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（写真）CNE “１月２６日 マドゥロ大統領の罷免投票を申請するための署名集めを実施” 

 

 

２０２２年１月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「CNE 罷免投票スケジュールを発表 

～成立要件が厳しく事実上、不可能？～」 

経 済                     

「２１年の PDVSA 収入は前年比７０％増」 

「輸出組合 輸出販促サイトの開設を準備」 

「行政監督局 カジノ経営にまつわる汚職を捜査」 

社 会                     

「電力施設へのテロ実行犯を逮捕」 

「製油所職員８名 ガソリン汚職への関与で逮捕」 

「ラウル・ゴリン氏 ハワイで汚職疑惑」 

22 年 1 月 22～23 日（土・日） 

 

政 治                    

「与党議員 検察庁に野党取り締まり要請 

～野党への圧力が一層強化される懸念～」 

「マドゥロ大統領 新たなクーデター警戒」 

「罷免投票申請団体 １月２４日に抗議行動」 

「亡命最高裁 給料未払いで米国・暫定政権訴え」 

「露大使 米との緊張時にはベネズエラが支援」 

社 会                    

「１月２３日はクーデター成功の日 

～ペレス・ヒメネス元大統領の娘がコメント～」 

「コロンビア ７万人に在留資格を授与」 
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２０２２年１月２１日（金曜）             

政 治                       

「CNE 罷免投票スケジュールを発表         

   ～成立要件が厳しく事実上、不可能？～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.704」で紹介した通り、グ

アイド政権（主要野党）ではない３つの団体が「選挙管

理委員会（CNE）」に対して、マドゥロ大統領の罷免投

票の実施を申請していた。 

 

１月２１日 この申請を受けて、CNE は罷免投票を実

施するためのスケジュールを公表した（以下は CNE が

公表した罷免投票スケジュール）。 

 

 
（写真）CNE 

 

最も重要なのは「罷免投票を求める署名を集める日」（ス

ケジュール表の塗りつぶされている箇所）。 

 

署名集め日時は、１月２６日（水曜）午前６時～午後６

時の１２時間。署名は CNE が定める全国１，２００カ

所で行われる。 

 

 

この期間に全国２３州・１首都区各地域で有権者２０％

超の署名を集めることができれば罷免投票の申請要件

をクリアしたとして、罷免投票が実施される。 

 

このハードルは相当に高く、メディアでは実現不可能と

の意見であふれている。実際にこの要件を満たすのはか

なり困難だろう。 

 

ベネズエラの有権者数は現在２，１００万人超。 

つまり、２０％に当たる４２０万人の署名を１２時間

（７２０分）で集める必要がある。 

 

１２００会場で４２０万人の署名を集めるということ

は、全ての会場で１分５人（１２秒で１人）の署名を集

める必要がある。 

 

２０１６年に行った罷免投票と同じフォーマットであ

れば、申請者は「自身の氏名」「身分証明書番号」「住所」

「サイン」「押印」をする必要がある。 

手書きでこれらの内容を記入するのはそれなりの時間

がかかる。 

 

各会場に５つの署名机が用意されていれば、１分当たり

１人の署名を集めれば要件はクリアできるが、１分１人

でも前述の情報を記入するのは容易ではない。 

 

更にただ４２０万人の署名を集めるだけでは駄目で、各

州・首都区の全てで２０％の署名を集めなければならな

い。 

 

デルタアマクロ州、ヤラクイ州など与党基盤が固い州も

あり、これらの州で２０％の署名を１２時間で集めるの

はかなり厳しいだろう。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a5e590b84a700351e07f4de59b1591eb.pdf
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経 済                        

「２１年の PDVSA 収入は前年比７０％増」           

 

エネルギー専門雑誌「Petroguia」のアンドレス・ロハス

記者は、ラモン・ロシンスキ氏のインタビュー番組に出

演。２０２１年の PDVSA の収入について、前年から７

０％増加したと述べた。 

 

「PDVSA の収入は改善した。２０２０年の PDVSA の

収入は約４０億ドルだったが、原油価格の上昇により２

１年は７０億ドルに改善した。 

 

収入は増えたが、ベネズエラの石油産業の通常の収入と

比較すれば、極めて少ないことには変わりない。」とコ

メントした。 

 

また、ガソリンなど石油製品について、国内製油所の稼

働率は上昇しており、現在 PDVSA は輸入をしていない

と説明。 

 

希釈剤を提供しているイランはベネズエラの生命線に

なっていると述べた。また、現在 PDVSA はこれまでと

違う輸出先を探していると指摘した。 

 

「輸出組合 輸出販促サイトの開設を準備」         

 

「ベネズエラ輸出者組合（AVEX）」のラモン・ゴジョ氏

は、２０２２年は更に輸出を拡大できる環境にあると主

張した。 

 

特に制裁と政治対立の深化により、低迷していたラテン

アメリカ地域（特にコロンビア、チリ、ペルー、メキシ

コ、ブラジル）などへの輸出増加が期待できるとした。 

 

 

 

 

「ベネズエラの国内製造業の工場稼働率は低迷してい

る。逆を言えば、輸出のための生産余力をたくさん持っ

ていることになる。外国で良い価格で商品を売る機会が

ある。」との見解を示した。 

 

また、ゴジョ氏は国内企業の輸出を促進するため「E-

AVEX」というサイトの立ち上げ準備をしていると説明

した。 

 

「E-AVEX」は、インターネット上の仮想商店のような

もので、輸出を志すベネズエラ企業が「E-AVEX」上に

自身の商品などの情報を掲載し、ビジネスマッチングを

支援するものだという。 

 

なお、ゴジョ氏によると２０２１年のベネズエラの輸出

額（原油・石油製品・鉄鋼など資源製品を除く）は、１

８億ドルで前年の１４．５億ドルから３０％増加したと

いう。 

 

「行政監督局 カジノ経営にまつわる汚職を捜査」                  

 

２１年からベネズエラでカジノが解禁され、既に全国で

多くのカジノ経営が始まっている。 

 

カジノ経営をするためには「国家カジノ評議会」という

組織の許認可が必要で、同評議会の役員の多くは軍人と

されており、賄賂を支払うことで許認可を得ているとの

噂がある。 

 

１月２１日 行政監督局は、国家カジノ評議会への査察

を実施した。 

 

エルビス・アモロソ行政監督長は 

「ベネズエラ政府は観光と経済促進のために努力をし

ている。しかし、経営者側は政府が望む投資を行ってお

らず、カジノを経営する法的規則を満たしていない。 
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行政監督局は、どうしてこれらの事業者にライセンスが

発行されたのかを捜査する。」 

とコメントした。 

 

社 会                        

「電力施設へのテロ実行犯を逮捕」           

 

１月２１日 電気エネルギー省のネストル・リベロール

大臣は、カラボボ州の電力施設への攻撃を行った４人を

逮捕したと発表。リベロール大臣によると、逮捕したグ

ループは、過激派グループから依頼を受けてテロ攻撃を

行ったという。 

 

ただ、ベネズエラでは銅や鉄を盗み、闇市場で売却して

収入を得る人は多い。 

 

電力施設の部品盗難はテロ攻撃というより収入目的の

犯罪ではないだろうか。 

 

また、停電は電力施設のメンテナンス不足が原因と言わ

れることが多いが、こういった盗難による停電も原因の

１つと思われる。 

 

 

（写真）電気エネルギー省 

“逮捕した犯人の証言を公開” 

 

 

 

「製油所職員８名 ガソリン汚職への関与で逮捕」         

 

タレク・エル・アイサミ石油相（PDVSA 副社長）は、

エルパリート製油所でガソリン燃料を横領していた８

名を逮捕したと発表した。 

 

アイサミ石油相によると、今回の逮捕は国家警察の汚職

摘発プロジェクトで見つかったものだという。 

 

以下の写真のようにパイプからガソリン燃料を抜き取

りタンクに入れて、違法に販売していたという。 

 

 

 

（写真）タレク・エル・アイサミ石油相 
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「ラウル・ゴリン氏 ハワイで汚職疑惑」                  

 

１月１９日 米国ハワイ・ホノルル国家安全調査部は、

ベネズエラ人企業家で民放「Globovision」オーナーのラ

ウル・ゴリン氏をマネーロンダリングの容疑で捜索して

いると発表。所在に関する情報提供を求めた。 

 

ゴリン氏は、マドゥロ政権高官のテスタフェロ（資産隠

しに協力する人物）とされる人物で、２０１９年１月に

米国から個人制裁を受けていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.237」）。 

 

ハワイでゴリン氏がマネーロンダリングを行ったため

情報提供を募っているのか、あるいはゴリン氏がハワイ

に滞在しているとの情報があったため、情報提供を募っ

ているのか、理由はよく分かっていない。 

 

 

（写真）ホノルル国家安全調査部 

“ラウル・ゴリン氏の情報提供を募る” 

 

 

 

 

２０２２年１月２２日～２３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「与党議員 検察庁に野党取り締まり要請       

    ～野党への圧力が一層強化される懸念～」        

 

主要野党が２０２２年もグアイド暫定政権を続けると

決めたことを受けて、マドゥロ政権の野党に対する圧力

が徐々に強まっている。 

 

与党国会は、野党が憲法秩序に違反して国家の資産を強

奪していると主張。野党による犯罪行為を調査する委員

会を発足している。 

 

１月２３日 与党国会の調査メンバーが検察庁を訪問。 

野党の犯罪行為について、適切な調査の上で裁きを行う

よう求める書簡を提出した。 

 

与党国会側の認識では「検察庁は２０１９年から２年以

上、野党による国家資産の簒奪行為、経済制裁による国

家混乱、治安不安定化などを処罰していない」ことにな

る。 

 

（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
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タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、与党議員団に

対して、調査の上で適切な法の裁きを下すことを約束し

た。 

 

「マドゥロ大統領 新たなクーデター警戒」           

 

「１月２３日」はベネズエラにとって特別な日だ。カラ

カス首都区には「１月２３日地区」という名前の場所も

ある。 

 

今から遡ること６４年前の１９５８年１月２３日、マル

コス・ペレス・ヒメネス独裁政権がクーデターを受けて

崩壊した日である。 

 

マドゥロ大統領は大統領府に与党支持者を動員し、大規

模な演説を実施。グアイド暫定政権が新たなクーデター

を画策していると警鐘を鳴らした。 

 

マドゥロ大統領によると、この情報は米国のホワイトハ

ウスから入手したという。 

 

特に根拠となるような裏付け情報はなく、信じるに足る

理由はないが、ベネズエラでは年の前半に大きな問題が

起きる場合がほとんどだ。 

 

上記、ペレス・ヒメネス大統領へのクーデターは、１９

５８年１月２３日、 

数千人が亡くなったとされる政府による大虐殺「カラカ

ソ」が起きたのは１９８９年２月２７日、 

故チャベス元大統領によるクーデター未遂は１９９２

年２月４日、 

故チャベス元大統領がクーデターを受けたのは２００

２年４月１１日、 

米国から最初に制裁を受けるきっかけとなった抗議行

動が起きたのは２０１４年２月、 

 

 

米国から経済制裁を受けるきっかけとなった抗議行動

が始まったのは２０１７年４月、 

 

２０２２年も前半に何らかの大きな政治イベントが起

きても不思議ではないだろう。 

 

「罷免投票申請団体 １月２４日に抗議行動」         

 

「CNE 罷免投票スケジュールを発表」で紹介した通

り、罷免投票実施に必要な署名集めの要領が発表された

が、成立要件は極めて厳しいものになっている。 

 

この発表を受けて、マドゥロ大統領の罷免投票実施を申

請した離反与党団体「Mover」は支持者に対して、１月

２４日にカラカス広場から CNE に向けてデモ行進を行

うよう呼び掛けた。 

 

「本日、我々は平和的で確固とした国民の行動を呼びか

けることを決めた。全てのベネズエラ国民、国際社会、

メディアに対して、我々が罷免投票の実施を希望してい

ることを示す必要がある。 

 

CNE は１月２１日に公表した罷免投票のスケジュール

を撤回しなければいけない。」 

と訴えた。 

 

同時に「CNE が発表した署名集め予定日、１月２６日

に署名に行くよう国民に呼びかけないが、署名を邪魔す

るようなこともしない」とのスタンスを示した。この状

況だと、罷免投票はほぼ確実に不成立となる。 

 

仮に今後、主要野党が大統領の罷免投票実施を申請した

としても、CNE は「２１年の罷免投票は不成立だった」

として応じない可能性が高そうだ。 
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「亡命最高裁 給料未払いで米国・暫定政権訴え」         

 

ベネズエラ人ジャーナリスト Maibort Petit 氏は自身が

司会を務める YouTube 番組「Sin Filtro」で、亡命最高

裁のルイス・ラモス・レジェス判事にインタビューを実

施。 

 

同インタビューの中で、レジェス判事は 

「２０２０年、２１年の国会予算で最高裁判事の給料が

計上されていたにもかかわらず、我々（最高裁判事）は

１セントも給料を受け取っていない」 

とコメント。 

 

給料の未払いについて、これまで繰り返しグアイド暫定

政権に理由の説明を求めたが、理由は説明されていない

と訴えた。 

 

米国で制裁を管理する「外国資産管理局（OFAC）」が支

払いを許可していない可能性もあるようで、レジェス判

事はグアイド暫定政権と米国政府に対して法的措置を

取らざるを得ない状況になっていると述べた。 

 

率直に言って、亡命最高裁は全く何の仕事もしていない。 

 

何かを決める権限はなく、公務員としてベネズエラ国民

へ奉仕をしているわけでもない。 

 

その仕事に対して月数千ドルの給料が支払われるので

あれば別の意味で問題な気がする。 

 

「露大使 米との緊張時にはベネズエラが支援」         

 

ロシアによるウクライナ侵攻を巡りロシアと欧米の政

治的な緊張が高まっている。 

 

 

 

ロシアと良好な関係を維持するベネズエラは、ロシアの

軍事拠点として使用される可能性があり、両国の対立に

深く関与している。 

 

在ベネズエラ・ロシア代表大使は、「米国とロシアの関

係が悪化した場合、ベネズエラは軍事的・技術的にロシ

アを支援してほしい」とコメントした。 

 

また、ロシアとベネズエラの軍事協力関係について、２

０２１年から始まっており、現在まで止まったことはな

いと説明。ロシア軍はベネズエラで武器のメンテナンス

や修理など国家防衛に必要な活動を支援していると述

べた。 

 

社 会                       

「１月２３日はクーデター成功の日              

 ～ペレス・ヒメネス元大統領の娘がコメント～」            

 

前述の通り、１９５８年１月２３日はマルコス・ペレス・

ヒメネス大統領（当時）がクーデターで失脚した日。 

 

以下ではマルコス・ペレス・ヒメネス大統領について紹

介したい。１９１４年ベネズエラのタチラ州で生まれ、

２００１年にスペインで亡くなった。 

 

ヒメネス大統領は１９５３年４月～５８年１月まで５

年弱ベネズエラの大統領を務めた。 

 

彼の大統領就任には大きな問題があった。１９５２年１

１月に行われた大統領選で当時野党の「民主主義共和国

連合（URD）」の候補が当選したが、当時与党の「独立

選挙戦線（FEI）」は選挙結果を受け入れず、マルコス・

ペレス・ヒメネス氏を大統領にすることを宣言。 

 

非民主的な手段で大統領に就任したため「独裁者」との

悪名高い大統領である。 
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独裁政権との悪名が高い一方で、強硬な手腕で現在のベ

ネズエラの高速道路網、軍人士官学校、タマナコホテル、

SEBIN 本部（デリコイデ）など現在も使用されているベ

ネズエラ公共インフラを作った人物として、評価もされ

ている人物である。 

 

しかし、１９５８年１月２３日、軍部のクーデターを受

けて大統領専用機でドミニカ共和国に逃亡。ペレス・ヒ

メネス政権は崩壊し、ベネズエラに民主主義が戻ったと

歴史書には書かれている。 

 

２２年１月２３日 ヒメネス元大統領の娘が YouTube

のインタビュー番組に出演。 

自身の父について「私の父親は独裁者であり、愛国者で

あり、進歩主義者であり、社会主義者だった。 

 

彼が政権を運営した当時、悪いことも良いこともあった。

何かを成し遂げるためには柔軟な対応では動かない時

もある。彼は常に強硬な態度で臨んだ。 

 

私の父について、多くの人が殺人者であり、拷問者だと

非難している。一方で、父がベネズエラのために何もし

なかったという意見を聞いたことはない。彼の執政下の

ベネズエラは栄えており、外国はベネズエラにあこがれ、

多くの人がベネズエラに移住した。」と述べた。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「コロンビア ７万人に在留資格を授与」         

 

コロンビア移民管理局は、コロンビアでの在留資格がな

いベネズエラ人７万人に対して「一時滞在許可（PPT）」

を与えると発表した。 

 

ファン・エスピノサ移民管理局長は、１月２４日～３０

日にかけて、PPT の申請受け入れ期間を設けると説明。 

 

PPT があれば、コロンビアの正式な移住資格が無くて

も１年以上コロンビアに留まることができ（延長可能）、

その間に住居契約を交わしたり、正規のやり方で就業し

たりすることも可能になる。 

 

エスピノサ局長によると、これまでにベネズエラ人１３

万人に PPT を発行しており、今回の追加発行により２

０万人が PPT の発行を受けることになるという。 

 

なお、コロンビアに滞在するベネズエラ移民数は１３０

万人、そのうち半数は不法移民とされており、非正規に

コロンビアに滞在するベネズエラ人はまだまだ多いよ

うだ。 

 

以上 


