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（写真）カルロス・オカリス氏ツイッター “主要野党４党主導の候補者選びに中小野党の不満が噴出” 

 

 

２０２１年９月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「州知事・市長選 候補者の変更期限が終了 

～ミランダ州 MUD オカリス候補を推薦？～」 

「エカリ AL 党首 主要野党が MUD を奪った」 

「穏健野党 候補者を統一しないのは深刻なミス」 

「西最高裁 カルバハルの引き渡し停止要請棄却」 

経 済                     

「野党国会 ２１年第２四半期 GDP△２．２％」 

社 会                     

「スペイン外務省 ベネズエラ治安危険国と認識」 

「ミランダ州 水道管破裂で水柱」 

２０２１年９月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「バイデン大統領 国連でベネズエラに関し言及 

～民主主義のための活動家を称賛～」 

「マドゥロ大統領 協議妨害の証拠提示を予告」 

経 済                    

「西裁判所 マドゥロ政権の資金使用を棄却」 

「銀行ハッカーの目的は新通貨の運用妨害？」 

「金融業界 １６．６％の雇用が減少」 

社 会                    

「PDVSA 汚職で元スペイン大使有罪の危機」 

「チャカオ市 犯罪発生数４年間で５９．２％減」 
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２０２１年９月２０日（月曜）             

政 治                       

「州知事・市長選 候補者変更期限が終了       

 ～ミランダ州 MUD オカリス候補を推薦？～」       

 

１１月２１日に予定されている全国州知事選・市長選に

出馬した候補者の変更期限が、９月２１日に終了した。 

 

かねてより報じられている通り、ベネズエラの選挙制度

は与党に有利にできている。 

 

加えて、現在野党の支持率は極めて低く、野党候補が与

党候補に勝つためには、票の分散を避けるため野党内で

候補者を統一する必要がある。 

 

これが実現できるかどうかがカギだったが、９月２１日

時点で野党が候補者を統一することはできなかった。 

 

それどころか、野党内の対立が深刻化しており、状況は

更に悪化している。 

 

現時点では正式発表ではないが、ミランダ州知事選の野

党候補について、MUD はカルロス・オカリス候補（第

一正義党（PJ）所属）を推薦すると報じられている。 

 

ミランダ州知事選の野党統一候補は、「隣人の力（FV）」

のダビッド・ウスカテギ氏と、カルロス・オカリス氏が

争っていた。 

 

両名は世論調査の結果をもって、ミランダ州の統一候補

を決めることで合意。実際に行われた世論調査では僅差

ではあったがウスカテギ氏が勝利した。 

 

しかし、オカリス氏は世論調査の結果の確認を要請。２

社の調査結果の確認作業が出来なかったため世論調査

のやり直しを求めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.648」）。 

ウスカテギ候補は世論調査のやり直しに難色を示した

ものの、９月２０日にミランダ州で予備選挙を行うこと

を提案。実現しないまま現在に至っている。 

 

つまり、ウスカテギ氏とオカリス氏の問題は決着がつか

ないまま、（僅差であったものの）世論調査で敗北した

オカリス候補をミランダ州知事選の候補に擁立しよう

としていることになる。 

 

なお、ウスカテギ氏がどのような反応をするのかはまだ

確認できていない。 

 

ちなみに世論調査で僅差の２名が二人とも州知事選に

出馬するのであれば、票が大きく分散することになる。 

 

現ミランダ州知事のエクトル・ロドリゲス候補（与党）

が当選する可能性が高くなるということだろう。 

 

（写真）カルロス・オカリス候補 

 

（写真）ダビッド・ウスカテギ候補 
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「エカリ AL 党首 主要野党が MUD を奪った」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.654」で紹介したが、

MUD を構成する中小野党が声明を発表した。 

 

声明によると、主要野党４党（「第一正義党（PJ）」「行

動民主党（AD）」「新時代党（UNT）」「大衆意思党（VP）」）

が中小野党グループに一切相談することなく、MUD の

統一候補を決めているという。 

 

９月２０日 本件について MUD を構成している中小

政党の１つ「Alianza Lapiz」の党首でリベルタドール市

長選への出馬を宣言しているアントニオ・エカリ党首は

「MUD の看板が４党に奪われた」と非難の声を上げた。 

 

なお、主要野党はリベルタドール市長選の MUD 統一候

補として PJ のトマス・グアニパ幹事長を推薦している。 

 

アントニオ・エカリ候補も比較的支持の高い候補だ。 

７月に行われた世論調査では、与党候補として有力視さ

れていた現職のリベルタドール市長に勝てるとの結果

が出ていた。 

 

ミランダ州知事選の候補と同じように、エカリ候補とグ

アニパ候補の票が分散すれば、与党のカルメン・メレン

デス候補に有利な結果になるだろう。 

 

（写真）アントニオ・エカリ候補 

 

「穏健野党 候補者を統一しないのは深刻なミス」                  

 

穏健野党に属する「社会主義行動党（MAS）」のセグン

ド・メレンデス党首は、「野党が候補を統一しないのは

致命的なミスだ」と訴えた。 

 

穏健野党は、２０１８年５月の大統領選に出馬した「発

展進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコン党首らが所属

するグループ。 

 

主要野党よりもマドゥロ政権に友好的で、以前から選挙

参加の必要性を訴えていた。 

 

また、メレンデス党首は野党が候補を統一することが出

来なかったことを非難した一方で、「まだ相互を理解す

る時間がある」と主張。主要野党に対して現在の方針を

転換するよう求めた。 

 

先に説明した通り、９月２１日で出馬申請の撤回や修正

などが出来なくなった。 

 

現時点で修正や撤回をしていない候補は１１月２１日

の選挙当日に投票候補として投票することが可能だろ

う。 

 

しかし、今後２カ月で候補者が協議を経て「出馬を辞退

する」と宣言すれば、大きな票の分散は避けることが出

来るだろう。 

 

なお、現時点で主要野党は全国２３州で MUD が推薦す

る候補者の名前を公表していない。 

 

非公式ではあるが、ララ州、カラボボ州の統一候補者が

中々決まらず苦戦しているようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
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「西最高裁 カルバハルの引き渡し停止要請棄却」         

 

９月９日 スペインで故チャベス政権からの与党重鎮

ウーゴ・カルバハル氏が逮捕された。 

 

カルバハル氏は、マドゥロ政権下でも与党重鎮として活

動していたが２０１９年にグアイド議長をベネズエラ

の暫定大統領と認識すると発表。スペインに逃亡してい

た。 

 

ただし、カルバハル氏は麻薬取引に関与した容疑で、米

国で有罪判決を受けており、国際指名手配となっていた。 

 

今回のカルバハル氏逮捕も米国の「麻薬捜査局（DEA）」

とスペイン警察の共同オペレーションだった。 

 

現在、米国政府はカルバハル氏の引き渡しを求めている

が、カルバハル氏の弁護士が拘束を遅らせる手続きを取

っていた。 

 

しかし、９月２０日 スペイン最高裁はカルバハル氏の

弁護士の要請を棄却。米国への引き渡しを支持する判決

を下した。 

 

カルバハル氏はマドゥロ政権を裏切っており、マドゥロ

政権の後ろ盾もない。 

 

カボベルデに拘束されているアレックス・サアブ氏は米

国への引き渡しが１年以上遅れているが、カルバハル氏

についてはそこまで時間がかからず米国に引き渡され

るのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「野党国会 ２１年第２四半期 GDP△２．２％」           

 

野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、２０２１年第２四半期のGDPが前年同期比２．２％

減と発表した。 

 

これで四半期としては２５回連続でマイナス成長が続

いていると訴えた。 

 

なお、「Fedecamaras」は２０２１年の GDP は前年比０．

８～１．０％程度のプラスになるだろうとの見解を示し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.654」）。 

 

社 会                        

「スペイン外務省 ベネズエラ治安危険国と認識」           

 

スペイン系メディア「ABC」は、スペイン外務省が世界

の危険度 MAP を改定（下図）したと報じた。ベネズエ

ラの危険度については「極めて必要な理由がない限り、

渡航しないよう勧める」とした。 

 

なお、これまで警戒レベルが高く設定されていたニカラ

グアとボリビアの警戒レベルは引き下げられたという。 

 

 

（写真）スペイン外務省 
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スペインの危険度MAPによるとベネズエラは２番目に

危険なレベル（赤色の地域）に属している。 

 

最も危険なレベル（黒色の地域）は９カ国。 

ミャンマー、アフガニスタン、シリア、リビア、イエメ

ン、ソマリア、エリトリア、中央アフリカ、パプアニュ

ーギニア。 

 

次に危険なレベル（赤色の地域）は１６カ国。 

ベネズエラ、パレスチナ、エチオピア、ウガンダ、ハイ

チ、イラク、北朝鮮、バングラデシュ、マリ、ニジェー

ル、ナイジェリア、ブルキナファソ、ブルンジ、チャド、

エチオピア、コンゴ共和国。 

 

「ミランダ州 水道管破裂で水柱」           

 

ミランダ州バジェデトゥイで水道管が破裂。大量の水が

周辺に流れる事件が起きた。 

 

遠方からみると水柱の大きさが想像できるだろう。 

水不足で水道管から水が出ない状況で、これだけ無駄遣

いをしてしまうのは残念でならない。 

 

 

（写真）@chaparralgats 

 

２０２１年９月２１日（火曜）              

政 治                       

「バイデン大統領 国連でベネズエラに関し言及     

      ～民主主義のための活動家を称賛～」        

 

９月２１日 第７６回国連総会で米国のバイデン大統

領が演説。軍事力ではなく外交を通じて国際社会の危機

の解決に取り組むとの姿勢を示した。 

 

また、「アメリカ・ファースト（米国第一主義）」を掲げ

て国際的に孤立感があったトランプ前大統領と対比す

るためか「米国第一を掲げる時代は過ぎつつある」と述

べ、米国が国際社会と協調する姿勢を示した。 

 

また、演説でバイデン大統領はベネズエラに関しても言

及。キューバ、ベネズエラなどの国で民主主義のために

戦う活動家を称賛した。 

 

「権威主義政権は民主主義の時代を終わらせようとし

ている。しかし、民主主義はなくならない。ベラルーシ、

ミャンマー、シリア、キューバ、ベネズエラなどで汚職

や人権侵害と対峙する活動家は生きている。」と発言。 

 

また、米州政策について「米州機構（OAS）」を通じて

衛生や米州経済の発展に貢献するとの意思を示した。 
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「マドゥロ大統領 協議妨害の証拠提示を予告」           

 

９月２１日 マドゥロ大統領は与野党協議を妨害しよ

うとする企てが水面下で動いていると指摘。 

 

特にコロンビアのドゥケ大統領について、「麻薬密売人

のドゥケが与野党協議を妨害するグループのトップ」と

主張。ドゥケ大統領がベネズエラの平和と安定の試みを

失敗させようとしているとの見解を示した。 

 

また、先日までドゥケ大統領はスペインを訪問しており、

マドリッドで「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首と面談したことについて言及。 

 

「ロペス党首はテロリストであり、彼も対話を破談させ

ようとしているグループ」と訴えた。 

 

９月２４日～２７日にかけてメキシコで３回目の与野

党協議が予定されている。 

 

マドゥロ大統領は与党側の交渉代表を務めるホルヘ・ロ

ドリゲス国会議長に対して、コロンビアが協議を破談さ

せようとしている証拠をもってメキシコでの協議に臨

むよう要請した。 

 

なお、ドゥケ政権が与野党協議を破談させようとしてい

る証拠というのはコロンビアにある「Monomeros」をコ

ロンビア政府当局の管理下に置いた件に関することだ

ろう。 

 

また、ドゥケ大統領は何度か「マドゥロ政権が延命する

ための協議は支持できず、制裁緩和は間違っている」と

の見解を示している。 

 

与党交渉団はこれらの点について与野党協議で訴える

と思われる。 

 

経 済                       

「西裁判所 マドゥロ政権の資金使用を棄却」            

 

スペイン系メディア「El Mundo」は、スペイン最高裁が

マドゥロ政権が提出したスペインに保管されている資

金の凍結解除要請を棄却したと報じた。 

 

マドゥロ政権が凍結解除を求めたのはベネズエラ国営

企業「ガイアナ公社（CVG）」名義の口座。 

 

スペインにはCVGが口座を持つ銀行が３行あるようで、

同口座には合計２，５００万ユーロの資金が凍結されて

いるという。 

 

２０１９年 欧州がグアイド政権をベネズエラの正当

な政府と認識した際、グアイド政権はエンリケ・カステ

ジャス氏を CVG の代表に任命した。 

 

これによりCVG口座の裁量権はグアイド政権側に移っ

ている。 

 

マドゥロ政権はカステジャス氏のCVG代表の認識を不

当と訴え、資金の凍結解除を求めているが、マドリッド

裁判所のマリア・テレサ・ベラスケス判事がこの要請を

棄却したという。 

 

「銀行ハッカーの目的は新通貨の運用妨害？」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.654」で、「ベネズエラ

国営銀行（Banco de Venezuela）」の電子送金システム

がハッカーに襲われ機能を停止しているとの記事を紹

介した。 

 

現在は戻っているようだが、５日間通信システムが停止

したという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
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マドゥロ大統領は、このハッカーの攻撃についてテロ行

為と非難。テロリストの目的は、ボリバル・デジタルの

正常なシステム移行を阻害し、国内を不安定化させるこ

とだと訴えた。 

 

ただし、具体的な証拠は提示していない。 

マドゥロ大統領は、デルシー・ロドリゲス副大統領に対

して、今回のハッカー攻撃の詳細を国民に公表するよう

指示した。 

 

「金融業界 １６．６％の雇用が減少」         

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、２０２１年７月時点

の金融セクターの状況について発表した。 

 

SUDEBAN の資料によると、２１年７月時点の金融業

界の従業員数は一年前から７，４８０名減少した。これ

は前年同期比で１６．６％減少したことを意味する。 

 

また、銀行の支店数は、この１２カ月の間に１０８店閉

鎖したという。 

 

Covid-１９下で活動が縮小する中で金融セクターが店

舗や人員整理を行ったと言えそうだ。 

 

なお、２０１９年当時、ベネズエラには全国で７，４０

０の銀行支店があったという。しかし、２１年７月時点

では２，９０２店舗まで減少した。 

 

加えて、ボリバル建ての現金紙幣が不足しているため

ATM の稼働数も減少している。 

 

２１年７月時点で稼働している ATM の数は全国で７

９６台。２０１４年には７，０５０台あったため、７年

間で７４％減少したという。 

 

 

社 会                       

「PDVSA 汚職で元スペイン大使有罪の危機」            

 

「Europa Press」は、２００４年～０７年まで在ベネズ

エラ・スペイン代表大使を務めていたラウル・モロド氏

が、自身の汚職容疑について裁判所での証言を拒んだと

報じた。 

 

モロド元大使は、マドゥロ政権と良好な関係を維持して

いるロドリゲス・サパテロ氏（現与党「スペイン社会労

働党」所属）が大統領を務めていた当時、ベネズエラに

スペイン大使として駐在していた。 

 

このモロド氏について、２０１１年～１５年にかけて彼

とその親族が PDVSA から４５２．７万ユーロを受け取

っていたとの疑惑が報じられている。 

 

「チャカオ市 犯罪発生数４年間で５９．２％減」         

 

チャカオ市は治安の悪いベネズエラの中では比較的安

全とされる地域で日本人駐在が住む場所でもある。 

 

１１月の全国州知事・市長選でチャカオ市長の再選を目

指しているグスターボ・ドゥケ市長は、再選を目指し、

自身の執政中の成果をアピールしている。 

 

中でも犯罪検挙率について自身の成果をアピールして

いる。ドゥケ市長は元々チャカオ市の安全担当部長を務

めていた人物で、治安対策について精通している。 

 

ドゥケ市長によると、チャカオ市内の犯罪発生率は過去

４年間で５９．２％減少したと主張。今後もチャカオ市

を安全な街にしていく意欲を示した。 

 

以上 


