ロフ外相と意見交換するという。 

 

「グアイド議長 ５月１１日に抗議行動呼びかけ」         

 

５月９日 グアイド議長は５月１１日に反政府デモの

実施を宣言。支持者に対して参加を求めた。 

 

「我々は５月１１日（土曜）、全国民に対して街頭に出

るよう呼びかける。サンブラーノ議員を拘束したことに

対する非難の意志を訴えよう。 

 

同日のデモは議員を守るだけではなく、ベネズエラ国民

を守ることにつながる。 

 

独裁者が恐れるものは希望だ。ベネズエラ国民は変革を

勝ち取るまで留まらない。」 

と訴えた。 

 

ただし、５月１日の「自由オペレーション」で政権交代

を達成できなかったことで失望した野党支持者は少な

くない。 

 

今のベネズエラ国民のムードは、１７年７月末に制憲議

会選挙が実施されてから抗議行動が急速に縮小した時

と重なる。 

 

取り敢えず、５月１１日の動員状況を見れば、国民の政

権交代への盛り上がりもある程度判断できそうだ。 

 

経 済                       

「国会 ４月のインフレ率は先月比４４．７％増」            

 

国会は１９年４月のインフレ率を公表した。 

 

４月のインフレ率は先月比４４．７％増。３月のインフ

レ率は同１８．１％増だったので、当時と比べて物価の

上昇が進んだが、先月比１００％越えが恒常化していた

ベネズエラのレベルで言えばまだ低い方と言える。 

 

１９年１月～４月までの累計インフレ率は６６５．９％。 

１８年４月～１９年４月までの１２カ月の累計インフ

レ率は１，３０４，４９４．１％となった。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“１７年１月～１９年４月までの国会公表インフレ率” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f16452e3c8d3e3c9cdd6911bbe781c1d.pdf
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「Mercantil 外貨両替の開始を発表」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.288」で紹介した通り、

中央銀行は新外貨システム「両替テーブル（Mesa de 

Cambio）」を公表した。 

 

なお、同外貨システムの公布と同時に DICOM が無く

なるかとの報道もあったが、現在も DICOM は少額な

がら継続している。 

 

５月９日 「両替テーブル」の交付を受けて、民間金融

機関である「Mercantil 銀行」が、ドル両替の開始を発

表した。 

 

「Mercantil 銀行本店は、１９年５月９日より個人向け

外貨両替（ドル・ユーロ）を開始する。取引金額の上限

は中央銀行が定めた額と同額とする。」 

と発表した。 

 

具体的な取引下限、上限は、以下の通り。 

 

最小金額は 

個人は、５０ユーロ（あるいは同額の外貨） 

法人は、５００ユーロ（あるいは同額の外貨） 

一日の上限額は、１，０００ユーロまで。 

 

一カ月の上限額は、４，０００ユーロまで。 

一年の上限額は、８，５００ユーロまで。 

 

金額としてはかなり少なく、法人レベルでは足りないと

思われる。 

 

 

 

 

 

 

「Zoom 現地通貨による外国への送金を開始」              

 

中央銀行の「両替テーブル」公布によるものかは定かで

はないが、ベネズエラで最もメジャーな両替所の一つ

「Zoom Casa de Cambio」は、ボリバル通貨を使用し、

外国に外貨を両替できるサービスを開始すると発表し

た。 

 

「Western Union」を通じて世界２００カ国に送金でき

るとしている。 

 

「Zoom Casa de Cambio」のセサル・アテンシオ社長は、 

「同サービスに関心がある人は同社のウェブサイトを

通じて申請を行い、手続きのための日時指定の連絡を取

る必要がある。また、当日は身分証明書を持参しなけれ

ばいけない。このサービスにより迅速かつ容易に外国に

送金をすることができる。 

 

数分内に指定の口座に外貨が着金する。ベネズエラでは

ボリバルで支払い、外国で現地通貨を受け取ることがで

きる。」 

と説明した。 

 

同取引の１日の取引上限は３００ユーロ。 

月額４，０００ユーロが上限で、 

年間８，５００ユーロが上限となっている。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf

