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（写真）エンリケ・マルケス CNE 役員 “大統領の罷免投票申請 ３つの団体から受領” 

 

 

２０２２年１月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「選挙管理委員会 ３団体の罷免手続きを承認 

～罷免投票の成立には複数の高いハードル～」 

「ボリビアで野党外交団が外交車を不当売却？」 

「独立野党 与野党協議への参加を要請」 

経 済                     

「国連 ロシアによる農業分野投資を支援」 

「OPEC １２月産油量は日量６８．１万バレル」 

社 会                     

「NFT プロジェクト メタバースで土地購入」 

「スーパーフード・キヌア ベネズエラで生産」 

２０２２年１月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 罷免投票に懐疑的なコメント 

～暫定政権が大統領の罷免を求める矛盾も～」 

「グアイド政権元大使 PJ ボルヘス氏を批判」 

経 済                    

「アイサミ石油相 ガソリンマフィア対策開始 

～１０万リットル摘発、コロンビアで販売～」 

「PDVSA ２１年末の金融債務３４８．９億ドル」 

「産業界 為替レート操作は国内産業に悪影響」 

社 会                    

「１０州で一斉停電 政府はテロ攻撃と主張」 
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２０２２年１月１７日（月曜）             

政 治                       

「選挙管理委員会 ３団体の罷免申請を承認     

 ～罷免投票の成立には複数の高いハードル～」       

 

１月１７日 「選挙管理委員会（CNE）」のエンリケ・

マルケス役員（野党派）は、「Union Radio」のインタビ

ュー番組に出演。 

 

３つの団体からマドゥロ大統領の罷免手続きの申請を

受け取り、CNE はこの申請を受け入れたと発表。CNE

は近日中に罷免投票を行うためのスケジュールを公表

するとした。 

 

「罷免投票」の存在は、ベネズエラの憲法で定められて

いる。選挙で選ばれた全ての公職者は、任期の半分を過

ぎた段階で解任の是非を問う「罷免投票」を受ける可能

性がある。 

 

ベネズエラの大統領の任期は６年間。 

マドゥロ大統領は２０１９年１月１０日～２０２５年

１月９日が任期。その半分は２０２２年１月１０日。 

 

２２年１月１０日を過ぎたため、複数の団体が罷免投票

を要請したことになる。 

 

罷免投票を実施するためにはクリアしなければいけな

い要件があり、憲法で定められている要件は、「罷免投

票を求める団体は、有権者２０％の罷免投票申請の署名

を集めること」。 

 

もちろん、その署名を CNE に提出し、CNE が有効と判

断する必要がある。 

 

CNE が「有権者の２０％超が罷免投票を求めている」

と判断した場合、解任の是非を問う罷免投票が行われる。 

故チャベス元大統領も１度、罷免投票を受けたことがあ

る。過去と同じであれば、罷免投票の質問は「マドゥロ

大統領の解任に賛成しますか？反対しますか？」という

ものになるだろう。 

 

この投票で「賛成」が、２０１８年５月にマドゥロ大統

領が当選を決めた時の票数（つまり６２４．６万票）を

上回った場合、罷免が成立する。 

 

罷免が成立した場合、マドゥロ大統領は解任され、３０

日以内に新たな大統領選が行われる。 

 

上記が憲法で定められた罷免投票の規則だが、CNE は

選挙に関する規定を追加で定める権限があり、上記要件

に加えて新たな要件を加えることも可能となっている。 

 

また、罷免投票の規則とは別に、「大統領不在時（解任、

死去、病気による職務不能などを含む）の決まり」が憲

法で定められている。 

 

重要な点だけ説明すると「大統領が任期４年を経過して

不在になった場合、残りの任期は副大統領が引き継ぐ。」

という内容。 

 

つまり、２０２３年１月以降に罷免投票が行われ、マド

ゥロ大統領の罷免が成立したとしても２０２５年１月

までは副大統領（今ならデルシー・ロドリゲス副大統領）

が残りの任期を引き継ぐだけで、再選挙は行われない。 

 

２０１６年に野党が罷免投票を行おうとした際には、

CNE が上記要件よりも厳しい要件を科したことで時間

がかかった。 

 

最終的に、裁判所が「署名集めのプロセスで不正があっ

た可能性がある」と宣言。これを受けて CNE は「この

問題が解決するまで手続きを止める」と宣言し、２０１

６年の罷免投票は失敗に終わった。 
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「ボリビアで野党外交団が外交車を不当売却？」         

 

ボリビア政府は、「ベネズエラ野党が強奪した外交車３

４台のうち１２台の車（８台の大型車、１台の普通車、

１台のバス、１台のバイク、１台のミニバス）を正当な

ベネズエラ大使館に返還した」と発表した。 

 

本件を理解するには過去の経緯を知る必要がある。 

 

２０１９年１０月、ボリビアで行われた大統領選でエ

ボ・モラレス大統領が不正を働いた疑惑が浮上した。 

 

この不正疑惑で政治混乱が起き、１９年１１月に国会第

２副議長を務めていた野党系のヘアニネ・アニェス議員

が暫定大統領に就任した。 

 

アニェス暫定政権は親米政権で、ボリビア政府の外交方

針は１８０度転換。 

 

在ボリビア・ベネズエラ大使館のコントロールをグアイ

ド暫定政権に移譲した。 

 

しかし、２０２０年１０月に行われた大統領選でモラレ

ス派のルイス・アルセ候補に敗北し、２０年１１月にア

ニェス暫定政権は終了。ボリビアに左派政権が再び発足

した。 

 

左派政権に再び変わったことで、ボリビアの外交政策が

再び転換。２０年１１月から在ボリビア・ベネズエラ大

使館のコントロールがマドゥロ政権に戻っていた。 

 

このコントロール交代のタイミングで、グアイド政権の

外交団が大使館の使用していた３４台の外交車を奪っ

たという。 

 

 

 

ボリビア政府が確認できた範囲の情報では、在ボリビ

ア・ベネズエラ大使館のセサル・エルナンデス氏が不当

に４台の外交車を売却したという。 

 

この発表に対して、国家通信センター（野党国会）は 

「ベネズエラの正当な政府は本日、ボリビア政府が発表

した訴えを明確に拒絶する。彼らはマドゥロ政権がボリ

ビアで犯した汚職を我々の責任にしようとしている。 

 

セサル・エルナンデスという公務員がグアイド暫定政権

に協力していたという事実はない。正当なベネズエラ政

府は２０２０年２月に大使を任命した。この任命はその

後有効期限が切れ、本日時点でマドゥロ政権が同国の大

使館をコントロールしている。 

 

マドゥロ政権による新たな汚職に遺憾の意を表明し、非

難する。」 

と反論した。 

 

 

（写真）@EDelCastilloDC 

“ボリビア政府 ベネズエラ外交車１２台を返却” 
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「独立野党 与野党協議への参加を要請」                  

 

１月１７日 「鉛筆同盟（AL）」のアントニオ・エカリ

党首は、ノルウェー政府に対してマドゥロ政権との与野

党協議に独立野党も加えるよう要請した。 

 

「ノルウェーの仲裁者に対して協議を要請する。 

なぜなら我々は与野党協議について積極的に参加する

ことを望んでいるからだ。 

 

独立派、つまり与党にも野党にも属していない勢力もベ

ネズエラの代表として協議に参加したい。」 

との見解を示した。 

 

２１年１０月の全国州知事ではヌエバエスパルタ州で

独立野党が知事の座を獲得した（「ウィークリーレポー

ト No.227」）。また、市長選でもミランダ州を中心に１

５市で独立野党の候補が当選している（「ウィークリー

レポート No.228」）。 

 

ノルウェー政府が仲介している与野党協議は、マドゥロ

政権とグアイド政権（主要野党）の協議だが、野党には

「主要野党」の他に「穏健野党」「独立野党」があり、

「穏健野党」「独立野党」を合算した勢力は「主要野党」

に匹敵する。 

 

２０１５年１２月の国会議員選が行われた当時と現在

の国民感情は大きく異なっている。 

 

国際社会は、そろそろ野党＝主要野党という認識を改め

るべきかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「国連 ロシアによる農業分野投資を支援」           

 

「国連工業開発機関（UNIDO）」のフランコ・シルバ調

整役は、ベネズエラの農業（米、とうもろこし、豆類、

さとうきび）栽培の近代化プロジェクトを支援すると発

表した。 

 

同会合には、在ベネズエラ・ロシア代表大使とベネズエ

ラ政府高官が出席していた。 

 

シルバ調整役によると、UNIDO の農業近代化プログラ

ムはロシアの寄付を受けて行うという。 

 

「OPEC １２月産油量は日量６８．１万バレル」         

 

OPEC は加盟国の２１年１２月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、１２月のベ

ネズエラの産油量は先月から日量２万バレル増えて、日

量６８．１万バレル。 

 

 

 

また、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した１２月の

産油量は先月から４．７万バレル増えて、日量８７．１

万バレルだという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2585312c3dc36ab16f4bb8cf4915d717.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2585312c3dc36ab16f4bb8cf4915d717.pdf
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（写真）OPEC 

 

１２月２４日 PDVSA は産油量が日量１００万バレル

を達成したと発表したが、１２月平均ではまだ日量９０

万バレルも達成できていないようだ。 

 

社 会                        

「NFT プロジェクト メタバースで土地購入」           

 

ベネズエラ人起業家の Jack Garzon 氏は、ソーシャルメ

ディアで、仮想空間メタバースのプラットフォーム

「SANDBOX」の中に土地を購入し、「Nifty Club」とい

うクラブを経営すると発表。 

 

このプロジェクトに参加する人の資金を募った。 

Jack Garzon 氏によると、「Nifty Club」は会合やイベン

トを行う空間になるという。 

 

Jack Garzon 氏は、暗号資産の業界では有名な人物。 

彼が所属する「The Nifty Way Galaxy」というグループ

は、不思議なエイリアンのデジタルイラストを NFT で

販売しており１９４７種の NFT を０．０７EHT（イー

サリアムの略称、現在だと日本円で約２５，０００円）

で販売し、１８時間で完売。 

 

その後、２０５３種の NFT を０．０９EHT（３．２万

円）で販売したという。 

 

 

 

「スーパーフード・キヌア ベネズエラで生産」                  

 

スーパーフードとして日本でも注目を集めている「キヌ

ア」。 

 

ペルーで生産される食品だが、ベネズエラでは生産され

ていない。ベネズエラには健康志向の高所得者層も多く、

キヌアには一定の需要があるが、外国の食材店などでし

か入手することは出来ない。 

 

しかし、新たにキヌアがベネズエラで生産されるように

なったようだ。 

 

トゥルヒージョ州、メリダ州でヤム芋やバナナを生産し

ていた農家と食品加工会社「Alimento Arawak」の共同

プロジェクトで生産する商品だという。 

 

栄養価は外国産のキヌアと同じで輸入品よりも安く購

入できるという。 

 

 

（写真）El Estimulo 
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２０２２年１月１８日（火曜）              

政 治                       

「グアイド議長 罷免投票に懐疑的なコメント     

 ～暫定政権が大統領の罷免を求める矛盾も～」          

 

本号「選挙管理委員会 ３団体の罷免手続きを承認」で

紹介した通り、複数の団体がマドゥロ大統領の罷免投票

実施に向けて動いている。 

 

１つは「Mover」というニックメル・エバンス氏が党首

の離反与党グループ。 

残りの２つの団体の素性ははっきりしないが 

「罷免投票のための全員の団結（Todos Unidos por el 

Referendo Revocatorio）」という団体と 

「国家行政共同委員会（Comité Ejecutivo Nacional de 

Confedejunta）」という団体が申請をしたという。 

 

素性がはっきりしない２団体のいずれかがグアイド暫

定政権の関係団体なのかもしれないが、少なくとも現時

点でグアイド議長は罷免投票に懐疑的なスタンスを示

している。 

 

１月１８日 グアイド議長は CNE が３団体の罷免投票

申請を受け入れたことについて 

「独裁政権に操られた CNE は一切の良心的な意思は持

っていない。マドゥロに操られた CNE が昨日発表した

内容に良い意図はない。 

 

メキシコでの協議などを経て選挙の条件を勝ち取り、大

きな団結が形成できるのであれば罷免投票は可能だ。 

 

罷免投票は存在するが、これまでに成立したことはない。

もし我々が多数派の権利を行使し、国際社会が認める自

由で透明な選挙を行うことができれば、罷免投票はオプ

ションとしてあり得る。」とコメントした。 

 

 

メキシコの協議が再開するだけでもハードルは高い。更

に協議で合意に至り、そこから罷免投票申請を始めて２

０２２年中に罷免投票が実施できるとは考えにくい。 

 

加えて、罷免投票を申請する前はクリアしなければいけ

ない課題がある。暫定政権の処遇だ。 

 

マドゥロ大統領の罷免投票をグアイド暫定大統領がい

る主要野党が呼び掛けるというのは矛盾している。 

グアイド暫定政権を維持した状態で罷免投票を行うこ

とをマドゥロ政権側が許すとは思えない。主要野党が主

体となる罷免投票手続きは相当難しい印象だ。 

 

「グアイド政権元大使 PJ ボルヘス氏を批判」        

 

２１年１２月 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」の

フリオ・ボルヘス前幹事長は、グアイド暫定政権の終了

を提案したが、グアイド暫定政権は２２年も続くことに

なり PJ の目的は達成できなかった。 

 

本件について、２０２０年１２月にグアイド政権が任命

した在英国ベネズエラ代表大使バネッサ・ニューマン氏

（現在は辞任し、建設デザイン会社の CEO）は、英国

メディア「The Dialogue」に出演。 

 

ボルヘス前 PJ 幹事長の暫定政権終了の提案について、 

「米国政府も英国政府も主要野党が代表をグアイドか

ら別の人物に代えることを心配していた。 

 

グアイド暫定政権の終了の提案は、外務大臣であるボル

ヘス外相（当時）が行った。彼はこの数年間のグアイド

の努力を否定したことになる。彼がグアイドを否定した

理由はグアイドがライバルの政党だからだ。 

 

彼の意見は森の一本の木を倒したようなものだ。誰も彼

の声には耳を貸さなかった。」との見解を示した。 
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経 済                       

「アイサミ石油相 ガソリンマフィア対策開始      

 ～１０万リットル摘発、コロンビアで販売～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.703」で紹介した通り、

マドゥロ大統領は国会で年次報告を行った。 

 

その演説の中で、マドゥロ大統領は「ガソリン供給に関

与するマフィアがいる」と指摘。マフィアを根絶するよ

うアイサミ石油相に命じた。 

 

１月１８日 この指示を受けて、アイサミ石油相はマフ

ィア撲滅作戦を実施。 

 

「タチラ州警察、検察局と共同でガソリンスタンド流通

を調査した結果、国家運輸公社で勤務する３人のマフィ

アを摘発した。彼らのガソリン保管庫には１０万リット

ルのガソリンが保管されていた。」と発表。 

 

アイサミ石油相によると、これらのガソリンはコロンビ

アに向けて販売されていたという。なお、「この違法販

売にはコロンビア政府も関与していた」と主張している

が、根拠となるような証拠は提示されていない。 

 

 

（写真）アイサミ石油相ツイッター 

 

 

「ベネズエラの安価なガソリンをコロンビアで販売す

る」というのは以前から存在する汚職スキームの１つ。 

 

タチラ州はコロンビアと国境を接する州でこれらのガ

ソリンがコロンビアに流れていた可能性は高い。 

 

この汚職は、末端の運び屋を拘束しても意味はない。 

 

コロンビアにガソリンを運ぶためには国境を超える必

要がある。つまり、国境を取り締まるベネズエラ軍中枢

に協力者がいる。 

 

賄賂を受け取ることで国境通過を許可させている関係

者を根こそぎ摘発するか、ガソリン補助金をやめない限

り、この汚職がなくなることはないだろう。 

 

「PDVSA ２１年末の金融債務３４８．９億ドル」         

 

与党系メディア「Ultimas Noticias」は、２０２１年末時

点の PDVSA の金融債務が前年より４億ドル増の３４

８．９億ドルだったと報じた。 

 

債務額が増えた理由は、２０２０年末時点で２５６．６

億ドルだった「債券」が２１年末に２６１．６億ドルと

５億ドル増えたことが要因。ただし、誰に対してどのよ

うな債券を発行したのかは不明。 

 

「CVP（合弁会社を組む際に PDVSA が使用する会社）」

の金融債務は２３．８億ドルから２３．２億ドルと微減。 

「PDV Marina」は、１．３億ドルから１．２億ドルに

減少。 

 

PDVSA 連結会社では「PDV Holdings」の金融債務は３

６．７億ドルと前年から変わらず。「PDV America」は

５，７００万ドル、「クラサオ製油所」は２００万ドル、

「その他子会社」は５，６００万ドルだった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04d387e90ad959a470fa2800afc97fb5.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１月１７日～１月１８日報道            No.７０４   ２０２２年１月１９日（水曜） 

8 / 8 

 

「産業界 為替レート操作は国内産業に悪影響」         

 

２０２１年１０月１日 ベネズエラで６ケタの通貨単

位切り下げ（デノミ）が行われた。 

 

デノミ実施後の２１年１０月８日の為替レートは１ド

ル４．２ボリバル。 

 

そして、デノミから３カ月半が経過した２２年１月１７

日の為替レートは１ドル４．６ボリバル。 

 

ほとんど変わっていない。 

日本人の感覚からすると、そこまで大きなニュースでは

ないかもしれないが、ベネズエラの常識からすると奇跡

的なレートの安定と言える。 

 

ベネズエラは、この３カ月、先月比１ケタ台のインフレ

が続いている。為替レートの安定がインフレ抑制に大き

く貢献していることは間違いない。 

 

中央銀行は、この１年ほど、為替レートの安定に注力し

ており、レートがボリバル安に急激に動くと、両替市場

に外貨を供給してレートを下げ続けている。 

 

ただし、マイナスの影響も存在する。 

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」のファン・パ

ブロ・オルキアガ元代表は、為替レートが実体経済より

もボリバル高になっていることで相対的に輸入品が安

くなっており、国内産業の競争力が失われていると指摘。 

 

為替レートを維持し、ボリバル高の傾向が加速すると国

内産業が崩壊し、長期的な成長が達成できなくなると警

鐘を鳴らした。 

 

 

 

社 会                       

「１０州で一斉停電 政府はテロ攻撃と主張」            

 

１月１８日１３時頃、少なくとも１０州で一斉停電が起

きた。 

 

停電が確認された州は以下の通り。 

 

・タチラ州 

・カラボボ州 

・アラグア州 

・ララ州 

・メリダ州 

・スリア州 

・バリナス州 

・コヘーデス州 

・バルガス州 

・カラカス 

・トゥルヒージョ州 

・ファルコン州 

 

ネストル・リベロール電気エネルギー相は、「電力シス

テムへのテロ攻撃を受けた」と主張。ただし、テロを訴

えるだけの証拠は提示されていない。その後、同日１８

時頃に完全復旧を宣言した。 

 

以上 

 


