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（写真）Caterina Valentino 記者 “９月２４日 与党議員団が国会に復帰” 

 

 

２０１９年９月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「情報通信相 穏健野党と８つのテーマで協議 

～選挙、政治犯、経済、政治組織、領土～」 

「トランプ大統領 一般討論 

～マドゥロ大統領はキューバの操り人形～」 

「国連総会 反マドゥロ政権国グループが会合 

～マドゥロ政権への制裁強化の方針で合意～」 

「欧州連合 個人制裁対象者の追加を検討」 

「マドゥロ大統領は露、カベジョ制憲議長は北朝鮮」 

経 済                     

「PDVSA １，５００億ドルの損害を訴え」 

２０１９年９月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「与党議員が国会に復帰 

～与野党議員の討議が始まる～」 

「最高裁 国会の無効状態を確認」 

「米国 ベネズエラ問題対策に５２００万ドル 

～支援金は米国の非営利団体が管理～」 

経 済                    

「米国 キューバに原油送る船舶に制裁」 

「アムアイ製油所火災の続報」 

社 会                     

「ベネズエラ人 GOLD の密輸で逮捕」 
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２０１９年９月２３日（月曜）             

政 治                       

「情報通信相 穏健野党と８つのテーマで協議           

  ～選挙、政治犯、経済、政治組織、領土～」       

 

９月２０日 与野党合意に署名したマドゥロ政権と穏

健野党は２回目の交渉を行っていた（下写真）。 

 

 

（写真）TVVenezuela ツイッター抜粋 

 

９月２３日 ２回目の交渉を受けてホルヘ・ロドリゲス

情報通信相は、穏健野党との今後の交渉スケジュールを

公表した。 

 

今後、マドゥロ政権は穏健野党と８カ月間の交渉を行う

という。 

 

また、８つのテーマについて与野党共同の協議会を組織

するとした。 

 

１つ目は、選挙権力 

 

２つ目は、暴力的な抗議行動で拘束された人の扱い 

 

３つ目は、コロンビア、米国による領土侵害 

 

 

４つ目は、経済問題の解決、制裁解除 

この分野には、国連の仲介による原油と食料・医薬品の

交換プログラムが含まれる。 

 

５つ目は、均衡のとれた政治組織 

具体的には、国会と制憲議会の役割分担など。 

 

６つ目は、国民の社会権と移民対策 

 

７つ目は、様々な政党との対話 

（恐らく、主要野党の取込を検討するグループ） 

 

８つ目は、労働者、先住民、ダイバーシティなどを促進

するグループとの対話 

 

この８つのテーマの協議組織は２０日以内に組織され、

協議の進捗状況はその都度報告するという。 

 

「トランプ大統領 一般討論              

  ～マドゥロ大統領はキューバの操り人形～」         

 

（同ニュースは９月２４日のものだが、スペースの都合

上、９月２３日に記載） 

 

９月２４日 トランプ大統領は国連総会で演説を行っ

た。トランプ大統領のベネズエラに関する主な発言は以

下の通り。 

 

１．独裁者のマドゥロはキューバの操り人形。キューバ

人ボディーガードがマドゥロを守ることでキュー

バ政府は恩恵を享受している。 

 

２．ベネズエラに自由が戻ることを期待する。我々は米

州が守る人権や自由の権利を擁護する。 
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３．ベネズエラ人は悪夢に襲われている。 

 

４．ベネズエラ人女性は食料を購入するために１０時間

も行列に並ばなければいけない。 

 

５．ベネズエラには数千人の政治犯が収容されている。

米国は決してベネズエラのような社会主義国には

ならない。 

 

６．社会主義は社会を破壊する。権力がある一部の層が

恩恵を享受するだけだ。 

 

７．ベネズエラは、社会主義や共産主義が自由や政治や

平等が無いことを証明する事例だ。貧困の人は貧し

いまま状況を脱することが出来ない。 

 

この発言について、アレアサ外相は 

「トランプ大統領は制裁を通じベネズエラ経済を破壊

しながら、経済困窮を我々の責任にし、自国の利害のた

めに政権を崩壊させようとしている」 

とコメントした。 

 

「国連総会 反マドゥロ政権国グループが会合      

 ～マドゥロ政権への制裁強化の方針で合意～」                  

 

９月２３日 国連総会の場で、マドゥロ政権を非難する

米州諸国で構成される「リマグループ」の会合が行われ

た。 

 

グアイド議長は同会合にネット参加。 

「独裁政権が倒壊しない限り、ベネズエラの状況は悪化

する一方だ。国際社会はベネズエラに救いの手を差し伸

べてほしい。」 

と訴えた。 

 

 

 

また、「リマグループ」に並び反マドゥロ色の強い「米

州相互援助条約（TIAR）」も外相級会合を実施。 

 

加盟国１９カ国のうち１６カ国が、ベネズエラ問題につ

いて共同して問題にあたることで合意した。 

 

主な合意内容は以下の通り。 

 

１．マドゥロ政権に圧力をかけるための制裁を強化。 

 

２．麻薬取引、犯罪グループとの共謀、マネーロンダリ

ングに関係しているマドゥロ政権関係者を特定す

る。 

 

３．犯罪に加担しているマドゥロ政権関係者の資産凍結。 

 

４．２カ月以内に再び会合を行う。 

 

なお、賛同しなかった３カ国の内訳は、反対１カ国、棄

権１カ国、欠席１カ国だった。 

 

棄権と欠席国は不明だが、反対を表明した国はウルグア

イ。ウルグアイは今回の決議に反対し、TIAR からの脱

退を表明した。 

 

「欧州連合 個人制裁対象者の追加を検討」                  

 

「AFP 通信」は、外交関係者からの情報として、欧州連

合がマドゥロ政権への個人制裁対象者を増やすことを

検討していると報じた。 

 

新たに制裁を検討している人数は７名。具体的な名前は

不明。 
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「ベネズエラ・トゥデイ No.348」で紹介した通り、欧

州連合の個人制裁は１８名と少ない。 

 

新たに７名に制裁が科せられた場合、２５名が制裁対象

者となる。 

 

「マドゥロ大統領は露、カベジョ制憲議長は北朝鮮」                  

 

９月２３日 マドゥロ大統領はロシアへの訪問を発表。 

 

ロシアではプーチン大統領との会合を予定している。 

翌２４日にはマドゥロ大統領はロシアに到着。 

２５日にはプーチン大統領と会談した。 

 

また、時期を同じくして与党ナンバー２のディオスダー

ド・カベジョ制憲議長は北朝鮮に訪問した。 

 

表向きの理由は「友好国との外交関係を発展させるため」

ということになっているが、一部ではマドゥロ大統領が

不在中のクーデターを阻止するために、カベジョ制憲議

長も外国に向かわせたとの報道もある。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

“ロシアに到着するマドゥロ大統領とフローレス夫人” 

 

 

 

（写真）PSUV ツイッター 

 

経 済                        

「PDVSA １，５００億ドルの損害を訴え」           

 

９月２３日 PDVSA は米国政府が科した制裁の被害を

報告するレポートを発表したと報じられた。 

 

米国が制裁を発動した１７年 8 月以降、「Commerzbank」

「Citi Bank」、フランクフルトの「Bank of China」など

がベネズエラとのコレスポンデントの役割を停止し、こ

れまで１５００億ドルの経済的な損害を受けたという

内容。 

 

新しい報告書が出たのかと思い調べたが、この報告書は

１８年夏ごろまでの情報しか紹介されていない。 

 

メディアが報じている PDVSA の報告書は弊社が１８

年１０月に紹介した「ウィークーレポート No.68」と同

じと思われる。 

 

マドゥロ政権は、国連総会で米国政府を訴えるために以

前から存在しているレポートを新たなレポートのよう

に公開したと思われる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3f920d5897e16f4438f8199e79ca8fb4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e555d8f3aef8b068dce9ed6c0468fed2.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年９月２３日～９月２４日報道            No.３４８   ２０１９年９月２５日（水曜） 

5 / 7 

 

２０１９年９月２４日（火曜）              

政 治                        

「与党議員が国会に復帰                

      ～与野党議員の討議が始まる～」           

 

９月２４日 与党議員が国会に戻った。 

 

マドゥロ政権と穏健野党が合意した内容の１つに、与党

議員の国会復帰が含まれており、その合意事項を受けた

ものになる。 

 

穏健野党の合意を拒絶している主要野党も、与党議員の

国会復帰については拒絶を示しておらず比較的スムー

ズに国会に復帰したと言えそうだ。 

 

与党議員の復帰を受けて、これまで野党一色だった国会

の様相が変化しそうだ。 

 

与党議員は、国会を通じてグアイド議長と犯罪者グルー

プとの関係を洗い出すとしている。 

 

マドゥロ政権は、１９年２月にグアイド議長がコロンビ

アへ越境した際に、麻薬取引や誘拐などを行う犯罪組織

「Los Rastrojos」の支援を受けていたと訴えている。 

 

また、「Los Rastrojos」は、コロンビア政府・グアイド政

権と協力し、国境付近で物資搬入などの活動を支援して

いるという。 

 

他方、グアイド議長は与党議員らに対して、 

「与党の責任でベネズエラは困窮しており、姿勢を変え

なければいけない」と迫った。 

 

 

 

 

 

また、行動民主党（AD）のアジュップ議員は、 

「与党議員の多くは別の役職を兼任している。国会議員

は他の公職を担うことはできないと憲法で決まってい

る。従って、彼らは議員ではない。」 

と述べている。 

 

主要野党がどこまで意図しているのかは不明だが、国会

を通じて与野党対話が実現しているようにも見える。 

 

「最高裁 国会の無効状態を確認」            

 

与党議員が国会に復帰したが、国会の無効状態は解除さ

れないままのようだ。 

 

９月２４日 最高裁判所は国会が引き続き無効状態で

あるとの見解を発表した。 

 

２０１５年１２月に行われた国会議員選挙について、選

挙管理委員会（CNE）はアマゾナス州で行われた選挙に

不審な点があったとして、同地域で当選した議員の当選

を無効化した。 

 

２０１６年１月、多数派となった野党国会は CNE の決

定に異を唱え、アマゾナス州の野党議員３名を議員とし

て迎え入れた。 

 

これを理由に最高裁判所は国会が「公権力の不敬状態に

ある」として、国会の無効化を決定し、現在に至ってい

る。 

 

これを受けて、国会では一時アマゾナス州の野党議員の

議員就任を取り消したこともあったが、最終的に無効状

態は解除されなかった。 

そのため、国会は再びアマゾナス州選出の野党議員を国

会に復帰させている。 
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「米国 ベネズエラ問題対策に５２００万ドル     

    ～支援金は米国の非営利団体が管理～」         

 

９月２４日 米国国際開発庁（USAID）のマーク・グリ

ーン局長と在米ベネズエラ大使のカルロス・ベッキオ大

使は会合を行い、ベネズエラ問題に対して５，２００万

ドルを拠出することで合意した。 

 

使用用途については明確に示されていないが、グアイド

政権が安全な連絡手段を獲得するために１，９００万ド

ルを使用すると言及している。 

 

また、グアイド議長はこの拠出金について、米国政府が

承認する団体を通じて支出され、グアイド政権はこの資

金を管理しないと説明した。 

 

以前、援助物資、資金がグアイド政権関係者に不正に使

用されていたとの指摘が存在した。このような可能性を

排除するための対応策と思われる。 

 

また、米国と比べて報じられ方は小さいが、英国もベネ

ズエラ問題への対策として３７０万ドルを拠出すると

発表した。 

 

ただし、この資金が国連に向けて送られるのか、グアイ

ド政権に向けて送られるのかは示されていない。 

 

経 済                       

「米国 キューバに原油送る船舶に制裁」            

 

９月２４日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、ベネ

ズエラ産原油をキューバに輸送している船会社４社と

その船会社が所有している船舶に制裁を科した。 

 

 

 

 

制裁を科せられた船会社は以下の通り。 

 

・Caroil Transport Marine Ltd.（キプロス籍） 

・Trocana World Inc.（パナマ籍） 

・Tovase Development Corp（パナマ籍） 

・Bluelane Overseas S.A. （パナマ籍） 

 

また、制裁を科せられた船舶は以下の通り。 

・Carlota C  

・Sandino 

・Petion 

・Giralt 

 

制裁対象となった船会社（および当該船会社が５０％超

の議決権を持つ会社）は、米国域内では取引が出来ず、

米国域内の資産は凍結。船舶は米国海域を航行できない。 

 

「アムアイ製油所火災の続報」             

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.348」でアムアイ製油

所が火災と停電で稼働を停止していると報じた。 

 

本件について、エネルギー情報を扱う「Agus Media」は、

続報を報じている。 

 

火災で被害を受けたのは「HDAY3」という施設。日量

８．５万バレルのガスオイル精製能力がある施設のよう

だ。 

 

PDVSA の現場関係者によると、同施設の被害は深刻で

修理は不可能。全面的に取り替える必要があるという。 

 

同施設は以前から問題があったが、資金不足を理由に、

修繕に必要な部品、資材を購入しないまま稼働させてい

たという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3f920d5897e16f4438f8199e79ca8fb4.pdf
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「Agus Media」は、アムアイ製油所では、これまで日量

１３万バレル（稼働率２０％程度）を精製していたが、

停電と「HDAY3」の火災を受けて日量６万バレルくら

いまで精製が落ちると報じている。 

 

社 会                       

「ベネズエラ人 GOLD の密輸で逮捕」            

 

９月２４日 米国マイアミ北部フォート・ローダデール

空港でベネズエラ人２名が逮捕された。 

 

逮捕されたのはパイロットの Víctor Fossi Grieco 氏と

乗組員の Jean Carlos Sánchez Rojas 氏。 

 

２名はベネズエラからプライベート機で同空港に到着。

飛行機の中には１０４キロの GOLD、金額にして５０

０万ドル相当が積まれていたという。 

 

米国のムニューシン財務相は、「逮捕した密輸人から事

情聴取を行いマドゥロ政権と GOLD 密売の関係を調査

する」と説明した。 

 

以上 

 


