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（写真）PDVSA ツイッター “全国市長選、スリア州知事選の結果を受けて勝利宣言するマドゥロ大統領” 

 

２０１７年１２月８日（金曜） 

政 治                    

「AP 党首 ポラール社長に大統領選出馬呼びかけ」 

「アレアサ外相 ３０億ドルの資金凍結を非難」 

 「ベネズエラを議員の人権が尊重されていない国」 

 「大統領 １７年は５４万戸の住宅を提供」 

経 済                    

 「Euroclear 国債利息は届いていない」 

 「大統領 デジタル通貨管理当局新設を発表」 

 「S＆P 国債２３年、２８年デフォルトに格下げ」 

社 会                    

「大量の１０万ボリバル札持ち出しで逮捕」 

２０１７年１２月９日（土曜） 

政 治                   

 「CNE 役員 代表の病気療養を認める」 

 「米国 ベネズエラに外交官を派遣」 

 「元検事総長 PDVSA 汚職について言及」 

 「米国政府 ベネズエラ分析のために９０万ドル」 

経 済                   

 「ケベド総裁 国内外の合弁相手らと会合」 

 「制憲議会 ガソリン価格値上げ検討」 

 「原油価格は１バレル５５．８ドル」 

社 会                   

「国家対麻薬局 年間４０トンの麻薬を押収」 
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２０１７年１２月８日（金曜）             

政 治                       

「AP 党首 ポラール社長に大統領選出馬呼びかけ」       

 

発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首はポラー

ル社のロレンソ・メンドーサ社長に対して大統領選の出

馬を歓迎するとのツイッターを投稿した。 

 

 

 

 

 

「友人であるロレンソ・メンドーサ氏（次ページ写真の

男性）がしてきた努力を多くの人々が認めてくれている

ことを私はポジティブにとらえている。彼はより良いベ

ネズエラを作るという固い信念を持つ有能な企業家だ。」 

「私はロレンソ・メンドーサ氏が１８年に実施される厳

しい政治の戦に参加することを歓迎する。国民は悪夢の

ような政府を投票により克服する。」 

「ロレンソ・メンドーサ氏は自己中心的な考えや政治的

ないざこざを越えて、より良い社会を実現したいという

考えで我々と一致している。」 

 

 

野党系の情報サイト「DolarToday」では野党の大統領候

補としてメンドーサ氏の人気が最も高い。 

 

 

２０１７年１２月１０日（日曜） 

 

政 治                   

 「CNE 全国市長選 結果発表」 

 「CNE スリア州知事選 結果発表」 

 「マドゥロ大統領３００市以上の勝利を発表」 

 「投票の参加率が低いとの報道が拡散」 

 「電力相 投票箱に用紙を投入せず」 
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また、与党系のアンケート調査会社インテルラセスでも

メンドーサ社長が大統領候補として一番に名前が挙が

っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.56」１１月７日

付の記事参照）。 

 

同氏自身は政治的な活動をすることで自社を接収され

る恐れもありメディアにさえほとんど出てこないが彼

のカリスマ性は高く、多くの国民に出馬を望まれている。 

 

なお、今回ファルコン氏が前述のツイッターを投稿した

意図は明らかにされていない。 

 

「アレアサ外相 ３０億ドルの資金凍結を非難」         

 

アレアサ外相は１２月１０日に行われる全国市長選を

見守る外国監視団らを前に米国の金融ブロックを非難

した。 

 

「ベネズエラ政府は８月に米国が科した金融制裁を受

けて３０億ドルの金融資産の移動を禁止されている。カ

ナダ、欧州も同様に民主主義的な我々に制裁を科してい

る。」 

 

現在のところ、欧州連合はベネズエラ政府が反政府デモ

を鎮圧するために使用する武器・原材料の輸出を禁止し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.59」１１月１５日

付の記事参照）。 

カナダ政府は多数のベネズエラ政府高官に個人制裁を

科している（「ベネズエラ・トゥデイ No.55」１１月３

日付の記事参照） 

 

また、ベネズエラのインフレは米国の介入政策により不

当に操作された結果であると米国政府を繰り返し非難

した。 

 

 

 

「国連人権機関 議員への暴力を非難」                 

 

国連の自由権規約人権委員会（UIP）は、２０１７年中

に全世界で議員が起こした人権侵害の訴えは合計で５

０７件（４１カ国）だったと発表した。 

そのうちラテンアメリカ地域の議員が人権侵害の訴え

を起こした件数は１９９件と発表した。昨年は１５５件

だったので４４件増加したことになる。 

 

１９９件のうち、１４４件（７２％）はラテンアメリカ

地域の野党議員による訴え。残りの５５件（２８％）は

多数派に属する議員による訴え。 

 

訴えの内容は正当な裁判の不在、正当な理由のない解任、

拷問、劣悪な待遇など。UIP はカンボジア、モルジブ、

トルコ、ベネズエラで議員に対する人権状況が悪化した

と言及した。 

 

一方で、国連人権理事会は１１月下旬にアルフレッド・

デザイヤス氏を現地調査員としてベネズエラに派遣し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.67」１２月１日付の記

事参照）。 

 

１２月８日 デザイヤス氏はエクアドルの首都キトに

て、ベネズエラには暴力とモノ不足が存在する。一部の

地域では深刻な食糧不足もあるが、人道危機という状況

には達していない。との見解を示した。 

 

「大統領 １７年は５４万戸の住宅を提供」             

 

１２月８日 マドゥロ大統領は無償で住居を提供する

社会開発事業「グラン・ミシオン・ビビエンダ・ベネズ

エラ（ベネズエラ大住居プロジェクト）」の住宅供与式

に参加した。同プロジェクトは２０１１年から本格的に

開始された。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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マドゥロ大統領は、欧米からの制裁にも関わらずベネズ

エラ政府が貧困層のために住居を無償で提供するプロ

グラムを継続していることを強調した。 

 

また、マドゥロ大統領は 

 

「これまでの２０１１年に１４万６，７１８戸、１２年

に２０万８０戸、１３年に２０万３７０戸、１４年に１

２万６，５２５戸。 

その後、原油価格の下落にもかかわらずケベド住宅相の

尽力により住宅提供件数は再び増加し、１５年に３２万

６，３２３戸、１６年に３５万９，８７４戸。そして１

７年は５４万３６９戸を供与する予定だ。 

合計で１９０万２５９戸の住居を無償で提供するだろ

う。」と述べた。 

 

現在 PDVSA 総裁を務めているマヌエル・ケベド氏は２

０１５年８月から住宅相に就任していた。この数字の正

確性は定かではないが、落ち込んでいた住宅提供数を増

やした実績が今回の PDVSA 総裁抜擢と関係している

のかもしれない。 

 

経 済                       

「Euroclear 国債利息は届いていない」          

 

ブルームバーグの情報によると欧州の決済機関

Euroclear は、国債１９、２４、２５、２６年債の利息、

合計４．４億ドルを受け取っていないようだ。これらの

４債券は既にグレースピリオド（猶予期間）を過ぎてい

る。 

 

他方でベネズエラ政府は１１月１５日に国債１９年、２

４年の利息の支払い手続きを開始したとツイッターで

投稿している。 

 

 

 

先に述べた４国債に加えて、国債２３年、２８年の利息

支払い期限も１２月７日に切れた。したがって、現在グ

レースピリオドを過ぎている国債の利息は約６．２億ド

ルに達する。また、PDVSA 社債の利息も一部グレース

ピリオドを過ぎている。PDVSA 社債も含めると７．９

億ドルに達する。 

 

「大統領 デジタル通貨管理当局新設を発表」        

 

マドゥロ大統領は米国の金融制裁に対抗するためにデ

ジタル通貨「ペトロ」の運用を開始すると述べた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.67」１２月３日付の記事参照）。 

 

１２月８日 マドゥロ大統領はデジタル通貨の管理当

局を新設すると発表した。同組織の代表はカルロス・バ

ルガス氏が務める。 

 

カルロス・バルガス氏は現在制憲議会議員。元々は野党

（新時代党）所属議員だったが、離党し与党に鞍替えし

た政治家。 

 

マドゥロ大統領によると、ブラックチェーン（デジタル

通貨の取引記録を保管・管理するシステム）のワーキン

ググループが先週日曜から大学教育科学技術省で発足

したようだ。 

 

「S＆P 国債２３年、２８年デフォルトに格下げ」         

 

１２月８日 国際大手格付会社スタンダードアンドプ

アーズは１２月７日に支払い猶予期間が切れた国債２

３年、２８年債（計１．８億ドル）について、「デフォル

ト（D）」に格下げした。 

 

S＆P は他にも国債１９年、２４年債を１１月１３日に、

２５年、２６年債を１１月２１日にデフォルト認定して

いる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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社 会                       

「大量の１０万ボリバル札持ち出しで逮捕」          

 

スリア州マラカイボ市で男性が９７０万ボリバル（１０

万ボリバル札９７枚）の現金を持ち運んだ罪で逮捕され

た。 

 

現金不足が深刻なベネズエラでは単位の大きい紙幣に

ついてはマージンを上乗せして販売することも一般に

なりつつある。 

 

国軍はこれまでに５８人を大量の現金を持ち運んだ罪

で逮捕、５３店舗を査察し、２億７，８１２万ボリバル

を差し押さえたと説明した。 

 

２０１７年１２月９日（土曜）             

政 治                       

「CNE 役員 代表の病気療養を認める」        

 

野党派に属する選挙管理委員会（CNE）のエミリオ・ロ

ンドン役員はティビサイ・ルセナ CNE 代表が病気療養

中であることを明らかにした。 

 

１２月７日にはカベジョ議員が、ティビサイ CNE 代表

は病気であることを明らかにしていたが CNE が正式に

認めたことになる（「ベネズエラ・トゥデイ No.69」１

２月７日付の記事参照）。 

 

以前からティビサイ氏が癌を患っているという噂は存

在していたが、病名は明らかにされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）CNE “ティビサイ・ルセナ CNE 代表” 

 

「米国 ベネズエラに外交官を派遣」           

 

AP 通信によると、米国政府はベネズエラ政府と交渉を

行うためトッド・ロビンソン氏を派遣すると発表した。 

米国共和党議員で下院外交委員長を務めるイリアナ・ロ

ス・レイティネン議員も同情報について真実であると認

めている。 

 

トッド・ロビンソン氏は外交官としてコロンビア、エル

サルバドル、ドミニカ共和国に駐在。また、１７年９月

まで３年間、グアテマラ大使を務めた。 

 

トッド・ロビンソン氏はグアテマラ在任中に麻薬の撲滅

を訴え、同国大統領や議員らを非難していた。 

 

過去には「４人の愚

か者が議会にいる。

私はこれまで厳格

に議員と働いてき

たが、何人か権力と

法律を守らない者

がいる。」 

と発言し、追放の申

請を受けていた。 

（写真）Wikipedia “トッド・ロビンソン氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
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「元検事総長 PDVSA 汚職について言及」              

 

ルイサ・オルテガ元検事総長は野党系情報サイト La 

Patilla のインタビューに答えた。 

 

オルテガ検事総長は「ラミレス元国連大使とアスドゥル

バル・チャベス元石油相がなぜ逮捕されないのか？」と

の質問に対して 

 

「マドゥロ大統領が求めている汚職撲滅は、実際のとこ

ろ汚職撲滅を目的としていない。今回の一件は政権内部

のマフィアによる縄張り争いだ。現在の支配グループで

ある軍人が背後で操っている。 

 

マドゥロ大統領は政権を維持するために軍部の好待遇

を約束している。軍部は国民のために働いているのでは

なく、自分自身の利益のために働いている。 

 

本来であれば PDVSA の汚職調査ではデルシー・ロドリ

ゲス氏（制憲議長）の名前が出てくる。彼女は PDVSA

の国際部門担当役員として取引に関わっている。 

 

アンドラ銀行に関わる汚職取引は、チャベス大統領の元

秘書を務めていたカルロス・アギレラ氏やアレハンド

ロ・アンドラーデ歳入庁、他にディオスダード・カベジ

ョ氏が関わるパナマとドミニカ共和国の会社が関係し

ている。ディオスダード氏がオマール・ファリアス氏の

名義で資産を隠していることを我々は知っている 

 

他にもマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏も逮捕

されなければいけない。彼女の親族のマルピカ・フロー

レス氏もパナマに２０以上の企業を持っており石油セ

クターに関する汚職に関わっている。」 

とコメントした。 

 

 

 

「米国政府 ベネズエラ分析のために９０万ドル」              

 

米国フロリダの報道会社「ヌエボ・ヘラルド」は、米国

政府が今年９月に調査会社（Atlantic Council）に９０万

ドルの調査費を支払ったと報道した。 

目的は「如何にベネズエラに平和的な政権移行を果たさ

せるか」の調査委託費。 

 

米国議会関係者の中には否定的な意見もあるようだ。 

同プログラムについて知る関係者は 

「今回のような資金の使い方は納税者のお金の無駄遣

いだ。これまでも米国として繰り返し支援をしてきたが、

最終的にマドゥロ政権に時間を稼がれた。」とコメント

した。 

 

調査期間は１年間。具体的な調査内容は、 

① 如何にして国際的にベネズエラの人道危機に関心

を向けさせるか。 

② 如何に新リーダーを印象付けるか。また、野党をど

のようにプロモーションするか。 

③ 野党政党と米国が協力するためにどのような方法

があるか。などが含まれている。 

 

米国はベネズエラ政府高官を制裁し、１７年８月には金

融制裁を科した。 

 

マドゥロ政権は米国による金融制裁が国内問題悪化の

元凶であるとして米国政府と野党を攻撃している。 

 

Altantic Counsil の Jason Marczak 氏は拠出を受けたこ

とを認めたが、与野党対話のプロセスには関わっていな

いと説明した。一方で、現在はベネズエラの関係者と共

同で仕事を行っている。特に野党の分裂を問題視してい

るとコメントした。 
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経 済                       

「ケベド総裁 国内外の合弁相手らと会合」            

 

１２月９日  マヌエル・ケベド新 PDVSA 総裁は

PDVSAが合弁会社を組織している外国企業らと会合を

開いた。 

 

ベネズエラ国営報道局によると、同会合に参加したのは

外国企業７社と国内企業１社の計 8 社。PDVSA からは

イェスメル・セラーノ副総裁も出席した。 

 

参加した外国企業は 

① CNPC の Gao Xi Feng 氏 

② Rosneft の Alexei Michakov 氏 

③ Total の Sergio Martin Mengoni 氏 

④ Chevron の Pedro Eitz 氏 

⑤ Repsol の Jose Maria Moreno 氏 

⑥ Statoil の Arve Aasebo Tjaland 氏 

⑦ Eni の Carmine Di Lorenzo 氏、 

 

内資企業は Suelopetrol の Alejandro Vicentini 氏と

Carlos Dominguez 氏だった。 

 

ケベド総裁の一大テーマは産油量の増加であり、そのた

めの方策について協議されたとみられる。 

 

加えて、汚職撲滅に関連して、これまでの PDVSA ボー

ドメンバーが締結してきた契約を見直すと言及してお

り、そのための協力を要請したとみられる（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.68」１２月４日付の記事参照）。 

 

また、ケベド総裁とセラーノ副総裁、シモン・セルパ

PDVSA 財務担当役員（経済財務相兼務）、メネンデス企

画相は、この会合とは別で中国の Shinopec 関係者とも

協議している。 

 

 

 

（写真）PDVSA ツイッター “合弁会社との会合” 

 

「制憲議会 ガソリン価格値上げ検討」         

 

制憲議会議員のダビッド・パラビシーニ氏はガソリン価

格の改定を議論していることを明らかにした。また、価

格だけではなくガソリンの供給方法についても議論さ

れている。 

 

パラビシーニ制憲議員は 

「重質油、軽質油合わせて４，０００近くの鉱井の稼働

が停止している。また、パラグアナ製油所の精製能力も

落ちている。 

 

産油量と製油所稼働率の減少を受けて国内にガソリン

の供給不足が起きている。新しい燃料供給のプラットフ

ォームの構築が必要だ。」と説明した。 

 

ベネズエラのガソリン価格は世界一安いと言われてい

る。１７年１２月時点のハイオク（オクタン価９５）

のガソリン価格は１リットル当たり６ボリバル。レギ

ュラー（オクタン価９１）のガソリン価格は１リット

ル当たり１ボリバル。１６年２月に価格が改定されて

以来、ガソリン価格は見直されていない。 

 

現在の並行レートは１ドル９５，０００ボリバルなの

で、同レートを基準に考えると１ドル支払えば９．５

万リットルのガソリンが入れられる計算になる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
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ガソリン価格が安すぎるためPDVSAの国内収入が減少

しており、国内事業が操業できない。その結果、

PDVSAは中央銀行からボリバル通貨の貸し付けを受け

ている。 

経済専門家はこの巨額の貸付がボリバル通貨を無尽蔵

に発行させ、国内のインフレを加速させている原因の一

つと指摘している。 

 

「原油価格は１バレル５５．８ドル」        

 

１２月４日～１２月８日のベネズエラ産原油の平均価

格は３６９．５５人民元／バレル。ドル建てでは５５．

８ドル／バレルで前週の５６．４ドルから０．６ドル下

がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４６．０ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．２ドルよりも１０．８ドル高い。

また、２０１５年の平均４４．７ドルよりも１．３ドル

高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「国家対麻薬局 年間４０トンの麻薬を押収」          

 

国家対麻薬局のホセ・ラモン・カスティージョ局長は、

２０１７年中に約５，０００の麻薬取締オペレーション

を全国で実施し、様々な種類の麻薬４０トンの押収に成

功したと説明した。 

 

「最も麻薬所持の逮捕件数が多かったのはスリア州と

タチラ州。世界一の麻薬国であるコロンビアの国境から

麻薬が流れてきていることは疑いようがない。ベネズエ

ラへの入国者も麻薬を所持してくる。 

ベネズエラは麻薬の押収件数が世界でトップ１０に入

る国だ。」と同局の成果を説明した。 

 

今週もカラカスのアンティマノにて、麻薬所持の容疑で

国家警察の男１人と他５人の男を逮捕した。 

 

２０１７年１２月１０日（日曜）             

政 治                        

「CNE 全国市長選 結果発表」             

 

１２月１０日 ベネズエラで全国市長選挙が行われた。

選挙結果は同日２２時頃に公表された。今回の選挙には

野党の主要政党が不在で野党の大敗が予想されていた

が予想以上の野党の敗北だったと言える。 

 

今回の投票率は４７．３２％で１３年１２月に行われた

市長選５８．３６％より１０ポイント以上低い。 

 

第一速報では４３市の市長選結果を発表した。結果は４

２市で与党（ベネズエラ社会主義統一党・PSUV）候補

者が当選し、野党側で当選したのは１市のみ（Copei）

だった。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１２月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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その後、CNE のウェブサイトで結果が公表された。 

主要な結果は以下の通り。 

 

 

・リベルタドール市（カラカス） 

エリカ・ファリアス氏（PSUV） 

・スクレ市（ミランダ州） 

 ホセ・ビセンテ・ランヘル Jr（PSUV） 

・チャカオ市（ミランダ州） 

 グスターボ・ドゥケ氏（UNT、AP ら推薦） 

・エルアティージョ市（ミランダ州） 

 エリアス・サジェ氏（IPP、PAP） 

・バルータ市（ミランダ州） 

 ダーウィン・ゴンサレス氏（PAP） 

・バレンシア市（カラボボ州） 

 ヘスス・マルベス氏（PSUV） 

・ソティージョ市（アンソアテギ州） 

 エルミニア・ガルシア氏（PSUV） 

・マラカイボ市（スリア州） 

 ウィリー・カサノバ氏（PSUV） 

 

 

全く予想外だったのは PAP（Por Amor a los Pueblos、

国民への愛のために）というミランダ州の地方政党が想

像以上に多く票を取ったことだ。 

 

この政党は、これまでの報道ではほとんどマークされて

いなかった政党で検索をかけてもほとんど出てこない。

新興勢力ということになるだろう。同政党については今

後の報道で情報が出てくると想像する。 

PAP についても言えることだが、今回の選挙結果も票

の内訳に違和感を覚える。今回も不正に票操作されてい

る可能性が高い。 

今回の選挙結果詳細は次回の「ウィークリー・レポート」

で紹介したい。 

 

 

「CNE スリア州知事選 結果発表」            

 

全国市長選の結果と同じくスリア州知事選の結果も公

表された。 

 

結果はベネズエラ社会主義統一党（PSUV）のオマール・

ピエトリ氏が５７．３５％で当選。新時代党（UNT）の

マニュエル・ロサレス氏は４１．８８％で敗北が確定し

た。 

 

１０月１５日の全国市長選では第一正義党（PJ）のファ

ン・パブロ・グアニパ氏が勝利したが、同氏は制憲議会

への宣誓を拒否したことでスリア州知事選は再選挙に

なった。 

 

これでベネズエラの州知事は２３州中１９州が与党

PSUV 所属、４州が野党の行動民主党（AD）所属にな

った。 

 

 
 

なお、これまでは通常ティビサイ・ルセナ CNE 代表が

選挙結果を発表していたが、今回は病気療養中のためサ

ンドラ・オブリータ CNE 役員が代わりを務めた。 

 

「マドゥロ大統領３００市以上の勝利を発表」        

 

１２月１０日 全国市長選、スリア州知事選の大勝利を

受けてマドゥロ大統領がカラカスのボリバル広場で勝

利演説を行った。 
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「本日、国民が希望を手にした。本日、祖国の希望が更

新された。本日、革命の希望が勝利した。３３５市のう

ち３００以上の市で与党が勝利した。９３４万人、４

７％以上の有権者が投票した。 

スリア州もオマール・ピエトリ氏が勝利した。これで与

党の知事は１９人になる。エルアティージョ市、バルー

タ市、チャカオ市、サンクリストバル市の野党市長に祝

福を送る。 

ベネズエラの国民に連帯を求める。団結と革命の勝利

だ。」と述べた。 

 

また、勝利演説の前にマドゥロ大統領は今回の市長選に

参加しなかった政党は今後の選挙に参加できないと発

言している。 

 

CNE のウェブサイトで当選者情報を見る限り３００市

以上で与党出馬者が勝利していることは間違いなさそ

うだ。数は数えていないが野党は２０市くらいしか勝利

していないように見える。 

 

「投票の参加率が低いとの報道が拡散」              

 

今回の選挙もこれまでのように与党への投票を呼び掛

けるために選挙会場で CLAP が食料品を配布したり、

野党が多い地域で投票場の開場が遅れたりというイレ

ギュラーは起きたが、大きな暴力行為に発展するような

報道は確認できていない。 

 

今まで通り与党が有利な選挙を行い選挙自体の公平性

に疑問が残るが、暴力的な選挙ではなかったようだ。 

 

また、今回の選挙には第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、

行動民主党（AD）が出馬しておらず、野党支持者の参

加ムードは概して低かったと言えよう。 

リベルタドール市の投票場でも AM１０時頃に閑散と

した写真が流れていた。 

 

 

（写真）リベルタドール市 “カンデラリア地区投票場” 

 
（写真）リベルタドール市 “カリクアオ地区投票場” 

 

「電力相 投票箱に用紙を投入せず」              

 

今回の選挙プロセスで最も注目を集めたのはモッタ・ド

ミンゲス電力相ではないか。 

 

今回のイレギュラーを理解するためにはベネズエラの

投票システムを理解する必要がある。 

 

有権者は最初に自身の身分証明書（セドゥラ）と指紋認

証で本人確認を行う。 

 

本人であることが確認されると投票機の前に進む。そし

て、投票機に表示されている候補者の中で自分が投票し

たい候補者を選択し、投票ボタンを押す。 
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これで投票自体は終了だが、その後自身の投票した人物

を確認するためのレシートのような紙が投票機から出

てくる。 

投票機から出てきたレシートを箱の中に入れ、投票プロ

セスが完了する。 

レシートは何らかの齟齬があった場合や投票機の数字

が間違っていないかを確認する場合にのみ手集計され

る。 

 

モッタ・ドミンゲス氏はこの投票レシートを箱の中に入

れなかった映像が写されている。 

 

実際の映像は野党系情報サイト La Patilla「El Delito 

electoral de Motta Dominguez（モッタ・ドミンゲスの

選挙犯罪）」で確認できる。 

 

どうして、ドミンゲス電力相は投票箱にレシートを入れ

なかったのか。 

 

選挙専門家のエウヘニオ・マルティネス氏は、 

「祖国カードを持っている人が本当に与党に投票して

いるかを確認するために、レシートを投票箱に入れずに

持ってくるように指示する場合がある。」と説明した。 

 

最初に自分の祖国カードを与党の集会場に預ける。 

そして、投票場に行き、与党に投票したことを証明する

ためにレシートを投票箱に入れずに持ち帰る。 

その後、与党の集会場に戻りレシートを見せ、与党に投

票したことを証明し、祖国カードを返却される。 

こういったケースはいくつかの市でも行われているよ

うだ。 

 

以上 

https://www.lapatilla.com/site/2017/12/10/el-delito-electoral-de-motta-dominguez-video/
https://www.lapatilla.com/site/2017/12/10/el-delito-electoral-de-motta-dominguez-video/

