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（写真）第一正義党写真ギャラリー “７月１６日の国民投票に参加する有権者たち” 

 

 

２０１７年７月１４日（金曜） 

政 治                   

  「国民投票をめぐる与野党の動き 

～投票結果は当日開示～」 

「検事総長夫 タレク護民官を非難」 

  「倫理委員会メンバー うそ発見器を使用」 

  「Odbrecht 汚職疑惑 4200 万ドル凍結」 

  「オカリス市長 知事選は議論していない」 

経 済                   

「Horizontal Well Drillings と協定締結」 

社 会                   

「ベネズエラの亡命申請数が約２倍に増加」 

２０１７年７月１５日（土曜） 

政 治                   

  「国民投票をめぐる与野党の動き 

～治安当局の給料改定、CLAP 販売～」 

  「国民投票後はどうなるか」 

  「検事総長 最高裁主導の虚偽調査を拒否」 

経 済                   

  「米国裁判所 Crystallex の訴えを認め 

海通証券のベネズエラ資産取引を禁止」 

  「外貨準備 100 億ドルを下回る」 

「ベネ産原油価格 ４１．６ドル／バレル」 

「工業連合会 アンケート調査結果を発表」 
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２０１７年７月１４日（金曜）            

政 治                      

「国民投票をめぐる与野党の動き          

          ～投票結果は当日開示～」   

 

国民投票の２日前。野党は順調に投票準備を進めている

ようだ。 

 

投票方法はいたってシンプル。投票の要件はベネズエラ

国籍の成人であることだけ。選挙管理委員会（CNE）の

有権者登録は必要ない。 

 

投票をしたい人は、ウェブサイトで告知されている投票

会場に行き、自身の身分証を提示する。作業員が本人で

あることを確認したら、３つの質問が書かれた紙に「は

い」か「いいえ」にチェックを入れ、投票ボックスに投

函する。最後に投票署名用紙に自身の名前など個人情報

を記入、指紋を押印して終了。より具体的に投票プロセ

スを知りたい方は「投票説明サイト」を確認。分かりや

すく投票手順が説明されている。 

 

投票会場は全国で２，０３０カ所（ガイアナと領土主権

を争っているエセキボにも投票場があるようだ）。外国

にも５００超の投票場がある。投票時間は AM７時～

PM４時。ただし、投票者がいる限り原則投票できる。

投票結果は１６日（日曜）当日に公表する予定。同じ人

が２回以上、投票することを防ぐシステムも使うようだ。 

 

なお、前回のレポートで日本の投票会場は愛知県名古屋

市にあると記載したが、東京と長野にも投票場が増えた。 

参考までだが、東京の投票会場は以下の通り。 

 

＜東京会場＞ 

東京都渋谷区南平台町１２－９サニーハイツ４０３ 

（京王井の頭線「神泉」徒歩７分） 

 

 

 

野党系企業連合フェデカマラスは会員企業に対して、国

民投票への協力を呼びかけた。 

一方で政権側は投票の妨害を試みている。具体的には電

子通信委員会（CONATEL）が国内メディアに国民投票

の報道を流さないよう指示している。 

 

 

２０１７年７月１６日（日曜） 

 

政 治                   

 ■野党陣営の国民投票■ 

  「７１８万人超が投票に参加」 

  「治安の混乱はあったがイベントは終了」 

 ■与党陣営の制憲議会模擬選挙■ 

  「模擬選挙の具体的な参加者数は示さず」 

  「大統領 野党へ再度対話を要求」 

http://comovotar.com/
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「検事総長夫 タレク護民官を非難」        

 

７月１３日（木曜） タレク・ウィリアム・サアブ護民

官は、２０１６年１月にルイサ・オルテガ検事総長が最

高裁判事を承認した書類のサインは、筆跡鑑定の結果、

本人のものであることが確認されたと発表した（詳細は

７月１４日配信のベネズエラ・トゥデイ参照）。 

 

この発表に対してルイサ検事総長の夫で国会議員のゲ

ルマン・フェレール氏はタレク護民官の発表は、別の書

類へのサインの筆跡鑑定に基づいたものだろうと推測

し、タレク護民官の発表は虚偽で下劣であると批判した。 

 

「倫理委員会メンバー うそ発見器を使用」     

 

ルイサ検事総長の処遇を決めるための、プロセスはまだ

続きそうだ。 

 

タレク護民官は「２０１７年７月１７日 PM２時から倫

理委員会メンバー３名（検事総長と会計監査長と護民官）

は、犯罪科学捜査班（CICPC）の専門家立会いのもとで、

うそ発見器を使用し、真偽を確認することになった。」

とツイッターで投稿した。 

うそ発見器の使用は最高裁の判断によるもので、２０１

５年１２月１６日の最高裁判事を選定する会合にルイ

サ検事総長が参加したかどうかを３名に確認するため。 

 

タレク護民官は上記についてルイサ検事総長へ個人的

に通達したことを明らかにした。 

 

ルイサ検事総長が罪に問われるかどうかは、最高裁判事

の任命を認めたかどうかが重要なポイントになる。少な

くとも、１２日（月曜）まではルイサ検事総長の罪は確

定しないと言えるだろう。 

 

 

「Odbrecht 汚職疑惑 4200 万ドル凍結」       

 

検察庁は Odbrecht の汚職容疑でエリタ・サカリアス・

ディアス氏とその娘マリア・エルゲニア・バプティスタ

氏に対して７月２７日 AM９時に検察庁へ出頭するよ

う命じていた。同２名は運輸相や開発計画相などを歴任

し、現在国会議員を務める政府の重要人物ハイマン・エ

ル・トゥルディ氏の妻とその義理の娘。 

 

７月１４日にクエンタ・クララが報じた情報によると、

スイスの検察がエリタ・サカリアス・ディアス氏のスイ

スにある同氏名義の口座を凍結させていたようだ。 

報道によると凍結された口座は３行。クレディスイスは

２，８００万ドル、バンケ・ヘリテッジは４００万ドル、

BNP パリバは１，０００万ドル。その額は合計４，２

００万ドルに及ぶという。 

 

「オカリス市長 知事選は議論していない」     

 

カルロス・オカリス氏は日本人駐在員の多いチャカオ市

に隣接するスクレ市の市長。野党、第一正義党に所属し

ている。行政から運営費をもらわなければならない市長

の立場からか、そこまで強硬に現政権を批判しないが、

野党の重要な人物の一人として知られている。 

 

同氏が７月１４日の民放グロボビシオンの番組「プリメ

ーラ・パヒナ（第一ページ）」に出演し、インタビュー

に答えた。 

 

１６年に実施できなかった大統領の罷免投票、１７年７

月３０日に政府が行おうとしている制憲議会選挙など

政府の憲法を無視しようとする姿勢を批判した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170714.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170714.pdf
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同インタビュー中に２０１７年１２月１０日に実施予

定の州知事選挙について、「野党連合は議論していない。」

との発言があった。国民投票のプロセスなど政治混乱が

激しい中で州知事選挙を議論する段階にないとのコメ

ントであった。 

 

経 済                      

「掘削会社 Horizontal Well Drillings と協定締結」  

 

７月１４日 マドゥロ大統領は大統領府で米国掘削会

社 Horizontal Well Drillings 社と協定を締結した。 

 

同社は今後３年間で２億ドルの投資を行い、２００本の

井戸を掘り、日量１０万５．０００バレルを増産する計

画。最終的な同社による投資額は１３億ドルになる。と

ネルソン・マルティネス石油相が説明した。 

 

またマドゥロ大統領は投資家の権利を保障すると発言

し、外国からの投資を呼びかけた。一方で企業連合会フ

ェデカマラスのフランシスコ・マルティネス代表は記者

からのインタビューに対して「投資には信頼が必要。残

念なことに政府は引き続き間違った道を進み続けてい

る。」とコメントした。 

 

社 会                      

「ベネズエラの亡命申請者が約２倍増加」      

 

国連の難民高等弁務官事務所は２０１７年前期のベネ

ズエラ人の亡命申請数が前年同期と比べて２倍近く増

えていることを明らかにした。 

 

２０１６年前期の国外亡命申請者数は２万７，０００件

だったが、２０１７年前期は５万２，０００件に増加し

た。 

 

難民高等弁務官事務所によると亡命先として最も申請 

 

が多い国は米国で１８，３００件。次いでブラジルが１

２，９６０件。アルゼンチンが１１，７３６件。スペイ

ンが４，３００件。ウルグアイが２，０７２件。メキシ

コが１，０４４件と続く。他、隣国コロンビアは国境の

往来が多く亡命ではないものの、コロンビアの国境を渡

り食料や医薬品を購入して、数日後にベネズエラに戻る

などの行為が一般的になっている。 

 

本日、国連はベネズエラ政府に対して反政府デモで捕ま

った市民を軍人裁判にかけないよう要請した。なお、ア

イサミ副大統領は７月３０日の制憲議会選挙を妨げる

野党工作員は軍人裁判所で裁判にかけられると発言し

ていた。 

 

２０１７年７月１５日（土曜）            

政 治                      

「国民投票をめぐる与野党の動き          

     ～治安当局の給料改定、CLAP 販売～」  

 

政府が食料や生活必需品を貧困層に安価に販売する供

給生産地域委員会（CLAP）を利用して、国民投票の参

加を妨害しようとしている、との報道が流れている。 

 

７月１０日、スクレ州クマナ市の市民は CLAP の食料

品を購入するため２０，０００ボリバルを事前に支払っ

ていた。商品の到着が遅れ、CLAP の配布は７月１６日

（日曜）になると連絡があった。また、配布時には必ず

家に待機しなければいけないとの通知も受けている。 

これまで CLAP が日曜日に食料品を配布したことはな

く、支払後に６日間も待つこともなかったという。 

 

また、７月１４日にマドゥロ大統領は国軍、犯罪科学捜

査班の給料を８５％上げることを決めた。また、州警察、

市警察の給料も上げることを決めた。 

現政権への支持を一時的に上げるための対策だとの声

もある。 
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また、７月１６日（日曜）には３０日に行われる制憲議

会選挙の模擬選挙も行われる。こちらの投票会場は５５

１カ所で２，０００機の投票機械が全国に設置される。 

 

政府は治安対策のため、制憲議会の模擬投票会場には治

安部隊を駐留させるが、野党側が行う国民投票は政府と

して存在自体を認めておらず、治安部隊を配置しないよ

うだ。 

 

「国民投票後はどうなるか」            

 

７月１６日の国民投票を受けて野党は何をするのか。多

くの国民の疑問だ。 

 

カプリレス・ミランダ州知事は「もし国民投票に数百万

人が参加するのであれば、憲法の改正に反対する国民の

意志を尊重させるために、一段階ステージを上げた圧力

をかける。」と発言している。 

 

同じく野党のミゲル・ピサラ議員は、現地情報サイト「バ

ンカ・イ・ネゴシオス」のインタビューに答えている。 

 

「我々は長年にわたり国を統治するための準備をして

きた。民主主義の危機はその問題を認識した時点で解決

される。正しい認識があれば、解決策が出てくる。」と

答えた。 

 

原油価格が低迷する中で国を立て直せるとの質問に対

しては、 

「政治は民主主義的であることが最も重要だ。原油価格

が４０ドル／バレルの環境で我々は特定組織の協力を

必要とする。我々は今の問題を解決する意思があるだけ

ではなく、協力をしてくれる有能な助言者がいる。 

原油価格が低い問題はそれほど心配していない。私は国

際社会、多国籍期間が危機に協力してくれると考えてい

る。」と答えた。 

 

選挙後に国会は憲法３３３条（９９年憲法が憲法の規定

に準じて改定されなかった場合、この憲法は引き続き有

効とする。公権力以外の市民も憲法を守るために協力し

なければならない。）の発動を評価するようだ。これが

具体的に何を意味するのかは不明だが、民意を後ろ盾に

現政権に一層の圧力をかけることになる。 

 

与党のペドロ・カレーニョ議員は野党がこの投票を通じ

て並行政府を作ろうとしているとの懸念を示している。

つまり、新しく野党が大統領を立て、最高裁判事を勝手

に決めることだ。 

 

この懸念は国民投票の質問③ 

 

「憲法に従い公権力の交代のため、透明性の高い自由な

選挙を実施することを支持しますか？同様に憲法秩序

を守るため、国家全体をまとめる政府を形成することを

支持しますか？」 

 

の下線部分をベースにしているのだろう。 

 

憲法３３３条の内容を踏まえて、与党が制憲議会のプロ

セスを進めるならば、野党は現憲法を守るため新しい組

織を作ろうとするシナリオが立っていても不思議では

ない。 

 

ただし、並行政府を作るというのは現実的ではなさすぎ

る。 

 

野党には国民から税金を徴収するシステムがない。違法

行為に罰則を科すことへの国民の理解がないし、犯罪者

を収容する刑務所もない。石油収入は現政権がコントロ

ールしている。 

 

現政権への圧力にはなるが、本当の意味で並行政府を擁

立するのは難しいと思われる。 
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「検事総長 最高裁主導の虚偽調査を拒否」     

 

ルイサ・オルテガ検事総長はうそ発見器を使って虚偽を

確認するという最高裁の決定を拒否した。 

 

「私はうそ発見器で発言の真偽を確認することは全く

恐れていない。しかし、非合法の最高裁判所が主導する

確認作業は受けない。私は真実を恐れていない。しかし、

食料、医薬品不足、治安の悪化などベネズエラの深刻な

問題から国民の目をそらさせようとする陣営には加担

しない。」とツイッターでコメントした。 

 

政 治                      

「米国裁判所 Crystallex の訴えを認め        

       海通証券のベネズエラ資産取引を禁止」  

 

７月１４日 米国裁判所は Crystallex の訴えを認め、中

国の海通証券（Haitong International Securities）に対し

て、ベネズエラ中央銀行が保有している資産の所有者移

転行為を禁止した。この決定は類似のケースである野村

證券にも適用される。 

 

Crystallex は２００８年にベネズエラ金鉱山 Las 

Cristinas 鉱区を接収されたことを受けてベネズエラ政

府を相手に訴訟を起こしている。１６年４月に国際投資

紛争解決センター（ICSID）は Crystallex の訴えを認め

ベネズエラ政府に対して約１４億ドルの賠償を払うよ

う命じた。しかし、政府は支払いを履行していない。

Crystallex はベネズエラ政府が株式を１００％保有する

PDVSA の米国子会社 Citgo の差し押さえを試みている。 

 

今回の Crystallex の訴えは、１４億ドルの支払いがされ

ていない以上、ベネズエラ中央銀行が保有する資産は

我々に支払われるべきもので、他者に売却されては困る。

という趣旨。ベネズエラ政府は外貨へのアクセスが更に

難しくなったと言える。 

 

「外貨準備 100 億ドルを下回る」               

 

ついにベネズエラの外貨準備が１００億ドルを下回っ

た。７月１４日（金曜）時点で９９億８，６００万ド

ル。 

 

これをもって即時何か問題が起きるわけではないが債

務を履行し続ける現政権の方針を変えるきっかけには

なり得る。 

 

「ベネズエラ産原油価格 ４１．６ドル／バレル」  

 

７月１０日～１４日のベネズエラ産原油の平均価格は

４１．６ドル／バレルで前週よりも１．０６ドル下が

った。 

 

２０１７年の平均原油価格は４３．５３ドル／バレ

ル。２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．３８

ドル高く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも

１．１２ドル低い。 

 

「工業連合会 アンケート調査結果を発表」     

 

工業連合会 Conindustria が実施した会合で参加者にア

ンケート調査が行われた。 

同アンケートによると、２０１７年末に DICOM の為

替レートは１ドル４，９００ボリバル、２０１８年に

１ドル６，８００ボリバルになるとの平均値が出た。 

 

外貨割り当てについて、DICOM が開始されてから１

ドル１０ボリバルで外貨の割り当てを受けた企業は回

答者全体の２．７８％。DICOM で外貨を受け取った

と回答した企業は３３．３％。１３．８９％は

DICOM、DIPRO 以外での方法で外貨を得ているとの

結果だった。なお、約半数はこの質問に回答していな

い。 
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また、７８％は為替レートを自由相場制に移行させる

ことを支持しており、１５．６％は為替レートを

DICOM で一本化させることを支持した。 

 

物価について参加者が考える２０１７年のインフレ率

は９００％。２０１８年は５３６％との数字だった。 

 

政治について参加者の４０．６％は政権交代が起きる

と考えており、３４．４％は何も変わらないと考えて

いる。残りの２５％はどうなるか想像できないとの回

答だった。 

 

２０１７年７月１６日（日曜）           

野党陣営の国民投票                

「７１８万人超が投票に参加」           

 

７月１６日 PM１１時３０分に選挙を監督する大学組

織の学長らが国民投票の結果を公表した。 

 

９５％の開票時点で７１８万６，１７０票の投票があ

ったことを確認した。うち、約９５％にあたる６４９

万２，３８１票はベネズエラ国内、約５％の６９万

３，７８９票は外国からの投票数だった。 

 

また３つの質問に対する回答は以下の通り。 

 

 

質問１．  

ベネズエラ国民の事前承認なくニコラス・マドゥロが

実施する制憲議会選を認めず、拒絶しますか？ 

 

・はい：  ９８．４％（６３８万７，８５４票） 

・いいえ： ０．１３％（８，４４０票） 

 

質問 ２．  

 

 

国軍と全ての公務員に１９９９年憲法に従い、国会の

決定を支持することを求めますか？  

 

・はい：  ９８．５％（６３９万３，０４８票） 

・いいえ： ０．１２％（７，７９１票） 

 

質問 ３．  

憲法に従い公権力の交代のため、透明性の高く自由な

選挙を実施することを支持しますか？同様に憲法秩 

序を守るため、国家全体をまとめる政府を形成するこ

とを支持しますか？ 

 

・はい：  ９８．３％（６３８万４，６０７票） 

・いいえ： ０．１４％（９，０８９票） 

 

（注）１００％の差は無効票。 

 

今回の選挙結果を受け、フリオ・ボルヘス国会議長は 

「国民は憲法改正を望んでいないことが明確に確認さ

れた。１９９９年に憲法を改正した際の投票者数は４

００万票だったが、今回ははるかに多い。更に通常の

選挙であれば投票机が５万台は設置されるが、今回は

１万４０００台だけだった。」と、本選挙であればより

多くの票が獲得できたことを示唆した。 

 

また、１２月に実施予定の州知事選挙について 

「政府は州知事選挙をエサに憲法改正を進めようとし

ている。我々は州知事選挙への対応を慎重に検討して

いるところだ。」こ、発言した。 

 

他、選挙結果を見届けるために外国から来た５名の元

大統領（ビセンテ・フォックス元メキシコ大統領、ラ

ウラ・チンチージャ元コスタリカ大統領、アンドレ

ス・ペスタナ元コロンビア大統領、アレハンドロ・ト

レド元ペルー大統領、ホルヘ・キロガ元ボリビア大統

領）も選挙結果を祝福した。 
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「治安の混乱はあったがイベントは終了」      

 

７月１６日（日曜）は野党の国民投票、与党は７月３

０日の制憲議会選挙の模擬投票。同日は政治一色だっ

たので政治分野だけを報告。 

 

インターネットやテレビ・ラジオの放送を監督する電

子通信委員会（CONATEL）は、１６日に野党が主導

する国民投票の放送をしないようメディアに指示して

いたので、報道が少ないことを懸念していた。国内テ

レビ局による報道は少なかったと思われるが、ネット

での情報は普通に入手できた。 

 

１６日に起きた主な治安問題は以下の通り。 

 

●カラカス旧市街地に位置するカティア地区で野党が

主催する投票会場近隣にバイクに乗った武装集団が登

場し、銃を発砲。この騒動で少なくとも１名が死亡。

４名が怪我をした。 

●アンソアテギ州バレンシア市で投票終了後に会場の

運営者が何者かに右足を打たれた。また、署名用紙を

入れた箱を車で運んでいる際に国軍に押収された。 

●トゥルヒージョ州ボコノ市で国民投票に参加してい

た７名が銃で負傷し、うち１名は首を討たれて重体。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）全て第一正義党の写真ギャラリー 

“７月１６日の制憲議会投票場” 
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与党陣営の制憲議会模擬選挙            

「模擬選挙の具体的な参加者数は示さず」      

 

選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は

５５１の投票会場に１，９４２の机を設置し、４，０

００名の軍人が治安対策にあたった。模擬選挙は成功

した。と評価した。 

また、今回の模擬選挙で投票ができなかった有権者は

全国の投票プロモーション会場で模擬投票ができるの

で試してみてほしい、と有権者の利用を促した。 

 

他、サンドラ・オブリタ CNE 役員も大勢の参加者が

来ていると発言。国会与党議員団の代表エクトール・

ロドリゲス議員は同日の模擬選挙の参加者が多すぎる

ため、定刻の PM４時に投票が終了せず、６時まで延

長すると CNE が決めたことを発表した。最終的に模

擬選挙の投票は PM９時まで続いたとの報道がある。 

 

ただし、具体的な投票者数については言及されていな

い。 

 

「大統領 野党へ再度対話を要求」         

 

マドゥロ大統領は、野党が国民投票の結果を受けて、

「狂気の行動にでないように」と野党陣営をけん制し

た。また、衝突の解決には対話が必要。として野党陣

営に対話の再開を要求した。 

 

なお、ディオスダード・カベジョ国会議員は野党の選

挙について「法的に無意味」と断言。ティビサイ・ル

セナ CNE 代表も「CNE は野党が実施した投票を認識

していない。」と発言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）全て国営放送局 写真ギャラリー 

 

以上 


