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（写真）バネスコ写真ギャラリー “５月３日 バネスコを９０日間 政府の管理下に置くと発表” 

 

 

２０１８年５月２日（水曜） 

 

政 治                     

 「エンリケ・マルケス UNT 執行党首ら 

大統領選への投票を呼びかけ」 

「政府 米国による食料・医薬品輸入妨害を非難」 

経 済                     

 「バネスコの頭取、役員ら計１１名を逮捕」 

 「IMF ベネズエラ政府に情報開示を要請」 

 「中国、韓国、ナイジェリア企業と協力協定を締結」 

「最低賃金改定を受けて公務員の給料規定を更新」 

社 会                    

 「１８年に入り少なくともマスコミ７社が閉鎖」 

２０１８年５月３日（木曜） 

 

政 治                    

 「MUD 改めて投票棄権と日程変更を訴える」 

 「CNE 代表 選挙日の変更を否定」 

 「ProCiudadanos サンブラーノ幹事長を交代」 

「亡命最高裁 マドゥロ大統領の権限剥奪を決定」 

経 済                    

 「民間金融機関バネスコ ９０日間の占領 

１，０００口座の凍結を発表」 

「サンタバーバラ航空 無期限で運航中止発表」 

 「大統領 デジタル通貨銀行の設立を発表」 

「１２回目 DICOM 公募要領を発表」 
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２０１８年５月２日（水曜）             

政 治                       

「エンリケ・マルケス UNT 執行党首ら         

         大統領選への投票を呼びかけ」       

 

野党連合（MUD）を構成する４党の一角を成す新時代

党（UNT）のエンリケ・マルケス執行党首は民放のイン

タビュー番組に出演し、ファルコン AP 党首への支持を

表明。大統領選への参加を呼び掛けた。 

 

なお、現在 UNT はマニュエル・ロサレス創設者党首と

エンリケ・マルケス執行党首の２党首制になっている。 

 

「ベネズエラで投票の棄権を呼びかける行為は、何もし

ないことを意味している。個人的な見解だが、私はベネ

ズエラの現状と汚職と飢餓に満ちた未来を変えるため

に決心をした。 

 

私は５月の大統領選でファルコン党首に投票すること

を決めた。彼自身は移行政権としての役割を担い、国民

を団結に導くと発言している。 

 

MUD は多数派の意志を隠そうとしている。私は投票意

思を持つ国民が多数派であるにもかかわらず、投票への

参加を非難する国を見たのは初めてだ。 

 

カプリレス元ミランダ州知事が野党連合に対して方針

転換のための議論を行うよう呼びかけた（「ベネズエラ・

トゥデイNo.130」４月２９日付の記事参照）。私もMUD

の方針について議論が必要だと感じている。 

 

しかし、私は MUD に対する期待を失った。MUD は党

利や個人的な感覚に流されており、国のために有益な議

論が出来ていない。政党のための決定ではなく、国民の

ための決断をしなければいけない。 

 

MUD は投票の棄権を更に拡大させたいと考えている。

この訴えにより MUD 内で私の立場は苦しいものにな

る。ただ、政治的なコストは支払わなければいけない。」 

と訴えた。 

 

マルケス氏の発言は、主要４政党の一角を成す UNT の

トップの発言でただの野党党員や一議員の発言とはイ

ンパクトが違う。それなりの影響があるだろう。 

 

また、４月３０日に第一正義党（PJ）に所属するホセ・

アントニオ・エスパーニャ議員（デルタ・アマクロ州選

出）が ProCiudadanos に加盟していた。 

 

５月に入り、エスパーニャ議員も大統領選への参加を呼

びかけ始めている。 

 

 

（写真）エンリケ・マルケス UNT 執行党首ツイッター 

“民放グロボビシオンのインタビュー” 

 

「政府 米国による食料・医薬品輸入妨害を非難」         

 

５月２日 ディオスダード・カベジョPUSV副党首は、

記者会見を開き、米国の制裁が食料や医薬品の輸入を妨

害しており、米国がベネズエラ国民の人権を侵害してい

ると訴えた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
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「ベネズエラ政府は、米国政府に対して食料品、医薬品

を自由に輸入させるよう要請する。米国が本当の意味で

ベネズエラ国民の人権を侵害している。 

 

米国は我々が食料品と医薬品を購入することを妨げて

いる。ベネズエラには資金も必要性もある。米国は売る

べき商品を持っているが、制裁により輸出を止めている。 

 

もし巨大な米国がベネズエラを救いたいと考えている

のであれば、制裁を解除することだ。 

 

我々は米国に対して何も制裁を科されるようなことは

していないが、米国は我々に制裁を科している。 

 

米国・野党・欧州議会はベネズエラ政府に対して人道支

援を受け入れるよう要請しているが、彼らが問題を自作

し、我々の責任にしている。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「バネスコの頭取、役員ら計１１名を逮捕」         

 

５月２日 タレク・アイサミ副大統領はタチラ州を中心

に並行レート取引に関与していたとされる犯罪者を逮

捕したと発表した。 

 

また、バネスコについて、銀行監督庁（SUDEBAN）の

査察の結果、バネスコが組織的にベネズエラ経済を混乱

させていたと発言。具体的には一定金額を超える取引は

SUDEBAN への報告義務があるが、大金を送金したに

も拘らず情報を SUDEBAN に報告しなかったなど。 

 

同日夜に軍部の治安維持組織（DGCIM）はベネズエラ

の民間金融機関バネスコのボードメンバー１１名を拘

束、事情聴取のため DGCIM 本部へ連行した。 

 

 

「IMF ベネズエラ政府に情報開示を要請」                  

 

５月２日 国際通貨基金（IMF）はベネズエラ政府に対

して加盟国に義務付けられた経済指標の実績を報告す

るよう求めた。 

１７年１１月３日にも同様の声明を発表していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.55」１１月３日付の記事参照）。 

 

IMF は 

「加盟国の義務を守らないベネズエラに対して非難声

明を発出する。ベネズエラの経済危機の状況を認識し、

解決策を探るためには適切な数値情報が不可欠である。 

６カ月以内に数値情報を提出することを求める。」 

と訴えた。 

 

IMF のクリスティーヌ・ラガルド専務理事は、ベネズエ

ラは１０年間、IMF による経済情勢評価を受けていな

いと発言している。 

 

「中国、韓国、ナイジェリア企業と協力協定を締結」                  

 

基礎戦略・社会主義産業省（MinPPIBES）は、傘下の国

営企業と中国、韓国、ナイジェリアの企業との協力協定

を締結した。 

 

１社目はツナの缶詰などを生産する国営会社「La 

Gaviota」とナイジェリアの「Diaspora」。カツオやイワ

シの輸出協定を締結した。 

 

２社目はプラスチック製品を生産する国営会社

「Coveplas」と、韓国の「Young Corporation（ヤング・

コーポレーション）」。注射器の国内生産拡大と輸出促進

協定を締結した。 

 

３社目は製鉄公社「La Siderurugica Nacional」と中国の

「China Railway Engineering Corporaion（CREC）」。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
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国内の製鉄生産を拡大させるための融資手段を協議す

ることで合意した。 

 

 

（写真）基礎戦略・社会主義産業省（MinPPIBES） 

 

「最低賃金改定を受けて公務員の給料規定を更新」                  

 

４月３０日 マドゥロ大統領は最低賃金の改定を発表

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.131」４月３０日付の

記事参照）。 

同改定を受けて、公務員の給料規定も更新された。学歴

と勤続年数によって以下のように給料が変わる。 

 

「学歴なしの労働者クラスの給料」 

 

 

「B」クラスは高卒・事務職 

「T」クラスは大卒・技術者 

「P」クラスは大卒以上・専門職 

 

 

社 会                       

「１８年に入り少なくともマスコミ７社が閉鎖」            

 

全国プレス労働組合（SNTP）は１８年１月～４月の間

に、少なくとも７社のマスコミが閉鎖したと発表。報道

の自由を保証しない政府の姿勢を非難した。 

 

「ベネズエラは基本的な人権の侵害が続いている。この

４カ月で国内に流通していた７社のメディアが閉鎖し

た。これらのメディアは政府の破壊的な政策により、閉

鎖を余儀なくされた。 

 

ベネズエラ政府は紙の輸入、販売を独占し、与党に批判

的なメディアに対して、紙やインクなど必要な原料を渡

さなかったことが閉鎖の原因だ。」と訴えた。 

 

SNTP によると、１８年に入り閉鎖した地方メディアは

以下の通り。 

 

「El Oriente（１月１５日閉鎖）」 

「La Verdad de Monagas（１月１５日閉鎖）」 

「El Tiempo（１月２５日閉鎖）」 

「El Impulso（２月１０日閉鎖）」 

「La Region de Oriente（２月２８日閉鎖）」 

「La Prensa de Barinas（３月２日閉鎖）」 

「Version Final（３月１９日閉鎖）」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9b58c2768b305f1d2f0154ec05d12b7.pdf
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なお、筆者の調べた限りでは上記に挙げられている会社

のうち「Version Final」「El Tiempo」「El Impulso」など

はウェブサイトでニュース記事を更新している。 

 

紙媒体での流通を停止したが、完全に閉鎖したわけでは

なさそうだ。 

 

２０１８年５月３日（木曜）             

政 治                       

「MUD 改めて投票棄権と日程変更を訴える」        

 

５月３日 野党連合（MUD）は記者会見を開き、国民

に対して、改めて５月の選挙に参加しないよう訴えた。 

 

また、ファルコン AP 党首については、MUD を除名。

ファルコン氏への支持を表明したアントニオ・エスパー

ニャ議員についても MUD から除名したと発表。 

 

MUD の方針に反し、投票を呼び掛けたマルケス UNT

執行党首の今後について、政党の規定に従い対処すると

コメントした。 

 

同記者会見に出席した主要な野党政治家はヘンリー・ラ

モス・アジュップ行動民主党（AD）幹事長、オマール・

バルボサ国会議員（UNT）、デルサ・ソロルサノ議員

（UNT）など。 

 

デルサ・ソロルサノ議員は 

「MUD の決定は多数派の決定により決まり、全体が尊

重しなければいけない。MUD 内部での決定に反する発

言は個人的な見解である。 

 

我々は民主的な政党として、自身を擁護する権利を保証

する。しかし、ファルコン AP 党首は MUD の決定に反

したことで MUD から除名されている。」 

とコメントした。 

 

アジュップ AD 幹事長は 

「世論調査の数字では有権者２，０５０万人のうち６

０％は選挙制度への不信感から選挙に参加しないと答

えている。 

ファルコン AP 党首は今の状態でも選挙に勝てると訴

えているが、５月の選挙結果には CNE が出したい数字

が出てくる。これ以上、国民の意志をくじかせない。今

回の選挙条件が１５年１２月の国会議員選挙と同様だ

という話は嘘である。ファルコン AP 党首は選挙に勝て

ない。政府は退陣しない。 

 

MUD は政府に対して引き続き公平な条件での選挙と

CNE 役員の交代、日程変更を求めている。これを受け

入れれば、野党連合は予備選を行い大統領選に参加する。 

また、米国政府に対して経済制裁を解除することも求め

る。このままでは５月２０日以降に更に政治的な迫害が

加速する。」と訴えた。 

 

「CNE 代表 選挙日の変更を否定」           

 

MUD は選挙日程の変更を訴える一方で、選挙管理委員

会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は５月２０日の大

統領選は変更しないと発言した。 

 

5 月３日 欧州議会は４９２の賛成票、８７の反対票、

７７の棄権により「ベネズエラ政府に対する選挙の即時

延期の声明」を承認した。ルセナ代表の発言は、欧州議

会の決定に反応したもの。 

 

ルセナ代表は 

「欧州議会によるこの声明は我々にとって内政干渉以

外に評価のしようがない。CNE は政府の指示に従って

いるわけではない。もちろん外国政府の要請に従うはず

はない。 

CNE は欧州連合に対して５月２０日の選挙監視団とし

ての同伴を求めている。」とコメントした。 
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「ProCiudadanos サンブラーノ幹事長を交代」         

 

５月３日  スリア州に拠点を置く政治団体「Pro 

Ciudadanos」は４月に新時代党（UNT）を離党し、

ProCiudadanos の幹事長になったティモテオ・サンブラ

ーノ氏を幹事長職から降ろし、同じく元 UNT のチャイ

ム・ブカラン議員（アンソアテギ州選出議員）を幹事長

に任命した。 

 

ProCiudadanos の発表文を読む限りでは、サンブラーノ

氏は離党させられたように見えるが、幹事長を辞めただ

けで引き続き ProCiudadanos に残る可能性もありそう

だ。現在のところ、サンブラーノ議員は今回の一件につ

いて特段のコメントを発していない。 

 

サンブラーノ議員は「与党のエージェント」として、野

党支持者からネガティブなイメージを持たれている。 

同氏を幹事長にすることで政党としてのイメージダウ

ンが浮き彫りになったことが理由と思われる。 

 

一方、ProCiudadanos としては引き続き大統領選に参加

するべきだとのスタンスを維持している。 

 

（写真）ProCiudadanos レオセニス・ガルシア党首 

“新たに幹事長に任命されたチャイム・ブカラン氏” 

 

「亡命最高裁 マドゥロ大統領の権限剥奪を決定」         

 

５月３日 野党多数の国会に任命され、政府に追われて

国外に亡命した判事らで組織された最高裁判所は、フロ

リダ州コーラル・ゲイブルスで「マドゥロ大統領の職務

停止、公職選挙への出馬禁止」を決定した。 

 

ミゲル・アンヘル・マトゥリン亡命最高裁判事は 

「ベネズエラの最高裁判所は、憲法解釈をつかさどる最

高権限として、マドゥロ大統領の大統領としての任務を

停止することを決定した。同様に公職選への出馬も禁止

する。」 

と決定内容を読み上げた。 

 

この決定について、米州機構のアルマグロ事務局長は亡

命最高裁の決定を認識し、従う必要性があると訴えた。 

 

同じく、ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マ

チャド党首も亡命最高裁の訴えを尊重するとの見解を

発表した。 

 

４月３０日 政府直属の治安部隊 SEBIN は、国外に逃

亡した最高裁判事２名のベネズエラの自宅に家宅捜索

を行っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.131」４月３

０日付の記事参照）。 

 

経 済                       

「民間金融機関バネスコ ９０日間の占領        

        １，０００口座の凍結を発表」            

 

５月３日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は並行

レートの取り締りの状況について、３９８名の逮捕命令

を出し、３００件の家宅捜査を実施した。また、１，３

８０の口座を凍結し、うち１，０００件はバネスコの口

座だと現状を報告した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9b58c2768b305f1d2f0154ec05d12b7.pdf
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また、同日にベネズエラ政府は、バネスコの役員ら計１

１名の逮捕を受けて、金融サービスを維持し、国民の経

済権を守るためという名目で、９０日間バネスコを政府

の管理下に置くことを決定した。 

 

この９０日の間、バネスコは Yomana Koteich 氏（女性）

が管理する。同氏は国営観光局 VENTUR の代表（０６

年）など観光関連の業務や国営農業銀行の頭取（１６年

３月～）、１６年６月から防衛省傘下の食料充足プログ

ラム（Gran Mision Abastecimiento Soberana）司令官な

どを務めた。１８年１月には経済財務省の次官に任命さ

れていた。 

 

彼女が軍部出身だという情報は確認できないが、経歴を

確認する限り経済担当副大統領のウィルマル・カスト

ロ・ソテルド氏（軍人）と旧知の仲のようだ。 

 

政府としてはバネスコが組織ぐるみで違法行為を行っ

たため、一時的に管理下に置いたとのスタンスだが、本

音を言えば政府はバネスコを接収することを目的に今

回の事件を仕掛けたと思われる。 

 

今回の一件が起きる前からディオスダード・カベジョ

PUSV 副党首らが同行を接収するとの意志を示してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.84」１月１０日付の記

事参照）。 

 

また、並行レート取引の取り締まり強化を受けて、大統

領選後にバネスコを接収するという噂が流れていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月２５日付の記事

参照）。 

 

現時点では９０日間の時限的な占領であり、厳密に言え

ば、会社の所有権を政府に移す「接収」とは異なるが、

今後、正式に接収される危険性はあるだろう。 

 

 

 

バネスコ・グループの代表を務めているファン・カルロ

ス・エスコテト氏は、バネスコは常に法律に則り運営し

ていると訴え、ベネズエラに行き必要な情報を提供する

と発表した。 

 

なお、エスコテト氏はスペインの金融機関アバンカの頭

取でもあるが、今回の一件を受けてベネズエラ問題に専

念するため、頭取職は一時的にエラーニャ・ゲラ氏に譲

ることを決めた。 

 

なお、在ベネズエラ・スペイン大使は、５月２日にDGIM

に連行されたバネスコ役員１１名の中にスペイン国籍

の役員が２名含まれていると発表。再び外交問題に発展

することになりそうだ。 

 

「サンタバーバラ航空 無期限で運航中止発表」         

 

５月３日 ベネズエラの航空会社サンタバーバラ航空

が無期限で運航を停止すると発表した。 

運航を停止する理由については明らかにされていない

が、１７年１２月にも一時的に運営を停止したことがあ

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.66」１１月２９日付

の記事参照）。 

 

「サンタバーバラ航空は去る１８年４月２６日から２

２年間続けていたベネズエラでの航空サービスを停止

することを公式に発表する。 

 

これまでバランキージャ、アルーバ、グアヤキル、キト、

マドリッド、テネリフェ、フンシャル、マイアミ、パナ

マなどで運航し、数百万の乗客をアテンドしてきた。」 

と通知した。 

 

チケットの払い戻しなど必要な管理業務を続けると書

かれているが同社が倒産するのか、再開まで運航を停止

するのかは書かれていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf
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「大統領 デジタル通貨銀行の設立を発表」         

 

５月３日 マドゥロ大統領は「学生と若者のデジタル通

貨銀行」を設立すると発表した。 

 

政府は同銀行に対して２００万ペトロ（１２億ドル相当）

を拠出するようだ。 

 

ただし、現状では、この銀行がどのような機能を果たす

のかは分かっていない。 

 

なお、マドゥロ大統領は全国の学校、大学に対して最低

でも１部屋はデジタル通貨のマイニング養成科を作る

よう求めた。 

 

「１２回目 DICOM 公募要領を発表」               

 

５月３日 第１２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３日（木曜）PM２時まで   

■結果公表：５月４日（金曜）   

■決済日：５月７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-012-18/

