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（写真）ロドリゲス副大統領 “９月１８日 ベルトゥッシ牧師も与野党合意に署名” 

 

 

２０１９年９月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「サンブラーノ国会第１副議長 拘束生活を語る 

～穏健野党を非難しないよう要請～」 

「ベルトゥッシ牧師 与野党合意に参加」 

「穏健野党 制裁が続く限り選挙はない」 

「AD、UNT 穏健野党に加わるとの噂」 

「副大統領 米国政府に外交関係再開を要請」 

「米国 ボルトン大統領補佐官の後任を任命」 

経 済                     

「BOD 銀行 他国でも取引制限」 

「CENDA ８月の基礎食料費は BsS.２５０万」 

２０１９年９月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 コレア元大統領と対談」 

「政治犯が解放されるとの噂が流れる」 

「急進野党 国外からの国会参加制度を求める」 

経 済                    

「金融機関 米国政府に制裁の説明求める」 

「グアイド政権 国連で CITGO の保護求める」 

「中国 ベネズエラ産原油を迂回して購入」 

「CITGO コロンビアから原油を購入」 

社 会                     

「ベネズエラサッカーチーム FIFA２６位」 
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２０１９年９月１８日（水曜）             

政 治                       

「サンブラーノ国会第１副議長 獄中生活を語る     

     ～穏健野党を非難しないよう要請～」       

 

９月１８日 ４カ月にわたる拘束から解放されたサン

ブラーノ国会第１副議長は、獄中の生活について語った。 

 

「私は突然 SEBIN に拘束された。あれは、誘拐だった。

拘束された最初の日は「Helicoide」という SEBIN の収

容施設に入れられた。 

 

そこには既に拘束されていたロベルト・マレロ大統領府

担当官（グアイド政権）もいた。その後、国軍収容所に

移送された。 

 

獄中では、孤独で、日光を浴びるための窓もなく、本を

読むことも出来なかった。 

 

自身の要求を通すためにハンガーストライキをしてい

た。 

 

目的の１つは、拘束されたロドリゲス・トーレス元内務

司法平和相の妻を解放させるためで、７０日後に要求が

通った。１０２日後には聖書を読むことが出来るように

なった。家族の面会はガラス越しに電話を使って行われ

た。 

 

拘束者は完全に幽閉されており、様々な規則を違反して

いる。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

また、穏健野党の合意により自身が解放されたことにつ

いてどのように考えているのかを聞かれると、 

「私は彼ら（穏健野党）がどのような条件で合意したの

か詳細を理解していない。 

 

今後、私は彼らがどのような合意をしたのかを直接会っ

て確認するつもりだ。それが政治家のやるべきことだと

考えている。 

 

急進的な考えを持つ人々が分断を引き起こし、我々に被

害を与えている。彼ら（穏健野党）を、“チャビスタ”や

“与党の協力者”とレッテルを貼るべきではない。」 

と穏健野党を擁護する姿勢を示した。 

 

「ベルトゥッシ牧師 与野党合意に参加」         

 

９月１８日 １８年５月の大統領選に出馬していた「変

化のための希望党」党首のハビエル・ベルトゥッシ牧師

が与野党合意への参加を表明、マドゥロ政権と署名を交

わした。 

 

ベルトゥッシ牧師は、黒い噂の多い人物で、裏ではマド

ゥロ政権と繋がっていると報じられている人物。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“中央のネクタイを付けた男性がベルトゥッシ牧師” 
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１８年５月の大統領選後にはめっきりメディアの露出

は減少したが、同氏のツイッターを見る限り食料配布な

ど人道支援的な活動は継続していたようだ。 

 

ベルトゥッシ牧師は 

「現在のベネズエラ情勢は非常に複雑な状況にある。問

題を解決するには与野党の合意が必要だ。協議するか、

殺し合うかの選択肢しかない。我々は協議の道を選ぶ。」 

とコメントした。 

 

「穏健野党 制裁が続く限り選挙はない」                  

 

穏健野党側の代表として、与野党合意を締結したティモ

テオ・サンブラーノ議員は、合意後の方向性について説

明した。 

 

「我々の目標は、２０１９年末までに選挙管理委員会

（CNE）役員を変えることである。 

 

そして、翌年の選挙に関する議論を始める。この選挙は

早急なものであってはならない。翌年の選挙とは、もち

ろん国会議員選のことだ。」 

と述べた。 

 

また、国会議員選のことを指しているのか、大統領選の

ことを指しているのかは明示されていないが、外国から

制裁を科せられた状況で選挙を行うべきではないとの

見解を示した。 

 

「悪意を持って捉えられると思うが、制裁下で選挙は行

われない。制裁された状況で選挙を行う政府など世界に

存在しない。野党はそれを理解しなければいけない。 

 

従って、我々が選挙をしたいと考えているのであれば、

それに見合うコンディションを整えなければいけない。 

 

 

そのコンディションは野党だけではなく、与党も求める。 

 

私は制裁下で公平な選挙が実施されるとは思えない。 

その状況では CNE も公平な組織にならないだろう。」 

と説明した。 

 

「AD、UNT 穏健野党に加わるとの噂」         

 

９月１５日にグアイド議長が与野党交渉の模索からの

離脱を宣言してから、穏健野党が与党と合意を締結する

などベネズエラの政治状況は大きく動いている。 

 

政治評論家の Alek Boyd 氏は、主要野党に属する「行動

民主党（AD）」と「新時代党（UNT）」が、穏健野党に

加わろうと画策していると訴えた。 

 

AD は、９月１７日に解放されたサンブラーノ国会第１

副議長が所属する政党。サンブラーノ第１副議長自身も

穏健野党を擁護するような発言をしている。 

 

UNT も主要野党の中では元々穏健グループに属する政

党と認識されている。 

 

大衆意志党（VP）、第一正義党（PJ）、急進野党グループ

などマドゥロ政権との対立を志向するグループが主要

野党の中心となっているため、表向きは足並みをそろえ

ているが、AD や UNT の基本方針と異なっていた。 

 

Alek Boyd 氏曰く、AD は、グアイド議長と VP の勢力

を削ぐために与党と結託しており、AD が与党に協力す

るための第一条件がサンブラーノ国会第１副議長の解

放だったとしている。 
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「副大統領 米国政府に外交関係再開を要請」                  

 

９月１８日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、米国政

府に対して外交関係の再開を求めた。 

 

今年１月２３日 グアイド議長が暫定大統領就任を宣

言した当日、米国政府はグアイド議長を支持し、ベネズ

エラの大統領はグアイド議長であると表明した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.244」参照）。 

 

これを受けて、マドゥロ政権は米国政府との外交関係を

停止。在ベネズエラ・米国大使館の職員は追放され、同

大使館は閉鎖した。 

 

ロドリゲス副大統領は 

「米国政府はマドゥロ大統領を追放するために様々な

計画を実行したが、全て失敗した。外交的な交渉だけが

唯一の方法だ。」 

と外交関係の再開を呼びかけた。 

 

「米国 ボルトン大統領補佐官の後任を任命」         

 

９月１０日 米国のボルトン大統領補佐官が辞任した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.342」参照）。 

 

ボルトン補佐官は、国家安全保障問題担当として、外交

政策を助言する立場にあり、ベネズエラ問題についてマ

ドゥロ政権を圧力で倒壊させる方針を示していた。 

 

ボルトン補佐官の辞任を受け、後任の人選によっては米

国のベネズエラ方針も変更する可能性があると指摘さ

れていた。 

 

９月１８日 トランプ大統領はボルトン補佐官の後任

を任命。 

 

 

新たな大統領補佐官は、ロバート・オブライエン氏。 

前職は「人権問題担当大統領特使」を務めていた。 

 

オブライエン氏は、ブッシュ政権下で国連の米国代表大

使を務め、オバマ前大統領が進めたイランとの核合意に

反対を表明していた。 

 

ベネズエラ問題について、ボルトン補佐官ほど過激かど

うかは定かではないが、穏健派ではないとされる。 

 

 

（写真）オブライエン新大統領補佐官ツイッター 

 

経 済                        

「BOD 銀行 他国でも取引制限」           

 

ベネズエラの銀行監督局（SUDEBAN）が１２０日間の

介入を発表した「B.O.D.（以下、BOD 銀行）」に新たな

問題が起きている。 

 

BOD 銀行の系列銀行であるアンティグア島にある

「BOI Bank Corporation」は、アンティグア現地当局の

監視下で金融取引が制限されている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eb1d97bc0487821b3571885cdb8af4e.pdf
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カスト・オカンド記者は自身のツイッターで、現地政府

が「BOI Bank Corporation」に向けて通知した文章を公

表。 

 

同通知文によると、「BOI Bank Corporation」は新規口

座の開設が禁止され、日々の口座の動きを報告しなけれ

ばならない。また、２０００ドル以上の取引は金融当局

の許可が必要とされている。 

 

また、ドミニカ共和国にある「Bancamerica」も現地金

融当局に介入措置を取られる可能性があるという。 

 

「CENDA ８月の基礎食料費は BsS.２５０万」                  

 

９月１８日 CENDA は８月の基礎食料費を公表した。 

 

他に CENDAS-FVM という組織も生活費調査をしてい

る。CENDA の方が、CENDAS-FVM よりも低所得者層

に焦点を当てているため、公表される数字は CENDAS-

FVM よりも少ない。 

 

CENDA が公表した８月の基礎食料費は BsS,２４９万

８，７４７。先月から５１．５％上昇した。 

 

２０１９年１月から８カ月間の累積インフレ率は２，２

７８．７７％となっている。 

 

現在の最低賃金は月額 BsS.６．５万で、最低賃金ではと

ても生活できない状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年９月１９日（木曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 コレア元大統領と対談」        

 

９月１９日 エクアドルのラファエル・コレア元大統領

はマドゥロ大統領と会談。 

 

両者はベネズエラで起きている人道危機は、米国政府が

中心となって行っている制裁によるものだと主張した。 

 

「ベネズエラは制裁により３００億ドルの資産が奪わ

れた。ベネズエラ政府は外国に口座を開設することも出

来ないし、商品購入のための支払いもできない。 

 

更に米国政府は海上封鎖の可能性まで言及し、ベネズエ

ラ国民の生活を悪化させている。 
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トランプは意見の異なる我々に対して、一種の憎しみと

執着心を抱いている。 

 

我々の目標は十分な食料を国民に行き渡せることだ。ま

た、医薬品についても不足を抱えており、国内生産を拡

大させるための努力をしている。」 

と訴えた。 

 

エクアドル政府はコレア元大統領を汚職容疑で国際指

名手配にしている。以前からベネズエラに潜伏している

との噂は存在していたが、公の場に姿を見せるのは今回

が初めてとなる。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 

“マドゥロ大統領、コレア元大統領と会談” 

 

「政治犯が解放されるとの噂が流れる」           

 

マドゥロ政権と合意した穏健野党の代表であるティモ

テオ・サンブラーノ議員は、今回の合意で政治犯５８名

が解放される見通しを示した。 

 

「該当する５８名は拘束された後、法的な手続きが全く

行われていない。彼らは解放されなければいけない。」 

と訴えた。 

 

また、解放されたエドガー・サンブラーノ第１副議長も、

「明日にでも５８名近い政治犯が解放されるはずだ。」

と言及している。 

 

現地紙「El Nacional」は、９月１９日に複数名の政治犯

が解放される可能性があると報じたが、現時点では解放

されたとの報道は確認されていない。 

 

「急進野党 国外からの国会参加制度を求める」         

 

制憲議会に不逮捕特権をはく奪され、コロンビアに亡命

した急進野党のリチャード・ブランコ議員は、国会に対

して、外国にいる議員も議会に参加できるようインター

ネットを通じて議会に出席できるよう求めた。 

 

この提案は、２カ月ほど前から国会で議論されていたが、

現時点では制度化されていない。 

 

マドゥロ政権による抑圧を受けて、多くの議員が外国に

亡命している。 

 

外国からの議会参加制度は必要な制度であるが、外国に

亡命している議員は急進野党に属する議員が多い。 

 

また、どのような発言をしても攻撃される心配が無いた

め、自由にマドゥロ政権を非難できる。 

 

外国にいる議員は、抑圧を受けながら問題の解決に当た

る国内の議員と置かれている立場が異なり、かえって問

題解決を複雑にする懸念がある。 
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経 済                       

「金融機関 米国政府に制裁の説明求める」            

 

米国フロリダ州の金融機関協会（FIBA）の David 

Schwartz 代表は、米国政府がベネズエラに科している

経済制裁について、制裁規定を明確にするよう求めた。 

 

また、銀行はベネズエラ人の顧客がマドゥロ政権関係者

に該当するか調べる術が無いため、制度がはっきりしな

い限りベネズエラ人顧客の取引を拒否しなければいけ

ないと訴えた。 

 

「制裁が発動してから、FIBA は専門家などを交えて米

国政府と制度の明確化について定期的に協議を続けて

いる。 

 

外国資産管理局（OFAC）との協議の結果、制度が明確

になった部分もあるが、制裁の適用範囲は広く、現在の

ところまだ不明な点が多い。 

 

この制裁は銀行に大きな影響を与えている。トランプ大

統領が発動した制裁は、歴史的にベネズエラとの取引が

多いフロリダ州に混乱を引き起こしている。」 

と述べた。 

 

また、FIBA の会合に参加している「Ocean Bank」の

Daniel Gtierrez 頭取は、EFE 通信に対して 

「経済制裁が発動してから、マドゥロ政権に関わる９０

０名のブラックリストを作成した。逆にグアイド政権が

発足してからグアイド政権に関わる１８７名のホワイ

トリストを作成した。」 

と説明した。 

 

 

 

 

 

「グアイド政権 国連による CITGO 保護求める」         

 

ロイター通信は、グアイド政権関係者からの情報として、

グアイド政権が国連の安全保障理事会に対してCITGO

の保護を制度化するよう求めていると報じた。 

 

過去、国連の安全保障理事会は、外国にあるイラク政府

の資産を保護したことがあるようで、それと同じような

対応を CITGO にも求めているようだ。 

 

１か月後の１０月２７日に、PDVSA社債（PDVSA２０）

の元本償還が控えている。 

同社債は CITGO の株式５０．１％が担保に設定されて

いるため、債務不履行の場合、債権者は CITGO 株式を

差し押さえる権利を有している。 

 

償還額は９．１億ドルにのぼるが、グアイド政権には支

払う資金はないため、このままだと CITGO が債権者の

手に渡る懸念がある。 

 

現時点では、この試みは始まったばかりで来週の国連総

会で議論されることはないようだ。 

 

「中国 ベネズエラ産原油を迂回して購入」         

 

中国の CNPC は、米国政府が発動した制裁の二次被害

を避けるため、８月から PDVSA からの原油購入を停止

したと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.342」

参照）。 

 

しかし、ベネズエラ人ジャーナリストの Maibort Petit

記者が「S＆P Global Platts」のアジア・太平洋担当者か

ら入手した情報として、中国企業は第三国を経由して引

き続きベネズエラ産原油の購入を継続していると訴え

た。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eb1d97bc0487821b3571885cdb8af4e.pdf
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ただし、具体的にどのようなルートで原油の購入を続け

ているのかは書かれていない。 

 

「CITGO コロンビアから原油を購入」         

 

１９年１月 PDVSA の米国子会社「CITGO」は、グア

イド政権側のコントロール下に入った。 

 

これまで PDVSA から原油を調達していたが、現在の

CITGO は PDVSA からの原油調達を停止している。 

 

現在、CITGO は精製用の原油の７０％（日量５０万バ

レル相当）を米国内で調達しており、残りの３０％（日

量２１．６万バレル）はラテンアメリカ、カリブ海、ア

フリカ諸国など外国から調達している。 

 

米国エネルギー情報局によると、CITGO の外国からの

調達先はコロンビアの「Ecopetrol」が多いようで、１９

年１月～６月までに「Ecopetrol」から購入した原油は、

平均で日量４万５，１００バレルだという。 

 

また、６月に「Ecopetrol」は、「CITGO」に対して日量

７．２万バレルを輸出しており、両者の取引は拡大傾向

にあるという。 

 

社 会                       

「ミランダ州で大洪水」                 

 

９月１８日 ミランダ州は豪雨に襲われ、洪水被害を受

けた（当時の状況は右上の写真参照）。 

 

豪雨の影響で停電が起き、その後もカラカスでは断続的

に停電が起きている。 

 

 

 

 

 

（写真）@Daniel Murolo 氏ツイッター   

 

「ベネズエラサッカーチーム FIFA２６位」              

 

９月１９日 「国際サッカー連盟（FIFA）」は、FIFA ラ

ンキングを公表した。 

 

ランキング１位はベルギー、２位はフランス、３位はブ

ラジルと続いた。 

 

ベネズエラの順位は世界２６位。ラテンアメリカ圏では、

ブラジル、ウルグアイ（６位）、コロンビア（９位）、ア

ルゼンチン（１０位）、メキシコ（１２位）、チリ（１７

位）、ペルー（１９位）に続く順位。 

 

日本は３１位。 

野球で有名なベネズエラだが、ベネズエラは日本よりも

サッカー強豪国ということになる。 

 

以上 


