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（写真）大統領府 “約２年間 スパイ容疑で SEBIN に拘束された米国人ジョシュア・ホルツ氏” 

 

２０１８年５月２５日（金曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 米国議員・バチカン大使と会談」 

「大統領選 投票率３０～３２％との報道流れる」 

 「ファルコン党首の経済アドバイザー 

事実上の敗北宣言」 

「通信当局 グロボビシオンへ警告」 

経 済                    

 「ルフトハンザ・アリタリアの運航再開を検討」 

「第１５回 DICOM １ドル８万ボリバル」 

「原油価格 １バレル６８．５６ドル」 

２０１８年５月２６日（土曜） 

 

政 治                   

「米国人逮捕者 解放される 

～スリア州の政治犯解放も確認～」 

「政治犯１５０名の解放巡り与野党交渉の噂」 

経 済                   

「キューバ・シエンフエゴ製油所 改修工事完了」 

「ロシア コルタン・ダイヤモンド開発で協議」 

社 会                   

「１８年 ジフテリア感染で４０名死亡」 

「フランシコス・ファハルド 工事で閉鎖」 
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２０１８年５月２５日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 米国議員・バチカン大使と会談」       

 

大統領選を終えマドゥロ大統領は野党やその他社会セ

クターに対して対話を呼びかけている。 

 

５月２５日 マドゥロ大統領は相次いで外国関係者と

の面談を行った。 

 

まず、アンデス開発公社（CAF）の代表。対話の内容は

明らかにされていないが、会合にはアイサミ副大統領、

ホルヘ・アレアサ外相、リカルド・メネンデス企画相も

同席した。 

 

 

 

次に米国のボブ・コーカー上院議員（外交委員長）と会

談。１６年６月にスパイ容疑で逮捕されたジョシュア・

ホルツ氏とその妻の解放について協議した。 

また、アルド・ジョルダーニ・バチカン代表大使と会談

した。同氏との会談についても内容は明らかにされてい

ない。 

 

マドゥロ大統領ではないがビエルマ・モラ貿易・国際投

資相やシモン・セルパ財務相が欧州連合の大使、経済担

当官との会談を行った。 

 

 

（写真）アンデス開発公社（CAF） 

 

（写真）米国上院議員 

 

（写真）バチカン大使 

 

 

２０１８年５月２７日（日曜） 

 

政 治                    

 「コロンビア大統領選挙 

～６月にドゥケ氏とペトロ氏で決選投票～」 

「ラミレス氏 PDVSA は恐怖に支配されている」 

経 済                    

 「CLAP の汚職に関わる２９社３１名を特定」 

 「ケロッグ工場の占領を官報で公布」 

社 会                    

 「元陸軍総司令官 クーデター計画で逮捕か」 
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「大統領選 投票率３０～３２％との報道流れる」          

 

世論調査会社 Datincorp は独自の調査の結果、５月２０

日の投票率は３０～３２％だったと発表した。 

 

選挙管理委員会（CNE）の公式サイトでは投票率を４

６％と発表しているため１５ポイントほど異なってい

る。 

 

午後４時に送られた一次集計では投票率は２５．５％、

午後５時に２９．７％、午後６時集計で３２．３％だっ

たとされる。 

 

選挙専門家のエルヘニオ・マルティネス記者は、 

「午後７時４５分時点で７２％の投票所は閉鎖され、５

１％は既に結果を CNE に報告していた。ただ、９，０

００の投票所が同時点でまだ開いたままだった。」 

 

ティビサイ・ルセナ CNE 代表が第一次速報を発表した

のは午後１０時頃だった。 

 

マルティネス記者の告発が事実であれば、この４時間の

間に１５ポイント（約３００万票）ほど投票が増えたこ

とになる。 

 

「ファルコン党首の経済アドバイザー          

             事実上の敗北宣言」                 

 

５月２４日 ファルコン党首の経済アドバイザーを務

めるフランシスコ・ロドリゲス氏は５月２０日の大統領

選について敗北を認めるようなツイッターを投稿した。 

 

ファルコン党首は、大統領選で与党が多くの不正行為を

行ったとして選挙結果を認めないとの見解を示してい

る。 

 

 

「ファルコン党首を支持したグループは我々の目的を

達成できなかったことを受け入れなければいけない。

我々は十分な票を得ることが出来なかった。 

我々を支持した国民も、棄権を訴えた国民も敗因を探す

べきではない。 

 

投票について統一した方針を示せば、政府の不正行為を

越える票が得られるという我々の基本的な主張をベネ

ズエラ国民に十分に浸透させることが出来なかった。 

何が我々のメッセージの浸透を困難にしたのか自省し

なければいけない。 

 

選挙の棄権を訴えたグループの主張が正しく、棄権が政

権交代に導くきっかけになることを祈っている。間違っ

ていた場合、我々の国に何が起きるかは考えたくない。」 

と事実上の敗北宣言をしている。 

 

 

（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター抜粋 
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「通信当局 グロボビシオンへ警告」           

 

５月２４日 国家電気通信委員会（CONATEL）はベネ

ズエラの民放「グロボビシオン」に対して、「大統領選

の結果を認めない」という主張を流布させてはならない

と警告を発した。 

 

発端はアレハンドロ・ラッティ氏のインタビュー番組。 

 

同テレビ局の「プリメーラ・パヒナ（１ページ目）」と

いう番組でラッティ元候補は 

「今回の大統領選はルセナ代表とマドゥロ大統領によ

る罠と悪意と詐欺に満ちていた。」 

との見解を示した。 

 

CONATEL は５月２２日にも現地紙「El Nacional」に

対して嫌悪を煽るような情報を流布したとして警告を

発し、罰則手続きを進めている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.140」５月２２日付の記事参照）。 

 

経 済                         

「ルフトハンザ・アリタリアの運航再開を検討」          

 

ドイツのルフトハンザ航空とイタリアのアリタリア航

空がベネズエラの運航再開に向けて協議を行っている

ようだ。 

 

マイケティア空港のカルロス・ビエラ部長は、 

「エアーパナマ航空、プラスウルトラ航空がベネズエラ

での運航を開始した。アメリカン・エアラインも運航拡

張を検討している。他にルフトハンザ航空、アリタリア

航空も運航再開を検討している。 

 

マイケティア空港の衛生設備の修繕、治安対策などを実

施する。」と述べた。 

 

 

ベネズエラの移動は欧州経由の場合、接続の問題からエ

ールフランスがよく利用されるが、エールフランスはス

トライキが多い。 

 

「第１５回 DICOM １ドル８万ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第１５回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ９３，２１６ボリバル。 

ドル建てで１ドル８０，０００ボリバル。 

前回の DICOM のレートが１ドル７８，７５０ボリバ

ルだったので若干ボリバル安に傾いた。 

 

今回落札された外貨の合計は７１万２，３３６．８９ド

ル（前回比３６．５％減）。 

 

法人３４社に対して６４万２，３３６．８９ドルが割り

当てられた。また、２１３名の個人に対して７万１５５．

６２ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が多かったのは、食品メーカーの

「Alimentacion Balanceada Alibal」。原材料輸入の名目

で３０万ドルの割り当てを受けた。 

 

次いでタイヤ関連の企業と思われるが「ConvenCaucho」

が９万５，０００ドル（原材料輸入）。 

 

他、中国化工集団公司傘下のイタリア、ミラノに本社を

置くタイヤメーカーのピレリ（Pirelli）が３万ドル（原

材料輸入）。 

 

他、プラスチックシートを製造する「Venezolana de 

Folias（VENFOIL）」が２万１，２００ドルの割り当て

を受けた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
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「原油価格 １バレル６８．５６ドル」              

 

１８年５月２１日～５月２５日のベネズエラ産原油の

平均価格は４３７．０２人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６８．５６ドル／バレル。前週の６８．０

２ドルからやや上昇した。 

 

 

 

２０１８年５月２６日（土曜）             

政 治                       

「米国人逮捕者 解放される」            

 

５月２５日にマドゥロ大統領は米国のボブ・コーカー上

院議員と会談を行った。 

 

会談翌日の２６日 米国トランプ大統領は１６年６月

末に武器所持とテロ計画、スパイ容疑で逮捕された米国

人ジョシュア・ホルツ氏とその妻が解放されたと発表し

た。 

実際に、家族と再会するホルツ氏の動画やトランプ大統

領と同席する動画が公開されている。 

 

 

（写真）CNN 動画の抜粋 

“ホルツ氏の解放を祝福するトランプ大統領“ 

 

他、人権団体「フォロ・ペナル」はスリア州で２２名

の政治犯の解放を確認したと発表した。 

 

「政治犯１５０名の解放巡り与野党交渉の噂」           

 

５月２５日 エバンヘリカ・ゴンサレス記者は自身のツ

イッターでホルヘ・ロドリゲス情報通信相とデルシー・

ロドリゲス制憲議長が穏健派野党と１５０名の政治犯

解放をめぐり交渉をしていると報じた。 

 

「現在、ロドリゲス兄妹とティモテオ・サンブラーノ議

員がユーロビルディングで１５０名の政治犯を解放す

るために協議をしている。 

 

会合にはビデオカンファレンスでレオポルド・ロペス大

衆意志党（VP）党首も参加した。 

 

また、ハビエル・ベルトゥッシ元大統領候補も参加した。 

 

サアブ検事総長が政治犯の解放を検討する。２６日（土

曜）午前中にホテルメリアで次の会合が予定されてい

る。」 

と投稿した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年５月）

（出所）ベネズエラ石油省
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スリア州では既に複数の政治犯が解放されている。 

 

ただし、ダニエル・セバジョ元サンアントニオ市長、解

放党の創設者ビジャ・フェルナンデス氏はリストに入っ

ていない。」 

と投稿した。 

 

交渉は国民を惑わすための政府の策略だと考える野党

政治家、野党支持者はサンブラーノ議員の姿勢を否定し

ている。 

 

サンブラーノ議員はゴンサレス記者の投稿に対して 

「再び虚偽の情報が流されたことを残念に思う。 

私はベルトゥッシ牧師に会ったことがない。また、言及

された会合にも参加していない。政治犯の解放は私の信

念のようなものだ。与党の広告のために利用させない。 

政治犯の解放を達成するまで全力を尽くす。」 

と会合の参加を否定している。 

 

 
（写真）サンブラーノ議員ツイッターより抜粋 

 

経 済                       

「キューバ・シエンフエゴ製油所 改修工事完了」            

 

キューバのシエンフエゴ製油所の改修工事が完了した。 

 

今回の改修工事はキューバがベネズエラ原油の依存か

ら脱却するために必要だったと報道されている。 

 

 

シエンフエゴ製油所のHemenegildo Montalvo総代表に

よると、今回の改修は触媒再構成工場（Planta de 

Reformacion Catalitica）を対象としており、欧州から機

械を導入したようだ。 

 

Montalvo 総代表は「改修の結果、シエンフエゴ製油所

は軽質油から中質油まで幅広い油種が精製可能になる。

これにより安定的に原油を購入すること出来る。」 

と説明している。 

 

シエンフエゴ製油所は９１年に稼働を開始。日量６５，

０００バレルの精製能力を持つ。しかし、ソ連崩壊と原

油供給の停止を受けて９５年に同製油所は稼働を停止

している。 

 

その後、０６年まで稼働を停止していたが、チャベス大

統領との接近により PDVSA と合弁で「Cuvenpetrol, 

S.A.」を設立。 

 

報道によると１７年に PDVSA の株式を買い取り１０

０％キューバ政府傘下の企業「Cupet」が運営している

ようだ。 

 

キューバはベネズエラ産原油の供給継続に不安がある

ため、別の国から供給を受ける仕組みを作っているとさ

れる。 

 

「ロシア コルタン・ダイヤモンド開発で協議」         

 

ビクトル・カノ鉱業開発エコロジー相（以下、鉱業開発

相）はロシアのサンクトペテルブルクで鉱業開発に関す

る投資フォーラムに出席、ロシア企業に鉱業分野での投

資を呼びかけた。 
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カノ鉱業開発相は 

「ベネズエラは国の自主権保護を念頭に起きつつも外

国からの投資を歓迎している。 

 

マドゥロ大統領の指令の元、外国からの工業開発に関す

る投資を促している。ロシアの企業に環境、生物多様性

を尊重する経済開発での協力を求める。 

 

我々はデジタル通貨「ペトロ」を通じて安定した価値の

ある投資を求めている。」 

と訴えた。 

 

また、同フォーラムにはロスネフチのイゴール・セーチ

ン社長も出席した。セーチン社長は 

「ベネズエラは近年、産油量が減少傾向にあるが資源埋

蔵量と今後の見通しは素晴らしいと考えている。今後、

ベネズエラは重要な市場になる。」 

とベネズエラへの投資に前向きな見解を示した。 

 

このフォーラムには、ウィルマル・カストロ・ソテルド

農業土地相（兼経済担当副大統領）も参加した。 

 

カノ鉱業開発相はフォーラム後にロシアの Evgeny 

Kiselev 鉱業資源相と会談を行った。同会談ではコルタ

ン、ダイヤモンド、ニッケルの投資について話し合われ

たようだ。 

 

社 会                         

「１８年 ジフテリア感染で４０名死亡」          

 

米州保険機構（OPS）は、１８年の１月～４月にかけて

ベネズエラでジフテリア感染を理由とする死者が４０

名いたと報告した。 

 

ベネズエラではジフテリアによる死者は２４年前に根

絶されたが、１６年７月に再び死者が出た。 

 

その後もジフテリア感染を原因とする死者は増加し、１

６年７月からベネズエラで１６０名は亡くなっており、

感染確認者は１，０８６名（疑わしい患者を含めると１，

７１６名）に達していると報告している。 

 

米州でジフテリア感染がベネズエラに次いで多いのは

ハイチで感染が疑わしい患者は１４年から５１５人。

最近ではコロンビアでもジフテリア感染が確認されて

いるが、ベネズエラから流れてきたものと分析してい

る。 

 

ベネズエラでは医薬品不足に加えて、水道設備など公

共インフラの劣化により衛生環境も悪化傾向にある。

感染症も拡大しており、隣国にも影響が広がりつつあ

る。 

 

「フランシコス・ファハルド 工事で閉鎖」           

 

５月２８日～７月２４日までカラカスの主要道路の交

通が制限される。 

 

カルロス・オソリオ運輸相はフランシスコ・ファハルド

高速道路のハルディン・ボタニコ周辺で補修工事を行う

と発表した。 

 

この通りはトンネル（正確には道路の上に走っている別

の道路）の天井が基準の高さを満たしておらず、トラッ

クなど車高の高い車が通貨する際に危険とされている。 

 

まず５月２８日９時～１２時にかけて工事を開始する。

この時間帯はカリクアオ方面の移動は遅くなる。 

 

２９日は４時から右側斜線の移動を制限する。６月１～

４日、８日～１１日はカリクアオ、ペタレ方面の通行を

停止させる。 

と発表した。 
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２０１８年５月２７日（日曜）             

政 治                        

「コロンビア大統領選挙                

  ～６月にドゥケ氏とペトロ氏で決選投票～」              

 

５月２７日にコロンビアで次期大統領を決める第一次

大統領選が実施された。 

 

結果は開票率９９．７７％の時点で即日公表。 

 

イバン・ドゥケ氏が得票率３９．１３％、グスターボ・

ペトロ氏が同２５．０９％を獲得した。 

 

コロンビアは第一次選挙で候補者のいずれかが有効投

票数の過半数を獲得すると、その時点で大統領が決定す

る。 

一方、一次選挙で過半数を超える者がいない場合は、上

位２名で決選投票が行われる決まり。つまり、今回はド

ゥケ氏とペトロ氏が６月１７日に決選投票を行う。 

 

コロンビアの大統領任期は４年。当選者は１８年８月７

日～２２年８月７日にかけて大統領を務めることにな

る。 

 

 
 

 

 

「ラミレス氏 PDVSA は恐怖に支配されている」              

 

５月２５日 ラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁はＡ

Ｐの電話取材に答え、マドゥロ政権を非難した。 

 

「悪魔は自制できない。マドゥロは同じ主張に固執して

いる。彼は国に対して責任ある対応を取っていない。 

 

PDVSA は恐怖に支配されている。PDVSA 職員は恐怖

で何も決めることが出来ない。私は PDVSA がマドゥロ

に傷つけられていることに心を痛めている。彼は汚職を

口実に石油産業をコントロールした。」 

 

また、５月２７日には現地情報サイト「Aporrea」にオ

ピニオン記事を投稿した。 

 

ラミレス元総裁はマドゥロ大統領の再選について 

「彼は祖国カードと CLAP を利用し、罠と工作行為で

勝利した。 

 

１，０００万ボリバルを支払う見返りに票を要求した。

飢餓に苦しむ状況の中でそのような提案をするのは脅

迫のようなものだ。」 

とマドゥロ大統領の当選を非難した。 

 

一方で外国政府による非難に対しては拒絶の意を示し

た。また、野党に対しては選挙に参加しない決断を非難

した。 

 

「今回のマドゥロ当選には野党にも責任がある。狂った

ように選挙の棄権を訴えた。与党が操作できる力は限ら

れている。野党が別の方針を取っていれば、選挙結果は

違ったものになっていただろう。」 

との見解を示した。 
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経 済                       

「CLAP の汚職に関わる２９社３１名を特定」            

 

コロンビアの現地紙「El Tiempo」は、CLAP の食品販

売に関わり暴利を得ているメキシコ、コロンビア、香港、

スペイン、エクアドル、マルタなど２９社、３１名を特

定したと報じた。 

 

既に２９社・３１名の会社情報や口座の動きを調査済み

で、Bancaire、Helvethique、EFG Bank、Credit Suisse、

Banif、その他バージニア諸島、ベネズエラなどの金融機

関で取引していると報じた。 

 

また、ベネズエラに食料品を輸出する会社が発行してい

る見積書は通常価格よりも１２５％高いという。 

 

５月１７日 コロンビア政府は衛生基準を満たしてい

ない CLAP の食料品４００トンを押収した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.138」５月１７日付の記事参照）。 

 

また、１９日には押収した食料品は５０万ドルで価格建

てされていたと報じていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.139」５月１９日付の記事参照）。 

 

報道によると、この食料品は「Aurum Exim 社」と

「Picking Pack 社」の名義で輸出されたようだ。 

 

「ケロッグ工場の占領を官報で公布」              

 

５月１５日 ケロッグ社はベネズエラからの撤退を発

表した。これを受けてマドゥロ大統領はアラグア州にあ

る同社の工場を労働者に運営させると宣言していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.137」５月１６日付の記事

参照）。 

 

 

 

その後、アラグア州のマルコ・トーレス知事はケロッグ

社の工場で労働者が生産を開始したとツイッターで投

稿していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.138」５月１６

日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ労働省は１８年５月１８日付の官報４１，４

０４号で「Alimentos Kellogg 社」のアラグア州工場を

労働者に占領させるとの決議を公布した。 

 

官報によると、３０日以内に特別ボードメンバーを組織

することになるようだ。この工場は労働者が統治するこ

とになる。 

 

占拠期間は１年間で占領措置は延長が可能。また、同決

議は「Alimentos Kellogg 社」を使用する労働者はベネ

ズエラ政府に対して生産再開に必要な技術的な支援を

求めることが可能としている。 

 

社 会                       

「元陸軍総司令官 クーデター計画で逮捕か」            

 

記者のマイボート・ペティ氏は自身のツイッターで、マ

ドゥロ政権下で元国軍総司令官や運輸相を務めていた

ヘスス・ガルシア・トーサイン氏が軍事警察（DGCIM）

に逮捕されたと報じた。 

 

同氏は１２～１３年に運輸相や国

鉄（IFE）社長、１５年～１７年６

月まで陸軍総司令官、１７年６月

～１１月まで運輸相を務めた人物。 

 

ペティ氏は「複数の情報筋からトーサイン氏の逮捕を聞

いた。理由はクーデターを計画した罪」と報じている。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
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https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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