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（写真）WikiCommon “スリア州ラファエル・ウルダネタ橋など交通施設 マドゥロ政権に管理権を変更” 

 

 

２０２１年１２月１日（水曜） 

 

政 治                     

「バリナス州知事選の再選挙巡り混乱 

～野党 CNE 役員 出馬権停止を知らなかった～」 

「スペルラノ候補 EU 監視団・各国大使と面談 

～野党統一候補の擁立を提案～」 

「アルカラ氏 FARC の制裁リストから抹消」 

経 済                     

「民間セクターを中心に売り上げが回復 

～来年は５００万人分の経済力回復を予見～」 

「Conindustria GDP 前年比１０％増」 

「FAO ベネズエラの空腹率は２７．４％」 

２０２１年１２月２日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 与党内で裏切りが起きた 

～汚職・非効率は米国の制裁よりも悪い～」 

「政府 スリア州空港などコントロール変更」 

「バリナス知事選 新候補はスペルラノ氏の妻？」 

経 済                    

「１１月の原油輸出は減少、産油量は増加」 

「国連 ベネズエラ支援に２５億ドル必要」 

「中国から１０３コンテナ分の玩具を輸入」 

社 会                    

「アルド・ジョルダ―ニ司教 Covid-１９で死去」 
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２０２１年１２月１日（水曜）             

政 治                       

「バリナス州知事選の再選挙巡り混乱          

 ～野党 CNE 役員 出馬権停止を知らなかった～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.685」で紹介した通り、

１１月２９日に最高裁は当選者が確定していなかった

バリナス州知事選の集計停止を命令。 

 

翌１１月３０日 「選挙管理委員会（CNE）」は、バリ

ナス州知事選を来年１月９日にやり直すと発表した。 

 

急激な動きにより情報が錯綜していたが、数日が経過し

て状況が分かってきた。 

 

最も重要な点は、「フレディ・スペルラノ候補が選挙に

出馬した時点で CNE はスペルラノ候補が出馬できない

ことを認識していなかった」という点。 

 

更にピコン CNE 役員（野党派）は「１２月２日現在も

行政監督局が出したとされるスペルラノ候補の選挙出

馬を禁止する旨の正式文を確認できていない」とした。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.685」で指摘した通り、２

１年２月に行政監督局は資産報告書を提出していない

野党議員の出馬権を停止する措置を発表した。 

 

ただし、正式な発表をされているのは２８名（グアイド

議長に加えて２７名の野党議員）のみ。フレディ・スペ

ルラノ候補もこの２７名に入っていると思われたが、実

際はこの２７名には入っていなかった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.565」）。 

 

なお、行政監督局が発表した出馬禁止者リストは以下の

通り。 

 

1.-Marco Quiñones  

2.-Armando Armas  

3.-Julio Montoya  

4.-Ismael García  

5.-Mariela Magallanes  

6.-Antonio Geara  

7.-Américo De Grazia  

8.-Carlos Berrizbeitia  

9.-Juan Miguel Matheus  

10.-Richard Blanco Cabrera  

11.-Rafael Veloz  

12.-Tomás Guanipa  

13.-Luis Florido  

14.-Germán Ferrer  

15.-Jesús Alexis Paparoni Durán  

16.-Carlos Paparoni  

17.-freddy Guevara Cortez  

18.-Juan Andrés Mejía  

19.-Julio Borges  

20.-Franco Casella  

21.-Gaby Arellano  

22.-Renzo Prieto  

23.-Sergio Vergara  

24.-Carlos Valero  

25.-Winston Flores Gómez  

26.-Juan Guaidó Márquez  

27.-Juan Pablo Guanipa Villalobos  

28.- José Manuel Olivares 

 

黄色塗りの人物は１１月の州知事・市長選に出馬してい

る。 

 

スペルラノ候補も野党国会議員で、資産報告書を提出し

ていなかった可能性は高く、出馬停止措置を受ける条件

はそろっていそうだが、行政監督局はスペルラノ候補の

出馬権停止を発表してはいなかった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9566aaf8be19887cfcf1e72c3ba9d9f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9566aaf8be19887cfcf1e72c3ba9d9f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
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「スペルラノ候補 EU 監視団・各国大使と面談     

        ～野党統一候補の擁立を提案～」         

 

１２月１日 主要野党「野党統一連合（MUD）」の推薦

でバリナス州知事選に出馬していたフレディ・スペルラ

ノ候補は、最高裁の決定を非難。 

 

「最高裁の決定は、ベネズエラの公権力に独立性がない

ことを国際社会に最悪の形で示した」 

と訴えた。 

 

また、今回の決定について各国大使・EU 選挙監視団に

訴えると発表。EU 選挙監視団のイサベル・サントス代

表らと会談を行った。 

 

他方、スペルラノ候補は最高裁の決定の見直しを求める

のではなく、１月９日に再度行われるバリナス州の知事

選で野党が団結して勝利する必要があると主張。自身の

知事就任に固執しない考えを表明した。 

 

グアイド議長も同様に「バリナス州の再選挙は野党を団

結するきっかけになる」と主張。 

「バリナス州の再選挙を民主主義勢力再団結と正当な

条件を求めるきっかけにする」との見解を示した。 

 

個人的には、野党側の対応は正解。与党の今回の対応は

致命的な失敗だと考えている。 

 

マドゥロ政権がこのような対応を取ったのは、野党が選

挙に参加したからであり、これまで通り選挙ボイコット

をしていたとすればマドゥロ政権が厳しい立場に立た

されることはなかった。 

 

野党側の「選挙で政権交代を目指す方針」は間違いでは

ないだろう。 

 

 

１月９日に再調整されたバリナス州知事選の候補者申

請期間は１２月２日～６日（１２月３０日まで変更可能）

だ。 

 

穏健野党「ベネズエラ第一党」のホセ・ブリト議員も、

スペルラノ候補の出馬権を投票後に停止した最高裁の

決定を非難。主要野党に対して、穏健野党を含めた統一

候補を擁立するよう提案している。 

 

この短い期間で穏健野党も含めて野党が統一候補を擁

立できるかどうかが注目点だろう。 

 

「アルカラ氏 FARC の制裁リストから抹消」                  

 

１２月１日 マイアミ在住記者 Josha Goodman は、米

国の「外国資産管理局（OFAC）」がベネズエラの元軍人

クリベル・アルカラ氏を制裁リストから抹消したと報じ

た。 

 

クリベル・アルカラ氏は故チャベス政権時代に与党の重

要なポジションを務めていた軍人。 

 

しかし、マドゥロ政権になってから与党を離反し、その

後はコロンビアに潜伏し、マドゥロ政権の倒壊を志向す

る勢力として活動していた。 

 

しかし、２０２０年３月に米国政府はアルカラ氏に麻薬

取引犯として懸賞金をかけ、翌日コロンビア警察はアル

カラ氏を拘束、同日中に米国の「麻薬捜査局（DEA）」

に身柄が引き渡されていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.425」）。 

 

米国政府が拘束指令を出した直後アルカラ氏は、「自分

は米国・野党と共闘し、マドゥロ政権を倒壊させる計画

を進めていた」と主張。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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実際に２０年５月にアルカラ氏が指揮していた離反軍

人グループが「Gedeon オペレーション」というマドゥ

ロ大統領拘束計画を実行し、失敗した（「ウィークリー

レポート No.148」「No.149」）。 

 

米国政府が情報の拡散を止めているためか「Gedeon オ

ペレーション」が起きてから１年半が経過したが本件の

追加情報はほとんど報じられていない。 

 

ただし、グアイド議長が署名した契約書などが流出し、

グアイド政権の重要役職者が関与を認めており、グアイ

ド議長はもちろんトランプ政権関係者やコロンビア政

府関係者の協力の下、計画が進行していた可能性は高い。 

 

上記の背景もあり、クリベル・アルカラ氏の拘束は疑念

が多くあり、アルカラ氏の拘束は麻薬密売が理由ではな

く政治的な理由の拘束だったと考える人は多い。 

 

なお、アルカラ氏が OFAC リストから抹消されたのは

米国政府が「コロンビア革命軍（FARC）」をテロ組織リ

ストから抹消したのと同じタイミングだった。 

 

Goodman 記者は、「アルカラ氏の制裁リスト抹消は

FARC のリスト抹消と関係しているのではないか」との

見解を示している。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“OFAC リストから抹消されたクリベル・アルカラ氏” 

 

 

経 済                        

「民間セクターを中心に売り上げが回復           

  ～来年は５００万人分の経済力回復を予見～」          

 

証券会社「Rendivalores」のオスカル・ドバル社長は、

２０２１年のベネズエラの「国内総生産（GDP）」につ

いて、前年比２～３％のプラスになるだろうと分析。 

 

公的セクターの状況は芳しくないが、民間セクターは大

きく回復したとの見解を示した。 

 

ドバル社長によると、ベネズエラ国内には５０億ドル超

の現金外貨が流通しており、購買力が回復し、民間セク

ターの売り上げは２０～２％％ほど増加したと分析し

たという。 

 

特に２１年後期に経済状況が改善したと指摘。 

理由について「政府が制裁による経済妨害を回避するス

キームを作り、１０月、１１月については国内で生産し

た原油はアジアに向けて売却することが出来た。」 

と述べた。 

 

２０２２年については、更に購買力が回復すると分析。 

 

厳しい環境だが、ベネズエラのエネルギーセクター、食

料セクターと取引を続ける外国の企業はあり、非正規セ

クターを中心に５００万人分くらいの購買力が回復す

るとした。 

 

「Conindustria GDP 前年比１０％増」         

 

前述の通り、民間セクターが改善傾向にあるとの記事は

昨今よく報じられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」の Luigi 

Pesella 代表は、ラジオ番組「Union Radio」に出演。 

 

２１年のベネズエラ工業業界は前年比１０％増との見

通しを示した。 

 

現在、Conindustria 加盟企業の４６％は前年よりも生産

量が増加しており、５６％は前年よりも売り上げが増え

ているという。 

 

また、労働者の購買力も回復しており、現在民間セクタ

ーの月額給料は平均１２５ドルで２１年初めと比べて

６０％増加したという。他、人材流出について２０２１

年は少なくなったと指摘。 

 

ただし、小規模企業の中では工場の稼働が再開していな

いとの意見もあると説明した。 

 

「FAO ベネズエラの空腹率は２７．４％」           

 

国連「食料農業機関（FAO）」は、Covid-１９の影響に

よりラテンアメリカ域内で５，７９０万人が「空腹状態」

にあると発表。昨年比３０％（１，３８０万人）増加し

たという。 

 

５，７９０万人はラテンアメリカ地域の人口の９．１％

に相当し、FAO が過去２０年間調査してきた中で最も

悪い結果だという。 

 

ラテンアメリカ地域で最も食料事情が悪いのは、ハイチ、

ベネズエラ、ニカラグア。ハイチ国民全体の４６．８％、

ベネズエラ２７．４％、ニカラグア１９．３％は空腹状

態にあるとした。 

 

逆にブラジル、キューバ、ウルグアイの食料事情は他の

ラテンアメリカ地域よりも良好だという。 

 

２０２１年１２月２日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 与党内で裏切りが起きた      

   ～汚職・非効率は米国の制裁よりも悪い～」        

 

１２月１日、２日と、マドゥロ大統領は与党関係者に対

して身を引き締めるよう求めるような発言が続いてい

る。 

 

マドゥロ大統領はカラボボ州新知事の就任イベントに

出席。その際に、与党内で市長候補者を選ぶために行っ

た予備選挙で不正があったと発表。 

 

彼らの不正行為により複数の市で有権者の票が得られ

ず、敗北したと指摘した。 

 

このような不正行為が発覚した場合、「ベネズエラ社会

主義統一党（PSUV）」は、即座に名前を発表し、国民の

信頼を裏切った罰を与えると発表した。 

 

ただし、現時点では、予備選挙でどの市で不正行為があ

ったのかは明らかにされていない。 

 

加えて、マドゥロ大統領は「不寛容、無能、汚職、非効

率は米国の経済制裁よりも悪いことだ」と発言。「少し

の注意や愛情で解決できるような問題がたくさんある」

と主張した。 

 

「一部の知事・市長・大臣は米国の経済妨害以上の被害

を出している。それは精神的な妨害だ。国民の声を聴か

ず、国民のための仕事をせず、選挙がある時にだけ街頭

に出て票を集めようとする。 

 

我々は常に改良と革新と繁栄を模索しなければいけな

い。問題に蓋をするような人は知事にも市長にもなって

はいけない。」と訴えた。 
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「政府 スリア州空港などコントロール変更」         

 

１２月２日 陸運省はスリア州の橋、空港のコントロー

ル権を変更する政令を発表した。 

 

この政令により、州都マラカイボ湖にかかる巨大橋「ラ

ファエル・ウルダネタ橋」の管理権が「国家都市交通局

（Fontur）」に代わった。 

 

また、スリア州の空港「ラ・チニータ空港（マラカイボ

市）」「ミゲル・アンヘス・ウルダネタ・エルナンデス空

港（サンタバルバラ市）」「オロ・ネグロ空港（カンバス

市）」の管理権が、中央政府傘下の「ボリバリアーナ航

空会社（BAER）」に代わった。 

 

今回の変更は、１１月２３日付の官報で公布された。 

 

つまり、１１月２１日に行われた州知事選でスリア州の

知事が野党「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレ

ス党首に決定して２日後のことになる。 

 

メディアでは、ロサレス新知事にこれら施設の管理権を

明け渡さないためのマドゥロ政権の対応と報じられて

いる。 

 

「バリナス州知事選 新候補はスペルラノ氏の妻？」         

 

１２月２日 スペルラノ候補は、「Union Radio」のイン

タビュー番組に出演。 

 

１月９日に予定されているバリナス州知事選に出馬す

る可能性のある新候補について、自身の妻アウロラ・シ

ルバ氏（右上写真の女性）の名前を挙げた。 

 

「私の妻が候補者になる可能性はある。現時点では、あ

らゆる可能性を否定しない。 

 

現段階では、誰が候補者になるのかを確定するのは早す

ぎる。」と述べた。 

 

 

（写真）Freddy Superlano 氏ツイッターより 

 

経 済                       

「１１月の原油輸出は減少、産油量は増加」              

 

ロイター通信は、２１年１１月のベネズエラの原油輸出

量が日量５７万２，５６７バレルだったと報道。 

 

先月から２０％減少、前年同期より２％少なかったと報

じた。 

 

ロイター通信によると、イランがコンデンセートをベネ

ズエラに輸出するようになったことで生産やガソリン

供給がやや回復したが、イランのコンデンセートを使用

して生成される原油（Merey）は水分量が多く、輸出品

質になっておらず、輸出が遅れているという。 

 

ロイターは、２１年１０月のベネズエラの原油輸出量は

日量７１．１万バレルだったとしており、前述の原油仕

様の問題で輸出が減ったとしている。 

 

一方、産油量は日量９０．４万バレルまで回復。先月の

日量８３万バレルよりも７万バレルほど増加したとし

た。 
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「国連 ベネズエラ支援に２５億ドル必要」         

 

１２月２日 国連の人道問題調整事務所は、２０２２年

の支援計画を発表。国際社会に対して、２億７，４００

万人の生活を支援するために４１０億ドルの拠出を求

めた。 

 

地域横断的な問題として最も多くの資金を必要として

いるのはシリア難民問題。シリア難民の受け入れ国に対

して９８億ドルの支援が必要としている。 

 

次に必要資金が多く計上されているのはアフガニスタ

ンで約５０億ドル。イエメンは４０億ドル、エチオピア

は２８億ドル。 

 

ラテンアメリカ地域では、ベネズエラが最も多く移民受

け入れ国への支援も含めて総額２５億ドルが必要とし

ている。 

 

「中国から１０３コンテナ分の玩具を輸入」         

 

１２月２日 ベネズエラ港湾公社「Bolipuertos」は、プ

エルト・カベジョ港に１０３コンテナを積んだ１隻の船

が中国から到着したと発表。 

 

この１０３コンテナは、オモチャが入っており、政府の

社会事業としてクリスマス前に子供たちに配布される

という。 

 

（写真）Bolipuertos 

 

 

社 会                       

「アルド・ジョルダ―ノ司教 Covid-１９で死去」            

 

１２月２日 ２０１３年～２０２１年５月までバチカ

ン市国の教皇使節団の代表としてベネズエラに派遣さ

れていたアルド・ジョルダ―ノ司教（享年６７歳）が亡

くなったと発表された。 

 

ジョルダーノ司教は、９月末に Covid-１９感染が発表

されており、容体が芳しくないと伝えられていた。 

 

一般的に言って、バチカンのポジションは外交団の中で

最も高い。 

 

特にカトリック教が国教のベネズエラではバチカン代

表の地位は高く、ベネズエラ国内のメディアではジョル

ダーノ司教の死を悼むコメントが多く報じられている。 

 

ジョルダーノ司教は、対話によるベネズエラ問題の解決

を模索した人物で、マドゥロ大統領も哀悼の意を表明し

た。 

 

 

（写真）ベネズエラ・キリスト教連盟 

 

以上 
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