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（写真）TELESUR “１１月２１日 全国州知事・市長選実施、全国２３州中２０州は与党候補が当選” 

 

 

２０２１年１１月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「全国州知事選・市長選 選挙直前の動きを確認 

～ミランダ州の MUD 候補問題は解決せず～」 

「ニカラグア 米州機構脱退を決定」 

「EU 監視団 グアイド議長・急進野党と協議」 

経 済                     

「カジノ経営 軍部高官に３５万ドル支払い」 

社 会                     

「カルバハル氏 イタリアへの亡命を希望 

～スペイン検察は米国へ身柄を引き渡す方針～」 

「CONATEL 地デジ受信キットを販売」 

21 年 11 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「州知事選 与党２０人、野党３人が当選 

リベルタドール市は与党候補が当選」 

「選挙当日 １人死亡、２人負傷、１３人逮捕」 

「その他報じられているイレギュラー 

～開場遅延・軍圧力・集会場・投票機エラー～」 

「マドゥロ政権 EU 監視団を警戒」 

経 済                    

「アラグア州アルミニウム会社が稼働再開」 

社 会                    

「１．２万人オーケストラ ギネス記録認定」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１１月１９日～１１月２１日報道         No.６８１   ２０２１年１１月２２日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２１年１１月１９日（金曜）             

政 治                       

「全国州知事選・市長選 選挙直前の動きを確認    

  ～ミランダ州の MUD 候補問題は解決せず～」       

 

この数日間、ベネズエラの報道は選挙一色となっている。 

 

今回の選挙について概要を確認したい。 

 

今回の選挙は全国２３州の知事、３３５市の市長、２５

３名の州議会議員、２，４７１名の市議会議員の合計３，

０８２名の公職者を選ぶ選挙。与野党併せて７万人超の

候補者が出馬している。 

 

当選する可能性があるグループは大きく分けて４つ。 

 

１つ目は与党「ベネズエラ社会主義統一党（PUSV）」を

中心とする与党連合。 

 

２つ目は「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新

時代党（UNT）」「大衆意思党（VP）」の主要野党４党を

中心に構成される「野党統一連合（MUD）」。 

 

３つ目は「発展進歩党（AP）」「Cambiemos」など、２

０１８年に主要野党が選挙ボイコットを呼びかけてい

た際にも選挙に出馬していた穏健野党グループ。 

 

４つ目は「隣人の力（FV）」「鉛筆同盟（AL）」など、与

野党の政治対立にはほぼ介入せず、あくまで行政として

の活動に注力する独立野党グループ。 

 

１～３の政治グループは以前から存在していたが、４つ

目の独立野党はここ数年、主要野党の人気低迷に反比例

して人気が高まっている。 

 

 

「選挙管理委員会（CNE）」の発表によると、今回の選

挙の有権者数は２、１１５万９，１８６人。ただ、実際

に投票できる人はこの数よりもかなり少ないと考えら

れている。 

 

今回の選挙は地方選だ。大統領選の場合は、外国に住む

ベネズエラ人も在外公館から投票を行うことが出来る。

しかし、地方選は州と市の代表を決める選挙なので、ベ

ネズエラ国内居住者のみに投票権がある（外国人でも一

定の要件を満たせば州知事選・市長選には投票可能）。 

 

この数年、長引く経済混乱を受けて多くのベネズエラ人

が他国に移住した。国連の発表によると５６０万人超の

ベネズエラ人が移住をしている。 

 

彼らはベネズエラを離れる際に選挙登録を変更してい

ないケースがほとんどでこれらの移民は登録上ベネズ

エラ国内に住んでいる前提で処理されていると思われ

る。つまり、数百万人が事実上、投票できないため有権

者母数は２，１１５万人よりもかなり少ないと思われる。 

 

なお世論調査会社「Hercon Consultores」は、選挙終了

後に今回の投票率は３５～４０％だったと発表してい

る。 

 

また、先週から問題になっていたミランダ州知事選の

「野党統一連合（MUD）」への投票の扱いについては結

局「無効」のまま変わらなかった。 

 

ミランダ州知事選について、当初 MUD は PJ のカルロ

ス・オカリス候補を推薦した。しかし、独立野党 FV の

ダビッド・ウスカテギ氏と票を奪い合う格好になったた

めオカリス候補が辞退を表明。しかし、候補者変更期限

に間に合わなかったとして CNE は「ミランダ州の知事

選で MUD に投票した場合は無効になる」との決定を下

していた。 
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「ニカラグア 米州機構脱退を決定」         

 

１１月１９日 ニカラグア政府は「米州機構（OAS）」

の中立性の欠如を非難。OAS からの脱退を表明した。 

 

ニカラグアは１１月７日に大統領選が行われ、ダニエ

ル・オルテガ大統領が５期目を決めていた。 

 

この選挙は有力な対抗候補が相次いで拘束され、泡まつ

候補だけが残った状態で行われた選挙と報じられてお

り、欧米諸国を中心に詐欺選挙との非難が強まっていた。 

 

OAS もこの流れを受けてニカラグアの大統領選につい

て非難する声明を発表していた。 

 

ただし、ニカラグアはまだ正式に OAS を脱退していな

い。OAS 規則として正式な脱退は、脱退申請から２年

が経過して実現する。 

 

ベネズエラも２０１７年に OAS からの脱退を申請して

いた。 

 

つまり、２０１９年にベネズエラは OAS から脱退する

予定だったが、２０１９年にグアイド暫定政権が発足し、

OAS がグアイド暫定政権をベネズエラの正当な政府と

認識したため、グアイド政権側は OAS の残留を決定。 

 

グアイド政権としては、ベネズエラは引き続き OAS に

加盟しているが、マドゥロ政権はベネズエラが OAS か

ら脱退したと認識している。 

 

なお、米国はニカラグアの大統領選を正当な選挙と認識

しない可能性がある。その場合、ベネズエラと同じよう

に「４期目のオルテガ大統領の任期満了時にニカラグア

の大統領がいなくなる」と主張し、並行政府が誕生する

シナリオもあり得る。 

 

「EU 監視団 グアイド議長・急進野党と協議」                  

 

１１月１８日 EU 選挙監視団のイサベル・サントス代

表は、グアイド議長および急進野党のリーダー「ベネズ

エラ主導党（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首と

協議を行った。 

 

グアイド議長はどのような協議を行ったのかは明らか

にしていない。 

 

一方、マチャド党首は「サントス代表に対して、今回の

選挙は極めて劣悪な条件下での選挙であるという証拠

を提出した」と説明。改めて選挙への不参加を呼びかけ

た。 

 

 

（写真）EU 選挙監視団@MOEUVenezuela 

 

経 済                        

「カジノ経営 軍部高官に３５万ドル支払い」           

 

ベネズエラでカジノ経営が許可されるようになり既に

３０以上のホテルでカジノの営業が始まっている。 

 

米国紙「ウォールストリートジャーナル（WSJ）」は、こ

のカジノ業界に軍部が関与しており、経営を許可する

「国家カジノ委員会」には軍部高官がいると報じた。 
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WSJ は「軍部高官が運営する国家カジノ委員会は、

Baywatch、Bellagio、Hotel Dubai などのホテルに３５

万ドルでライセンスを売っている」と報じた。 

 

また、仮に３０のホテルのライセンスを発効したと仮定

すると、１，０５０万ドルを得ることになるとした。 

 

非公式だが、カラカス：Hotel Dubai、Waldorf、Conami、

Humboldt、ミランダ州では、Coliseo、Macaracuay、La 

Cáscara、La Urbina、Buenaventura がカジノを経営して

いるという。 

 

社 会                        

「カルバハル氏 イタリアへの亡命を希望       

 ～スペイン検察は米国へ身柄を引き渡す方針～」           

 

故チャベス政権時代からの与党重鎮だったが、２０１９

年にマドゥロ政権を離反、スペインへ逃亡、現在はスペ

インで拘束されているウーゴ・カルバハル氏は、イタリ

ア警察の捜査に協力する代わりに自身のイタリア亡命

と保護を求めた。 

 

カルバハル氏は自身がベネズエラで諜報組織のトップ

を務めていた際に収集した情報を告発している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.680」）。 

 

告発の中には、故チャベス政権時代からベネズエラ与党

が外国の左派政党に秘密裏で献金を行っており、その中

にはスペインの左派政党「ポデモス」やイタリアの左派

政党「５つ星運動」も含まれるといった内容があった。 

 

「５つ星運動」への献金を調べるため、イタリアの

Maurizio Romanelli検事とCristiana Roveda検事はマド

リッドでカルバハル氏を尋問。 

 

 

 

カルバハル氏から捜査協力の見返りにイタリアへの亡

命と保護を求められたという。 

 

ただし、米国もカルバハル氏の身柄を引き渡すようスペ

インに要請している。スペイン検察は米国へのカルバハ

ル氏引渡しについて「条件が整ったと考えている」との

見解を示した。 

 

スペイン検察の説明によると、米国はカルバハル氏の罪

状を軽減することを提案しているという。 

 

「CONATEL 地デジ受信キットを販売」         

 

「国家電気通信委員会（Conatel）」は、地上デジタル放

送を普及するため地デジ受信キットを販売すると発表

した。 

 

地上デジタル放送の受信キットを購入すれば、その後は

無料で国内外の２０チャンネルと１０のラジオ局の放

送を視聴できるようになるという。 

 

キ ッ ト を 購 入 す る た め に は 所 定 の サ イ ト

「ftavenezuela.com.ve」にアクセスし、個人情報を入力

する必要があるという。 

 

その後、支払いに必要な情報が登録した携帯電話宛てに

送られるので、支払いをして、支払い完了の領収書など

を提示すると受信キットが届くという。 

 

ただし、受信キットがいくらなのかは記事には書かれて

いなかった。 

 

なお、ベネズエラの地デジは日本方式を採用している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/972d4709158bbc409a3e3e1c65a74faa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/972d4709158bbc409a3e3e1c65a74faa.pdf
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２０２１年１１月２０日～２１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「州知事選 与党２０人、野党３人が当選         

     リベルタドール市は与党候補が当選」        

 

１１月２１日 ベネズエラで全国州知事選・市長選が行

われた。選挙当日の様子は後の記事で紹介し、最初に主

な選挙の結果について紹介したい。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」のペドロ・カルサディージ

ャ代表は、第１速報を発表した（開票率９０．２１％時

点の発表）。なお、今回の選挙の投票率は４１．８％だ

った。 

 

第１速報で発表されたのは、リベルタドール市と全国２

３州知事の結果。 

 

リベルタドール市は与党 PSUV 候補カルメン・メレン

デス氏が当選した。 

 

また、全国２３州知事のうち野党候補が当選したのは３

州。それ以外の２０州は全て与党候補が当選した。 

 

野党が当選した州はコヘーデス州、ヌエバエスパルタ州、

スリア州。 

 

コヘーデス州、スリア州は、主要野党率いる「野党統一

連合（MUD）」の候補が当選。 

ヌエバエスパルタ州は、独立野党「隣人の力（FV）」の

候補が当選した。 

 

今回の選挙は元々、野党が大敗するとの観測が強かった

ため全体としては想定通りだが、当選した州、特にコヘ

ーデス州は意外だった。 

 

 

 

コヘーデス州は農業の盛んな州で一般的には与党系が

強いと考えられていたが、同州は MUD 候補が当選して

いる。 

 

コヘーデス州で野党が勝利できた大きな理由は投票率

だろう。今回の選挙の投票率は４１．８％だったが、発

表を聞いた限りコヘーデス州の投票率は５５％と他の

州よりもかなり投票率が高かった。 

 

他の州も、野党が効果的に投票を呼び掛けることが出来

ていれば、もっと善戦できたのではないだろうか。 

 

なお、発表は確定情報として報じられているが、タチラ

州、バリナス州、アプレ州は１位と２位の差はわずかだ。 

 

可能性は低いかもしれないが、首位が逆転することも考

えられるのではないか。 

 

「選挙当日 １人死亡、２人負傷、１３人逮捕」           

 

今回の選挙の具体的な被害内容について紹介したい。 

 

人権団体「Foro Penal」によると、選挙当日少なくとも

１３人の有権者（ポルトゥゲサ州で２名、バリナス州で

１名、スリア州で２名、アラグア州で４名、ヌエバエス

パルタ州で４名）が拘束されたという。 

 

他、数は特定できていないがララ州でも複数名が拘束さ

れており、１３名より多く拘束されたようだ。 

 

また、選挙監視団体「Sumate」は、同日の午後１５時時

点で選挙に関する６４件の訴えを受けたと発表してい

る。 

 

特に暴力的な事件が起きたのはスリア州。スリア州では

１名が死亡、２名が負傷した。 
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事件が起きたのは、投票場として使用されていたスリア

州サンフランシスコ市「Eduardo Emiro Ferrer 小学校」。 

 

１１月２１日 昼１２時３０分頃、白いピックアップタ

イプの自動車に乗った人物が銃を発砲してきたという。

撃たれた人はすぐに病院に運ばれたが１名は死亡した。 

 

同じくスリア州サンフランシスコ市で何者かが空に向

かって発砲した事件も報じられている。 

 

「その他報じられているイレギュラー         

 ～開場遅延・軍圧力・集会場・投票機エラー～」         

 

上記以外にも様々なイレギュラーが報じられている。 

 

具体的には、開場の遅延。 

本来、投票は午前６時から始まるが予定時刻になっても

開場しない投票場が散見された。 

 

また、投票の様子を報じる記者に対して、投票場を監視

していた軍人が圧力をかけたなどの事件も多数報じら

れている。 

 

他、投票場の近くに与党集会場が設置されており、投票

後に投票者の身分番号などを確認していたという。 

この集会場は「プント・ロホ」と呼ばれ、以前から問題

になっている。マドゥロ大統領は、今回の選挙では「プ

ント・ロホ」を設置しないと約束していたが、徹底でき

ていないようだ。 

 

加えて、選挙前後に野党系メディアへのインターネット

アクセスが出来なくなったとの訴えもある。 

 

 

 

 

 

最もインパクトの強いイレギュラーは、投票機のエラー

疑惑。ララ州で野党支持者が MUD に票を投じたはず

が、投票後に印刷される用紙を確認したところPSUVに

投票したことになっていたという。これに怒り、その人

物は投票機を破壊し、拘束されたと報じられている。 

 

これが単純な投票機のエラーなのか、与党に有利な選挙

になるよう投票機が意図的に登録内容を書き換えたの

かは不明。 

 

あるいは、この有権者が押し間違えたか、または選挙の

正当性を失わせるため故意に PSUV に投票し、その結

果を偽物と訴え、情報を拡散させるため投票機を破壊し

た可能性もあるだろう。 

 

「マドゥロ政権 EU 監視団を警戒」          

 

市長選の結果はまだ公表されていないが、州知事選の結

果から想像する限り、今回の選挙は前評判通り与党の圧

勝に終わりそうだ。 

 

今回の選挙について、マドゥロ政権は EU 監視団を強く

警戒しており、マドゥロ大統領、ロドリゲス国会議長、

ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首らは「選挙はベ

ネズエラが決めるものであり、外国が決めるものではな

い」との見解を表明した。 

 

EU 選挙監視団は現時点では、選挙について否定的な見

解は表明していないが、１１月２３日に今回の選挙につ

いて報告を発表するという。 

 

仮に EU 選挙監視団が「今回の選挙を正当な選挙と認識

できない」と発表した場合、米国もその発表に追随する

ことになる。その場合、外交と対話によるベネズエラ問

題の解決は一層困難になるだろう。 
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経 済                       

「アラグア州アルミニウム会社が稼働再開」            

 

ホルヘ・アレアサ国内工業生産相は、アラグア州 La 

Victria にあるアルミニウム生産会社「ALVEN」が再稼

働したと発表した。 

 

この工場の再稼働にはボリバル州のアルミニウム生産

公社「Alcasa」の技術的な協力があったという。 

 

「ALVEN」の具体的な稼働状況は発表されていない。 

 

 

（写真）ホルヘ・アレアサ国内工業生産相 

“アルミニウム生産会社「ALVEN」を視察” 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「１．２万人オーケストラ ギネス記録認定」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.678」で、ベネズエラのオ

ーケストラ団が１．２万人でオーケストラを演奏すると

いうギネス記録に挑戦したとの記事を紹介した。 

 

１１月２０日 「Guinness World Records」は審査の結

果、同オーケストラをギネス世界記録に認定すると発表

した。これで、ベネズエラが保有するギネス記録は１４

個になるという。他のギネス記録は以下の通り。 

 

１．世界一落差の大きな滝エンジェルフォール 

２．世界一高い場所にあるロープウェー＠メリダ 

３．Miss Universe２年連続ベネズエラ人が優勝 

４．世界一種類が多いアイスクリーム屋（５９３種類） 

５．世界一雷の多い場所、スリア州カタトゥンボ 

６．最も長い距離の歩行スキーを行った 

７．最も長い時間水中で息を止めた（２分３２秒） 

８．最も大きな密林がある国 

９．世界で最も長いアジャカを作った（１２０ｍ） 

１０． 最も大きなアレパを作った（４９３．２キロ） 

１１． 最も長いパン・デ・ハモンを作った（２０ｍ） 

１２． 最も大きなチョコレートコインを作った 

１３． 最も大きな足を持つ人物 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ffa56b1b3bb7c0c27cbe8b9f929a0240.pdf
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