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（写真）スペルラノ候補 “最高裁 スペルラノ候補の出馬権を停止、来年１月にバリナス州知事選をやり直し” 

 

 

２０２１年１１月２９日（月曜） 

 

政 治                     

「最高裁 CNE に集計停止を命令 

～フレディ・スペルラノ候補の出馬権を停止～」 

「スペルラノ候補の出馬権停止措置で情報錯そう 

～出馬停止の理由は資産報告と与野党協議？～」 

「主要野党 最高裁の決定に非難相次ぐ 

～抗議行動を呼びかけるが、軍がコントロール」 

「バリナス州知事の辞任表明」 

「FARC 米国のテロ組織リストから抹消 

～ベネズエラにも間接的に影響する可能性～」 

「グアイド議長 米民主主義サミットに招待」 

２０２１年１１月３０日（火曜） 

 

政 治                    

「CNE バリナス州知事選のやり直しを決定 

～２０２２年１月９日に実施～」 

「野党派 CNE 役員 CNE の決定に異議」 

「ファルコン党首 ララ州知事選の再選を要求」 

「野党派新知事３名 マドゥロ大統領と面談 

～マドゥロをベネズエラの大統領と認識～」 

経 済                    

「ブラックフライデー 融資減で売上が伸び悩み」 

社 会                    

「ピケルマン ベネのサッカー監督に就任」 
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２０２１年１１月２９日（月曜）             

政 治                       

「最高裁 CNE に集計停止を命令          

 ～フレディ・スペルラノ候補の出馬権を停止～」       

 

１１月２９日 未だに当選者が決まっていないバリナ

ス州知事選の行方を巡り、著しく状況が動いていた。 

 

この２日間、ベネズエラのメディアはバリナス州知事選

の話題一色で他の情報はほとんどないため、本号ではバ

リナス州知事選の話を中心に紹介したい。 

 

また、本件について様々な情報が整理されないまま報じ

られており、正確な情報の特定が困難な状況にある。 

 

そのため一部で筆者の推測などが含まれるが、可能な限

り情報を整理して紹介したい。 

 

 

１１月２９日 最高裁は、２つの通達を発表した。 

 

１つ目は、「選挙管理委員会（CNE）」に対して、バリナ

ス州知事選の集計作業を停止するよう命じる通達。 

 

２つ目は、主要野党「MUD」の推薦で出馬したフレデ

ィ・スペルラノ候補の選挙出馬権を停止するという通達。 

 

最初に１つ目（バリナス州知事選の集計作業の停止）の

通達から説明したい。 

 

最高裁の通達によると、集計停止の要請はアドルフォ・

スペルラノ氏（フレディ・スペルラノ候補との血縁など

の関係はないとされる）から提出されたもので「憲法に

定められた投票権の侵害により、選挙の信頼性が失われ

たため」と書かれていた。 

 

この時点では何が 

「憲法に定められた投票権の侵害により、選挙の信頼性

が失われた」と認識する理由なのかははっきりしていな

かった。 

 

その後、最高裁は２つ目の通達を発表。 

スペルラノ議員の選挙出馬権の停止を命じた。 

 

「スペルラノ候補の出馬権停止措置で情報錯そう    

 ～出馬停止の理由は資産報告と与野党協議？～」         

 

最高裁が発表した２つ目の通達によると、スペルラノ候

補の出馬権が停止される理由は、行政監督局が２０２１

年８月１７日に発表した「第 01-00-000334 号決議」だ

という。 

 

会計監督局のサイトで、この決議に何が書かれているの

か確認しようとしたが同局のサイトがダウンしており、

内容を閲覧することが出来ない。 

 

しかし、複数の情報から推測する限り、問題の決議は 

「資産報告書の提出義務違反による出馬権の停止措置」

と思われる。 

 

以前より行政監督局は、２０２０年に任期を満了した国

会議員らに対して資産報告書の提出を要求していた。 

 

ベネズエラの規則上、任期を満了した議員は、資産報告

書を行政監督局に提出する義務がある。 

 

ただし、野党側はマドゥロ政権の行政監督局の正当性を

認めていないため、資産報告書の提出を拒んでいた。 
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そして、行政監督局は資産報告書の提出を怠ったことを

理由に一部の元議員ら２７名に対して出馬資格の停止

措置を講じており、その中には、フレディ・スペルラノ

候補も含まれていた。 

 

その後、与野党協議の結果、一部の野党政治家の出馬権

の停止措置が解除されたと報じられていた。 

 

ただし、与野党協議は密室で行われており、具体的に誰

の出馬停止措置が解除されたのかなど、詳細はほとんど

公表されておらず、何となく野党候補が州知事選・市長

選に出馬できている状態だった。 

 

つまり、「フレディ・スペルラノ候補は、与野党協議の

結果、出馬停止措置が解除されていなかったにもかかわ

らず、選挙に参加したことが問題だ」との通達を受けて

いる可能性が高い。 

 

なお、ベネズエラの選挙専門家の Ana Julia 氏によると

２７名のうち１７名の選挙参加権が解除されたが、その

中にフレディ・スペルラノ候補は含まれていなかったと

いう。 

 

余談だが、バリナス州の集計作業停止を要請したアドル

フォ・スペルラノ氏は元々「新時代党（UNT）」の野党

政治家だったが、アレックス・サアブ氏の取引に関与し

たとして主要野党から除名された人物（「ウィークリー

レポート No.126」）。 

 

（本件がメディアで報じられた時点で、アドルフォ・ス

ペルラノ氏は穏健野党「Cambiemos」に移籍していたが、

汚職の嫌疑がかけられていたのは彼がUNTに所属して

いた当時） 

 

主要野党からは、「マドゥロ政権の内通者」と非難され

ている。 

 

 

「主要野党 最高裁の決定に非難相次ぐ          

  ～抗議行動呼び掛けるが、軍がコントロール～」                

 

当然ながら、今回の決定について、主要野党は猛反対。 

 

２０１５年に行われた国会議員選でも最高裁の命令に

より野党多数派の国会の権限が奪われたことがあり、

「最高裁が再び選挙結果を拒絶している」と非難の声を

強めている。 

 

「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、自

身のツイッターで 

「様々な障害にも関わらず、フレディ・スペルラノは勝

利した。我々は投票結果を知っている。CNE は不当に

選挙結果の発表を遅らせ、非合法な最高裁は投票の集計

を停止した。簒奪者への抗議が必要だ。」 

と訴えた。 

 

フレディ・スペルラノ候補は、最高裁の決定を認めない

と宣言。自身の当選を主張し、支持者に対して抗議行動

に参加するよう呼び掛けた。 

 

しかし、軍部は、抗議行動を予見しており既に大量の軍

人をバリナス州に配置し、抗議行動を抑える体制が出来

上がっていたようで、大きな衝突は起きていない。 

 

 

（写真）@Brinascz33 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
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「バリナス州知事の辞任表明」                  

 

１１月２９日 バリナス州知事選の騒動を受けて、バリ

ナス州のアルヘニス・チャベス知事が辞任を表明した。 

アルヘニス・チャベス知事は、故チャベス元大統領の弟。 

 

今回の州知事選では再選を目指して出馬していたが、事

実上の敗北と一連の混乱の責任を取り辞職することに

なる。 

 

辞任発表に当たりアルヘニス・チャベス知事は、 

「最も重要なのは政治基盤を維持すること」と述べた。 

 

チャベス知事の処遇については不明。 

今後の方針は「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）の

執行部が決める」と説明した。 

 

なお、次の知事が決まるまでは、バリナス州政府の筆頭

書記官を務めるヘスス・モンサルベ氏が知事を代行する

という。 

 

バリナス州は１９９８年から故チャベス元大統領の父

親、兄、弟が知事を務めるチャベス王国だった。アルヘ

ニス・チャベス知事の辞任によりチャベス一族による統

治が終わることになりそうだ。 

 

 
（写真）El Nacional 

“アルヘニス・チャベス元バリナス州知事” 

 

「FARC 米国のテロ組織リストから抹消        

  ～ベネズエラにも間接的に影響する可能性～」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.683」で、米国政府が「コ

ロンビア革命軍（FARC）」のテロ組織指定を解除する手

続きを進めているとの記事を紹介した。 

 

１１月２９日 米国国務省は FARC について「正式に

解散しており、テロ活動を行う能力も意思もない」との

見解を示した。 

 

一方で、２０１６年に締結した和平合意を拒否している

FARC 元メンバーらで構成する「FARC-EP」と「Segunda 

Marquetalia」を新たにテロ組織に指定すると発表した。 

 

なお、FARC のテロ組織指定の解除は間接的にベネズエ

ラに影響する可能性がある。 

 

現在、ベネズエラは多くの訴訟を控えているが、その中

に「テロ被害者の賠償金支払い訴訟」も存在する。 

 

FARC は、コロンビアの組織なのでベネズエラとは関係

ないように思えるが、米国政府はマドゥロ政権関係者が

FARC の麻薬密売を支援していたと考えている。 

 

そのため、マドゥロ政権の汚職取引に関与したとされる

人物の凍結資産を FARC 誘拐被害者の賠償金にあてよ

うとする動きがあり、支出寸前の状況にある（既に支出

されている可能性もある）。 

 

なお、米国の法律により、テロリスト被害者への賠償金

支払いについては米国の制裁が適用されない。 

 

つまり、制裁を理由に資産が凍結されている資金だとし

てもテロリスト被害者への賠償金支払いが目的であれ

ば支出できる制度になっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7346ddcc3d4d3d0e0153879c635b03f.pdf
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もし FARC がテロ組織リストから抹消されれば、ベネ

ズエラの凍結資産からテロ被害者への賠償金支払いを

行う試みも止まるのかもしれない。 

 

「グアイド議長 米民主主義サミットに招待」         

 

１２月９日～１０日にかけて米国で「民主主義サミット」

が開催される。 

 

同サミットは毎年行われているが、今年も Covid-１９

の感染拡大防止のため、ビデオ会議の形式で行われる予

定。 

 

米国ホワイトハウスによると、今年のサミットの内容は 

「強権政治からの保護」 

「汚職との闘い」 

「人権の擁護」 

だという。 

 

米国のバイデン政権は、ベネズエラのグアイド議長をベ

ネズエラの大統領として招待する予定だという。 

 

２０２１年１１月３０日（火曜）              

政 治                       

「CNE バリナス州知事選のやり直しを決定      

       ～２０２２年１月９日に実施～」        

 

１１月３０日 「選挙管理委員会（CNE）」は、最高裁

の決定に従いバリナス州知事選の集計を停止し、２０２

２年１月９日にバリナス州知事選の再選挙を行うと発

表した。 

 

最高裁の通達によると、フレディ・スペルラノ候補は出

馬権を停止されたので、野党は別の人物を擁立する必要

がある。 

 

新たな候補者の申請期限は１２月６日。 

１２月３０日まで変更することは可能なようだが、投票

機には変更内容は反映されないという。 

 

また、選挙キャンペーン期間は１２月２２日～１月６日

までだという。 

 

主要野党はスペルラノ候補が当選したと主張しており、

ここで候補者を擁立することは最高裁の決定に服従す

ることになる。弱腰な姿勢を見せれば急進野党らを中心

にグアイド政権への非難が強まる。 

 

また、グアイド政権はマドゥロ政権と対峙しており、新

たな選挙に主要野党が出馬するかは不透明だ。 

 

ただし、出馬しない場合はみすみすバリナス州知事のポ

ジションを失うことになる。 

 

個人的にはこのピンチを逆にチャンスととらえ、主要野

党・穏健野党・独立野党が統一候補を擁立することで、

圧勝する実績を作ってほしいと思っている。 

 

 

（写真）CNE 
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「野党派 CNE 役員 CNE の決定に異議」           

 

１１月３０日 野党派の CNE 役員の一人ロベルト・ピ

コン氏は、１月９日にバリナス州知事選をやり直すこと

について声明を発表した。 

 

ピコン氏は、最高裁の決定について 

「仮に会計監督局がスペルラノ候補の出馬を禁止する

のであれば、出馬申請の時点で止められるべきだった」 

と指摘。 

 

「バリナス州の有権者の意思表明を尊重しなければい

けない」との見解を示した。 

 

 

（写真）ロベルト・ピコン CNE 役員 

 

「ファルコン党首 ララ州知事選の再選を要求」         

 

スペルラノ候補の出馬権が停止されたことを受けて、ラ

ラ州知事選に出馬していた穏健野党「発展進歩党（AP）」

のヘンリー・ファルコン党首がララ州知事選もやり直す

よう CNE に申請した。 

 

ララ州知事選は、与党 PSUV から出馬したアドルフォ・

ペレイラ候補が当選した。 

 

しかし、ペレイラ候補の得票率は４６．５５％。 

一方、穏健野党グループから出馬したファルコン候補の

得票率は４０．９８％。つまり、両者の差は５．７５ポ

イント。 

 

そして、MUD から出馬したルイス・フロリド候補の得

票率は７．４８％。 

 

ただし、フロリド候補もスペルラノ候補と同様に出馬権

を禁止されていた人物の一人だった。 

 

与野党協議は密室で行われていたので、協議の結果、フ

ロリド候補の出馬が可能になったのか断定できないが、

フロリド候補も出馬権が停止されたままだったとすれ

ば、本来ファルコン党首に流れる票が分散されたことに

なる。 

 

この主張を元に、選挙結果が変わった可能性があると指

摘。ララ州知事選も再選挙するべきだと訴えた。 

 

 

（写真）CNE 
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「野党派新知事３名 マドゥロ大統領と面談      

  ～マドゥロをベネズエラの大統領と認識～」         

 

１１月３０日 １１月２１日の州知事選で当選した野

党系の知事３名（スリア州、コヘーデス州、ヌエバエス

パルタ州）は大統領府でマドゥロ大統領と面談した。 

 

会談にはマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏、ホ

ルヘ・ロドリゲス国会議長も同席した。 

 

特に注目されているのは、スリア州のマニュエル・ロサ

レス知事。具体的な協議内容は不明だが、ロサレス新知

事は「ベネズエラの状況を改善するため政府と協力する

意思がある」と伝えたという。 

 

 

（写真）マニュエル・ロサレス新スリア州知事 Twitter 

 

また、マドゥロ大統領と面談した後にロサレス党首が以

下の投稿をした。あまり注目されていないが

「Presidente Nociolas Maduro（マドゥロ大統領）」と敢

えて書いている。 

 

 

 

つまり、マニュエル・ロサレス党首は既にグアイド暫定

政権ではなく、マドゥロ政権をベネズエラの政府と認識

していることを暗に示していると言えるだろう。 

 

経 済                       

「ブラックフライデー 融資減で売上が伸び悩み」             

 

「全国商業サービス商工会（Consecomercio）」の

Tiziana Polesel 代表は、ブラックフライデーの販売状況

を確認するためのアンケート調査の結果を公表した。 

 

Polesel 代表によると、売り上げは２０２０年よりは著

しく改善したが、２０１９年には及ばなかったという。 

 

「現在、特筆するべき改善を確認している。しかし、そ

れでも Covid-１９が問題になる以前、２０１９年の売

り上げの半分にも達していないとの声は多い。」 

 

売り上げが伸び悩む理由は融資の枯渇だという。通常、

ブラックフライデーに翌月払いで大きな買い物をする

が融資が制限されており、売り上げに歯止めがかかって

いるとの見解を示した。 

 

社 会                       

「ペケルマン ベネのサッカー監督に就任」            

 

１１月３０日  ベネズエラ代表サッカーチーム

「Vinotinto」の監督にペケルマン（７２歳）が就任する

と発表された。 

 

ペケルマンは名将と言われる監督でコロンビア、アルゼ

ンチンチームの監督なども務めた。世界的に有名な人物

のようで日本でも話題となっている。ピケルマン監督は

２０２６年のワールドカップ出場を目指すことになる。 

 

以上 
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