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２０１７年８月２日（水曜） 

 

政 治                   

「Smatrmatic 社 不正選挙の告発」  

 「制憲メンバーの宣誓式を４日に延期」  

 「行動民主党 州知事選への参加を発表 

～野党に亀裂～」  

 「外相にアレアサ現鉱業相を起用」 

 「米州機構事務局長 緊急会合の開催要求」 

 「新判事４名 チリ大使館に保護要請」 

 

経 済                   

「コロンビアとベネズエラの取引５３％減」 

（写真）選挙管理委員会（CNE） “Smartmatic 社の告発を否定する CNE 役員３名” 

２０１７年８月３日（金曜） 

 

政 治                   

 「制憲メンバー宣誓日に与野党がイベント」 

 「中国 制憲議会選挙の存在を認知」 

 「メリダ、タチラの２市で再選挙を実施」 

 「チャカオ市長 最高裁出頭が再延期」 

 「メルコスール 無期限脱退を議論」 

経 済                   

 「PDVSA ロシア向け輸出を拡大」 

 「PDVSA 財務報告書の提出延期を要請」 

 「CEPAL 経済成長率前年比７．２％減」 

「アルゼンチン航空 ８月５日の運航中止」 
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２０１７年 8 月２日（水曜）             

政 治                       

「Smatrmatic 社 不正選挙の告発」         

 

英国に本社がある投票システムサービス会社

Smartmatic 社のアントニオ・ムヒカ社長は、７月３０日

にベネズエラで行われた制憲議会選挙で不正が行われ

ていたと告発した。 

 

同社の創業者はベネズエラ人で２００４年からベネズ

エラに投票システムサービスを提供している。他にもフ

ィリピンやアフリカ諸国、米国、ブラジルなどでも投票

システムサービスを提供している。 

 

同社は選挙が行われたのち、２日間にわたり投票システ

ムを調査したが、システムの数値と選挙管理委員会

（CNE）の公表値が異なる。と発表し、実際の投票数は、

少なくとも１００万票は少ないと述べた。 

なお、この発表は英国で行われ、Smartmatic 社の従業員

はすでに国外退避している。 

 

CNE のティビサイ・ルセナ代表は、この告発について

記者会見を行い 

「Smartmatic 社は告発の疑いについて、事前に CNE に

質問することなく、無責任な発表を行った。彼らは投票

サービス提供会社であり、投票数を確認することはでき

ない。この発表は米国政府が CNE 代表へ個人的な制裁

を科したのと同様に組織の信頼性を失わせようとする

資本主義諸国の工作行為である。 

我々はこの工作行為の被害者である。今回の選挙実施に

当たり、１，２００の投票会場が反政府派の妨害行動に

より予定通り会場を設置できなかった。また、選挙当日

にも２００の攻撃を受けた。１８１の投票機が破壊され、

今も同組織のウェブサイトにはサイバー攻撃が続けら

れている。」 

と述べた。 

一方で、問題の告発について決定的に疑いを晴らすこ

とが出来るような発言はみられなかった。 

 

マドゥロ大統領は Smartmatic 社の告発を非難し、カラ

カスのリベルタドール市ホルヘ・ロドリゲス市長に対

して投票数の確認を要求した。また検察庁もこの告発

の真偽を明らかにするため独自で調査を開始。 

 

CNE 役員で唯一の野党派エミリオ・ロンドンは制憲メ

ンバーの宣誓を中止するよう求めた。もちろん、この

発言を受けて野党フリオ・ボルヘス議長やラモス・ア

ルップ元国会議長など多くの野党政治家が制憲議会の

停止を要求している。 

 

（写真）Smartmatic 社 ベネズエラの投票機見本 

 

「制憲メンバーの宣誓式を４日に延期」        

 

Smartmatic 社の告発や反対派の求めも、政権側は意に

介していない。 

 

元々は８月３日（木曜）に国会議事堂で行う予定であっ

た宣誓イベントについて、まだ数人のメンバーが正式に

決定していないとして８月４日（金曜）に延期した。 

場所は当初の予定通り国会議事堂で行われる予定だ。国

会はすでに水曜の深夜から軍部が占拠しているとの報

道が流れている。 
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「行動民主党 州知事選への参加を発表        

                    ～野党に亀裂～」    

（新聞記事要約というより、弊社のオピニオンです） 

 

野党で行動民主党に所属するラモス・アルップ元国会議

長は民放のインタビュー番組で、 

「行動民主党は１２月１０日に行われる州知事選挙に

参加する。」と発言した。 

 

州知事選の出馬申請は８月８日～１２日にかけて行わ

れる。このタイミングを逃すと州知事選に出馬できなく

なるため、野党はこの選挙に参加するかどうかを決めな

ければならない。 

 

「CNE は非合法な組織で、彼らの決定は認められない」

というのが、野党の基本的なスタンスだ。 

 

CNE が発表した州知事選挙に参加するということは、

CNE が選挙を監督する公権力であることを野党が認め

たことになる。これにより、野党のスタンスに矛盾が生

じ、これまで続けてきた野党支持者の抗議行動が鎮静化

する恐れがある。 

一方で、州知事選挙に参加しなければ、与党政治家しか

出馬しない中で選挙が行われ、州知事を全て与党に奪わ

れてしまう懸念がある。 

 

州知事選挙の出馬について、各政党のスタンスはバラバ

ラだ。 

 

野党で最も勢力が強い第一正義党は、まだスタンスを決

めかねているようだ。第一正義党のファン・ミゲル・マ

テウス議員は、「まだ政党として州知事選挙の参加につ

いて最終決定は出ていない。」と発言している。 

他方、トマス・グアニパ第一正義党代表は、「政府が一

定の条件を保証するのであれば、州知事選挙への参加は

可能。」とコメントしている。 

 

一方で、野党連合の中でも急進派の位置づけにある「ベ

ネズエラ主導党（Vente Venezuela）」のマリア・コリナ

党首は、「州知事選挙に出馬するようであれば、その政

党は孤立する」と行動民主党に警告をしている。 

 

また、大衆意志党も同様に州知事選挙の参加に否定的だ。 

 

他、ララ州のヘンリー・ファルコン知事が所属する「発

展進歩党（Avanzada Progresista）」は明確な発言はして

いないが、彼の独特な政治スタンスから考えて州知事選

挙に参加する可能性が高い。 

 

スリア州で勢力が強い「新時代党（Un Nuevo Tiempo）」

もまだ州知事選に関する方向性は決めていないようだ。 

 

最終的に一部の政党を除き、多くの野党政党は州知事選

に参加するのではないか。そうなると、野党支持者は方

向性が定まらず、これまで継続してきたデモ行動の統率

が乱れる可能性がある。 

 

なお、積極的にデモ行動を主導してきたフレディ・ゲバ

ラ国会第一副議長は、州知事選参加に否定的な大衆意志

党（レオポルド・ロペス氏が党首）に所属する。ゲバラ

氏は州知事選挙に出馬するという噂が報道で流れてい

るが、彼はその噂を否定している。 

 

 

（写真）国会 “フレディ・ゲバラ国会第一副議長” 
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「外相にアレアサ現鉱業開発・エコロジー相を起用」         

 

８月２日 マドゥロ大統領は、サムエル・モンカダ外相

を国連ベネズエラ大使に戻し、ホルヘ・アレアサ鉱業開

発・エコロジー相を外相に起用することを発表した。 

 

ホルヘ・アレアサ新外相は、チャベス元大統領の娘ロサ・

ビルヘニア・チャベス氏の夫。これまで副大統領、大学

教育科学技術相など政権の重要役職を歴任している。ケ

ンブリッジ大学の西欧政治修士を取得しているインテ

リでもある。 

 

鉱業開発・エコロジー相は同じ省のビクトール・カノ次

官が就任する。 

 

「米州機構事務局長 緊急会合の開催を要求」       

 

ルイス・アルマグロ米州機構事務局長は、ベネズエラで

行われた制憲議会選挙に関して、８月４日あるいは５日

に緊急会合の開催を議長国ブラジルに要求した。 

 

なお、米州機構の議長国は国名のアルファベット順で３

カ月ごとに交代する。これまでボリビアが議長国だった

ため、アルマグロ事務局長のスタンスと一致しなかった

が、ブラジルが議長国になったことでアルマグロ事務局

長は組織内で活動がしやすくなることだろう。 

 

なお、アルマグロ事務局長は１０月にコロンビア・カル

タヘナで行われる予定の米州機構選挙組織が集まる会

合について、ベネズエラの CNE は招待しない。と発言

している。 

 

「新判事４名 チリ大使館に保護要請」        

 

８月２日 チリのエラルド・ムニョス外相は 

 

「先月、国会が承認した最高裁判所の新判事スレイマ・

デル・バジェ氏がチリ大使公邸を訪れ支援を求めた。彼

は現在、チリ大使館の保護下にある。」 

とツイッターに投稿した。 

 

他、ベアトリス・マリン氏、ホセ・フェルナンド・ヌニ

ェス氏も人身保護を求めたため、チリ大使館の保護下に

ある。 

先週、エレニス・デル・バジェ・ロドリゲス氏も人身の

保護を求めたため、チリ大使館はこれで４名の新判事を

保護していることになる。 

 

経 済                      

「コロンビアとベネズエラの取引５３％減」     

 

コロンビア・ベネズエラ商工会議所（Cavecol）による

と、２０１７年１月～５月の５か月間でベネズエラとコ

ロンビアの商業活動は前年同期比５３％減少した。 

 

２０１７年の５か月間の取引額は２．２億ドルで、２０

１６年の同期の４．６億ドルから５３％減ったことにな

る。 

 

コロンビアがベネズエラから輸入した額は前年同期よ

りも４％増加して９，４００万ドルだったが、コロンビ

アからベネズエラへの輸出は前年同期比６７％減って、

１億２，３００万ドルだった。 

 

コロンビアからベネズエラ向けに輸出されている主要

な品目は砂糖とコンフィチュールだった。 
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２０１７年８月３日（木曜）            

政 治                      

「制憲メンバー宣誓日に与野党がイベント」      

 

８月３日に行われる予定だった制憲メンバーの宣誓式

が、８月４日（金曜）に延期になったことを受けて、野

党は、当初３日に予定していた反政府デモを４日に延期

した。 

１２時にサンタフェ、パルケクリスタル、ベジョモンテ、

アルタミラ、カウリマレの５地点から国会議事堂に向か

って出発する。 

 

 

 

 

 

 

一方で与党も８月４日に支持者に対して国会に集まる

よう呼びかけている。移動開始は野党より早く４日（金

曜）AM９時、国営通信公社 CANTV から国会議事堂ま

で。 

 

 

 

野党の行動開始が１２時であることを考えると、与党支

持者が先に国会前を占拠することになりそうだ。 

 

「中国 制憲議会選挙の存在を認知」        

 

７月３０日の制憲議会選挙後も沈黙を守っていた中国

が声明を発表した。内容は中国が内政干渉をしないとい

うもので、政権に有利に理解された。 

 

中国外務省は、「ベネズエラで行われた制憲議会選挙は

全体的に言えば安定したものだった。中国は与野党双方

の主張を認識している。」とコメントし、選挙当日の暴

力行為や投票数が操作されているという告発について

は特に発言しなかった。 
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「中国は他国の内政に干渉しない原則を維持している。

内政については相互に尊重する立場にある。ベネズエラ

の法律に基づき、政府と野党の対話が始まることを望ん

でおり、国の安定のために当事者の間で問題を解決し、

経済、社会の発展を達成することを期待している。 

中国はベネズエラ政府とその国民が国内問題を自国で

解決できると信じている。」と述べた。 

 

あくまで現政権を支持し続ける中国政府のスタンスは

金融市場には好感されたようで、この発言の後にベネズ

エラ公社債の価格は急上昇した。 

 

「メリダ、タチラの２市で再選挙を実施」        

 

８月３日 ティビサイ・ルセナ代表は８月１３日（日曜）

にメリダ州ミランダ市とタチラ州フランシスコ・デ・ミ

ランダ市の２市で再選挙を行うことを発表した。 

 

反政府行動により、２市の有権者が自由に投票できる環

境になったことを再選挙の理由とした。 

 

今回、２市の投票結果が決まらなかったことで２市から

選ばれる議員２名と、アンデス地域の年金セクター代表

議員、企業家セクターの議員、計４名の決定が先送りに

された。 

 

よって、８月４日の制憲メンバーの宣誓当日は上記４名

を除く、５４１名の議員が参加することになると思われ

る。 

 

ちなみに、先だってマドゥロ大統領は８月１１日（金曜）

にメリダ州、タチラ州の一部の市で再選挙を行うと発言

していたが、CNE の公式発表の方が正しいと思われる。 

 

 

 

「チャカオ市長 最高裁出廷が再延期」        

 

最高裁判所は本日、出廷を予定していたチャカオ市のラ

モン・ムチャチョ市長の法廷を延期した。 

 

最高裁、憲法法廷のファン・ホセ・メンドーサ判事は延

期の理由をラモン市長の健康問題とした。 

メンドーサ判事はラモン市長を診察した医師による以

下の書類を読み上げた。 

「ラモン市長は、市内のゴミ回収運動の際に有毒な鋭利

な刃物に触れてしまい、熱と足に炎症が出来ており、８

月２日～１２日まで１０日間の休息が必要。」 

メンドーサ判事は、医師の申し入れを受け入れ、同日の

出廷を延期し、ラモン市長の健康状態がこの書類の通り

であるか確認するよう指示した。 

 

最高裁はラモン市長にチャカオ市の反政府デモを抑え

るよう命じているが、デモ行動を抑える姿勢がないため、

出頭を命じていた。 

 

「メルコスール 無期限脱退を議論」         

 

メルコスールは８月５日（土曜）に行われるアルゼンチ

ン、パラグアイ、ウルグアイ、ブラジルの４カ国の外相

級会合でベネズエラの加盟資格を無期限で停止する見

通しだ。 

 

既に２０１６年１２月からベネズエラのメルコスール

加盟資格を一時的にはく奪していたが、今回の決定によ

り無期限で加盟資格を停止される。なお、メルコスール

には加盟資格をはく奪する規則が存在しない。 

 

この決定によりベネズエラ政府の孤立がより鮮明にな

るが現時点では具体的な弊害は存在しないと思われる。 
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経 済                       

「PDVSA がロシア向け輸出を拡大」         

 

ロイターの報道によると、PDVSA がロシア向けの原油

輸出を増やし、一方で Citgo 向けの輸出を減らしている

ようだ。 

 

２０１７年６月にサンクトペテルブルクで行われたフ

ォーラムでネルソン・マルティネス石油相は「昨年受け

た１５億ドルの融資の支払い財源として日量７万バレ

ルをロスネフチは受け取る。」と発言しており、１７年

５月からロシア向け輸出を増やしていた。 

 

関係者の情報によると、１５億ドルの融資が行われた後

で、返済手段について合意が遅れていたが、今後PDVSA

は追加で日量６．３万～１０．５万バレル程度をロシア

へ輸出しなければならない。 

 

ロシアへの輸出増加により他国への輸出量が減ってい

るようだが、米国、特に PDVSA 子会社 Citgo への輸出

が減っているようだ。 

 

「PDVSA 財務報告書の提出延期を要請」     

 

PDVSA が主要な債券保有者に対して、KPMG 監査済み

財務諸表の提出を８月１１日まで待ってもらうよう申

請していた。 

 

この要請は７月２１日に受託会社ユニオン・バンク社に

対して PDVSA が送っていた書簡に記載されており、ユ

ニオン・バンクも同書類を PDVSA２０２０の債券保有

者に対して配布したと、書類の存在を認めた。 

PDVSA は決算期日から、１８０日以内に財務諸表を公

開する義務を負っている。債券保有者が公表の延期を認

めない場合、テクニカル・デフォルトと認識される。 

 

「CEPAL 経済成長率前年比７．２％減」      

 

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（CEPAL、英称

ECLAC）は、ラテンアメリカ・カリブ海地域の２０１７

年の経済見通しを発表した。 

２０１７年のラテンアメリカ・カリブ海地域の経済成長

率は１．１％のプラス成長になると予想。 

 

一方で、ベネズエラの経済見通しは前年比マイナス７．

２％と予想している。なお、IMF は２０１７年のベネズ

エラの経済成長率をマイナス７．４％と予想している。 

 

社 会                      

「スペイン大使館に火炎瓶」             

 

８月３日 PM２時 在ベネズエラ・スペイン大使館に火

炎瓶が投げ込まれたと検察庁が発表した。 

検察庁によると、バイクに乗った２人組が複数の火炎瓶

を投げ、大使館入り口に落ちたとのこと。幸いボヤ騒ぎ

程度で済み、負傷者はいなかった。 

 

スペインはベネズエラ政府を非難する声明が多く、与党

支持者による報復行為と考えられる。なお、火炎瓶が投

げられたのは下の写真の大使館であり、日本大使館向か

いのビル「バンカラカス（スペイン領事館）」ではない。 

 

以上 


