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（出所）国営報道局 VTV ”州知事選結果を発表する選挙管理委員会役員ら” 

 

２０１７年１０月１３日（金曜） 

 

政 治                   

 「米州機構 並行最高裁を発足」 

「国連人権理事会 オルテガ元検事総長と会談 

～マドゥロ大統領を国際司法裁判所に提訴～」 

 「２７３の投票場を変更 ７１万人に影響」 

経 済                   

 「PDVSA の利払い遅延」 

 「経済担当副大統領 制憲議会に予算案を提出」 

社 会                   

「SENIAT 政治的理由で１００名超を解雇」 

２０１７年１０月１４日（土曜） 

 

政 治                   

「各国が州知事選を前に声明を発表」 

 「多くのメディアで選挙報道の許可下りず」 

 「元与党幹部 州知事選後の展開を予測」 

経 済                   

 「４．６トンの GOLD を中央銀行に売却」 

 「ロシアとベネズエラ 債務再編で大筋合意」 

 「ロシアから３．１万トンの小麦到着」 

社 会                   

「Odebrecht ベネズエラ社長 選挙支援を告白」 
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２０１７年１０月１３日（金曜）             

政 治                       

「米州機構 並行最高裁を発足」            

 

１０月１３日 米州機構のアルマグロ事務局長は、野党

多数の国会に任命された最高裁判所判事で構成される

最高裁判所を米州機構ワシントン本部に設置させた。 

 

アルマグロ事務局長は 

「新しい最高裁は、これまで公権力の乱用によりマドゥ

ロ政権が犯してきたベネズエラ人の権利を守る正しい

裁定をくだす重要な役割がある。 

 

過去の最高裁は制憲議会の門弟であり、国民の人権、民

主主義を損なう行動により正当性を失っている。」 

 

アルマグロ事務局長は、この新しい最高裁が具体的にど

のような対応を取るのかは明言していない。 

 

 

 

同最高裁の発足について、ベネズエラ側のマイケル・モ

レノ最高裁判長は以下の声明を発表した。 

 

「ベネズエラの司法権を奪おうとする国際組織の不法

な犯罪行為に対抗する方法を検討している。 

 

憲法１３８条に明記されている通り、公権力を奪った者

による決定は無効である。加えて、憲法１５２条にある

通り、自国主権の原則を守るために立ち向かう。 

 

刑法、国際協定、その他民法などベネズエラ最高裁の決

定は多くの国で正式なものと認められている。 

 

悪意をもった組織により不法に任命されたこれらの人

物は憲法に沿った方法で組織されたものではないこと

を理解している。よって、正当性のある役割は存在せず、

あるのは国家への裏切り行為である。 

 

公権力へのクーデター行為を強く非難すると同時に、

我々の主権を守ることを誓う。」 

 

 

（写真）アルマグロ事務局長ツイッター 

“ミゲル・マルティン最高裁判長（左）、アントニオ・マ

ルバル副最高裁判長（右）、中央がアルマグロ事務局長” 

 

 

 

２０１７年１０月１５日（日曜） 

 

政 治                   

 「CNE 州知事選の選挙結果を発表 

～与党１７州・野党５州～」 

 「マドゥロ大統領 与党の勝利宣言」 

 「野党連合 結果は認められない」 

 「暴動・衝突は起きていないが 

選挙当日はイレギュラーな事件が頻発」 
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「国連人権理事会 オルテガ元検事総長と会談      

   ～マドゥロ大統領を国際司法裁判所に提訴～」         

 

１０月１３日 オルテガ元検事総長は国連のザイド・イ

ブン・ラアド人権高等弁務官と面談した。 

 

オルテガ元検事総長は面談後、記者に対して 

「ザイド・イブン・ラアド人権高等弁務官にベネズエラ

の組織化された暴力と人権侵害を訴えた。 

ベネズエラの状況は鎮静化していない。ベネズエラ政府

の行動により、国民の奴隷化、抑圧が進んでいる。そし

て、１００万人のベネズエラ人が自国から出て行ってい

る。ベネズエラ人は通常の方法で国外に出るのではなく、

政府から犯罪者のように追われ逃げている。 

政府の進める真実委員会については、政府が行っている

人権侵害については調査を行わない。」と訴えた。 

また、米国政府にベネズエラ政府の不正の証拠を引き渡

したともコメントしている。 

 

翌１４日にはドイツ系報道者 DW（Deutsche Welle）の

インタビューに対して、マドゥロ大統領を国際司法裁判

所に提訴するために十分な証拠を持っていると発言し

た。一方で具体的な証拠の言及は控えた。 

 

 

（写真）オルテガ元検事総長 ツイッター 

 

「２７３の投票場を変更 ７１万人が影響」                 

 

１０月１３日 選挙管理委員会（CNE）で唯一野党派の

エミリオ・ロンドン役員は、選挙直前に閉鎖した２７３

の会場を発表した。 

 

主な州はメリダ州、ミランダ州、スリア州、カラボボ州、

ララ州で７１．５万人の有権者が新しい投票場に配置換

えされることになる（有権者総数の３．７％程度）。 

 

１０月１０日付で２０５の投票場を閉鎖していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.44」１０月１０日付の記事参照）。

それから更に６８会場を閉鎖したことになる。 

 

野党は今回の配置変更の対応策として、間違えて会場に

来てしまった人のために各会場にボランティアの移動

バスを運行させることにしている。 

 

経 済                       

「PDVSA の利払い遅延」                

 

ロイター通信は、１０月９日の週に PDVSA の社債利息

１．２億ドルを支払う予定だったが同利息が支払われて

いないとことを報じた。 

現在は約束日を過ぎても一定期間（３０日間）はデフォ

ルトと認識されないグレースピリオドに入っている。 

 

一部の証券会社では口座の動きを確認できるが関係者

のコメントでは、現時点でベネズエラ政府が支払いを行

ったと思われる資金の動きは見られないようだ。 

PDVSA 関係者は、お金はあるが、米国の制裁により支

払い手続きに障害が起きていると語っているようだ。 

 

なお、PDVSA の利息支払いには３０日間のグレースピ

リオドが設定されているが、元本の返済にはグレースピ

リオドは設定されていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5bce9e1bd1ca1f874d95f4916b652ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5bce9e1bd1ca1f874d95f4916b652ef.pdf
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PDVSA は１０月２７日、１１月２日に社債の元本返済

を控えており、支払いの履行可否に注目があつまってい

る。 

 

「経済担当副大統領 制憲議会に予算案を提出」              

 

１０月１３日 政府は制憲議会に２０１８年の国家予

算案を提出した。予算案はラモン・ロボ経済担当副大統

領とリカルド・メネンデス企画相からデルシー・ロドリ

ゲス制憲議長に渡された。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は 

「２０１８年国家予算の７０％以上は、社会開発プロジ

ェクトに割り当てられる。具体的なプロジェクト案は制

憲議会で討議される中で明らかにしていく。 

制憲議会は国民の生活を守るために誕生した組織だ。」 

 

メネンデス企画相は 

「２０１８年の国家予算は経済の安定も重点分野にし

ている。米国政府からの攻撃的な制裁によりベネズエラ

は政治経済的に苦しめられている。」と発言した。 

 

 

（出所）ベネズエラ国営報道局 

 

 

 

 

社 会                       

「SENIAT 政治的理由で１００名超を解雇」          

 

匿名の情報によると、７月１６日の国民投票（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.7」７月１６日付の記事参照）と７

月３０日の制憲議会選挙（「ベネズエラ・トゥデイ No.13」

７月３０日付の記事参照）に関連して国家税関徴税統合

庁（SENIAT）は１００名以上の職員を解雇している。 

 

現地紙エル・ナシオナルの取材によると、１５年間働き

続けてきた職員は、解雇を通告される際に、管理職は特

段の法的制限なく解雇できると言われた、と答えた。 

 

他の解雇された職員は、解雇理由は政治的なものだとコ

メントした。 

「２０１６年にマドゥロ大統領の罷免申請に署名した

SENIAT 職員３００名が解雇された。彼らは特段の理由

の説明もなく不当に解雇された。SENIAT は今年８月か

ら同様のリスト作成を行っている。」 

と答えた。 

 

２０１７年１０月１４日（土曜）             

政 治                       

「各国が州知事選を前に声明を発表」        

 

１０月１５日の州知事選を前に多くの米州諸国代表が

ベネズエラへ声明を発表している。 

 

米国ではヘザー報道官が CNE の決定に懸念を示すとコ

メントした（「ベネズエラ・トゥデイ No.45」１０月１

２日付の記事参照）。 

また、同日にトランプ大統領がキューバと並んでベネズ

エラの社会主義政権を非難し、民主主義が回復するまで

制裁は解除しないと発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8daecad4a1a5baf322c2830c4756609c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed600949ed694985d45e0d2cf160d891.pdf
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在ベネズエラ・カナダ大使館はツイッターで、CNE の

選挙会場を変更するとの決定について懸念を表明した。 

 

パラグアイのエラディオ・ロイサガ外相は「我々はマド

ゥロ政権と CNE に対して選挙法を順守するよう求めた。

また、ベネズエラ政府は結果を尊重すること。選挙の透

明性を確保することを期待する。」とコメントした。 

 

他、ペルーのクチンスキ―大統領は「政府は選挙の透明

性と中立性を確保し、法を順守しなければならない。投

票は制憲議会を認めることではない。」とコメントした。 

 

「多くのメディアで選挙報道の許可おりず」        

 

通常であれば選挙当日は報道陣の取材を保証するため

CNE からマスコミに対して報道許可証が発効される。 

しかし、今回の選挙では多くのマスコミから報道許可が

下りなかったとの声が上がっている。 

 

タチラ州の新聞記者は、初めて報道許可が下りない状況

で選挙の取材を行う。と答えた。カラボボ州地方紙の記

者も同様に報道許可が下りていない。 

選挙を専門に扱うエウロヒオ・マルティネス記者も

CNE から取材許可が下りなかった。特に報道が規制さ

れたのはツイッターを通じた報道関係者のようだ。 

 

 

（写真）エウロヒオ・マルティネス記者ツイッター 

 

「元与党幹部 州知事選後の展開を予測」        

 

エルベルト・ガルシア・プラサ元食糧相（軍人大将で陸

海運相などを歴任）は、州知事選後の政府の戦略につい

てコメントした。 

 

「マドゥロ大統領は、残り２年間で野党を徹底的に崩壊

させようとしている。州知事選は終わりの始まりだ。 

 

州知事選で与党が大勝をした場合、短期的に革命を急速

に進める。また各州に警察網を強化する。新しい取り締

まりでは逮捕、収監、亡命から殺人まで起こり得る。 

 

彼らの目的は明確だ。今の政府は政治体制を急進化する

のに２年しか残されていないことを知っている。 

 

政府は制憲議会を通じて急進化する。また政治的衝突は

軍部によって抑えるつもりだ。」 

 

ガルシア・プラサ氏は既に米国に逃亡しているが、引き

続き軍関係者からの情報網を持っているようだ。 

 

経 済                       

「４．６トンの GOLD を中央銀行に売却」            

 

１０月１３日 ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー

相は７２の金塊（重量で６４０．６９キロ相当）がボリ

バル州からカラカスのカルロタ空港（軍人空港）に届け

られたと発表した。 

 

今回の金塊は２，２００万ユーロの価値がある。２０１

７年通年で引き渡した金の価値は合計で１．７億ユーロ

に及ぶ。これまでに中央銀行に引き渡した重量は４，６

４８キロ。 
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また、２０１７年に最も金の引き渡し量が多かったのは

７月２８日で当時は７６９キロ。今回の６４０．７キロ

は２番目に多い引き渡し量になる。 

 

２００９年から金の引き渡し量が４トンを超えること

は無かった。１０月時点で既に４トンを超えており、産

出のスピードも上がっていると強調した。 

 

 
 

「ロシアとベネズエラ 債務再編で大筋合意」        

 

ベネズエラはロシアに対して債務の再編を求めている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.31」９月１１日付の記事

参照）。 

また、マドゥロ大統領のロシア訪問の際に、具体的な債

務再編案の交渉を行ったとされる（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.42」１０月４日付の記事参照）。 

 

本件についてロシアのアントン・シルアノフ財務相は

「ロシアはベネズエラと債務再編の大筋合意に至った。

我々はベネズエラ政府と２０１７年内に新しい債務再

編案の合意を希望している。」 

と発表した。 

 

また、この合意は債務の再編であり、債務の減免ではな

い。と補足した。 

 

 

 

「ロシアから３．１万トンの小麦到着」           

 

ラグアイラ港に３万１，１４０トンのロシア産小麦が到

着した。 

 

アルベルト・メディナ食糧相は、 

「この小麦はパンの製造のため農産業業者に卸される。 

ロシアからの小麦の到着はこれで３回目になる。これま

でに合計で９．４万トンを受け入れた。ロシアとは６０

万トンの小麦を受け入れる協定を結んでいる。 

 

CLAP を通じてベネズエラ国民にロシア産小麦が届く。

また、近隣のパン屋でもこれまで以上にパンが出回るだ

ろう。」と発言した。 

 

社 会                       

「Odebrecht ベネズエラ社長 選挙支援を告白」     

 

１０月１４日 オルテガ元検事総長は Odebrecht ベネ

ズエラのエウセナンド・アセベド社長が政治キャンペー

ンを支援するために４名の政治家に資金を拠出してい

たことを告白する音声ビデオを流した。 

 

証言された人物は、 

ディオスダード・カベジョ氏（２００８年ミランダ州、

与党）、エリアス・ハウア氏（２０１２年ミランダ州、

与党）、パブロ・ペレス（２００８年スリア州、野党）、

ジャン・カルロ・マルティノ（２００８年スリア州、与

党）。これらの政治家に拠出した資金は３００万ドルに

及ぶ。資金援助の目的はインフラ事業で便宜供与を測る

ためとコメントしている。 

 

なお、Odebrecht の選挙キャンペーン資金の拠出ではマ

ドゥロ大統領とカプリレス知事も報じられている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.23」８月２１日付の記事参照）。 

 

表：金の中央銀行引き渡し量推移（2017年）

（単位：キロ）

4月18日 5月4日 5月18日 6月2日 6月30日

238 313 453 407 250

7月5日 7月28日 8月31日 9月28日 10月13日

577.5 769 524.42 476 640.69

（出所）報道資料より作成

2017年

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e25164a4130827b215b673ee0bb74ee9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaTodayNo.2320170823.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaTodayNo.2320170823.pdf
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２０１７年１０月１５日（日曜）             

政 治                       

「CNE 州知事選の選挙結果を発表             

          与党１７州・野党５州～」     

 

１０月１５日 全国州知事選挙が行われた。 

CNE は同日２２時頃に９５．８％時点で当選が確実に

なった２２州の結果を公表した。 

 

投票率は６１．１４％（約１，１００万人投票）。 

前回（２０１２年）の５３．９４％よりも７ポイント以

上投票率は高かった。州知事選としては決して低くない

投票率である。 

 

結果、２２州中１７州は与党、ベネズエラ社会主義統一

党の候補が勝利し、５州は野党が勝利した（右表参照）。 

この結果は大方の予想と大きく異なる結果だった。 

 

この結果を説明するにあたり、考えられる可能性は 

 

1. CNE が票操作を行った 

2. 野党の票が拡散し、結果的に与党候補者が勝利した 

3. 投票場の変更など CNE の対策が野党支持者の参加

率を減らした 

4. 単純に大方の予想が間違いで、本当は与党支持者の

方が多かった。 

 

恐らく、上記のいずれかしか説明する方法はないだろう。 

 

なお、今回の発表で注目に値するのは、CNE 役員で唯

一野党派の役員であるエミリオ・ロンドン氏が発表時に

出席していたことだ（１ページ目の一番右側に座ってい

る男性）。 

これまで野党派の役員は結果に異論がある場合、壇上に

出席しないのが恒例となっていた。 

 

 

 

 

州知事選の詳細分析は次回の「ベネズエラ・ウィークリ

ー・レポート」で報告したい。 

 

「マドゥロ大統領 与党の勝利宣言」         

 

与党の選挙対策委員のホルヘ・ロドリゲス・リベルタド

ール市長は投票結果が公表される前に、当日の状況を振

り返り 

 

「ベネズエラ国民は自らの意見を投票により示した。

ベネズエラ国民は自分の問題を解決することが出来

る。今日は歴史に残る日だ。」とコメントした。 

表：　１０月１５日　全国州知事選結果

州
与党候補

得票率

野党候補

得票率

1 アマゾナス州 ５９．８５％ ３２％

2 アラグア州 ５６．９６％ ３９．４９％

3 アプレ州 ５１．８７％ ３１．７％

4 デルタアマクロ州 ５８．７８％ ３９．５％

5 ファルコン州 ５１．８６％ ４４．４％

6 グアリコ州 ６１．６８％ ３７．３８％

7 メリダ州 ４６．３％ ５１．０５％

8 ヌエバエスパルタ州 ４７．４６％ ５１．８１％

9 スクレ州 ５９．８９％ ３８．７７％

10 タチラ州 ３５．３８％ ６３．３９％

11 トゥルヒージョ州 ５９．９％ ３７．８３％

12 アンソアテギ州 ４７．０％ ５１．７６％

13 コヘーデス州 ５５．５４％ ４２．８５％

14 ミランダ州 ５２．５４％ ４５．９２％

15 ポルトゥゲサ州 ６４．２４％ ３３．２２％

16 バルガス州 ５２．３５％ ４６．２２％

17 ヤラクイ州 ６１．８８％ ３５．８１％

18 スリア州 ４７．１３％ ５１．０６％

19 カラボボ州 ５２．５％ ４５．８７％

20 バリナス州 ５３．０３％ ４４．２２％

21 ボリバル州

22 モナガス州 ５３．９４％ ４３．９７％

23 ララ州 ５７．６５％ ４０．９３％

（出所）選挙管理委員会（CNE）一次速報

（注）ボリバル州は未定



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１０月１３日～１０月１５日報道          No.０４６   ２０１７年１０月１６日（月曜） 

8 / 9 

 

また、CNEから州知事選の結果が発表された後、マド

ゥロ大統領はすぐに勝利演説を行った。 

 

「今日、チャビスタが勝利した。ベネズエラの全土の

７５％で与党が勝利した。全国の５４％の国民は与党

に投票している。野党とは９ポイントの差がある。こ

の結果はチャベス大統領が、ベネズエラに未だに残っ

ていることを意味する。 

 

また汚職が行われていないことを確かめるために制憲

議会と選挙管理委員会（CNE）に１００％の票確認作

業を行うよう求める。 

 

我々は野党が勝利した５州の結果も認める。５州にも

手を差し伸べる。私は引き続き彼らに呼びかけを続け

る。なぜなら平和と経済回復、社会安定のためにはこ

れが唯一の方法だと考えているからだ。」とコメント

した。 

 

なお、２０１３年４月のマドゥロ大統領が勝利した大統

領選でも、マドゥロ大統領は１００％の票確認を求める

と宣言していた。しかし、票の確認作業が行われること

は無かった。 

 

票の確認作業が行われると国民が思えば、感情的な暴動

を抑えることが出来る。そのまま時間が経過し、いつの

間にか国民に忘れ去られる（あるいは別のテーマに注目

を集める）ことを狙っているのかもしれない。 

 

今回の投票場は全国１万３，５５９会場。３万２７４個

の投票台が設置された。 

 

「野党連合 結果は認められない」             

 

野党のヘラルド・ブライ選挙対策団代表は CNE の発表

を受けて、 

 

「我々は今回の選挙結果が疑わしいものだと感じてい

る。本日の投票結果は公表されるはずの結果と全く異な

るものだった。 

 

現在、我々の監視団が開票確認作業を行っている。彼ら

の作業が終了するまでは対応を待つ。しかし、作業員が

本日の発表と違う認識をしているのであれば、CNE を

訴える。 

 

我々は危機的な状況に置かれている。信頼できる投票シ

ステムが存在していない。本日 CNE が発表した結果を

認めない。 

 

彼らも自身が多数派でないことを知っている。国民も世

界も同様に与党が勝利していないことを知っている。 

 

今回の選挙は１年近く遅れて実施され、数多くのイレギ

ュラーが起きた。１，８００万人の有権者のうち、少な

くとも７０万人が事前のアナウンスも無く投票場を変

更させられた。また、ニカラグアから不正を働くことで

有名な選挙団が来た。 

 

CNE は暴力行為が行われた地域で投票場を変更したと

説明したが、近隣の有権者は野党派の投票率を下げるた

めの策略だと感じている。ひどいケースではアラグア州

の有権者の投票会場がアマゾナス州に移動していた。」 

 

他、勝利が確実視されていたカラボボ州の野党候補アレ

ハンドロ・フェオ氏は 

 

「我々の持っている数字と CNE が発表した数字は異な

る。我々の数字では 15～20％の差で我々が勝利してい

る。我々が持っている数字を公表する。」 

と選挙結果を認めないとのコメントを公表した。 

 

今回の選挙結果を巡り与野党の対立が続くことは避け

られない。 
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「暴動・衝突は起きていないが             

     選挙当日はイレギュラーな事件が頻発」         

 

今回の選挙は国軍、警察、犯罪科学捜査班など治安部隊

が全国に２．６万人配置された。また、検察庁職員は全

国に９００名配置された。 

検察庁は選挙に関連して４２名が逮捕され、その大部分

は解放されたと発表している。最も多かった逮捕理由は

報道規制とのこと。 

 

治安部隊が多かったせいか、多数の死者が出るような暴

動は確認されなかったが、通常の選挙よりもだいぶイレ

ギュラーが多い選挙となった。 

いくつか確認できたイレギュラーな事象を紹介する。 

 

＜選挙システムの問題＞ 

1. 本来は朝６時から投票が開始される予定だが、多く

の会場で投票開始が１時間以上遅れた。 

2. 自分の身分証明書番号を入力しても、投票会場が表

示されない。 

3. 投票しようとしたら既に投票済みになっていた。 

4. 停電で投票機が稼働しない 

 

＜暴力行為＞ 

5. バレンシア市の投票場付近で拳銃が発砲される。 

6. 武装集団が報道関係者を攻撃。 

7. 野党系のコメディアンが投票中に攻撃される 

8. クマナで選挙管理員を務めていた人が攻撃される 

9. クマナ地区で１００名規模の武装したバイクに乗

ったグループが投票場周辺を巡回する。 

10. ミランダ州グアレナス市で投票のために行列に並

んでいた人の金品を強盗グループが強奪する。 

11. ミランダ州チャカオ市でも投票のために行列に並

んでいた人の金品を強盗グループが強奪する。 

12. スリア州マラカイボ市でも行列に並んでいた人の

金品を強盗グループが強奪する。 

 

＜それ以外の事件＞ 

13. ミランダ州ペタレの投票場の前に与党の知事候補

ヘクトル・ロドリゲス氏の集会場を設置される（選

挙法で集会場の近隣に応援会場を設置することは

禁止されている）。 

14. ミランダ州の投票会場で野党候補カルロス・オカリ

ス氏のネガティブキャンペーン（貧困層に差別的な

発言をしたというビラを撒く）を行う。 

15. ミランダ州の選挙会場で半ズボンを履いていたこ

とを理由に投票を拒否される。 

16. 選挙時間を過ぎても軍部が投票場を閉めようとし

ない。 

 

他にも多くのクレームの声が上がっている。 

 

 

（写真）第一正義党写真ギャラリー 

 

以上 

 

 


