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（写真）Partido Libre（カストロ候補所属政党） “ホンジュラス大統領選 左派政権が復活” 

 

 

２０２１年１１月２６日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 カプリレス・マチャド提案を検討 

～第１オプションは罷免投票か～」 

「ゴンサレス氏 国民投票するなら CNE に依頼」 

「野党当選者への嫌がらせか、複数名が拘束」 

経 済                     

「フランチャイズ業界 ７５％が店舗閉鎖」 

「商業団体 政府に協議の成果を求める」 

社 会                     

「ブラックフライデーで大盛況 

～急激な売り上げ増で物不足感が強まる～」 

21 年 11 月 27～28 日（土・日） 

 

政 治                    

「バリナス州知事選 未だに当選者決まらず 

～途中経過では野党候補の当選が濃厚～」 

「ホンジュラス次期大統領 マドゥロ政権関係？」 

「ベネズエラに Covid-１９錠剤治療薬が到着」 

経 済                    

「包装材業界 前年同期比１３％増」 

「手作りビール Venvidrio から瓶を直接購入」 

社 会                     

「ワクチン接種完了者は３６．２８％？」 

「カラボボ州で誘拐 身代金２００万ドル要求」 
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２０２１年１１月２６日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長 カプリレス・マチャド提案を検討    

      ～第１オプションは罷免投票か～」       

 

１１月２５日 グアイド議長は、インタビュー番組に出

演し、急進野党に属するマチャド党首の提案を検討する

と表明した。同時に「次の投票は罷免投票であるべき」

との見解を示している。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.683」で紹介した通り、

マチャド VV 党首は、野党内で国民投票を提案している。 

 

グアイド政権は２０１９年から約３年間、圧力による政

権交代を目指してきた。正確に言えば、米国でトランプ

政権が発足した２０１７年から約５年間、抗議行動や経

済制裁など圧力による政権交代を目指してきた。 

 

しかし、既存の方針は誰が見ても限界に達しており、軌

道修正の必要が生じている。 

 

全国州知事・市長選への参加は、主要野党が軌道修正の

必要性を認識していることの現れと言える。 

 

選挙による政権交代の方針を示しているのは「第一正義

党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事（２

０１２年、１３年に行われた大統領選での野党統一候

補）。 

 

カプリレス元知事は２０２２年に CNE に対して申請で

きる大統領解任の是非を問う罷免投票を実施すること

も視野に入れており「行動民主党（AD）」「新時代党

（UNT）」は、カプリレス元知事の方針に傾いている。 

 

 

 

一方、急進野党のマチャド VV 党首は、グアイド政権が

行ってきた圧力方針を「中途半端」と非難しており、マ

ドゥロ政権下で選挙に参加していることを非難。 

 

国際社会の協力を仰ぎながら徹底的にマドゥロ政権と

対峙するべきとのスタンスを掲げている。 

 

グアイド議長は、マチャド党首の方針も検討すると述べ

ているが、第一オプションは、罷免投票と思われる。 

 

個人的な意見だが、罷免投票の実施は政権交代をより困

難にするのではないか。 

 

まず経済制裁が科せられている限りベネズエラの状況

は平等な環境ではない。つまり、経済制裁を解除しない

限り、マドゥロ政権側が選挙の環境を平等にする意思が

働かない。 

 

加えて、経済制裁は解除されて１カ月後に効果が見え始

めるものではない。回復には２０年、兆しが見えるよう

になるまで２年はかかるだろう。 

 

つまり、マドゥロ政権が最低限でも納得できるような状

況になるためには少なくとも２年はかかるはずだ。 

 

２０２２年中に経済制裁を解除したとしても２２年中

にマドゥロ政権が納得できる状況にはならない。 

マドゥロ政権側が納得しない限り罷免投票は妨害され、

妨害を受ければ選挙ボイコット論が勢力を増すという

悪循環に陥る。 

 

これらをふまえると、野党は２０２４年の大統領選に焦

点を当て、２４年の選挙を「自由で公平な選挙」にする

ための準備として２０２２年に経済制裁の緩和を始め

るのが望ましいシナリオと思われる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7346ddcc3d4d3d0e0153879c635b03f.pdf
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「ゴンサレス氏 国民投票するなら CNE に依頼」         

 

カプリレス元知事と並んで選挙による政権交代を目指

す野党政治家の中に「新時代党（UNT）」のエース的な

位置づけにあるスターリン・ゴンサレス氏がいる。 

 

ゴンサレス氏は、マチャド VV 党首の提案した「国民投

票を通じて新たなリーダーを選ぶべき」との意見に「合

意する」との見解を表明。 

 

ただし、「彼ら（マチャド党首ら急進野党陣営）が同意

しないのは理解しているが、ロジスティクスと全ての政

治アクターの信頼性の観点から国民投票は CNE が運営

することが望ましい。」とコメント。 

国民投票を行うのであれば、CNE に運営してもらうべ

きとの見解を示した。 

 

ゴンサレス氏の問題意識は、前号「ベネズエラ・トゥデ

イ No.683」で筆者が記載した通り、野党が行う国民投

票は野党支持者しか参加せず有権者の２割程度の意思

だけが過大評価されることだろう。 

 

加えて、１７年にも野党だけで国民投票を行ったことが

あるが、集計結果が正確なものかどうか精査する団体は

おらず、第三者に再集計をさせないなど信頼に足る運営

ではなかった。 

 

（写真）Maduradas 

“左がゴンサレス氏、右がマチャド VV 党首” 

 

「投票の運営主体」「投票する人」「集計する人」の全

員が野党支持者であれば数字の書き換えはいくらでも

できる。 

 

野党だけが行う国民投票は CNE による選挙運営より

問題が多いことは１７年に確認されている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.8」）。 

 

「野党当選者への嫌がらせか、複数名を拘束」                  

 

全国州知事・市長選から１週間が経過し、野党当選者を

拘束するなどマドゥロ政権による迫害とも理解できる

事件がいくつか起きている。 

 

１件目は迫害と呼べるのか疑問だが、カラカスのエルア

ティージョ市の市議会議員に当選したアレハンドロ・モ

ンカーダ氏（主要野党 MUD の推薦）。 

 

モンカーダ氏は、今回の選挙に出馬する前に自身のイン

スタグラムで女性を侮辱するような言葉を投稿し、女性

蔑視的な発言を繰り返していたことが確認された。 

 

モンカーダ氏が投稿した動画がネットで拡散され、メデ

ィアに報じられることで騒ぎが広がり、検察庁が「嫌悪

流布罪・侮辱罪」の容疑でモンカーダ氏を拘束すること

を決めた。今回の件で市議当選を撤回されるかどうかは

不明。 

 

２件目は、メリダ州アリソビスポ・チャコン市の市長に

当選したオマール・フェルナンデス氏（MUD 推薦）。 

 

MUD の発表によると、フェルナンデス氏が拘束された

理由は、未だに結果が発表されていないバリナス州知事

選。フェルナンデス氏は「集計中の投票は MUD の勝利

を変えない」と述べたことが理由で拘束されたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7346ddcc3d4d3d0e0153879c635b03f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7346ddcc3d4d3d0e0153879c635b03f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed899cab4041f7c9ec2705d2192b9bbf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed899cab4041f7c9ec2705d2192b9bbf.pdf
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経 済                        

「フランチャイズ業界 ７５％が店舗閉鎖」           

 

「ベネズエラ・フランチャイズ商工会（Profranquicias）」

のカルロス・ドゥラン代表は、２１年半ばに加盟企業を

対象に行ったアンケート調査の結果を一部公表。 

 

調査によると、７５％の加盟企業が店舗を閉鎖したとい

う。一方で、２５％は店舗を増やしたという。 

 

店舗が増えているのは内陸部が中心。Covid-１９感染防

止策が施行されていた時でもあり、インターネットを通

じた販売が増えていたという。 

 

また Covid-１９感染防止策が緩和されるようになって

から状況は好転しており、直近２カ月で Profranquicia

には１５の企業が新たに加盟したという。 

 

ドゥラン代表は 

「ハイパーインフレを脱却し、通貨政策が改善され、ド

ル建て融資が始まることで今後の経済が良い方向に進

むことを期待している」 

と述べた。 

 

「商業団体 政府に協議の成果を求める」         

 

１１月２６日「全国商業サービス団体（Consecomercio）」

の Tiziana Polesel 代表は記者会見を実施。 

 

「これまで行政の要望に応え協議に参加してきたが、そ

ろそろ結果を出してもらわなければ困る」との見解を表

明した。 

 

Polesel 代表によると Consecomerico は、マドゥロ政権

に対して提案書を提出したという。 

 

 

この提案書は２つの章に分かれており、１つは「経済テ

ーマ」、もう１つは「公共サービス・行政手続き」につ

いての提案。 

 

経済テーマについて、燃料不足が商品・人の移動を阻害

しており大きな問題になっていると指摘。燃料輸入を民

営化するよう求めた。 

 

また、移動が制限される中でデジタル取引を促進する必

要性を主張。政府はデジタル取引を促進するための政策

を行うべきだと提案した。 

 

公共サービス・行政手続きについて、市税やゴミ収集税

が異常に値上がりしており経営を圧迫していると指摘。

また行政手続きが遅く企業の活動を阻害していると訴

えた。 

 

社 会                        

「ブラックフライデーで大盛況              

  ～急激な売り上げ増で物不足感が強まる～」           

 

クリスマス前の金曜は「ブラックフライデー」。 

１年で最も商品が売れる時期だ。 

 

この時期、ショッピングセンターでは大幅なディスカウ

ントが行われるため多くの客で賑わうのが慣例。 

 

昨年は Covid-１９感染対策もあり、売り上げは大きく

落ち込んだようだが今年は多少良くなっているようだ。 

 

１１月２７日 「Sambil」「El Recreo」「City Market」

「San Ignacio」などカラカスのショッピングセンターは

多くの客で賑わった。 
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以下はブラックフライデー当日の「Sambil」の様子。 

お店の販売員の話では、昨年の２倍は人が入っているの

ではないかとのこと。売り上げも好調だという。 

 

なお、ここ最近はカラカスでミニバブルが起きているよ

うで、店舗の商品が少なくなっているという。経済が回

復する兆しが見えているのは望ましいことだが、商品不

足感が拡大しているとも報じられている。 

 

（写真）@RayliLujan 

 

（写真）@SoyArellan 

 

（写真）@bancaynegocios 

 

２０２１年１１月２７日～２８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「バリナス州知事選 未だに当選者決まらず      

   ～途中経過では野党候補の当選が濃厚～」        

 

「ウィークリーレポート No.227」にてバリナス州の知

事だけ当選者が決まっていないと紹介したが、未だにバ

リナス州知事選の結果は発表されていない。 

 

現在「選挙管理委員会（CNE）」のサイトではバリナス

州の途中集計については、以下の通り「集計完了を待っ

ています」と表示されているが、一時的にバリナス州の

途中集計結果が公表されていたという。 

 

 

 

表示された途中集計は、主要野党 MUD が擁立したフレ

ディ・スペルラノ氏（「大衆意思党（VP）」所属）の得票

率が３７．３３％、対する与党候補アルヘニス・チャベ

ス氏の得票率が３７．２２％で、両者の票差は３１８票

だったという。 

 

そして、現在集計が完了していないとされるのはバリナ

ス州アリスメンディ市の票で合計は９９０票。 

 

未集計の９９０票の３人中２人がチャベス候補に投票

しない限り逆転はなく、スペルラノ氏の当選の可能性が

高いという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
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「ホンジュラス次期大統領 マドゥロ政権と関係？」           

 

１１月２８日 ホンジュラスで大統領選が行われた。 

 

同選挙は左派連合のシオラマ・カストロ候補と、中道右

派のナスリ・アスフラ候補の一騎打ちだった。 

 

同日、選挙結果が発表され第一速報でカストロ候補の得

票率が５３．３４％。２位のアスフレ候補は３４．０１％

でカストロ候補の当選が確定した。 

 

彼女は２００６年～０９年までホンジュラスの大統領

だったマニュエル・セラヤ元大統領の妻で、「ホンジュ

ラスを社会民主主義国家にする」と明言している。 

 

セラヤ元大統領と故チャベス政権は良好な関係にあり、

ホンジュラスに詳しい米国の Evan Ellis専門家によると、

カストロ政権が誕生した場合、ホンジュラスはマドゥロ

政権と国交を回復するという。 

 

現在ホンジュラスは親米政権でマドゥロ政権の正当性

を否定しているが、この選挙で米州の政治図が少し変わ

るかもしれない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

 

「ベネズエラに Covid-１９錠剤治療薬が到着」         

 

１１月２８日 マドゥロ大統領は、錠剤タイプのCovid-

１９治療薬「モルヌピラビル（Molnupiravir）」（米製薬

大手メルクと米リッジバック・バイオセラピューテクス

による共同開発）がベネズエラに到着したと発表した。 

 

１１月４日、英国の「医薬品・衣料製品企画庁（MHRA）」

は、Covid-１９飲み薬「モルヌピラビル」の使用を条件

付きで承認した。 

 

現時点では「モルヌピラビル」がベネズエラに到着した

ということだけを述べており、ベネズエラ国内で使用を

開始するかどうかは明言していない。 

 

経 済                       

「包装材業界 前年同期比１３％増」            

 

「ベネズエラ包装材商工会（CAVENVASE）」のリカル

ド・ロベルト代表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」

のインタビュー番組に出演。 

 

２０２１年の包装材業界の業績について１１月の業績

は前年同期よりも１３％回復したと説明。ただし、元々

の需要が少なく、包装材業界全体でも１日当たりの発注

量は３０件を超えないという。 

 

包装材業界の工場稼働率は３６％と述べ、政府が適切な

政策を行えば４０～４５％まで引き上げることができ

るとした。 

 

現在ベネズエラは国内のサプライチェーンが壊滅して

おり、包装材の工場が稼働するためには原材料の輸入が

不可欠だと指摘した。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１１月２６日～１１月２８日報道         No.６８４   ２０２１年１１月２９日（月曜） 

7 / 7 

 

「手作りビール Venvidrio から瓶を直接購入」         

 

マドゥロ政権は、小規模企業家の活動を支援する意思を

表明。開業資金や税制面での優遇措置などを講じると発

表している。 

 

その中でも特に小規模のビール事業者の活動を積極的

に支援している印象がある。 

 

ビール事業者を支援する理由は定かではないが、ビール

は大衆の飲み物のためビール不足が支持率に影響を与

える可能性などを考慮しているのかもしれない。 

 

ベネズエラ国営ガラス公社とビール事業者団体は、国内

産業省関係者の立会いの下で、仲介を挟まず瓶を直接購

入する契約を締結した。 

 

社 会                       

「ワクチン接種完了者は３６．２８％？」            

 

野党系の医療団体「Encuesta Nacional de Hospitales」の

フリオ・カストロ代表は、ベネズエラのワクチン接種状

況に関するアンケート調査を発表した。 

 

アンケートは１１月１５日から１週間の間に２，４００

人を対象に実施したものだという。 

 

アンケートの結果、ワクチンの２度接種が完了している

のは全体の３６．２８％。１度でも接種を完了したのは

４６．２％だったという。 

 

摂取したワクチンのブランドについて、回答者の８１．

５％は「Sinopharma」、１３％は「Sputnik V」、２％が

「Sinovac」だったという。 

 

 

 

一方、１１月２８日 マドゥロ大統領は直近のワクチン

接種率について７７．５％と説明した（過去の発言をふ

まえると、７７．５％は１度でもワクチンを接種した人

の接種率と思われる）。 

 

野党系の医療団体とマドゥロ政権の発表するワクチン

接種率には大きな差がある。 

 

なお、ここ最近ベネズエラの１日当たりの Covid-１９

新規感染者数は５００～８００人で推移しており、減少

傾向にある。流行の兆しを見せているオミクロン株の感

染者も確認されていない。 

 

「カラボボ州で誘拐 身代金２００万ドル要求」         

 

１１月２７日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」のドグラ

ス・リコ局長は、カラボボ州で起きた誘拐事件を解決し

し、誘拐されていたサルバドール・マルティネス氏（７

８歳）を救出したと説明した。 

 

リコ局長の説明によると、マルティネス氏がカラボボ州

グアカラ市の通りを歩いていると、「軍部の警察組織

（DGCIM）」の服を着た複数の男性に引き留められ、誘

拐されたという。 

 

誘拐犯はマルティネス氏の解放と引き換えに２００万

ドルを支払うよう要求したという。 

 

なお、身代金を支払って解放されたのか、CICPC の捜

査で救出されたのか、誘拐犯の名前など詳細については

発表されていない。 

 

以上 
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