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（写真）PDVSA ツイッター “石油セクター合弁会社との会合” 

 

 

２０１８年５月４日（金曜） 

 

政 治                     

 「マルケス UNT 執行党首 党員資格を一時停止」 

「サンブラーノ議員 ProCiudadanos 脱退を表明」 

 「Frente Amplio 反政府デモを呼びかけ」 

経 済                     

 「SUDEBAN 長官  

政府管理下でも通常通り業務を続けると発表」 

「BOD、ITALCAMBIO なども査察入る」 

「１２回目 DICOM は１ドル７０，０００ボリバル」 

社 会                     

 「スリア州停電頻発の原因はデジタル通貨業者？」 

２０１８年５月５～６日（土日） 

 

政 治                    

「トーレアルバ元 MUD 幹事長 ファルコン支持」 

「Hinterlaces 投票意思がある国民は６３％」 

経 済                    

「PDVSA 役員を発表 ケベド総裁の留任を決定 

～ベネズエラの企業と契約を締結～」 

「Platts １８年４月の PDVSA 産油量減少」 

「Conoco PDVSA カリブの施設差し押さえか」 

「米国 ベネズエラの輸出減はコロンビアが吸収」 

社 会                     

「ブラジル ８００名の難民が避難所へ移動」 
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２０１８年５月４日（金曜）             

政 治                       

「マルケス UNT 執行党首 党員資格を一時停止」       

 

５月４日 新時代党（UNT）はエンリケ・マルケス執行

党首の党員資格を一時停止し、役職を剥奪することを決

定した。 

 

マルケス執行党首は、投票の棄権を訴える MUD の方針

に反し、ファルコン発展進歩党（AP）党首を応援する姿

勢を示した（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」５月２日

付の記事参照）。 

この発言に MUD が反発し、今回の処分が下された。以

下、オリジナルの声明文の要約。 

 

 

「新時代党の公式見解」 

 

エンリケ・マルケス氏の党員資格を一時停止 

 

UNT はエンリケ・マルケス議員の発言に関して、民主

主義政党として規律に従い本決定をくだす。 

 

規律的な措置が完了するまで、マルケス氏は UNT の党

員としての資格を一時停止し、現在組織で担っている役

職を解任する。従って、マルケス氏は今後、UNT とし

ての活動を行ってはならない。 

 

我々は自由ではない選挙へは参加しないとの見解を断

固として維持している。 

 

UNT は社会・民主的な政党として存在し続けることを

国民、党員らに知らせる。 

 

 

 

なお、エンリケ・マルケス氏は執行党首ではあるものの、

実質的な党首は創設者のマニュエル・ロサレス氏。 

 

「サンブラーノ議員 ProCiudadanos 脱退を表明」         

 

新時代党（UNT）を抜け、４月１１日に「ProCiudadanos」

の幹事長に就任したティモテオ・サンブラーノ氏は、党

の方針と合わないとの理由で ProCiudadanos の幹事長

を降りることになった（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」

５月３日付の記事参照）。 

 

５ 月 ３ 日 の 時 点 で は 、 サ ン ブ ラ ー ノ 議 員 が

ProCiudadanos の幹事長を解任されただけなのか、政党

自体を離党したのかはよく分からなかったが、サンブラ

ーノ議員が離党したことが判明した。 

 

サンブラーノ議員は、インタビュー番組に出演し 

「私の離党の理由は政治的なモデルが ProCiudadanos

の方針と一致しなかったことだ。離党にあたって政党と

イデオロギーを理由とする衝突はしていない。」 

と述べた。 

 

また、マルケス議員のファルコン党首を支持する発言に

ついて 

「マルケス議員の発言は重要な一歩だ。投票の棄権は隔

たりを深めるだけだ。投票の棄権を訴える政党は、代替

の方針を提示していない。 

 

私自身は５月２０日の選挙を完全に認識している。一市

民としてヘンリー・ファルコン党首に投票するつもり

だ。」とコメントした。 

 

UNT を離党し、ProCiudadanos まで離党したサンブラ

ーノ議員は所属先を失ったが、今後の予定は明らかにさ

れていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
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「Frente Amplio 反政府デモを呼びかけ」                  

 

野党連合を中心に構成された組織「Frente Amplio」は

５月２０日の大統領選が詐欺であることを訴えるため、

選挙当日までほぼ連日のように何らかの政治イベント

を行うことを決めた。 

 

大衆意志党（VP）のフィン・アンドレス・メヒア氏は 

「自宅に閉じこもることは、最終的な目的の達成を困難

にする。国民に対して、声を上げる準備をするよう求め

る。」と発表した。 

 

ちなみに、VP の公式ツイッターで下の写真を複数回投

稿し、選挙の棄権を呼びかけている。ファルコン AP 党

首の後ろにマドゥロ大統領が隠れているのが見える。 

 

投票するべきではないと思っている人にとっては、笑え

る冗談だが、投票するべきだと考える人にとっては気持

ちの良い画像ではないだろう。 

 

 
（写真）大衆意志党（VP）ツイッター 

 

 

 

経 済                        

「SUDEBAN 長官                   

 政府管理下でも通常通り業務を続けると発表」           

 

５月３日  銀行監督庁（SUDEBAN）は民間銀行

BANESCO を９０日間、政府の管理下に置くことを発

表した。 

 

この決定について SUDEBAN のアントニオ・モラレス

長官はラジオ番組に出演し、政府管理下の期間中も銀行

は引き続き通常通り業務を続けるとコメントした。 

 

また、本件の理由は、為替の投機行為に対して予防的措

置を講じるためだと説明した。また、政府管理下に置く

との報道後に、BANESCO からの預金引き出しが急増

している事実を認め、この点についてモニタリングをし

ている。 

「BANESCOはコロンビア、パナマでの口座を用いて、

ドル送金後に許可されていない為替レートで入金して

いなかったかを調査している。BANESCO の９００口

座が閉鎖したのは違法な取引が確認されたからだ。」 

と説明した。 

 

 

（写真）EfectoCocuyo 

“アントニオ・モラレス SUDEBAN 長官（軍部出身者）” 
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「BOD、ITALCAMBIO なども査察入る」         

 

５月４日 軍部の治安維持部隊（DGCIM）が日本大使

館向かいの民間銀行 BOD（バンコ・オクシデンタル・

デ・デスクエント）に査察に入り、一般人の通行が禁止

された。 

 

同日夜に BOD はツイッターで頭取、役員らを含めて特

に問題はなく、完全に通常通り業務をしていると投稿し

た。 

 

なお、モラレス SUDEBAN 長官は並行レートの取り締

りについて、両替商「ITALCAMBIO」に対しても査察

を行っていることを明らかにした。 

 

「１２回目 DICOM は１ドル７０，０００ボリバル」                  

 

ベネズエラ中央銀行は第１２回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ８３，８１８ボリバル。 

ドル建てで１ドル７０，０００ボリバルになる。 

 

前回の DICOM のレートは１ドル６９，０００ボリバ

ルだったので若干ボリバル安になったことになる。 

 

今回、落札された外貨の合計は１１０万３，１３４．６

３ドル。前回から約５６％増えたことになる。法人につ

いては４６社に対して４７万４，４２９．３４ドルが割

り当てられた。 

 

割り当て金額が多かったのは、スーパーマーケットの

「Central Madeirense」で約９．１万ドル。次いで製鉄

業者「Siderurgica Zuliano」で５万ドルだった。 

 

 

 

社 会                        

「スリア州停電頻発の原因はデジタル通貨業者？」           

 

全国的に停電が頻発しているが、特にスリア州での停電

が深刻であるという点については、「ベネズエラ・トゥ

デイ No.128」４月２３日付の記事で紹介した。 

 

５月４日 スリア州のオマール・ピエトリ知事は停電の

理由について、違法なデジタル通貨マイニング業者にあ

るとの見解を示し、取り締まりを強化していると取材に

答えた。 

 

確かにマイニング作業は大量の電力を使用すると言わ

れており、規模が大きいのであれば停電が多い要因の一

つとは言えそうだ。 

 

また、５月６日にマドゥロ大統領が選挙キャンペーンの

ために遊説し、スリア州での停電について 

「地方電力会社 ELEVEN の元役員が電力システムのサ

ボタージュを行い、回線を切るなどして国民を苦しめて

いたことが確認された。彼らは逮捕された。」 

と犯罪行為と対峙する姿勢を示した。 

 

２０１８年５月５～６日（土曜、日曜）             

政 治                       

「トーレアルバ元 MUD 幹事長 ファルコン支持」       

 

５月５日  １４年９月～１７年２月まで野党連合

（MUD）の幹事長を務めていたヘスス・チュオ・トー

レアルバ氏は、セミナーに登壇し、ファルコン AP 党首

を支持すると発表。 

 

「５月２０日の選挙に投票することは独裁政権を認め

ることにはならない。また、外国からの関心が薄れるこ

とにもならない。」と訴え、投票参加を呼び掛けた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
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また、ファルコ

ン党首への投

票について「政

治の方向を変

えるきっかけ

になる。」との

見解を示した。 

（写真）トーレアルバ氏ツイッター 

 

「Hinterlaces 投票意思がある国民は６３％」           

 

与党に近い世論調査会社の「Hinterlaces」が４月２０日

～５月２日にかけて、全国１，５８０名を対象に行った

アンケート調査によると、６３％が５月２０日の選挙に

投票する意志があると回答している。 

 

また、マドゥロ大統領に投票するとの回答が４８％、フ

ァルコン党首に投票するとの回答が３１％、ベルトゥッ

シ牧師に投票するとの回答は１４％だった。 

 

また、自身の投票意思とは別で、誰が勝つと思うか？と

の質問に対し、マドゥロ大統領と回答したのは６８％、

ファルコン氏と回答したのは２０％、ベルトゥッシ牧師

と回答したのは９％だった。 

 

経 済                       

「PDVSA 役員を発表 ケベド総裁の留任を決定     

     ～ベネズエラの企業と契約を締結～」            

 

１８年５月３日付の官報第４１，３８９号政令３，３９

８で PDVSA のボードメンバーが発表された。 

 

マニュエル・ケベド総裁は留任、ジェスメル・セラーノ

副総裁も留任した。精製担当役員はギジェルモ・ブラン

コ氏。採掘・生産担当役員はネルソン・フェレール氏。 

 

 

販売・流通担当はフェルナンド・キンタル氏。財務担当

役員はイリアナ・ルッサ氏。ガス事業担当役員はネムロ・

コントレラス氏。国際担当役員はマルコス・ロハス・マ

ルチェナ氏。企画・技術担当役員はミゲル・ホセ・キン

タル氏。 

 

以下、外部役員はウィルス・ランヘル氏。ジュルビス・

ゴメス氏。リカルド・レオン氏。シモン・セルパ氏が就

任した。 

 

シモン・セルパ氏は１８年２月に財務担当役員を抜け、

PDVSA の役員ではなくなっていたが、外部役員として

再び PDVSA の役員に入ることになった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.99」２月１４日付の記事参照）。 

 

また、ケベド総裁はオリノコ原油流域プロジェクトに関

連して、３件の協定と１１の戦略的同盟を結んだ。 

 

４月に石油省は規則に定められた入札手続きを省略し、

契約を締結する権限を与えられている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.124」４月１４日付の記事参照）今回の協

定は、この権限を行使したと思われる。 

 

具体的な協定の内容は不明だが、同会合には

Multiservicios Sanchez、Valera、Petrolera Alvarez、

Orinoco Drilling、Consoldi、Equiservis、Cooperativa 

2021 が参加したようだ。 

 

「Platts １８年４月の PDVSA 産油量減少」         

 

エネルギー関連情報の配信社「プラッツ」は１８年４月

のベネズエラの産油量が日量１４１万バレルで、３月の

産油量から８万バレル減少したと報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f05fae516f0ec16ac7e756e94cc871ef.pdf
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「Conoco PDVSA カリブの施設差し押さえか」              

 

コノコ・フィリップスは、４月に国際仲裁裁判所で

PDVSA から接収の賠償金として２０．４億ドルを勝ち

取った（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月２６日付

の記事参照）。 

 

同社はロイター通信の取材に対して、カリブ海にある

PDVSAの施設の差し押さえを進めているとコメントし

た。 

 

具体的にはボナイレとサン・エウスタキオの原油貯蔵施

設。同施設は PDVSA の原油輸出オペレーションにとっ

て極めて大事な場所とされる。 

 

PDVSAは被害の拡大を避けるために石油タンカーを同

施設から退避させたようだ。 

 

「米国 ベネズエラの輸出減はコロンビアが吸収」              

 

ベネズエラの米国向け原油輸出の減少を受けて、コロン

ビアからの米国向け原油輸出が増加している。 

 

 

米国エネルギー情報局（EIA）の発表によると、１８年

２月のコロンビアからの米国向け原油輸出は日量４２．

６万バレルだった。一方で、ベネズエラからの米国向け

原油輸出は日量４０．９万バレルでコロンビアがベネズ

エラを追い越したことが確認された。 

これは EIA が統計公表を始めた９３年以来、初めての

こと。 

 

なお、１７年のベネズエラからの米国向け原油輸出は平

均で日量６１．８万バレル。対する、コロンビアは日量

３１．１万バレルだった。 

 

社 会                        

「ブラジル ８００名の難民が避難所へ移動」           

 

ブラジル政府はベネズエラと国境を接するロライマ州

ボアビスタのシモン・ボリバル公園で寝泊まりしていた

ベネズエラ人難民８００名を仮設避難所に移動させた。 

 

２００名のブラジル軍人と２５名のガードマン立ち会

いの下で、対象者はバスで仮設避難所がある Latife 

Salmao と Santa Tereza に移送された。 

 

先週金曜にはボアビスタ地区からベネズエラ人２３３

名をサンパウロ、マナウスへ移動させた。 

 

ベネズエラ政府当局は、まだボアビスタには６，０００

人のベネズエラ人難民が暮らしていると推定している。

ボアビスタは人口が３３万人の小規模な街でベネズエ

ラ人の急増が社会問題になっている。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf

