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（写真）WikiCommons@ Damián D. Fossi Salas 氏 “SEBIN 本部および犯罪者収容施設エリコイデ” 

 

 

 

２０１８年５月１６日（水曜） 

 

政 治                     

 「カナダ政府 在外有権者の投票を阻止 

～アレアサ外相、ＣＮＥ代表が非難～」 

「CNE 役員 新大統領の就任は１９年１月から」 

 「野党連合 OAS に向けて反政府デモを実施」 

経 済                     

 「ケロッグの工場が再開」 

 「鉱業開発省 GOLD８．６トンを中銀に売却」 

社 会                    

 「SEBIN 収容所で政治犯がデモ 

～政治犯１名が負傷、米国人の無事を確認～」 

２０１８年５月１７日（木曜） 

 

政 治                    

 「サントス大統領 港湾で CLAP の食料を押収 

～コロンビア人を買収していると非難～」 

 「CNE 国際監視団１５０名を招待」 

「３候補の選挙キャンペーン最終日の様子 

～ベルトゥッシ牧師 最終日は失敗～」 

「野党 ５月２０日に全世界で抗議行動」 

経 済                    

 「CENDAS ４月の生活費は１．４億ボリバル」 

 「政府 トルコとの経済関係強化をアピール」 

 「１４回目 DICOM 公募要領を発表」 
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２０１８年５月１６日（水曜）             

政 治                       

「カナダ政府 在外有権者の投票を阻止         

     ～アレアサ外相、ＣＮＥ代表が非難～」       

 

５月１６日 ベネズエラのアレアサ外相は、カナダ政府

がカナダに住むベネズエラ人有権者の投票を拒んでい

ると発表した。 

 

「カナダ政府はベネズエラ政府に対して公館での投票

場の設置を拒否した。同国政府の対応は脅迫的で非友好

的。外交規程に違反している。 

 

カナダには５，０２７名のベネズエラ人が有権者登録さ

れている。カナダ政府は米国政府より多くのベネズエラ

人に制裁を科した。 

 

カナダ政府の対応について、外交官はもちろん、カナダ

に住んでおり投票を希望する一般のベネズエラ人から

も連絡を受けている。カナダ政府はベネズエラが独裁国

家だと非難するが、独裁国家は投票をしようとしないも

のだ。投票を拒んでいるのはベネズエラ政府か？それと

もカナダ政府か？ 

 

我々はカナダ政府による人権侵害に直面していること

を各国に訴える。また、カナダ政府との直接のコンタク

トを求める。」 

と訴えた。 

 

翌１７日には選挙管理委員会（ＣＮＥ）のティビサイ・

ルセナ代表が、本件について非難した。 

「我々は５月２０日の大統領選挙を防ごうとする重大

な国際法違反を受けている。外国政府が虚偽の情報を流

すなど、この選挙は始まった時から外国からの強い介入

にさらされている。 

 

カナダ政府はカナダ領土内で選挙は行わせないとの方

針を示した。CNE は誰にも操られない。れっきとした

公権力である。」 

と訴えた。 

 

 
（写真）アレアサ外相ツイッター 

“カナダ外務省からの通達文章” 

 

「CNE 役員 新大統領の就任は１９年１月から」         

 

５月１６日 与党系の CNE 役員であるサンドラ・オブ

リータ氏はラジオ番組に出演し、５月２０日の大統領選

の当選者は１９年１月に新大統領に就任すると発表し

た。 

 

また、２０日の選挙に向けた準備は順調に進んでおり、

大統領選、地方議員選は滞りなく実施できるとの見解を

示した。 

 

ベネズエラの憲法では大統領の就任は任期６年が経過

した１月１０日と規定されている。 
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次期大統領は５月２０日に決まる見通しだが、実際に大

統領に就任するのはだいぶ先になるようだ。 

 

一方でファルコンＡＰ党首は、自身が当選した暁にはす

ぐに大統領に就任すると発言している。 

 

「野党連合 OAS に向けて反政府デモを実施」                  

 

５月１６日 今週日曜に行われる大統領選を非難する

ため野党連合（MUD）の呼びかけで反政府集会が実施

された。 

 

反政府デモの当初の出発予定地だったブリオン広場は

治安部隊に占拠されていたため、アルフレッド・サデル

広場から米州機構（OAS）支部に向かって移動した。 

 

映像・写真を見る限り、集まりはこれまでよりも多いよ

うに感じる。 

 

ただ、気になったのは各政党の同イベントに対するスタ

ンスだ。 

 

当日の報道を見る限りでは、同イベントは大衆意志党

（VP）、第一正義党（PJ）が主体で実施された印象。新

時代党（UNT）は一部の所属議員が参加し、行動民主党

（AD）はほとんど関わっていないと思われる。 

 

当日の反政府デモで掲げられている旗は PJ と VP のロ

ゴがほとんどだった。 

 

同日のツイッターでも VP、PJ は行進の様子を写真付き

で掲載する投稿が複数あったが、UNT、AD は同イベン

トについて、ほとんどツイッターに投稿しなかった。 

 

 

 

 

また、イベントに参加した議員はルイス・フロリダ議員

など VP 所属議員が多かった。 

新時代党（UNT）からはデルサ・ソロルサノ議員、ステ

イン・ゴンサレス議員が参加したが、政党として参加し

ている印象は受けなかった。 

 

AD のアジュップ幹事長は反政府デモの実施には否定

的な人物で、AD は引き続き反政府デモには反対の姿勢

を示していると思われる。 

 

 

（写真）野党連合ツイッター 

“５月１６日の抗議行動の様子” 

 

経 済                        

「ケロッグの工場が再開」                

 

５月１５日 米国シリアル系食品大手の「ケロッグ」が

ベネズエラ事業から撤退すると発表。それをうけて、マ

ドゥロ大統領はアラグア州の工場を労働者に運営させ

ると宣言した（「ベネズエラ・トゥデイ No.137」５月１

５日付の記事参照）。 

 

この宣言を受けてアラグア州のマルコ・トーレス知事は

早速、マラカイのケロッグ工場を労働者が占領し、労働

者の手による第一号のケロッグ製品（コーンフレーク）

が完成したと自身のツイッターに投稿した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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この状況について、ケロッグ社は 

「仮にケロッグの許可なく、自社のブランドを使用し販

売した場合、必要な法的措置を執る。」 

と警告した。 

 

ブランド名を変更するのかは分からないが、トーレス知

事が持っているコーンフレークの箱はケロッグの箱の

ままだ。 

 

なお、政府は今回の一件と同じような労働者による工場

占拠をキンバリークラーク社とクロロックス社でも行

っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.126」４月１９日

付の記事参照）。 

 

 
（写真）マルコ・トーレス知事ツイッター動画抜粋 

“ケロッグの工場再稼働を発表するトーレス知事” 

 

「鉱業開発省 GOLD８．６トンを中銀に売却」           

 

５月１６日 鉱業開発エコロジー省のフランクリン・ラ

ミレス次官は７３２キロの金を中央銀行に売却。 

金の売却は１８年に入ってこれで１０回目。合計で８．

６トンの金を中央銀行へ売却したと発表した。 

 

また、１７年の１年間で中央銀行へ売却した実績を越え

ており、当初の目標である年間２４トンも達成できると

の見解を示した。 

 

１トン＝３２，１５０．７トロイオンスとすると、８．

６トンは約２７万６，５００トロイオンス。ドルに換算

すると３．７億ドルに相当する。 

 

社 会                        

「SEBIN 収容所で政治犯がデモ             

  ～政治犯１名が負傷、米国人の無事を確認～」             

 

５月１６日の昼から SEBIN 本部の犯罪者収容施設「エ

リコイデ」で政治犯のデモがおきた。 

 

筆者の確認した限りでは、どうして反乱がおきたのか、

誰が反乱を起こしたのか、収容施設の内情はどうなって

いるのかは明らかにされていない。 

 

一般犯罪者が反乱を起こした可能性は否定できないが、

事件が起きてから３０時間以上経過するが暴動が起き

たという情報は無く、治安部隊が鎮圧に入っていない。

この事実から想像するにエリコイデ内でのデモは一般

犯罪者が起こしたのではなく、政治犯が起こしたデモと

思われる。大統領選直前の時期も政治的な理由を感じる。 

 

非政府団体「フォロ・ペナル」の発表によると、「エリ

コイデ」には５４名の政治犯（うち女性１６名）が収容

されているが、それ以外に一般犯罪者も収容されている。 

 

エリコイデに収容されている政治犯はツイッターでい

くつか映像を投稿しており「我々は平和的なデモ行動を

行っている。」と訴えた。 

映像を見る限り、タチラ州サン・アントニオ市のダニエ

ル・セバジョ元市長（VP 所属）がリーダー格として抗

議デモを行っているようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8fed08a2c6c51a0d455ad14b85baded3.pdf
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またエリコイデには、武器所持とテロ計画容疑で１６年

６月に逮捕された米国人のジョシュア・ホルツ氏も収容

されている。 

 

１６日当日にはホルツ氏の声明がツイッターに公開さ

れた。動画では自分が健康体であること、米国政府に妻

と自分を助けてほしいと訴えた。 

 

米国在ベネズエラ大使館の実質的なナンバーワンであ

るトッド・ロビンソン経済担当官はベネズエラ外務省に

行き、エリコイデの状況について情報提供を求めたが、

外務省関係者と面会は叶わなかった。 

 

映像を見る限り、政治犯は意外に元気だ。厳しい経済環

境の中、ベネズエラ人の体重は１年で１１キロ減少した

とのアンケート結果が出ている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.102」２月２１日付の記事参照）。 

 

筆者の知り合いでも驚くほど体重が減少した人はいる。

囚人の食生活は更に悪いと思ったが、意外と食事はとれ

ている印象。 

 

 

（写真）米国人ジョシュア・ホルツ氏の映像抜粋 

 

 

 

（写真）政治犯 Lorent Saleh 氏ツイッター 

“真ん中にいる長髪の男性がダニエル・セバジョ氏” 

 

とは言え、全員が健康体ではない。政治的な理由でエ

リコイデに収容されている囚人の一人グレゴリー・サ

ブリアナ氏が顔面を殴打され、内出血し顔がひどく腫

れている画像が公開された（少し痛々しい画像なの

で、写真は貼り付けないが「EFECTO COCUYO」で

画像が確認できる）。 

 

「EFECTO COCUYO」が報じた非公式情報による

と、グレゴリー・サブリアナ氏は５月１６日に一般犯

罪者に攻撃されたようだが、正確なところは分からな

い。 

 

野党連合（MUD）はグレゴリー・サブリアナ氏の負傷

は SEBIN による拷問と訴えており、人権侵害として政

府の対応を非難。政治犯の無事を保証するよう懸念を

表明した。 

 

また、エリコイデに収容されている人物の家族は

SEBIN がデモを武力で鎮圧することを恐れており、家

族がエリコイデ前に集まっている。 

 

欧州議会のアントニオ・タハーニ議長もエリコイデの

状況について懸念を表明。米州機構のアルマグロ事務

局長も事件の責任は政府にあるとして非難している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
http://efectococuyo.com/principales/agredido-el-preso-politico-gregory-sanabria-en-el-helicoide/
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他、米国政府はベネズエラ政府に対して、ジョシュ

ア・ホルツ氏の身の安全を保証するよう要請。同氏の

身の安全はベネズエラ政府に責任があると訴えた。 

 

５月１７日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長

は、一般犯罪者７２名を別の刑務所に移動させたと発

表。１８日の深夜には追加で囚人を移送するバスがエ

リコイデを出発したとの報道が流れている。 

 

現在の報道を見る限り、ある程度コントロールされた

状態にあると言えそうだが、情報が錯綜しており正確

な内情は分かっていない。 

 

２０１８年５月１７日（木曜）             

政 治                        

「サントス大統領 港湾で CLAP の食料を押収     

    ～コロンビア人を買収していると非難～」        

 

５月１７日 コロンビアのサントス大統領は自身のツ

イッターでカルタヘナ・デ・インディア港にてベネズエ

ラ政府が配給する CLAP の箱に入った４００トン相当

の食料品を押収したと投稿した。 

 

１５コンテナには CLAP２５，１２０箱が入っていた。 

 

サントス大統領は「食品の中身はゾウムシや害虫が入っ

ており、衛生的に人が食べられるものではなかったとし

ている。同時に、CLAP がベネズエラ政府の汚職の隠れ

蓑になっている。」と非難した。 

 

また、サントス大統領は 

「信頼できる情報筋から、マドゥロ政権がコロンビア人

にお金を支払うことで有権者登録をさせ、与党に投票さ

せているとの事実を確認した。 

 

 

 

５月２０日の選挙は正式なものだと認識できない様々

な理由がある。」と非難した。 

 

 

（写真）サントス大統領ツイッター 

 

衛生的に問題がある食料品を配布することは大いに問

題があるが、差し押さえた分の食料品をコロンビア政府

が代替できないのであれば、食料品の押収はやりすぎな

気がする。 

ベネズエラ政府も人道的に問題があるが、食料難の国か

ら食料品を押収したコロンビア政府に人道的な問題が

ないと言えるのだろうか。 

 

「CNE 国際監視団１５０名を招待」           

 

５月１７日 ティビサイ・ルセナ CNE 代表は５月２０

日の大統領選の国際監視団１５０名を招待するイベン

トを実施した。 

 

ルセナ CNE 代表は、同伴者としてラテンアメリカ、カ

リブ海、欧州、アフリカ、北米、アジアから政治家、議

員、記者、専門家などが招待されたと発表した。 
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在米国アフリカ連合大使や在ベネズエラ・ロシア大使、

ロシアの選挙監視団なども出席している。 

 

ベネズエラ政府、ファルコン AP 党首らは国連や欧州連

合として選挙監視団を派遣するよう要請したが、団体と

しての選挙監視団の派遣は拒否された。 

一方で欧州連合内には個人的にベネズエラの選挙に同

伴する欧州議会議員もいるようだ。 

 

「３候補の選挙キャンペーン最終日の様子       

    ～ベルトゥッシ牧師 最終日は失敗～」         

 

５月１７日（木曜）は選挙キャンペーンの最終日だった。 

 

今回の大統領選はラッティ候補が辞退したことで４名

が最後まで残った。ただし、レイナルド・キハーダ候補

の注目度は極めて低いため、実質的には３候補による選

挙と言えそうだ。 

 

マドゥロ大統領のキャンペーン最終日はカラカスのボ

リバル通りだった。マドゥロ大統領は再び野党に対して

対話を呼びかけた。 

また、対抗候補のファルコン AP 党首に対して IMF に

ベネズエラを渡すわけにはいかない。と IMF から融資

を得ると同時に経済改革を行おうとするファルコン党

首の姿勢を非難した。 

 

ファルコン AP 党首（元ララ州知事）は自身の基盤であ

るララ州バルキシメトを最後のキャンペーン地に選ん

だ。 

 

ファルコン党首は公約としている経済のドル化の必要

性を訴えた。他、デリケートな国防相の任命について、

現役の軍人を国防相にすることを決めている。と既に特

定の人物の目星がついていると思えるような発言をし

た。 

 

ファルコン党首は新政権発足の閣僚として、現在選挙キ

ャンペーンの代表を務めているクラウディオ・フェルミ

ン氏を副大統領。内務司法相をエンリケ・カプリレス元

ミランダ州知事、財務相をフランシスコ・ロドリゲス氏。

中央銀行総裁はホセ・ゲラ議員にしたいとの意向を示し

ている。 

 

選挙をうまく戦い１カ月で大きく支持を拡大させたベ

ルトゥッシ牧師だが、最終日は失敗してしまったようだ。 

 

ベルトゥッシ牧師は選挙キャンペーンを５月１６日の

カラボボ州で終了させていたようだ。 

１７日にイベントを予定していなかったためか、前日か

ら政治犯がデモを起こしている SEBIN の収容施設エリ

コイデの状況確認に向かった。 

 

ただ、エリコイデ前には収容施設に捕らえられている政

治犯の家族、党員、その支持者らが集まっていた。政治

犯として収容されている家族とその支持者はもちろん

急進野党に属する人物が多い。 

急進野党は選挙に出馬することを快く思っておらず、ベ

ルトゥッシ牧師の登場に大ブーイングで応じ、自動車か

ら洗浄液をかけられた。 

 

最終日は失敗してしまったベルトゥッシ牧師だが、洗浄

液をかけられた映像を自身のツイッターに載せるあた

りは逆に好感度が上がる気がする。 

 

（写真）ベルトゥッシ牧師ツイッターより抜粋 
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「野党 ５月２０日に全世界で抗議行動」           

 

５月１７日 野党連合（MUD）のファン・パブロ・グ

アニパ氏は、アジュップ AD 幹事長、オマール・バルボ

サ国会議長らと記者会見を実施。５月２０日以降、抗議

行動を強化すると発表した。 

 

また、５月２０日の選挙について 

「我々は５月２０日の選挙に棄権するように訴えてい

ない。なぜなら５月２０日に選挙と呼べるようなイベン

トは存在しないからだ。選挙がないので棄権を求めても

いない。 

 

我々は虚偽のイベントに参加しないよう勧めているだ

けだ。虚偽のイベントに参加しないことはマドゥロ政権

を認知しないことを意味する。 

 

５月２０日に１００を超える世界の都市で抗議行動が

実施される。また、５月２０日から国内、国際的な圧力

が強化される。５月２０日から国の再構築が始まる。」 

と主張した。 

 

 

（写真）MUD ツイッター 

“ファン・パブロ・グアニパ氏（PJ 所属）” 

 

 

経 済                       

「CENDAS ４月の生活費は１．４億ボリバル」            

 

家計コストを調査する CENDAS-FMV は１８年４月の

生活費（５人家族が特段の贅沢をすることなく暮らした

場合の平均必要コスト）を更新した。 

 

CENDAS の調査によると、生活費は１億３，８８６万

ボリバルで、先月と比べて８４％上昇した。 

 

 

「政府 トルコとの経済関係強化をアピール」         

 

５月１７日 マドゥロ大統領はトルコのエルドアン大

統領とビデオ会談を行った。 

 

ビデオ会談で、マドゥロ大統領は、 

「トルコとベネズエラの外交関係は強固になった。両国

の関係は平等と平和を促進する模範的な関係と言える。 

 

政治、経済、文化、技術などあらゆる分野で関係を強化

していきたい。」と伝え、エルドアン大統領も同様の見

解を示した。 
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（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）
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他、エルドアン大統領は 

「今年２月に予定していた貴国への訪問は、避けられな

い理由によりキャンセルしなければいけなかった。謝罪

するとともに、次回貴国に行ける日を楽しみにしている。 

 

私は５月２０日の大統領選を注意深く見守っている。同

様にあなた方が勝利するだろうと信じている。」 

と伝えた。 

 

また、エルドアン大統領はベネズエラとの貿易関係が急

激に拡大していることについて言及。 

 

先日もトルコからベネズエラに向けて食料品と医薬品

３１８コンテナを発送。来週にはベネズエラに到着する

だろうと伝えた。 

 

「１４回目 DICOM 公募要領を発表」              

 

５月１７日 第１４回目の 新 DICOM 募集要項が公

示された（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：５月１７日（木曜）PM２時まで   

■結果公表：５月１８日（金曜）   

■決済日：５月２１日（月曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ、法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

以上 

https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-014-18/

