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（写真）大衆意思党 “バリナス州知事選の結果出ず、野党フレディ・スペルラノ候補 早期発表を要請” 

 

 

２０２１年１１月２４日（水曜） 

 

政 治                     

「カプリレス元知事 穏健野党との接近を提案 

～一部野党からネガティブな見解～」 

「マチャド VV 党首 

～野党リーダーを決める国民投票を提案～」 

「米国 アイサミ石油相、ゴリン氏らを指名手配」 

経 済                     

「米国 米エネルギー会社の制裁ライセンス延長」 

「地上鉄道が運行停止 バス待ちで長蛇の列」 

社 会                     

「サアブ検事総長 検察庁内で２７７人を処罰」 

２０２１年１１月２５日（木曜） 

 

政 治                    

「バリナス州知事選 未だに知事決まらず 

～担当軍人が投票結果の提出を拒否？～」 

「アプレ州で抗議行動 軍部が催涙弾を使用」 

「米国務省 FARC のテロ組織認定を解除」 

「ロサレス新スリア州知事 グアイド政権に棘」 

経 済                    

「Fedecamaras スリア支部 新知事に経済提案」 

「２１年 非石油部門の輸出は１８億ドル」 

「大型スーパーQue Papaya ２４時間営業に」 

「衣類業界 外国製品に価格で勝てない」 
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２０２１年１１月２４日（水曜）             

政 治                       

「カプリレス元知事 穏健野党との接近を提案     

      ～一部野党からネガティブな見解～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.682」で紹介した通り、

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が記者会見を開

き州知事・市長選について自身の見解を表明した。 

 

その会見が引き続きメディアで大きく取り上げられて

いる。 

 

特に「了見の狭さが多くの州で知事を失わせた。我々は

内部から見直さなければならない」という発言が関係者

のリアクションを呼び、メディアで報じられている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.682」「ウィークリーレポー

ト No.227」でも指摘した通り、もし主要野党率いる「野

党統一連合（MUD）」がタチラ州で出馬した穏健野党ラ

イディ・ゴメス候補やララ州のヘンリー・ファルコン候

補を推薦していれば、これらの州には野党系知事が当選

していただろう。 

 

これら２州について MUD が推薦した候補が当選する

見込みは最初からなく、上記タチラ州・ララ州などでは

MUD 候補は穏健野党候補の当選を妨害することを目

的とした存在となっていた。 

 

穏健野党の勢力を拡大させたくないがために MUD が

別の候補を擁立し、彼らの当選を妨げたことをカプリレ

ス元知事は「了見が狭い」と表現。穏健野党と強調する

必要性を説いた。 

 

これに対して、「大衆意思党（VP）」の党員を中心にカプ

リレス元知事の認識を非難する声が出ている。 

 

穏健野党には、マドゥロ政権高官のテスタフェロとして

米国で拘束されているアレックス・サアブ氏らと取引を

したとされるホセ・ブリト議員やルイス・パラ議員らが

所属している。 

 

彼らは元々主要野党に籍を置いていたが、この問題がメ

ディアで明らかになったことで主要野党グループから

除名され、現在は穏健野党で活動している。 

 

VP のフレディ・ゲバラ氏は、この点について 

「はっきりと言っておく。我々はアレックス・サアブの

取引相手と連合を組む意思はない。これは私だけではな

く、VP の意見と確信している。 

 

グアイドが昨日言った通り、ホセ・ブリトは野党ではな

い。野党共闘には明確な野党の線引きが存在する。」 

と訴えた。 

 

また、ララ州知事選に MUD 候補として出馬したルイ

ス・フロリド氏（現在は UNT に所属しているが、元々

は VP 幹部）もカプリレス氏の見解を拒絶。 

 

「カプリレスよ、あなたがヘンリー・ファルコンを好き

か嫌いかに関わらず、ファルコンは野党の皮をかぶった

与党だ。ファルコンは私より選挙で勝つ可能性は高かっ

た。 

 

しかし、それは選挙戦で５００万ドルを支出したからだ。

この資金はアレックス・サアブから流れていたのかもし

れない。私はファルコンにもあなたの意見にも賛同しな

い。」と訴えた。 

 

ただ、ブリト議員と共に汚職の疑いがある人物として

「大衆意思党（VP）」のフレディ・スペルラノ氏（バリ

ナス州知事選の野党候補）がいる。彼は VP に残留して

いるが、疑惑について説明をしていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f75224d1c16174061ae87253349de98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f75224d1c16174061ae87253349de98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
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「マチャド VV 党首                 

  ～野党リーダーを決める国民投票を提案～」         

 

１１月２４日 急進野党のリーダーで「ベネズエラ主導

党（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は、野党の

リーダーを決めるために反マドゥロ政治家だけで国民

投票をすることを提案した。 

 

「私は、ベネズエラの偉大なリーダーを決めるための国

民投票を実施することを提案する。マドゥロ政権に与す

る「選挙管理委員会（CNE）」と関係なく、独自で自由

な選挙を行う。」と言及した。 

 

また、今回の州知事選・市長選について CNE は投票率

を４２．３％と発表したが、マチャド党首はこの数字を

偽物と拒絶。実際の投票率は３０％で、７０％の有権者

は選挙を棄権したと主張。大多数の国民は、マドゥロ政

権下での選挙を拒絶していると訴えた。 

 

以下は個人的な見解だが、確かに野党の内部分裂は深刻

で、新しいリーダーを決めるために何らかの行動をする

必要があると考えている。 

 

ただ、国民投票は良い手段ではないだろう。 

 

なぜなら、野党が呼び掛ける国民投票には野党支持者し

か参加しないからだ。 

 

野党支持者は有権者の２０％程度であり、多数派の無党

派層は野党の国民投票には参加しない。 

 

また、野党支持者の多くは外国に移住してしまったため、

外国在住の有権者もネットで投票できるようにした場

合、投票の正確性は無くなる。 

 

 

 

有権者２０％の投票を基に野党のリーダーを決めた場

合、そのリーダーが得た票は有権者の１０％超というこ

とになるだろう。 

 

この約１０％の意見がベネズエラ国民の大多数の意見

として扱われると大多数が望まない方向に向かうと考

えている。 

 

野党リーダーを決めることには賛成だが、その方法は野

党支持者以外の有権者、特に無党派層を含めるものでな

ければいけない。 

 

無党派層の共感を得ることが出来ないリーダーは、真の

意味での野党リーダーにはなれないだろう。 

 

「米国 アイサミ石油相、ゴリン氏らを指名手配」                  

 

米国の「移民・関税執行局（ICE）」は、「アメリカが最

も探している犯罪者リスト」を更新。 

 

リストは全３７名。その中には、３名のマドゥロ政権関

係者が含まれていた。 

 

１人目は、タレク・エル・アイサミ石油相。 

アイサミ石油相は麻薬密売を支援した罪を科せられて

いる。 

 

２人目は、マドゥロ政権高官の資金隠しに協力したとさ

れているベネズエラ民放「Globovision」のオーナー、ラ

ウル・ゴリン氏。ゴリン氏は、マドゥロ政権幹部のマネ

ーロンダリングを行ったとされる罪。 

 

３人目は、アイサミ石油相と関係が近いとされる企業家

サマーク・ロペス氏。ロペス氏もアイサミ石油相が麻薬

密売で得た資金のマネーロンダリングを支援した罪を

科せられている。 
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（写真）ICE 

 

経 済                        

「米国 米エネルギー会社の制裁ライセンス延長」           

 

１１月２４日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、

ベネズエラで活動をする米国エネルギー会社の制裁ラ

イセンスを更新した。 

 

同 ラ イ セ ン ス は 、「 Chevron 」「 Halliburton 」

「 Schlumberger 」「 Baker Hughes 」「 Weatherford 

International」の５社に対して、ベネズエラで各社が保

有する施設の劣化を防ぐための補修や警備員の雇用、株

式保有者との面接などを許可するもの。 

 

ベネズエラでの採掘活動やベネズエラ産原油の売買、ベ

ネズエラへの燃料輸出などは禁止されている。 

 

同制裁ライセンスは２０２２年６月１日まで有効。 

 

米国政府は、１１月２１日に行われた州知事・市長選が

自由なものではないと認識しており、自由で公平な選挙

が行われるまで石油産業への制裁は維持すると説明し

ている。 

 

個人的にはアメリカの方針は誤りだと感じている。 

 

経済制裁を受けた状態での選挙は自由で公平な環境と

は言えない。つまり、自由で公平な環境を求めるのであ

れば、経済制裁を解除する必要がある。 

 

ベネズエラ国内の選挙制度を公平と呼べる水準にする

のはマドゥロ政権の意思さえあれば比較的短期間で実

現できるが、経済制裁は解除した翌月から効果が出るも

のではない。最低でも２～３年のスパンを必要とする。 

 

つまり、先に経済制裁を解除しなければマドゥロ政権側

が自由で公平な選挙環境を作ろうというインセンティ

ブが働かない。 

 

加えて、現在のマドゥロ政権は安定しており制裁を緩和

させるために先に譲歩するインセンティブは強くない。 

 

客観的に考えて、アメリカ側が先に譲るのが妥当だろう。 

 

「地上鉄道が運行停止 バス待ちで長蛇の列」                  

 

１１月２４日 カラカス地上鉄道で故障が起きた。 

 

現地メディア「El Nacional」によると、問題が起きたの

は午後２時～３時頃。 

 

ソーシャルメディア上では「La Rinconada 駅」で停車

し、その後駅員が電車から降りるよう指示。バスで目的

地まで移送すると約束したという。 

 

しかし、バスでの移送は順調には進まず午後６時になっ

てもバス乗り場は長蛇の列ができていたという。 

 

故障の原因ははっきりしていないが、電気系統のショー

トの可能性があると報じられている。 
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（写真）@yosi2929 “バスに乗るための行列待ち” 

 

社 会                        

「サアブ検事総長 検察庁内で２７７人を処罰」           

 

１１月２４日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

公務員による汚職が横行しており、検察庁はこの汚職を

取り締まるために全力を尽くしていると説明した。 

 

サアブ検事総長によると、２０２１年中に６８１名を汚

職容疑で起訴したと説明した。 

 

この６８１名のうち２７７名は検察庁の職員だという。 

 

ベネズエラでは検事が犯罪者の罪を軽くするために賄

賂を要求することが横行している。また、逆に無実の人

に「金銭を支払わなければ有罪にする」と脅すケースも

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年１１月２５日（木曜）              

政 治                       

「バリナス州知事選 未だに知事決まらず        

    ～担当軍人が投票結果の提出を拒否？～」        

 

「ウィークリーレポート No.227」で紹介した通り、州

知事選は、全国２３州中１９州は与党候補、３候補は野

党候補の当選が決まっている。 

 

残っているのはバリナス州だけだが、このバリナス州の

結果が未だに発表されない。 

 

選挙から既に４日が経過しても結果が発表されないと

いうのは、ベネズエラでは異例だ。 

 

バリナス州の MUD 推薦候補のフレディ・スペルラノ氏

（VP 所属）は、「バリナス州は我々が勝利した」と宣言

しており、早く結果を発表するよう CNE に圧力をかけ

ている。 

 

バリナス州の結果発表が遅れている理由として、同州の

アリスメンディ市の結果が確認できていないからと報

じられている。 

 

そして、アリスメンディ市の結果が確認できない理由は

この地域の選挙を管理していた軍人ホセ・ラファエル・

セラーノ氏が投票用紙の入った箱を CNEに引き渡すこ

とを拒んでいるためと報じられている。 

 

また、１１月２５日 CNE のアレクシス・コレドール

役員は、バリナス州の結果発表が遅れている理由につい

て「一部グループからの要請があり投票を再集計してい

る」と説明している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
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「アプレ州で抗議行動 軍部が催涙弾を使用」           

 

バリナス州と並んで僅差で与党候補に敗北したアプレ

州で、敗北を認めないとして野党支持者がアプレ州の州

都サン・フェルナンド・デ・アプレ市にある CNE 本部

までデモ行進を実施。治安当局と衝突した。 

 

軍部は催涙弾を発砲して、抗議行動を抑え、辺りは騒然

となったという。 

 

アプレ州は、開票率９８．６％の時点で、与党 PSUV が

推薦したエドゥアルド・ピニャテ候補が得票率４４．

２％、野党 MUD が推薦したルイス・リッパ候補が４１．

９％との結果が出ていた。 

 

 

（写真）@MiguelCardoza19 

 

「米国務省 FARC のテロ組織認定を解除」         

 

米国国務省のネッド・プリンス報道官は、「米国国務省

は、「コロンビア革命軍（FARC）」を米国のテロ組織リ

ストから削除すると発表した。 

 

今後、米国議会にテロ認定解除について申請する予定だ

という。 

 

 

FARC が米国からテロ組織認定されたのは１９９７年

８月。テロ組織認定が解除されれば、FARC 残党らを含

むプロジェクトに米国政府が関与できるようになる。 

 

２１年１１月２３日は、コロンビアのサントス元大統領

が FARC と和平合意を締結した日から丁度５年が経過

した日だった。 

 

和平合意５年の節目に FARC のテロ組織認定を解除す

るという。 

 

なお、コロンビアのドゥケ大統領は本件について 

「私は現時点で米国から正式な知らせを受けていない。

また、認定解除のプロセスについても通知は受けていな

い。正式な通知を受けて見解を発表する。 

 

現時点で言えることは、コロンビアは独自に我が国の脅

威となる FARC のテロ組織リストを維持しており、全

てのテロリスト残党をリスト化しているということだ。」 

と回答した。 

 

「ロサレス新スリア州知事 グアイド政権に棘」         

 

１１月２５日 スリア州マニュエル・ロサレス知事はス

リア州「ラファエル・ウルダネタ大学」で当選確定式を

行った。当選式には多くの観客が集まった。 

 

スリア州は、元々野党支持者が多い地域として知られる

地域で２０１７年１０月に行われた州知事選でも野党

候補のファン・パブロ・グアニパ氏が当選していた。 

 

しかし、グアニパ氏は制憲議会の前で知事就任を宣誓す

ることを拒み、知事になれず、同年１２月にスリア州だ

け再選挙が行われ、与党候補オマール・プリエト氏が当

選していた。 
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なお、１７年１２月に野党が擁立した候補はマニュエ

ル・ロサレス氏だったが、当時は敗北していた。 

 

ロサレス候補は汚職の噂が絶えず、評価を大きく下げた

政治家だったが、今回当選した事実を見る限り、現在も

一定の支持基盤があることは確かだろう。 

 

スリア州は、ベネズエラ第２の州。日本で例えるなら大

阪のような位置づけ。野党政治家がスリア州の知事にな

る意義は大きい。 

 

ロサレス氏は、主要野党の一角「新時代党（UNT）」の

党首でもある。ここ数年、主要野党内での UNT の影響

力は小さかったが、ロサレス党首が知事に当選したこと

で野党内でも地位は大きく上がりそうだ。 

 

 

（写真）UNT 

 

 

ロサレス新知事は当選式で演説を実施。 

「ソーシャルメディアが国民の意思を示す場所に代わ

ってはいけない。リーダーシップは政令により生まれる

ものではない。この点について、全ての野党リーダーに

対して反省を求める。」 

と言及した。 

 

ロサレス新知事の発言は、政令で大統領を継続しようと

するグアイド議長に対する遠回しの皮肉と理解されて

いる。同様にソーシャルメディアへの投稿に注力し、投

票への参加を拒む急進野党への間接的な批判と言える

だろう。 

 

主要野党は、「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」

「新時代党（UNT）」「大衆意思党（VP）」の４党で構成

される。 

 

PJ と AD と UNT が VP を拒絶した場合、グアイド議長

が２０２２年も暫定大統領を続けることはないだろう。 

 

グアイド議長が、選挙と他野党との協調を明確に支持す

るスタンスを執ることを約束し、PJ、AD、UNT を納得

させれば、グアイド暫定政権の継続はあり得るが、個人

的にはグアイド議長は野党が新しい方針に舵を切るに

あたり障害になると考えている。 

 

経 済                       

「Fedecamaras スリア支部 新知事に経済提案」            

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」スリア支部のエシ

オ・アンヘリーニ代表は、マニュエル・ロサレス新スリ

ア州知事に対して、一連の経済提案を行ったと説明。野

党系候補の当選について、「とてもポジティブに評価し

ている」と回答した。 
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また、「新たに当選したスリア州の各市長に対しても異

常に高額な市税の見直しを求めている」と述べた。 

 

アンヘリーニ代表によると、民間セクターが直面してい

る最も深刻な問題は燃料不足だという。一時期、燃料問

題は緩和していたが、再びガソリンスタンドに行列がで

き始めていると指摘した。 

 

「２１年 非石油部門の輸出は１８億ドル」         

 

「ベネズエラ輸出者組合（AVEX）」のラモン・ゴジョ代

表は、ベネズエラからの輸出を増やすためにこれまで１

１回行政と会合を行ってきたと説明。 

 

融資不足、関税・諸税が高額であること、その他公的サ

ービスの劣化が輸出の阻害要因になっていると指摘し

てきたと述べた。 

 

また、貨物の荷下ろしなど港湾の対応が異常に遅いと指

摘。荷下ろしは他国だと通常１２時間ほどで完了するが、

ベネズエラの場合は平均で６日かかるという。 

 

この港湾作業の遅れにより発生する資金的な負担は輸

出者・輸入者が負担することになり、貿易の障害になっ

ているという。 

 

輸出には多くの障害があるものの、２０２１年の非石油

部門の輸出額は前年より３０％ほど多い１８億ドル程

度になると予想。輸出は増加しているとした。 

 

なお、ヌエバエスパルタ州 Tubores 市の水産業者が、ワ

カメの輸出に注力しているという。 

 

ここ数年は少なくなっているようだが、日本もベネズエ

ラからワカメや魚介類を輸入している。 

 

 

「大型スーパーQue Papaya ２４時間営業に」         

 

カラカスのロス・ルイセス通りにあるハイパーマーケッ

ト「Que Papaya」は２４時間営業にすると発表した。 

 

「Que Papaya」は２１年８月にオープンした大型スー

パーで面積は３０００平方メートル超。施設内にはカフ

ェ＆バーもある。映像を見る限り、商品もそろっており

施設も綺麗。高所得者向けの店舗だろう。 

 

（写真）El Nacional 

 

「衣類業界 外国製品に価格で勝てない」            

 

ベネズエラでは年末に新しい服を買い替える習慣があ

り、衣類業界にとって１２月は稼ぎ時だ。 

 

「ベネズエラ縫製業商工会」のロベルト・リメリス代表

は、１２月には売り上げが増加するだろうとの見通しを

示した。 

 

ただし、外国産製品の価格が安すぎて、国内で作った衣

類が売れないという。リメリス代表は、現在のベネズエ

ラ政府の方針は外国産の製品を輸入することを促進し

ており、国内生産を衰退させていると指摘。国内産業を

促進する政策を取るべきだとの見解を示した。 

 

以上 
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