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（写真）ラモス・アジュップ行動民主党幹事長ツイッター “サンブラーノ国会第１副議長 解放される” 

 

 

２０１９年９月１６日（月曜） 

 

政 治                     

「与党と穏健野党が合意を発表 

～制裁解除、CNE 役員交代、与党の国会復帰～」 

「EU 穏健野党との合意を認めず」 

「グアイド議長 野党側の提案内容を明かす」 

経 済                     

「Chevron 合弁会社 産油活動を停止 

～売り先がなく貯蔵施設に在庫入らず～」 

「キューバへの原油輸出を継続」 

社 会                     

「ABC マドゥロ政権の麻薬資金の流れ報じる」 

２０１９年９月１７日（火曜） 

 

政 治                    

「サンブラーノ第１副議長、解放される 

～解放の立役者は穏健野党？主要野党？～」 

「野党 穏健野党を非難」 

「米国 テスタフェロ企業家の所有会社に制裁」 

「国会 グアイド議長が大統領継続で合意」 

経 済                    

「為替レート ９月に入りボリバル高に」 

社 会                     

「ベネズエラ移民はコロンビア人口の３．４％ 

～入国者の２割は無職～」 
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２０１９年９月１６日（月曜）             

政 治                       

「与党と穏健野党が合意を発表            

 ～制裁解除、CNE 役員交代、与党の国会復帰～」       

 

９月１６日 マドゥロ政権と穏健野党が合意文に署名

した。前日にグアイド議長がマドゥロ政権との交渉離脱

を表明したばかり。 

 

穏健野党の代表者は「Combiemos」のティモテオ・サン

ブラーノ党首（右の写真、左上の人物）。 

 

彼は元々、新時代党（UNT）に所属する議員だった。 

与野党交渉では与党との窓口としての役割を担ってい

たが、与党のエージェントと呼ばれるようになり UNT

を離党。 

 

その後、「ProCiudadano」という政党に移籍したがすぐ

に離党。UNT に所属していた複数の議員を率いて

「Combiemos」を設立した。 

 

穏健野党のリーダー格と認識されている「発展進歩党

（AP）」のヘンリー・ファルコン党首は合意式典には参

加しなかったが、AP のルイス・ロメロ秘書官（右写真、

右上の人物）が出席。 

 

他、クラウディオ・フェルミン氏（右写真、右下の人物）。 

「社会主義行動党（MAS）」のフェリペ・ムヒカ秘書官

（右写真、左下の人物）が出席した。 

 

詳細は本日の「ウィークリーレポート No.115」の通り

だが、主な合意点は、 

「与党議員の国会復帰」 

「選挙管理委員会（CNE）役員の交代」 

「制裁緩和を求める」 

 

与党議員の国会復帰について、主要野党は 

「出席することは問題ないが、国民のための仕事をしな

ければいけない」 

と拒絶する意思は無いように見える。 

 

ただし、合意翌日の１７日の国会に与党議員は参加しな

かった。 

 

 

（写真）Infobae 

“マドゥロ政権と合意を交わした穏健野党の代表４名” 

 

「EU 穏健野党との合意を認めず」          

 

与党と穏健野党の合意について欧州連合の報道官は 

 

「欧州連合は交渉による政治問題の解決が唯一の平和

的で持続可能な解決策だと信じている。 

 

しかし、信頼に足る合意になるには国会の支持を受けた

代表者が合意しなければいけない。 

 

また、信頼できる大統領選挙の実施を目的としたもので

なければいけない。」 

との見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bd1cbbd52985b1ed02ac53d5c556f0d.pdf
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また、グアイド議長は与野党交渉の離脱を宣言したが、

仲介役を務めていたノルウェー政府は 

「まだ交渉が終わったわけではない。ノルウェー政府は

引き続き与野党双方の対話を促進する。」 

として、交渉での解決を望む姿勢を示した。 

 

「グアイド議長 野党側の提案内容を明かす」                  

 

９月１６日 グアイド議長は与野党交渉で野党側がど

のような提案をしていたのかを明らかにした。 

 

野党側の提案は、 

マドゥロ大統領の即時辞任、 

人道支援の受け入れ、 

信頼できる第三者が同伴する大統領選挙の実施、 

選挙実施までの間、与野党の共同委員会を組織すること 

エセキボ地区の領有権を守ること、 

金融市場からの孤立を乗り越えるための合意 

 

マドゥロ大統領が辞任をするのと同時に、グアイド議長

も暫定大統領の職を退く予定だったとも補足した。 

 

 

 

経 済                        

「Chevron 合弁会社 産油活動を停止             

   ～売り先がなく貯蔵施設に在庫入らず～」           

 

エネルギー情報メディアの「Argus Media」は、シェブ

ロンと PDVSA の合弁会社「PetroPiar」が稼働を停止し

たと報じた。理由は算出した原油を貯蔵する施設の容量

が限界に達したためと報じている。 

 

PDVSA は、制裁を受けて輸送、購入、販売、融資など

オペレーションにかかる様々な障害を抱えており、輸出

能力が低下している。 

 

特に昨今報じられている CNPC による原油購入のキャ

ンセルで原油の貯蔵施設が限界に達したという（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.342」参照）。 

 

容量の限度に達した原油の売り先を見つけるため、

PDVSA は相当なディスカウントをしているようだ。 

 

「キューバへの原油輸出を継続」             

 

現地メディア「AlNavio」は、PDVSA が米国の制裁を回

避し、引き続きキューバに原油を輸出していると報じた。 

 

「AlNavio」は、８月２９日にアンソアテギ州のホセ・

アントニオ・アンソアテギ地区石油化学施設に停泊して

いた「Manuel Saenz」（輸送容量４７，１４４トン）と

いう PDVSA の原油輸送船が、９月１４日にキューバの

シエンフエゴに接岸したと報じた。 

 

関係者の情報によると、キューバに向けて送る原油輸送

船は本来２隻だったが、米国の制裁を理由に１隻しか輸

送できなかったという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eb1d97bc0487821b3571885cdb8af4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eb1d97bc0487821b3571885cdb8af4e.pdf
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社 会                       

「ABC マドゥロ政権の麻薬資金の流れ報じる」            

 

スペイン系メディア「ABC ニュース」は、米国財務省

が作成したマドゥロ政権の麻薬資金の流れに関する報

告書の内容を報じた（以下、ABC の写真）。 

 

同報道によると、麻薬資金には CLAP が関わっている

という。 

 

メキシコ（ベラクルス港）からベネズエラのラグアイラ

港に向けて食料品を乗せたコンテナが輸送される。この

コンテナには麻薬で得た現金が隠されている。 

輸送の途中で船はコスタリカに寄港し、そこで現金が回

収される。回収された現金は、ベネズエラの国営会社

「Alcasa」の口座に入金され、国際金融システムに組み

込まれる。 

そして、その資金はロシア金融機関に送金され、最終的

にカベジョ制憲議長やアイサミ経済担当副大統領に流

れるという内容。 
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２０１９年９月１７日（火曜）             

政 治                       

「サンブラーノ第１副議長、解放される              

  ～解放の立役者は穏健野党？主要野党？～」        

 

９月１７日 エドガー・サンブラーノ国会第１副議長

（行動民主党（AD）所属）が解放された。 

 

サンブラーノ第１副議長は５月８日に SEBIN に拘束さ

れ、４カ月間、国軍の収容施設に投獄されていた。 

 

解放された場面には、マドゥロ政権と合意を交わしたテ

ィモテオ・サンブラーノ議員がおり、穏健野党がサンブ

ラーノ第１副議長を解放したとみるのが普通だろう。 

 

 

（写真）NTN２４ 

“解放されたサンブラーノ第１副議長と与野党関係者” 

 

他方、グアイド議長はツイッターでサンブラーノ第１副

議長の解放は主要野党の成果であると主張。 

 

「政治犯だったサンブラーノ議員が解放された。これは

市民と国際社会、バチェレ弁務官の報告書による圧力の

勝利である。与党による恩赦などではない。 

 

 

彼は決して投獄されるべきではなかった。屈しなかった

我々が成し遂げた偉業だ。」と投稿した。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「サンブラーノ第１副議長は投獄されるべきではなか

った」とのマドゥロ政権への非難は妥当だろう。 

 

ただし、サンブラーノ第１副議長が投獄されたのは４月

末に行った「自由オペレーション」の１週間後だ。 

軍人へクーデターを呼びかけなければサンブラーノ第

１副議長は投獄されなかった。実際のところ、グアイド

議長の采配で投獄されたようなものだ。 

 

また、サンブラーノ第１副議長が解放されたのは、穏健

野党がマドゥロ政権と合意を交わしたからであり、圧力

の成果ではない。というより、圧力がサンブラーノ第１

副議長を投獄させた。 

 

少し考えれば誰でも分かるような事実を指摘するメデ

ィアが存在しないのはベネズエラの問題だろう。 
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「主要野党 穏健野党を非難」                

 

９月１７日 グアイド議長は、与党と穏健野党との合意

を拒絶する見解を示した。 

 

「昨日のイベントは間違った約束だ。誰の意見も代表し

ていない。正当性は我々にある。合意は全会一致で決め

られなければいけない。 

 

マドゥロ政権は１８年５月（穏健野党と大統領選を実施

したことを意味する）に犯した間違いを繰り返している。

そして、我々はその間違いの結果を知っている。 

 

欧州連合は既に国会の合意だけを支持するとの見解を

発表している。 

 

我々は引き続き問題の解決を提案する。」 

とコメントした。 

 

他にも多くの主要野党関係者が穏健野党の唐突な合意

について非難の声をあげている。 

 

なお、国会には穏健野党である発展進歩党（AP）に所属

する議員も複数名いる。 

 

「米国 テスタフェロ企業家の所有会社に制裁」           

 

９月１７日 米国政府は、マドゥロ政権関係者の汚職資

金隠しに協力しているとされるコロンビア人企業家ア

レックス・サアブ氏の関係者３名と、サアブ氏が実質的

にコントロールを握る会社１６社に制裁を科した。 

 

１６社の所在地はパナマ、コロンビア、イタリアの３カ

国。 

 

 

 

制裁対象となった１６社は以下の通り。 

 

１．Fundación Venedig (Panamá) 

２．Inversiones Rodime S.A. (Panamá) 

３．Saafartex Zona Franca SAS (Colombia) 

４．Venedig Capital S.A.S. (Colombia) 

５．AGRO XPO S.A.S. (Colombia) 

６．Alamo Trading S.A. (Colombia) 

７．Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia) 

８．Avanti Global Group S.A.S. (Colombia) 

９．Global Energy Company S.A.S. (Colombia) 

１０．Gruppo Domano S.R.L. (Italia) 

１１．Manara S.A.S. (Colombia) 

１２．Techno Energy, S.A. (Panamá) 

１３．Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia) 

１４．Dimaco Technology, S.A. (Panamá) 

１５．Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia) 

１６．Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia) 

 

また、サアブ氏の関係者として制裁を科された３名は以

下の人物。 

 

１．Amir Luis Saab Moran 氏 

２．Luis Alberto Saab Moran 氏 

３．David Nicolas Rubio Gonzalez 氏 

 

制裁対象となった個人・法人の米国内の資産は凍結され

る。また、米国人は制裁対象者と取引を行ってはいけな

い。 
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「国会 グアイド議長が大統領継続で合意」            

 

９月１７日の国会で、マドゥロ大統領が政権強奪を停止

するまでグアイド議長が暫定大統領を継続することが

決まった。 

 

ベネズエラ憲法に従えば、暫定大統領を担うことが出来

るのは国会議長。 

 

２０２０年もグアイド議長が暫定大統領を担うという

ことは、２０２０年もグアイド議長が国会議長を継続す

るということになるだろう。 

 

この決議は全会一致で決定したという。 

 

９月６日、急進野党グループは、グアイド議長の国会議

長続投に待ったをかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.341」参照）。 

 

２０１６年に野党議員が作成した国会役職者の輪番表

によると、２０２０年の国会議長は「少数派から選定」

と書かれており、急進野党の議員が議長になる可能性が

高かったからだ。 

 

しかし、全会一致ということは急進野党グループもグア

イド議長の続投に合意したということになる。 

 

急進野党の方針転換は、グアイド議長が与野党交渉の離

脱を宣言したことが理由だろう。 

 

急進野党はかねてより与野党交渉を離脱するようグア

イド議長に要請していた。 

 

グアイド議長の交渉離脱宣言は急進野党との政治的な

折衝の結果でもありそうだ。 

 

 

経 済                       

「為替レート ９月に入りボリバル高に」            

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」が公表する９

月１７日の為替レートは１ドル BsS.２１，８４０。 

 

９月１日には１ドル BsS.２５，９５０だったため、この

２週間で１５．８％下落（ボリバル高）したことになる。 

 

また、ベネズエラ中央銀行が公表する「両替テーブル」

の１７日時点の為替レートは１ドル BsS.１９，８８９。 

 

９月２日は１ドル BsS.２３，３３０だったので、こちら

も１７．３％と大きく下落した。 

 

為替レートが大きくボリバル高になった理由について、

専門家は、企業などを中心に現地通貨の需要が高まり、

ボリバル売りドル買いが少なくなったためと指摘とし

ている。 

 

社 会                       

「ベネズエラ移民はコロンビア人口の３．４％     

          ～入国者の２割は無職～」            

 

９月１７日 コロンビアの国家統計管理局（DANE）の

ファン・ダニエル・オベイロ部長は、ベネズエラ移民が

１６４万人になったと公表。 

 

コロンビアの人口４，８２０万人の３．４％に達したと

発表した。特に１８年８月～１９年７月にかけてコロン

ビアに移住したベネズエラ人は７７．３万人でコロンビ

ア人口の１．６％に相当するとした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5595c14b41da77740257487d9237fa3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5595c14b41da77740257487d9237fa3.pdf
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特に首都ボゴタ、バランキージャ、ククタが最もベネズ

エラ人が多い都市だという。 

 

また、コロンビア入国後のベネズエラ人の就業率につい

ても言及した。 

 

国籍を限定せずコロンビアの失業率は１０．２％。 

 

コロンビア人に限定した場合の失業率は１０．１％。 

 

それに対して、ここ１年でコロンビアに移住したベネズ

エラ人に限定した失業率は１９．２％と５人に１人は失

業者だという。 

 

この統計からオベイロ部長は、ベネズエラ人が就職する

にあたり国籍を理由とした難しさを抱えている可能性

があると指摘した。 

 

 

以上 


