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（写真）大統領府 “５月２０日 大統領再選を宣言するマドゥロ大統領” 

 

２０１８年５月１８日（金曜） 

 

政 治                    

 「米国政府 カベジョ PSUV 副総裁らに制裁 

ロドリゲス制憲議長とロペス国防相は未制裁」 

「サパテロ元西大統領 対話の仲裁意志を示す」 

 「カナダ政府 在外公館での投票を拒否」 

経 済                    

 「裁判所 コノコ社の差し押さえ措置を一部解除 

自国の燃料供給を保証するための措置を講じる」 

 「原油価格 １バレル６８．０２ドル」 

「１４回目 DICOM １ドル７８，７５０ボリバル」 

２０１８年５月１９日（土曜） 

 

政 治                   

 「ファルコン党首 投票所付近の集会場設置を非難 

～CNE 会場 200M 内での集会場設置を禁止～」 

 「OAS 人権委員会 別日程での選挙を求める」 

経 済                   

 「コロンビアで押収した食料は５０万ドル相当」 

 「CITGO ベネズエラからの原油輸入が減少」 

「産業省 民間セクターとの協力協定を締結」 

社 会                   

 「バネスコ役員 ４名解放される」 
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２０１８年５月１８日（金曜）             

政 治                       

「米国政府 カベジョ PSUV 副総裁らに制裁      

 ロドリゲス制憲議長とロペス国防相は未制裁」       

 

５月１８日 米国政府はベネズエラ政府の実質的ナン

バー２と言われるディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首、弟のホセ・デビッド・カベジョ徴税庁（SENIAT）

長官、妻のマルレニー・コントレラス観光相に制裁を科

した。 

 

同時にカベジョ PSUV 副党首のテスタフェロ（名義を

貸すなどして資産隠しに協力している人物）をしている

とされるラファエル・サリア氏、同氏の会社「SAI 

Advisors」「Noor Plantation Investment」「11420 Corp」

にも制裁を科した。米国財務省は同３社の名義でフロリ

ダとニューヨークに１２の不動産を保有していると発

表している。 

 

制裁対象者は米国への渡航が禁止され、米国内の資産は

凍結、米国内での取引が禁止される。 

 

サリア氏はロープロファイルで写真は公開されていな

い。報道によるとサリア氏は元軍人でカベジョ氏とは軍

の士官学校からの友人のようだ。 

 

カベジョ氏がインフラ事業相だった０３～０４年頃に

サリア氏は保険を販売していたとされる。 

 

現地情報サイトによると、サリア氏は制裁対象となった

企業以外に「Global Corp Investment」「Grober ＆ 

Vertiz」「Global Tech Group」など米国に複数の会社を

保有しているようだ。 

 

サリア氏とカベジョ氏は米国以外にパナマに法人を持

っていると報道されている。 

 

またサリア氏の弟であるエドガー・サリア氏はカラカス

のメルセデス地区にある「Global Corp Casa de Bolsa（証

券会社）」のオーナー。 

 

米国財務省は「サリア氏は少なくとも２０１０年から政

府の公共財の調達を請負、資金洗浄に協力していた。カ

ベジョ氏のテスタフェロだ。」と告発している。 

 

今回の制裁についてカベジョ PSUV 副党首、ホセ・デビ

ッド・カベジョ SENIAT 長官は「米国からの制裁はベ

ネズエラの社会主義を繁栄させる。」とコメントし、制

裁は自身に影響を与えないと訴えた。 

 

ディオスダード・カベジョ PSUV 副総裁は故チャベス

元大統領が存命の頃から権力をふるい、その強権性から

真っ先に制裁対象になる人物と言われてきた。 

 

このタイミングまで制裁をされなかったのは遅すぎる

というのが一般的な認識だろう。 

２０１８年５月２０日（日曜） 

 

政 治                    

 「ＣＮＥ マドゥロ大統領の再選を発表 

～投票率は５０％以下～」 

 「ファルコン党首 再選挙を要請」 

「マドゥロ大統領 勝利宣言 

野党に対して対話再開を求める」 

「ロンドン CNE 役員 結果を認めないと発表」 

「野党連合 再選挙を要請」 
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カベジョ PSUV 副党首以外にも制裁リストに真っ先に

加わりそうな人物で米国から制裁を科せられていない

人物がいる。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長とパドリーノ・ロペス国

防相だ。両人は政府中枢で大きな権限を持っているため

寝返る可能性も含めて米国がカードを留保していると

思われる。 

 

「サパテロ元西大統領 対話の仲裁意志を示す」          

 

５月１８日 与党に協力的な外国の政治家として知ら

れるルイス・サパテロ元西大統領は選挙後に対話を開始

する必要があると訴えた。 

 

サパテロ元大統領は 

「私はマドゥロ大統領とファルコン候補との会談を予

定している。選挙がどのような結果であったとしても５

月２１日から対話を開始するためだ。 

MUD も含めて全てのアクターは対話の必要性を認識

しなければいけない。」 

 

 

また、５月２０日の大統領選について、 

「エミリオ・ロンドン CNE 役員（野党系の CNE 役員）

は今回の選挙は１５年の選挙と実質的に同じ条件だと

発言している。ベネズエラ国民が自由意志で投票できる。 

 

国際社会は、選挙を否定する前にベネズエラに来て実態

を把握しなければいけない。選挙が実際に行われる前に、

外国が選挙を否定するのは問題だと感じている。CNE

の決定を尊重するべきだ。」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

「カナダ政府 在外公館での投票を拒否」                 

 

５月１６日 アレアサ外相はカナダ政府が在外公館で

の投票会場設置を許可しなかったと訴えていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.138」５月１６日付の記事参照）。 

 

５月１８日 カナダ外務省のKrista Humick報道官はア

レアサ外相の訴えに反応し、 

 

「マドゥロ政権は再びベネズエラ国民の自由に投票す

る権利を侵害し、偽物の選挙を非難する全ての野党を沈

黙させた。 

 

５月２０日に行われる選挙は正当性を欠いており、カナ

ダでの投票を許可しない。我々は５月２０日の選挙が違

法な選挙であると発言した点についても撤回する意志

は無い。」 

との見解を示した。 

 

カナダ政府がどのような手段を用い、在外公館で行われ

る選挙を妨害するのかは明らかにしなかった。 

 

今回の決定については、カナダに住むベネズエラ人やカ

ナダの政治家から疑問の声が出ているようだ。 

 

経 済                         

「裁判所 コノコ社の差し押さえ措置を一部解除     

 自国の燃料供給を保証するための措置を講じる」          

 

５月１８日 クラサオ、ボナイレの裁判所はコノコフィ

リップスが申請した PDVSA 資産の差し押さえについ

て、一部差し押さえ措置を解除することを決定した。 

 

ロイター通信によると、裁判所は、クラサオ、ボナイレ

の領土内の燃料、電気供給を保証できるだけの原油は必

要と認識。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
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「PDVSA は差し押さえが解除された施設を用いて、ク

ラサオの燃料供給会社 Curoil に燃料を提供しなければ

いけない。」と決定した。 

 

また、Curoil 社が燃料供給の結果得た収入は特定の口座

に留保するようだ。留保した収入は裁判によってはコノ

コ社が受け取ることが可能になる。 

 

この措置はコノコ社も合意している。 

コノコ社は今回の決定について 

「この結果について我々は満足している。今回の措置は

現地当局の意向とコノコ社の要請を満たしている。」 

とコメントした。 

一方で、PDVSA 側は今回の決定について特段の見解を

発表していない。 

 

「原油価格 １バレル６８．０２ドル」            

 

１８年５月１４日～５月１８日のベネズエラ産原油の

平均価格は４３２．４０人民元／バレル。 

米ドル建てで６８．０２ドル／バレル。前週の６６．５

７ドルから１．４５ドル上がった。 

 

 

 

「１４回目 DICOM １ドル７８，７５０ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第１４回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ９２，６６５．１２５ボリバル。 

ドル建てで１ドル７８，７５０ボリバル。 

前回の DICOM のレートからボリバル安に傾いた。 

 

今回落札された外貨の合計は１１２万１，４４５．８５

ドル（前回比３２．４％減）。 

 

法人３８社に対して９７万８，６５６．７１ドルが割り

当てられた。また、３７５名の個人に対して１４万２，

７８９．１４ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が多かったのは、タバコメーカーの

「Cigarrera Bigott」で３３．４万ドル（資材、部品の輸

入）。次いで通信業者「Telefonica Venezolana」で１５

万５００ドル（完成品輸入）だった。 

 

２０１８年５月１９日（土曜）             

政 治                       

「ファルコン党首 投票所付近の集会場設置を非難     

 ～CNE 会場 200M 内での集会場設置を禁止～」        

 

今回の大統領選挙で特に問題になったのは「与党による

集会場設置」と「投票への付添い行為」だった。 

 

大統領選に出馬しているファルコン AP 党首、ベルトゥ

ッシ牧師は、与党が投票所の近くに集会場を設置してい

ると非難。 

 

投票所近隣に集会場を設置した場合、３月に合意した条

件をマドゥロ大統領が破ることになると訴えた。 
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（出所）ベネズエラ石油省
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先だってマドゥロ大統領は「祖国カードを持つ有権者で

投票した者にボーナスを支払う」と発言していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.130」４月２８日付の記事参照）。 

 

「誰に投票するか」は自由だと言っているが、実際のと

ころはマドゥロ大統領に投票した人がボーナスをもら

えると国民は考えている。 

 

この点について、ファルコン党首は「マドゥロ大統領は

国民の票を買っている。」と非難している。 

 

この訴えを受け、ルセナ CNE 代表は 

「集会場でボーナスを支払うことはない。また、集会場

で金銭的なインセンティブを与えることもない。 

候補者は投票所から２００メートル以上離れた場所に

集会場を設置することに合意した。」 

と発表した。 

 

マドゥロ大統領も 

「ルセナ CNE 代表から集会場の設置を投票会場から離

れた場所に設置するよう要請があった。彼女の求めに合

意する。 

 

集会場は投票所から２００メートル以上はなれた場所

で集会場を設置させるよう指示した。」 

と発言した。 

 

「OAS 人権委員会 別日程での選挙を求める」              

 

米州機構（OAS）の人権委員会はマドゥロ政権に対して

５月２０日とは別に本当の選挙を実施するよう求めた。 

 

「人権委員会は５月２０日の選挙は自由で公平と呼べ

る最低限の条件を兼ね備えていないと考えている。 

 

 

 

よって、ベネズエラ政府に対して真に有効な選挙を実施

するよう求める。 

 

選挙の条件が公平ではないのと同時に、選挙管理員会

（CNE）も独立性がなく、恣意的に制度を決めていると

認識している。 

 

選挙は公平性を確保するに足りる時間が設けられず、全

国民の投票権を阻害している。」 

と訴えた。 

 

経 済                       

「コロンビアで押収した食料は５０万ドル相当」            

 

５月１７日 コロンビア政府はカルタヘナで衛生基準

を満たしていない CLAP の食料品を押収した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.138」５月１７日付の記事参照）。 

 

５月１９日 コロンビア税関の関係者は差し押さえら

れた CLAP の食料品は５０万ドルと価格建てされてい

たことを明らかにした。 

 

押収した１５コンテナには、２５，５００個の CLAP セ

ットが入っていた。１箱２０ドル弱の計算になる。 

 

また、CLAP の流通に関してコロンビアとベネズエラの

二重国籍を持つ複数の市民が関わっているとコメント

した。 

 

また、差し押さえられた食料品を輸入していた業者は、

コロンビアの税関に出頭し、衛生基準を満たしていない

対象商品を輸出地に返送するための手続きを行ってい

ることを明らかにした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
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「CITGO ベネズエラからの原油輸入が減少」         

 

現地の石油業界誌「PETROGUIA」によると、PDVSA

の米国子会社 CITGO はベネズエラ産原油の輸入を減

らしているようだ。 

 

１７年８月の制裁前まで CITGO の精製する原油の多

くは PDVSA からの輸入だったが、ベネズエラからの輸

入は全体の５７％まで減少している。 

 

その代替として、中南米地域からの輸入が増えており、

現在４分の１は中南米地域から仕入れていると報じた。 

 

PETROGUIA によると、現在、CITGO が精製している

原油の１３％はコロンビア産。８％はエクアドル。６％

はブラジル。１６％はその他（主にアフリカ地域）のよ

うだ。 

 

「産業省 民間セクターとの協力協定を締結」        

 

５月１８日 社会主義基礎産業省と民間企業は国内生

産を拡大させるための協力協定を締結した。 

 

分野は魚類の缶詰と生活用品。 

 

食品分野で協力協定を締結した会社は「La Gaviota」。基

礎産業省傘下の「ベネズエラ企業統合委員会（CIEB）」

と共同で、適正価格の商品を販売するためのスキームを

構築する。 

 

２社目は「Procome」と「ベネズエラ中間産業公社

（Corpivensa）」。 

 

生活品、衛生用品を製造、販売することを目的に１２年

にアラグア州工業地帯に設立した「LimpiHogar」社の工

場を作るための協力協定のようだ。 

 

また、スペインの「Lactomilk 社」とポルトゥゲサ州に

ある「Planta Madre Wuanaguanare（母なるウワナグア

ナレ工場）」が乳製品の生産拡大を目的に協力協定を結

んだ。ヤラクイ州に同社が保有する冷蔵施設の補修も予

定されているようだ。 

 

社 会                       

「バネスコ役員 ４名解放される」            

 

５月初めから民間最大の金融機関バネスコの役員１１

名が拘束されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」

５月２日付の記事参照）。 

 

役員の逮捕を受けてスペインにいたエスコテト頭取は

役員を解放するためにベネズエラで活動している。 

政府との交渉は水面下で行われているようで、交渉状況

が報道に出ることはほとんどないが、５月１９日に４名

の役員が解放されたことが確認された。 

 

解放されたのはカルメン・ロレンソ氏、ルイス・サンチ

ェス氏、ベリンダ・オマーニャ氏、テレサ・プリスコ氏。 

 

バネスコのスポークスマンは４名の解放について 

「役員解放の過程でロドリゲス・サパテロ元西大統領が

平和な交渉をしてくれた。」 

と感謝の意を表明した。 

 

現在、自宅軟禁措置となっている大衆意志党（VP）のレ

オポルド・ロペス党首もサパテロ元西大統領の要請で自

宅軟禁になったと報じられている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.４」７月８日付の記事（与党 基本的に最高裁

の決定を尊重）参照）。 

 

野党支持者からは与党に与する政治家として毛嫌いさ

れている一方で、政府に一定の影響力があることは事実

だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
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２０１８年５月２０日（日曜）             

政 治                        

「ＣＮＥ マドゥロ大統領の再選を発表         

          ～投票率は５０％以下～」              

 

５月２０日 大統領選が実施された。 

 

選挙管理委員会（ＣＮＥ）ティビサイ・ルセナ代表は開

票率９２．６％の時点で、以下の通り選挙結果を公表し

た。 

 

・ニコラス・マドゥロ大統領 5,823,728 票、 

（投票者総数をベースにした得票率 67.7％） 

（有権者総数をベースにした得票率 28.4％） 

 

・ヘンリー・ファルコン AP 党首 1,820,522 票 

（投票者総数をベースにした得票率 21.2％） 

（有権者総数をベースにした得票率 8.9％） 

 

・ハビエル・ベルトゥッシ牧師 925,042 票 

（投票者総数をベースにした得票率 10.8％） 

（有権者総数をベースにした得票率 4.5％） 

 

・レイナルド・キハーダ氏 34,014 票 

（投票者総数をベースにした得票率 0.4％） 

（有権者総数をベースにした得票率 0.2％） 

 

憲法上マドゥロ大統領が２０１９年１月～２０２５年

１月まで政権を担うことになる。 

 

「ファルコン党首 再選挙を要請」              

 

選挙当日 首都カラカスのエル・バジョ地区の投票所に

銃を持った男が乱入し、空に向けて発砲するなどの事件

が確認されている。 

 

他にも数件の事件が起きたが、選挙を理由に死者が出た

との報道は確認されていない。 

 

選挙終了後にパドリーノ・ロペス国防相は「軍部の治安

対策は完ぺきだった。」と評価。ベネズエラの治安を踏

まえれば、選挙は比較的平和裏に終了したと言えそうだ。 

 

暴動は確認されなかった一方で、与党に有利になるよう

な様々な不正行為（投票所近くでの集会場の設置、投票

への付添い、午後６時を過ぎて投票所の閉鎖時間になっ

ても会場が閉鎖されないなど）が数多く確認された。 

 

特に問題になったのは与党の集会場だろう。 

 

本号「ファルコン党首 投票所付近の集会場設置を非難 

～CNE 会場 200M 内での集会場設置を禁止～」で紹介

した通り、与党は投票所から２００メートル以内に集会

場を設置することを禁止されていた。 

 

しかし、実際は多くの投票所の目と鼻の先ほどの距離に

与党の集会場が設置されていた。 

 

報道によると、その集会場では投票後にマドゥロ大統領

に投票したことが確認できる何か（投票用紙のコピー、

投票用紙を撮影した写真、投票に付添った人の保証など）

を示し、その後祖国カードをスキャンしていたようだ。 

 

噂ベースではあるが、登録した者は１，０００万ボリバ

ルがボーナスとして支払われると報道されている。 

 

この状況について、ファルコン党首は 

 

「全国に１万２，７１１箇所の与党集会場が設置された。 

彼らは１，０００万ボリバルを支払う約束と引き換えに

票をかった。 
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また、選挙中に不自然な投票付添行為があったとして１

４万２，５２９件の訴えを受けた。 

投票所を監視する自身のグループからは９万１，７２３

件の不正行為の訴えを受けた。 

 

本日、与党は我々の合意を違反しただけではなく、憲法

や法律にも違反した。このような状況では自由な選挙と

は言えない。我々は今回の選挙結果を認めない。 

 

今年１０月あるいは１２月に再選挙を行うよう要請す

る。」 

と宣言した。 

 

ファルコン党首が「選挙結果を認めない」との意志を示

したのは、選挙管理委員会（CNE）が結果を公表する前

だった。 

 

つまり、敗北を認めないのではなく、自由で公平な選挙

は行われなかったので受け入れられない。という主張を

したことになる。 

 

マドゥロ大統領は選挙後に再び与野党対話を行うよう

呼びかけている。ファルコン党首も対話には前向きだが、

ファルコン党首が行う対話の目的は再選挙ということ

になる。 

 

 

（写真）一般人のツイッター投稿写真 

 

 

「マドゥロ大統領 勝利宣言               

        野党に対して対話再開を求める」           

 

CNE の結果発表を受けてマドゥロ大統領は大統領府に

て自身の勝利を宣言した。 

 

ファルコン党首と４０ポイント以上も差をつけて勝利

したと強調。国民が引き続き自身を支持していることに

感謝の意を示し、経済回復に向けて努力すると発言した。 

 

ファルコン党首は選挙結果が発表される前に、結果を受

け入れず再選挙を要請したが、この点について 

 

「集会場と祖国カードが不正の原因という主張は馬鹿

げている。野党はベネズエラ国民の意志を尊重しなけれ

ばいけない。」 

と反論した。 

 

「ロンドン CNE 役員 結果を認めないと発表」              

 

選挙管理委員会（CNE）には５名の役員がいる。エミリ

オ・ロンドン役員は、唯一の野党系役員。 

 

５月２０日 ロンドン CNE 役員は、今回の選挙は悪意

に満ちているとの見解を示し、選挙結果を受け入れない

と発表した。 

 

「我々は何も祝福できる状況にはない。選挙プロセスが

早められたのも政治的な利害があった。与党に有利に働

く仕組みが存在した。 

 

与党は自身が有利になるように国の資産を使用した。選

挙は不平等だった。このような優位性を容認してはいけ

ない。再選挙を求める。」 

と発表した。 
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（写真）COOPERANTE “ロンドン CNE 役員” 

 

「野党連合 投票棄権の勝利を宣言」              

 

ティビサイ・ルセナ CNE 代表の発表によると、５月２

０日の大統領選の投票率は４８％（全ての結果の集計が

終わっていないため暫定値）だった。 

 

実際に、選挙当日は投票に並ぶ列はあまり確認されなか

ったようだ。MUD は午後６時の時点で同日の投票率は

３０％以下だったと発表していた。 

 

結果発表後に、野党連合は投票率が４８％、つまり棄権

率が５２％だったことを踏まえ、国民が制憲議会への不

服従を示したと事実上の勝利宣言をした。 

また、改めて政府の不正行為を訴え、公平な条件での再

選挙を要請した。 

 

世論調査会社 Delphos のファリックス・サイハス代表、

政治学者ジョンマグダレーノ氏は今回の選挙について 

「ファルコン党首は選挙を認めない方向に舵を切った。

野党は結束することが出来る。」とコメントした。 

 

以上 

 

 


