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（写真）大統領府  “５月２３日 マドゥロ大統領と対話を開始したベルトゥッシ牧師” 

 

 

２０１８年５月２３日（水曜） 

 

政 治                     

 「ベルトゥッシ牧師 マドゥロ大統領と対話 

～人道支援と政治家解放の見通し示す～」 

 「ファルコン党首 選挙結果の否認手続き始める」 

「G７ 選挙結果を認めないとの声明発表」 

「リマグループ 外交関係を希薄化させると通達」 

経 済                     

 「アルーバ裁判所 CITGO 資産差し押さえ解除 

～PDVSA とコノコ社の弁護士が会合～」 

 「メキシコ政府 ベネズエラ政府との取引に警鐘」 

 「アセルカエアー事業停止 労働者１５００人影響」 

２０１８年５月２４日（木曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 制憲議会に当選宣誓 

～大統領の新任期は１９年１月１０日から～」 

 「演説 軍部離反に警鐘、PDVSA へ増産指令 

経済統制強化、野党関係者への恩赦を提案」 

「米国政府 ベネズエラ政府に報復措置」 

経 済                    

 「PDVSA 取引先にペトロ建て取引を提案」 

 「中央銀行 現行通貨・新通貨の同時利用を検討」 

社 会                     

 「バネスコ役員１１名全員の解放を確認」 
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２０１８年５月２３日（水曜）             

政 治                       

「ベルトゥッシ牧師 マドゥロ大統領と対話      

    ～人道支援と政治家解放の見通し示す～」       

 

大統領選の候補者だったベルトゥッシ牧師は選挙結果

を受け入れ、マドゥロ大統領の当選を認めた。また、人

道支援について協議するのであれば対話の意志がある

とコメントしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.140」

５月２１日付の記事参照）。 

 

５月２３日 このコメントの通りベルトゥッシ牧師は

マドゥロ大統領との対話のテーブルについた。 

 

マドゥロ大統領との協議後、ベルトゥッシ牧師はホル

ヘ・ロドリゲス情報通信相と記者会見を開き、政治犯の

解放、人道支援の受け入れを求めると同時に正常ではな

い選挙プロセスを訴えたと語った。 

 

「私は国民の問題を解決するために会合を行った。私は

マドゥロ大統領に対して政治犯の解放を求めた。私の求

めに対して、明日には答えが出ることを確認した。 

 

マドゥロ大統領は、何らかの形で人道支援を受け入れる

ことを承認した。彼は食料、医薬品の外国支援を受け入

れる用意があると語った。明日には食料、医薬品を普及

させるための活動を開始する。 

 

食料や医薬品は全ての国民に必要なものだ。政治に使用

してはいけない。私は外国からの人道支援を受け入れる

ための活動を行う。 

 

３番目に我々の大統領選に対する苦情を提出した。この

クレームに対して回答を求めると伝えた。この回答は選

挙システムの信頼性を高めるために必要だと伝えた。」 

と発表した。 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は 

「今回の対話は大統領にとって十分な関心事項だった。

今後、国民は政治的な対立の終了に慣れていく必要があ

る。野党と国民の福祉、平和、繁栄の道を探る用意があ

る。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）大統領府 

“ベルトゥッシ牧師と対話するマドゥロ大統領” 

 

「ファルコン党首 選挙結果の否認手続き始める」         

 

もう一人の大統領候補だったヘンリー・ファルコン党首

は５月２０日の大統領選を認めない姿勢を取っている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.139」５月２０日付の記事

参照）。 

 

ファルコン AP 党首のキャンペーン対策長を務めるク

ラウディオ・フェルミン氏は記者会見で 

「ファルコン党首は今回の結果を否定する。司法組織に

結果の否認を訴えるための手続きを開始する。」 

と説明した。 

 

一方、ファルコン AP 党首は５月２０日以降、国民の前

に姿を見せていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
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この件について、ファルミン氏は 

「ファルコン党首は選挙結果を否認するため精力的に

動いている。否認の方法はファルコン党首のスタイルで

行う。我々は抗議行動に訴えない。暴力や向こう見ずな

手段はとらない。」 

と説明した。 

 

「G７ 選挙結果を認めないとの声明発表」                  

 

５月２３日 Ｇ７（カナダ、フランス、ドイツ、イタリ

ア、日本、英国、米国）はベネズエラの選挙に対して「正

当性と信頼性にかける選挙だった」との声明を発表した。 

 

声明は以下の通り。 

 

 

「Ｇ７、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、

英国、米国、欧州連合の主導者は５月２０日に行われた

選挙に拒否の意志を表明する。 

 

選挙は国際的な基準を満たしておらず、公平なプロセス

を保証されていない。今回の選挙は正当性と信頼性に欠

けていた。 

 

従って、ベネズエラの選挙結果はベネズエラ国民の民主

的な意思を示した結果ではないと抗議する。ベネズエラ

政府は緊急に必要とされた政治方針を再考する機会を

失った。 

 

マドゥロ政権が強権政治を続ける限りベネズエラ国民

は人権侵害に苦しむ。これはベネズエラに限らず、全て

の地域に影響を与える。 

 

我々Ｇ７は、ベネズエラ国民に対して連帯の意志を表明

すると同時にマドゥロ政権に憲法に準じた民主主義政

権への回帰を求める。 

 

ベネズエラ人の意志を反映した自由で公平な選挙、政治

犯の解放、国会権限の再樹立、人道支援を行う団体への

障害の解除を要請する。 

 

我々は引き続き平和的な交渉による民主的な解決を支

持する。同時にベネズエラへの人道支援を支援する。」 

 

 

これまで日本政府は１７年９月に外務報道官談話を発

表したが、そこまでベネズエラ政治に対しての見解を示

してこなかった（オリジナルの声明文）。 

 

しかし、５月２０日の選挙を受けて官房長官、外務大臣

クラスで非難の意を表明している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.140」５月２１日付の記事参照）。 

 

今回のＧ７の声明はこれまでよりも厳しい内容でベネ

ズエラ政府との亀裂は避けられないと思われる。 

 

「リマグループ 外交関係を希薄化させると通達」         

 

パラグアイのフェデリコ・ゴンサレス次官はマドゥロ政

権を非難する米州１４カ国で構成するリマグループを

代表し、ベネズエラ政府に外交関係を希薄化させるとの

通達を渡した。 

 

既にリマグループ加盟国は在ベネズエラ大使を本国に

戻している。 

 

５月２３日 チリのロベルト・アンプエロ外相は首都サ

ンティエゴで英国の外務長官と共同会見を開き、ベネズ

エラに対して大使派遣を停止すると発表した。 

 

なお、大使館を閉鎖するわけではないが、大使館はベネ

ズエラ当局と対話をする相手になることをしないと説

明した。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_003301.html
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
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経 済                        

「アルーバ裁判所 CITGO 資産差し押さえ解除     

    ～PDVSA とコノコ社の弁護士が会合～」           

 

５月２３日 PDVSA の米国子会社 Citgo は 

「アルーバ裁判所は、コノコ・フィリップスが申請した

２つの貨物の差し押さえを解除した。 

今回の差し押さえ解除により原油と石油製品は当初予

定していた仕向け先に向かう。」 

と発表した。 

 

５月に入りコノコ・フィリップスは賠償金を回収する手

段として、カリブ海諸島に PDVSA が保有する資産を相

次いで差し押さえていた。 

 

アルーバ裁判所は 

「差し押さえ申請の対象だった原油、石油燃料は

PDVSA ではなく、Citgo に所有権がある資産だった。」 

と発表している。 

 

Citgo は１６年からアルーバの製油所（精製能力は日量

２０．９万バレル）をレンタルしている。 

 

５月に入りコノコ社の申請により「Atlantic Lily」

「Grimstad」の計８０万バレルの原油、石油燃料が差し

押さえられていた。ロイター通信によると、この石油燃

料はアルーバ国内に供給される予定だったようだ。 

 

また、米系のシンクタンク「Stratfor」は５月２１日に

PDVSAとコノコ社の弁護士が問題解決のために話し合

いを実施し、差し押さえを解除する方向で合意したと報

じた。 

一方、現時点では具体的な成果は確認できていない。 

 

 

 

 

「メキシコ政府 ベネズエラ政府との取引に警鐘」         

 

メキシコ政府財務省、国家銀行・証券委員会、国家保険・

財務委員会らは共同で通達を発表。 

 

メキシコ国内の金融機関に対して、ベネズエラ制憲議会

の承認により実施する取引はベネズエラ憲法上の正当

性がないため、取引には注意するよう呼びかけた。 

 

「メキシコの金融当局はメキシコ国内の金融システム

で事業を行う金融機関に対して、ベネズエラ制憲議会に

関係する人物、組織と取引を行うことに警鐘を鳴らす。

これらの人物、組織は国際的に有効ではないとみなされ

ている。 

 

メキシコ政府はベネズエラ憲法に従い、国の支出は国会

が承認すると認識している。 

 

メキシコ政府とペルー政府はベネズエラの制憲議会が

行っている活動が有効なものか米州機構に見解を求め

ている。 

 

国家予算の決定、追加予算の決定、経済緊急事態令の決

定は国会に承認権限があると認識している。」 

と発表した。 

 

ベネズエラ政府は食料配給制度 CLAP の食料品の多く

をメキシコから輸入している。 

 

メキシコ政府、リマグループらは CLAP の食料取引が

汚職の温床になっているとして取り締まりを強化して

いる。 
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「アセルカエアー事業停止 労働者１５００人影響」                  

 

５月２３日 ベネズエラの民間航空会社アセルカエア

ーは経済危機と為替管理を理由に無期限でオペレーシ

ョンを停止すると発表した。 

 

アセルカエアーはツイッターで「１８年５月２２日 

我々は航空会社としてのオペレーションを停止する。２

５年間超、我々のサービスを利用してくれたベネズエラ

国民に感謝する。」と投稿した。 

この発表を受けて、ノラ・ブラチョ国会議員は、「アセ

ルカエアーの操業停止は乗客だけでなく、１５００名の

従業員にも影響を与える。」と訴えた。 

 

 

 

（写真）アセルカ・エアーツイッターより抜粋 

 

５月３日には他のベネズエラ系民間航空会社サンタバ

ーバラ航空が無期限で運航停止を発表したばかりだっ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」５月３日付の記事

参照）。 

 

２０１８年５月２４日（木曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 制憲議会に当選宣誓        

  ～大統領の新任期は１９年１月１０日から～」        

 

５月２４日 マドゥロ大統領は制憲議会に出席、１９～

２５年の大統領就任を宣誓した。 

 

「ウィークリーレポート No.47」でも紹介したが、憲法

２３１条により、大統領は就任初年の１月１０日に国会

に宣誓することで大統領に就任する。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は同憲法に従い、１９年

１月１０日にマドゥロ大統領は再び制憲議会の前で就

任を宣誓すると発表。同日から新任期が始まり、２５年

１月１０日まで任期を務めるとコメントした。 

 

他方、国会はこの宣誓について「詐欺で正当性の無い組

織への宣誓だ。同日の棄権率は５４％でベネズエラに民

主主義が樹立した１９５８年から今までで最も低い投

票率だった」と選挙に正当性がないと非難した。 

 

（写真）制憲議会を前に宣誓するマドゥロ大統領 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e2a8e16ad6b3d060613b3509e3aae2c2.pdf
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「演説 軍部離反に警鐘、PDVSA へ増産指令     

   経済統制強化、野党関係者への恩赦を提案」           

 

５月２４日 マドゥロ大統領は制憲議会で１９年～２

５年任期の大統領就任を宣誓した。 

 

特に重要なテーマは以下の通り。 

 

１、軍部の離反に警鐘 

マドゥロ大統領は今回の大統領選を前に軍部の一部が

妨害行為を企てたと発表。軍幹部に対してボリバル革命

への忠誠心を求めた。 

 

同日には軍部広場で軍人士官学校の大将がマドゥロ大

統領を前に忠誠と連帯を繰り返し誓った。 

「ボリバル、サモリスタ（ベネズエラ独立戦争の英雄サ

モラの支持者）、チャビスタ、反帝国主義、反階級主義

の精神でベネズエラの国家主権を守ることを誓う」 

と宣誓した。 

 

人権団体「フォロ・ペナル」のマリア・トーレス氏は AFP

の取材に対して 

「この数日で祖国への反逆容疑で空軍、陸軍、海軍の少

なくとも１１名が逮捕された。国家反逆罪は最大で３０

年の禁固刑になる。」 

とコメントした。 

 

また、フリオ・ボリヘス前国会議長はラジオ番組の電話

カンファレンスで 

「ここ数週間で２００名以上の軍人が逮捕、拘留された。

軍内で不満が高まっていることは明らかで、公に反逆の

声も出ている。特に若い軍人はベネズエラで起きている

ことに反対している。」 

と答えた。 

 

 

 

２．PDVSA への増産支持 

 

マドゥロ大統領は PDVSA の産油量が減少している状

況についてケベド総裁に増産を指示した。 

 

「ベネズエラは米国による深刻な制裁に苦しめられて

いる。しかし、克服しなければいけない。もし OPEC や

ロシアに支援を求める必要があれば、支援を求めろ。現

状を変えるために必要な全てのことを行わなければい

けない。」 

とケベド総裁に指示した。 

 

３．経済統制の強化 

 

また、物価高騰問題について価格統制の強化、CLAP な

ど政府主導の流通システムの効率化を図ることで問題

に対応する姿勢を示した。 

 

４．制憲議会に逮捕された野党関係者への恩赦を提案 

 

政府は逮捕されている野党関係者を「政治犯」とは認識

していない。あくまで治安を乱し、暴力的な行動を掻き

立てた犯罪行為で逮捕されていると認識している。 

 

マドゥロ大統領は、この種の犯罪者に対して殺人や重大

な罪を犯したもの以外は解放してはどうかと提案した。 

 

マドゥロ大統領の提案後に人権団体「フォロ・ペナル」

のアルフレッド・ロメロ代表はツイッターで 

「スリア州で２０名の政治犯に解放命令が発出された。

実際に解放されることを望む」と投稿した。 
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「米国政府 ベネズエラ政府に報復措置」         

 

米国外務省のヘザー・ノーアート報道官は 

「米国政府はベネズエラ政府への対抗措置として、ベネ

ズエラの外交官２名、カルロス・ロン・ラミレス経済担

当官とヒューストンの総領事を国外退去処分にした。」

と発表した。 

 

５月２２日 ベネズエラ政府は米国による追加の金融

制裁を受けて、在ベネズエラ米国大使館のトッド・ロビ

ンソン経済担当官とブライアン・ナランジョ政治部長に

国外追放処分を下していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.140」５月２２日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は５月２４日の制憲議会での演説で、ト

ッド・ロビンソンは既にベネズエラを出ていることだと

言及していた。 

 

経 済                       

「PDVSA 取引先にペトロ建て取引を提案」            

 

新興国の経済情報会社「REDD LATAM」が関係者から

入手した情報によると、PDVSA は供給相手先や合弁会

社に対してペトロ建ての取引を持ち掛けているようだ。 

 

「PDVSAは米国制裁を回避するためペトロでの取引を

持ち掛けている。PDVSA はお金を持っていない。しか

し、ペトロという原油に保証された存在の不確かな資産

を持っている。 

 

米国政府は３月に制裁を発動したため米国司法権に入

る会社はペトロ建ての取引は出来ない。 

 

ただ、制裁の対象にならない企業もペトロの取引には消

極的で、ペトロがどのような手段で現金化できるのかを

PDVSA に質問している。 

 

いくつかの会社は何も得られないよりは良いと考え、ペ

トロ建ての取引を承諾しており流通市場で取引が始ま

るのを待っている。」 

と報じた。 

 

「中央銀行 現行通貨・新通貨の同時利用を検討」         

 

現地情報サイト「Cronica Uno」のマジェラ・アルマス

氏は、５月２４日 ベネズエラ中央銀行は現行通貨（ボ

リバル・フエルテ）と新通貨（ボリバル・ソベラーノ）

を同時に使用できる期間を設けることを検討している

と報じた。 

 

３月２２日 マドゥロ大統領は通貨切り下げを発表。６

月４日から新通貨に切り替えると宣言した。既に約束の

日まで１０日となったが、新紙幣が金融機関に到着した

など具体的な報道は聞かない。 

 

むしろ金融機関、国会の財務委員会などはシステム上不

可能なので、通貨切り下げの施行予定日を変更するよう

中央銀行に求めている。 

 

社 会                       

「バネスコ役員１１名全員の解放を確認」            

 

５月２３日 サアブ検事総長はバネスコの役員７名が

条件付きで解放されたと発表した。 

 

５月２日に役員１１名が逮捕されたが（「ベネズエラ・

トゥデイ No.132」５月２日の記事参照）、１９日には４

名の役員が解放されていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.139」５月１９日の記事参照）。 

 

今回７名が追加で解放されたことで計１１名全員が解

放されたことになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
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バネスコは７名の役員解放についてもロドリゲス・サパ

テロ元西大統領が尽力してくれたとして感謝の意を表

明している。 

 

 

（写真）El Universal 

“役員１１名とその家族を自宅に招くエスコテト頭取” 

 

以上 

 


