
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月８日～１２月９日報道           No.６８９   ２０２１年１２月１０日（金曜） 

1 / 7 

（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 “米国 ベネズエラ向けイラン産燃料を積んだタンカーを拿捕” 

 

 

２０２１年１２月８日（水曜） 

 

政 治                     

「最高裁 ララ州知事選のやり直し要請を棄却」 

「クリベル・アルカラ 制裁リスト解除の理由」 

経 済                     

「米国 ベネズエラに向かうイランタンカー拿捕 

～燃料１１０万バレルと武器を運んでいた～」 

「サンタ・テレサ ３０万ドルの手形発行」 

「スーパーマーケットはビジネスチャンス」 

「経済専門家 ２２年は外貨建てで税を徴収？」 

社 会                     

「バルコニーに人形の首 カラカスドールハウス」 

２０２１年１２月９日（木曜） 

 

政 治                    

「穏健 AD 統一候補擁立を拒否したのは主要野党 

～主要野党の代替案となるため出馬した～」 

「米民主主義サミット グアイド議長が演説」 

「野党派 CNE 役員 

バリナス州知事選候補の選挙区変更を擁護」 

経 済                    

「Bloomberg 産油量日量９０万バレルまで回復 

～アイサミ石油相 重病で大臣辞職の噂～」 

「競争力ランキング ベネズエラ世界で最下位」 

「どの所得階層でも食費への支出額が減少」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月８日～１２月９日報道           No.６８９   ２０２１年１２月１０日（金曜） 

2 / 7 

 

２０２１年１２月８日（水曜）             

政 治                       

「最高裁 ララ州知事選のやり直し要請を棄却」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.685」で紹介した通り、１

１月２９日 最高裁は当選者が決まっていなかったバ

リナス州知事選について、主要野党が推薦したフレデ

ィ・スペルラノ候補が出馬要件を満たしていなかったと

発表。バリナス州知事選の集計作業を停止するよう命じ

た。 

 

そして、翌１１月３０日 「選挙管理委員会（CNE）」

は、２２年１月９日にやり直し選挙を実施すると発表し

た。 

 

１１月２１日の州知事・市長選には、出馬権の停止を命

じられていたはずの候補が複数名参加していた。 

 

主要野党の候補としてララ州から出馬したルイス・フロ

リド候補もその中の一人。 

 

フレディ・スペルラノ候補の出馬が禁止されていたなら

ば、フロリド候補も出馬できなかったことになる。 

 

そして、フロリド候補に票が流れたことで結果的に野党

支持者の票が分散し、穏健野党からララ州知事選に出馬

していた「発展進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコン

党首が敗北していた。 

 

投票数だけを見ると、ララ州知事選はフロリド氏が出馬

していなければファルコン候補が当選した可能性は十

分にあった。 

 

これを理由にファルコン AP 党首は、ララ州知事選のや

り直しを最高裁に求めていたが、１２月８日 最高裁は

ファルコン党首の要請を棄却すると発表した。 

最高裁は「フロリド候補も行政監督局の決定により出馬

権が禁止されていた」と認めた一方で、「バリナス州の

事象と同じものではない」との見解を表明した。 

 

どうして「バリナス州の事象と同じものではない」と認

識できるのか妥当な理由は書かれていないが、司法と行

政の独立性がないベネズエラでそれを考えても意味の

ない話のように思える。 

 

なお、１１月２１日に行われたバリナス州知事選を無効

にした最高裁の決定について、フレディ・スペルラノ候

補が異議を申し立てていたが、１２月８日に最高裁はス

ペルラノ候補の意義も棄却している。 

 

「クリベル・アルカラ 制裁リスト解除の理由」         

 

１２月８日 AP 通信のジョシュア・グッドマン記者は、

クリベル・アルカラ氏が制裁リストから抹消された理由

について米国政府の内部関係者から入手した情報につ

いて自身のツイッターで投稿した。 

 

なお、アルカラ氏と彼が制裁リストから抹消された記事

については「ベネズエラ・トゥデイ No.686」を参照さ

れたい。 

 

グッドマン記者が関係者から入手した情報によると 

「クリベル・アルカラ氏は麻薬取引に関与した容疑で、

ニューヨークにて拘束されており、制裁リストに載せ続

けておく必要がないため」 

だという。 

 

米国には拘束されているが制裁リストに載ったままの

人物もたくさんいる。 

 

この説明に納得する人はそこまで多くないのではない

だろうか。 
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経 済                        

「米国 ベネズエラに向かうイランタンカー拿捕    

 ～燃料１１０万バレルと武器を運んでいた～」           

 

１２月７日 米国国務省は、原油１１０万バレルを乗せ

ベネズエラに向かっていた外国籍のタンカー４隻をア

ラビア海で拿捕したと発表した。このタンカーには武器

も積まれていたという。 

 

Bloomberg が入手した情報によると、積まれていた武器

はミサイル１７１個、対戦車用ミサイル８個でイエメン

向けだったという。 

 

２０２１年６月２１日 イランの「Fars Air Qeshm（フ

ァーズ・エア・ケシム）」の Boeing７４７－２００Ｆ機

がベネズエラの軍事施設に到着したという。 

 

コロンビア系メディア「Semana」は、この飛行機は多く

の武器を積んでおり、米国・コロンビアなど周辺国の警

戒を高めたと報じている。 

 

また、同メディアが入手した情報によると、マドゥロ政

権は多くの武器をイランから調達しているという。 

 

なお、筆者が確認した限り、現時点でベネズエラ外務省

は今回の件について特段の意思表明をしていない。 

 

「サンタ・テレサ ３０万ドルの手形発行」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、「ベネズエラ証

券監督局（SUNAVAL）」が、ラム酒メーカー「サンタ・

テレサ」による３０万ドルの手形発行を承認したと報じ

た。 

 

利回りは年利８％、２０２２年６月６日に満期を迎える。 

 

 

これまでベネズエラではボリバル建ての手形発行しか

許可されていなかったが、２０２０年から外貨建ての手

形発行が承認されるようになった。 

 

手形発行は、銀行からの融資が枯渇する中、新たな資金

調達手段として注目を集めている。 

 

「サンタ・テレサ」については、２０２０年１１月にベ

ネズエラ国内で初めて外貨建て手形（満期１年）を発行

した。当時の発行額も３０万ドル。当時の利回りは年利

４％だった。 

 

「サンタ・テレサ」は、ベネズエラの老舗ラム酒メーカ

ーで、マドゥロ政権と良好な関係を維持する民間企業と

しても知られている。 

 

「スーパーマーケットはビジネスチャンス」                  

 

「全国スーパーマーケット協会（ANSA）」のイタロ・ア

テンシオ代表は、「Union Radio」のインタビュー番組に

出演。 

 

２０２１年のスーパーマーケット業界について Covid-

１９の影響は残っているが、消費は増えており、ポジテ

ィブに考えているとの見通しを示した。 

 

「Covid-１９の外出規制が緩和され、消費が戻ってきた。 

新たにスーパーを始める起業家も登場しており、問題は

あるものの良い方向に向かっている。２０２０年と比較

すると消費は１２％ほど成長した。」 

と回答した。 

 

またベネズエラのスーパーマーケットの店舗数は、６．

６万人に１店舗の割合になっており、他国と比較すると

少ないと指摘。新規参入者にチャンスのある市場との見

解を示した。 
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「経済専門家 ２２年は外貨建てで税を徴収？」                  

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベ

ロ氏は、２０２１年のベネズエラの経済成長率について

は前年比△０．５％と分析。民間セクターについてはプ

ラス成長だったとの見通しを示した。 

 

また、将来的にベネズエラでは経済のドル化がさらに進

み、マドゥロ政権はドル建ての融資も許可するようにな

ると指摘。 

 

ドル化が進行すれば、２０２２年中に税の徴収もドル建

てになる可能性があると指摘した。 

 

なお、オリベロ氏はベネズエラの為替レートについて２

０２１年末には１ドル BsD.１３になると予想していた

が、為替レートは現在も１ドル BsS.４．７４と１０月の

通貨切り下げ前からほとんど動いていない。 

 

オリベロ氏は、自身の予想が正しくなかったことを認め

ると同時に、予想が外れた理由について、マドゥロ政権

が想定以上に外貨を両替市場に供給し為替レートの維

持を試みたためと分析した。 

 

社 会                        

「バルコニーに人形の首 カラカスドールハウス」           

 

メキシコのソチミルコという地域に人形だらけの小島

があるというのは有名な話だが、ベネズエラの首都カラ

カスにはバルコニーが人形の首で埋め尽くされている

不気味な住居がある。 

 

地元では「el balcón de las muñecas（人形のバルコニー）」、

「la casa de las mil cabezas（千の首の家）」などと呼ば

れ恐れられている。 

 

 

ロシア系メディア「RT」は、このドールハウス居住者へ

のインタビュー記事を報道。 

 

居住者によると、この家は芸術品だそうで、１５年前か

ら自宅を博物館にする計画があったという。また、下の

写真のような状態にするために３年間かかったという。 

 

博物館として住居の中に入りたがる人がいるかは疑問

だが、地域の奇妙な建物として近隣住民が外から眺めに

来ることはありそうだ。 

 

 

 

（写真）RT “カラカスのドールハウス” 
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２０２１年１２月９日（木曜）              

政 治                       

「穏健 AD 統一候補擁立を拒否したのは主要野党    

  ～主要野党の代替案となるため出馬した～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.688」で紹介した通り、

バリナス州知事選のやり直し選挙には穏健野党の「行動

民主党（AD）」からクラウディオ・フェルミン候補が出

馬している。 

 

一方、主要野党はセルヒオ・ガリド州議を推薦しており、

両者が票を奪い合い、与党のホルヘ・アレアサ候補に敗

北する懸念が生じている。 

 

本件について、穏健 AD の党首を務めるベルナベ・グテ

ィエレス党首は、インタビュー番組に出演。クラウディ

オ・フェルミン候補を推薦した理由について語った。 

 

グティエレス党首曰く、フェルミン候補を推薦した理由

は、「主要野党に拒絶されたから」と語った。 

 

「国民に対して真実を明確に伝えておかなければなら

ない。我々はバリナス州知事のやり直し選挙で統一候補

を擁立しようと計画した。ただ、彼ら（主要野党）が拒

絶し、我々を批判した。だから、クラウディオ・フェル

ミン候補を推薦せざるを得なかった。 

 

我々は統一を支持する。クラウディオ・フェルミン候補

が事前の世論調査で最も良い評判を得ていた。最も望ま

れている候補は擁立されなければいけない。」 

と答えた。 

 

また、フェルミン候補も自身が出馬した理由についてイ

ンタビュー番組で語っている。 

 

 

 

フェルミン候補は 

「私がバリナス州知事選への出馬を受け入れたのは、グ

アイドがバリナス州に来た時の演説が理由だ。 

 

彼がバリナス州で呼び掛けたのは統一候補の擁立では

なく、マドゥロ政権を否定し、倒壊させ、外国からの介

入を求めることだった。 

 

排他的な態度を取る政党が他の政党より優れたもので

あってはならない。他者の評価を落とすような政治キャ

ンペーンは野党の独裁を招く。主要野党と協議すること

はとても難しい。」 

と回答した。 

 

筆者は、統一候補の擁立を望んでいるが、主要野党のエ

ゴが強すぎて、排他的であることもよく分かる。 

 

「米民主主義サミット グアイド議長が演説」           

 

１２月９日 米国バイデン政権は民主主義サミットを

開催。同サミットにはオンラインで１００以上の国の代

表が参加した。 

 

サミットの内容は中露を念頭に置いて、権威主義国の拡

大を懸念し、民主主義勢力の結束を呼び掛けるものだっ

た。 

 

ベネズエラからは、同サミットにグアイド議長が参加。 

独裁政権と戦うために５つの提案を行った。 

 

１．犯罪的な権威主義国に対する多国間の統一同盟を結

成する。 

２．人権活動家など民主主義勢力を保護するためのメカ

ニズムを構築する。 

３．平和的な世界を築くために司法的な仕組みを作る。 
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４．ベネズエラに関して包括的な対話による解決が必要。 

５．移民を受け入れている近隣諸国への支援が必要。 

 

「野党派 CNE 役員                  

  バリナス州知事選候補の選挙区変更を擁護」         

 

バリナス州知事選のやり直し選挙について、穏健 AD か

らクラウディオ・フェルミン候補が出馬する。また、与

党からはホルヘ・アレアサ候補が出馬する。 

 

この２名は実はバリナス州に居住しておらず、１１月２

１日の選挙ではカラカスで投票していた。 

 

居住地ではない人が出馬をするのは選挙規定に違反し

ており、この点について政府側の優遇があるとの非難が

報じられている。 

 

この点について、野党派の「選挙管理委員会（CNE）」

エンリケ・マルケス役員は「違法性はなかった」と CNE

の決定を擁護する姿勢を示した。 

 

マルケス役員曰く、アレアサ候補もフェルミン候補も居

住地の変更は８月に行われていたという。 

 

しかし、選挙システムの都合により間に合わず、アレア

サ候補もフェルミン候補もカラカスで投票をしたと説

明した。 

 

この説明に納得する人はほとんどいないだろう。 

 

マルケス役員およびもう１人の野党派 CNE 役員（ロベ

ルト・ピコン氏）も、両名のバリナス州知事選出馬を認

めたとのことで、野党派 CNE 役員の独立性を疑問視す

る声も出てきそうだ。 

 

 

 

経 済                       

「Bloomberg 産油量日量９０万バレルまで回復    

   ～アイサミ石油相 重病で大臣辞職の噂～」            

 

「Bloomberg」は、ほとんど知名度のない企業の活動に

よりベネズエラの産油量が増加していると報じた。 

 

「Bloomberg」によると、１２月第１週のベネズエラ産

油量は日量９０．８万バレルだという。原油価格も１バ

レル７５ドル近くまで達しており、米国の制裁下で危機

下にあるベネズエラを救っているという。 

 

内部関係者によると、現在 PDVSA は知名度の低い地元

企業と契約を結んでおり、物々交換やドル現金などで取

引をしているという。 

 

また、PDVSA 従業員の雇用を維持するため、契約相手

に対して、PDVSA 従業員を雇用するよう圧力をかけて

いるという。なお、地元従業員は資金的な余力のあまり

ない企業が多く、エネルギー事業の契約相手としては本

来ふさわしくないという。 

 

マドゥロ政権は２０２１年末までにベネズエラの産油

量を日量１００万バレルまで引き上げることを目標と

している（年初には日量１５０万バレルを目標としてい

たが、後に１００万バレルに下方修正した）。 

 

アイサミ石油相は、この目標を達成するべく関係者に圧

力をかけており、日量１００万バレルの目標は到達する

可能性が見えている。 

 

ただし、米国の制裁によりベネズエラ原油の売り先は制

限されており、１００万バレルをどこに輸出するのかは

分かっていない。 
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また、「ロイター通信」は、アイサミ石油相が重病を患

っており、マドゥロ大統領はアイサミ石油相が病気治療

に専念するため（短期的にでも）彼の異動を検討してい

ると報じた。 

 

具体的な病名については報じられていないが、関係者に

よると症状は良くないという。 

 

仮にアイサミ石油相が異動するのであれば、空席は

PDVSA 総裁を務めているアスドゥルバル・チャベス氏

が暫定的にでも兼任することになるという。 

 

「競争力ランキング ベネズエラ世界で最下位」         

 

１２月９日 スイスのビジネススクール「国際経営開発

研究所（IMD）」が「世界人材ランキング」を公表。 

 

ベネズエラは調査対象となった６４カ国中最下位にラ

ンキングした。 

 

１位はスイス 

２位はルクセンブルク 

３位はノルウェー 

４位はデンマーク 

５位はオーストリア 

６位はアイスランド 

７位はフィンランド 

８位はオランダ 

９位はドイツと欧州の国が上位を独占。 

 

アジアでは香港が１１位、シンガポールが１２位。 

中国は３６位。日本は前年より順位を１つ下げ、３９位

だった。 

南米各国の順位は軒並み低く、チリが４８位、アルゼン

チンが５４位、コロンビアが５５位、メキシコが５９位

だった。 

 

「どの所得階層でも食費への支出額が減少」         

 

アンドレス・ベジョカトリック大学の調査によると、ベ

ネズエラ人の食費の支出額が、どの所得階級でも平均で

前年と比べて２４～３４％ほど減少したと発表した。 

 

特に減少率が大きかったのは「貧困」に位置づけられる

世帯で、食費の支出額は前年比３４％減少していたとい

う。 

 

また同大学の調査によると、ベネズエラ家庭の９１．

３％は「貧困」に属し、中でも「極度の貧困」は６５．

７％になるという。 

 

ヒアリング対象者の多くは、食料・生活品の支出のみを

行っており、衣類を購入できる人は１４．４％、娯楽費

を支出する家庭は７．９４％とかなり少ないという。 

 

以上 


	uno
	dos
	tres
	cuatro
	cinco
	seis

