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（写真）選挙管理委員会 “５月５日 新 CNE 役員就任 業務を開始” 

 

 

２０２１年５月５日（水曜） 

 

政 治                     

「CNE 就任式 代表はシモン・カルサディージャ 

～マドゥロ大統領 役員は全ての野党と決めた～」 

「グアイド政権 ～我々は合意していない～」 

「急進野党 ～非合法な国会が選ぶ役員は違法～」 

「穏健野党 ～正当な選挙への第一歩～」 

「米国政府 ～明確なスタンス表明を避ける～」 

「欧州連合 ～自由で公平な選挙の第一歩～」 

「米州機構 ～明確に拒否～」 

「経 済 界 ～CNE 役員を認め、対話求める～」 

「現地専門家 ～肯定的な見解、選挙参加求める～」 

 

２０２１年５月６日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア抗議行動 少なくとも３４名死亡」 

「グアイド政権 在エクアドル大使を任命」 

経 済                    

「PDVSA 天然ガスのプロジェクト再開目指す 

～外国の投資受け入れのため輸出を許可～」 

「国家陸運局 自動車登録証明書の自動発行開始」 

「２１年第１四半期の経済活動 やや回復」 

「ベネズエラ乳製品生産 ５～６００万 L／日」 

社 会                    

「マイケティア空港で麻薬押収 軍人が犯人？」 
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２０２１年５月５日（水曜）             

政 治                       

「CNE 就任式 代表はシモン・カルサディージャ    

 ～マドゥロ大統領 役員は全ての野党と決めた～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.595」で紹介した通り、

与党国会は新たな「選挙管理委員会（CNE）」の役員を

任命した。 

 

５月５日 CNE で役員交代式が行われ、新たな CNE 役

員が正式に CNE のトップに就いた。 

 

また、前日の時点では役員の５人の中で誰が、代表、副

代表に就任するのかが明らかになっていなかったが、５

月５日に代表、副代表が決定した。 

 

CNE 代表は、ペドロ・カルサディージャ氏。 

 

カルサディージャ氏は、故チャベス政権下で文化相、マ

ドゥロ政権で高等教育相を務めた人物。古株の与党政治

家である。 

 

そして、CNE 副代表は、エンリケ・マルケス氏。 

 

主要野党の一角「新時代党（UNT）」の党首を務めたこ

ともある野党議員。２０１６年には野党国会の第１副議

長を務めた。 

 

また、タニア・デ・アメリオ氏、アレックス・コレドー

ル氏、ロベルト・ピコン氏が CNE 役員に就任した。 

 

エンリケ・マルケス新副代表とロベルト・ピコン新役員

は野党系の人物。 

 

 

 

現在の与党国会は、議席の９３％が与党議員で構成され

ている。 

 

役員５名のうち２名に野党系の人物が任命されたのは

水面下で交渉が行われていたからと言える。 

 

マドゥロ大統領は、今回の CNE 役員任命について、ホ

ルヘ・ロドリゲス国会議長を称賛。 

「全ての野党勢力と政治対話を経て合意したことで、

CNE 役員が決まった。これにより新たな CNE はより

強固なものになるだろう。」 

と言及した。 

 

なお、憲法の定めでは CNE 役員の任期は７年間。 

つまり、２０２１年～２０２８年まで今回選ばれた役員

が CNE 役員を続けることになる。 

 

「グアイド政権 ～我々は合意していない～」         

 

マドゥロ政権は「全ての野党勢力と合意した」と述べて

いるが、グアイド政権は基本的に今回の役員任命に否定

的な反応を示している。 

 

任命から一夜明けた５月５日 グアイド議長は CNE 役

員の任命について見解を表明。 

 

「昨夜、マドゥロ独裁政権が民主的な統一同盟勢力の合

意を経ることなく、新たな CNE？を非合法な組織を通

じて任命した。 

 

独裁政権の国会は６０カ国以上に否定されており、役員

を勝手に決めることは認められない。」 

との見解を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03acbd3b627963c34143cbbad4ce1c7f.pdf
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なお、グアイド議長に同調している主要野党の政治家は、

「第一正義党（PJ）」の党員で、現在グアイド政権の第

１副議長を務めているファン・パブロ・グアニパ議員。 

 

加えて、「新時代党（UNT）」を離党し、現在は独立野党

として主要野党に属しているデルサ・ソロルサノ議員な

ど。 

 

グアイド政権に属する政治家は、今回の CNE 役員を正

当な役員と認識しておらず、２１年に予定されている州

知事選・市長選には参加しないことが予想される。 

 

また、主要野党に属する中堅政党「LCR」は、政党とし

て今回の CNE 役員任命を拒絶する意思を表明している。 

 

「急進野党 ～非合法な国会が選ぶ役員は違法～」                  

 

急進野党グループの反応は予想できるものだが、予想通

り、今回の CNE 役員の任命には否定的な見解を示して

いる。 

 

スペインに亡命したアントニオ・レデスマ元カラカス大

首都区長は、今回の役員任命を非難。 

 

「麻薬犯罪国家は、非合法な組織を通じて新たな CNE

役員を任命した。１人・２人の野党が役員に加わったか

らと言って、それを認めてはいけない。 

どのような人物が任命されたとしても、権力の源泉が非

合法である限り、その任命は非合法なものだ。」 

とのスタンスを示した。 

 

また、急進野党のリーダー格である「ベネズエラ主導党

（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首も、今回の CNE

役員任命を拒絶。 

 

 

 

自身のツイッターで 

「スタンスを決定した。私はアルマグロの側にいる。ボ

レルは誰の側にいる？」 

と投稿した。 

 

「アルマグロ」とは、米州機構のルイス・アルマグロ事

務局長のこと。アルマグロ事務局長は急進野党側に近い

スタンスを持っており、後述するが、今回の役員任命に

否定的な立場をとっている。 

 

「ボレル」とは、欧州連合の外交政策委員長。 

後述するが、欧州連合は今回の CNE 役員の任命につい

て肯定的に受け取っている。 

 

「穏健野党 ～正当な選挙への第一歩～」         

 

グアイド政権、急進野党が、今回の CNE 役員任命に否

定的な立場を維持する一方で、今回の CNE 役員任命を

評価する野党政治家もいる。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.595」で紹介した通り、

その代表格が「第一正義党（PJ）」のリーダーで、２０

１２年、１３年の大統領選で野党統一候補として出馬し

たエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事。 

 

カプリレス元知事は、エンリケ・マルケス氏とロベルト・

ピコン氏の CNE 役員任命に賛成。「民主的な選挙を行

うための大きな一歩」と評価した。 

 

この主張に賛同するのは、「新時代党（UNT）」のスター

リン・ゴンサレス議員。 

 

ゴンサレス議員は２０１９年のグアイド政権の国会で

第２副議長を務めていた人物。カプリレス元知事と並ん

で、選挙参加を支持している人物である。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03acbd3b627963c34143cbbad4ce1c7f.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年５月５日～５月６日報道               No.５９６   ２０２１年５月７日（金曜） 

4 / 8 

 

ゴンサレス議員も今回の CNE 役員任命について、「民

主主義への一歩」と評価。 

 

他、２０１８年５月に行われた大統領選に野党候補とし

て出馬した「発展進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコ

ン党首も今回の任命を評価。 

 

「今回の CNE 役員任命を肯定的に評価している。均衡

のとれた役員任命は組織再構築の第１歩だ。」 

との見解を示した。 

 

「米国政府 ～明確なスタンス表明を避ける～」                  

 

今回の CNE 役員任命について、米国は現時点で明確な

拒否も賛成もしていない。 

 

米国でベネズエラ地域を担当する担当官の Julie 

Chaung 氏は、 

「米国はベネズエラの危機について、自由で公平な選挙

を実現するため、全ての政治アクターが参加する交渉に

よる包括的な合意を支持している。 

新たな CNE 役員を認めるかどうかはベネズエラ国民が

決めることだ。」 

と表明した。 

 

また、「ベネズエラが自由で公平な選挙を行う環境にな

るまで米国は圧力をかけ続ける。」と述べている。 

 

一方、米国の中でも急進野党の立場にあるマルコ・ルビ

オ下院議員は、バイデン政権に対して警告。 

「バイデン政権はマドゥロ強権政治を延命させるため

の工作に手を貸してはいけない。ベネズエラ国民の自由

と福祉を重んじるのであれば、２０１５年に行われた正

当な国会議員選挙で選ばれたグアイド暫定政権の支持

を継続しなければならない。」 

との見解を示した。 

 

「欧州連合 ～自由で公平な選挙の第一歩～」                  

 

５月５日 欧州連合の外交政策委員会の Peter Stano 報

道官は、ベネズエラの新 CNE 役員について、欧州連合

のスタンスを説明。 

 

「新たな CNE 役員の任命は、第１歩と考えている。引

き続き現状を注視している。このプロセスはベネズエラ

人が主導する必要がある。 

 

欧州連合は引き続き対話を支持しており、現在の政治的

衝突が平和で民主的に解決することを望んでいる。」 

とした。 

 

欧州のベネズエラ問題に対するスタンスに大きな影響

を与えるスペインは、今回の CNE 役員について肯定的

に受け取っている。 

 

スペイン外務省は、ベネズエラの CNE 役員任命につい

て声明を発表。 

「今回の役員任命は第一歩であり、自由で公平な選挙を

行うためには、更なる成果がなければならない。ベネズ

エラの民主主義を再構築するためのベネズエラ国民の

努力を引き続き支持する。」 

との見解を示した。 

 

「米州機構 ～明確に拒否～」              

 

「米州機構（OAS）」のアルマグロ事務局長は、今回の

CNE 役員任命について声明を発表。明確な拒否を表明

した。 

 

OAS は外国の国際同盟ではあるが、外国の公的組織の

代表として、CNE 役員任命について明確な拒絶を表明

したのはアルマグロ事務局長が最初。 
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また、アルマグロ事務局長のスタンスに追随している外

国の公的組織はまだないと思われる。 

 

アルマグロ事務局長が今回の CNE 役員任命を拒絶する

理由は、２０２０年１２月に行われた国会議員選自体が

違法な選挙であり、その選挙で選ばれた国会議員も違法

な議員のため。 

 

「違法な国会が選んだ CNE 役員は違法である」とのス

タンスを示している。このスタンスは、急進野党のレデ

スマ元カラカス大首都区長のスタンスと同様。 

マチャド VV 党首も、アルマグロ事務局長のスタンスと

同じだ。 

 

「経 済 界 ～CNE 役員を認め、対話求める～」         

 

政界の意見は様々だが、経済界は今回の CNE 役員任命

を歓迎する意思を示している。 

 

ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」は、

声明を発表。今回の CNE 役員の任命を支持すると表明

している。 

 

「１７年という長い時間を経て、CNE の代表に重要な

選挙技術者が就任した。 

 

これは、社会団体、労働組合、企業団体、その他組織の

努力によるもので、市民団体、政治リーダーが正当な選

挙のための条件を作ろうした結果である。 

 

今回の役員任命はベネズエラの民主主義の再構築のた

めの始まりに過ぎない。 

我々の道は長く、険しいが、合意と交渉とベネズエラの

問題を解決しようとする本当の意思があれば選挙への

信頼を取り戻すことができる。」 

との見解を示した。 

 

「現地専門家 ～肯定的な見解、選挙参加求める～」                  

 

ベネズエラの政治専門家らは基本的に今回の CNE 役員

任命について肯定的なコメントが多い。 

 

過去、野党側の CNE 役員を経験したことのあるビセン

テ・ディアス氏は、今回の任命について「過去２０年間

で最も野党色が強い CNE 役員」との見解を示した。 

 

また、エンリケ・マルケス氏について 

「マルケス氏は、民主主義のための戦いを続けてきた人

物で、２０１５年の国会議員選を勝利に導いた立役者

だ。」と述べた。 

 

また、政治学者のマイケル・ペンフォード氏は、今回の

役員任命について「CNE は不完全だが、重要な進展と

言える。」との見解を示した。 

 

他、世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代

表は、自身のツイッターで 

「４月に行った世論調査では、多くの国民が現在の選挙

条件を拒絶している。 

 

しかし、７５％のベネズエラ人が、野党は投票を呼び掛

けるべきだと考えている。 

理由は簡単で、これまで野党が掲げてきた投票不参加の

方針の結果はとても悪く、選挙不参加を訴えてきた野党

と国民のつながりがなくなってしまったからだ。 

 

「今回の CNE 役員任命で透明な選挙が実現できる環境

になったか？」との質問にはもちろん「いいえ」と答え

る。しかし、戦いの活路は見えた。 

今の選挙条件は信頼に足るものではないので投票に参

加するべきではないと考える人に聞きたい。「代案はあ

るのか？」と。」 

と投稿した。 
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２０２１年５月６日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア抗議行動 少なくとも３４名死亡」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.564」で、コロンビアで抗

議行動が起きているとの記事を紹介した。 

 

抗議行動の発端は、ドゥケ政権が提案した税制改正だっ

た。この法案には消費税増税なども含まれており、多く

の国民が法案を拒否。抗議行動が過熱した。 

 

これを受けて、ドゥケ大統領は法案の撤回を発表。 

抗議行動は沈静化するかと思っていたが、その後も抗議

行動は続いているようだ。 

 

報道によると、現在は、医療制度の変更への拒否を表明

するための抗議行動になっているという。 

 

コロンビアの非政府系団体「INDEPAZ」によると、抗

議行動による死者数は４月２８日～５月６日までの９

日間で少なくとも３４名になると発表した。これに加え

て３件の死亡は抗議行動が原因の可能性があるという。 

 

死者はコロンビアで３番目に人口が多いとされるバジ

ェ・デル・カウカ県の県都カリに集中している。 

この地域では「ESMAD」と呼ばれる過激派集団がいる

ようで、死者の多くは ESMAD に所属しているようだ。 

 

一方、首都ボゴタでの死者は一般人が１名となっている。 

 

なお、まだ身元が確認できていない人もいるようだが、

警察の死者は４名だという。 

 

ちなみに、ベネズエラで２０１７年に起きた抗議行動の

死者数は３カ月で１２５名と言われている（「ウィーク

リーレポート No.13」）。 

 

今の調子でコロンビアの死者数が増えれば１カ月くら

いでベネズエラを超えることになる。 

 

「グアイド政権 在エクアドル大使を任命」           

 

４月１１日 エクアドルで大統領選が開催され、右派の

ギジェルモ・ラソ候補が当選した。 

 

ラソ候補は５月２４日にエクアドルの大統領に就任す

る予定。 

 

ラソ新大統領は、グアイド議長をベネズエラの大統領と

認識すると発表しており、大統領就任式にもグアイド議

長を招待すると述べている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.586」）。 

 

これを受けて、グアイド議長率いる野党国会は、在エク

アドル・ベネズエラ代表大使にアレハンドロ・マガリ・

ロドリゲス氏を任命した。 

 

また、野党国会は５月２日 タレク・ウィリアム・サア

ブ検事総長が認めた治安部隊によるアルバン市議らの

殺人について議論。 

 

「マドゥロ政権は人道的なイメージをつけようとして

いるが、実際のところ彼らは現状を変える意思はない。

人権侵害を犯すマドゥロ政権のイメージを変えること

はできない。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
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経 済                       

「PDVSA 天然ガスのプロジェクト再開目指す             

  ～外国の投資受け入れのため輸出を許可～」            

 

エネルギー専門誌「Petroguia」は、PDVSA が、天然ガ

スプロジェクト再開のために必要な９７億ドルの投資

を外国の民間企業から受けることを目指しており、その

ために産出した天然ガスを輸出することを許可するこ

とを提案していると報じた。 

 

この提案は、天然ガスが埋蔵している１４の地域の開発

を目的としているという。 

 

特に多くの投資が必要とされる地域は「Mejillones 鉱区」

と「Rio Caribe 鉱区」。それぞれ２２．８億ドル、１１．

４億ドルの投資が必要だという。 

 

「Mejillones鉱区」は、２０１９年末にロシアの「Rosneft」

にライセンスを発行したという。 

 

他にスリア州マラカイボ湖の「LL-３７０」とアンソア

テギ州の「Nipa Nardo」も共に１０．３億ドル、スリア

州「LL-４５３」は９．１億ドルの投資が必要だという。 

 

「国家陸運局 自動車登録証明書の自動発行開始」         

 

国家陸運局（INTT）は、自動車登録証明書をウェブ上

で自動発行できるようにした。 

 

もし、オリジナルの証明書をなくした場合、必要な手続

きと支払いを行うことで、自宅にいながら証明書を得る

ことができるという。 

 

 

 

 

 

電子証明書は PDF で発行される。その証明書には QR

コードがついており、その QR コードにアクセスすると

自動車所有者の名前、自動車番号、車種、年式、色など

の情報が確認できるという。 

 

 

（写真）INTT 

 

「２１年第１四半期の経済活動 やや回復」         

 

野党国会の財務委員会が作った「ベネズエラ金融観測所

（OVP）」は、２０２１年第１四半期のベネズエラの経

済活動について２０２０年第４四半期と比べて１８．

９％増えたと発表した。 

 

２０年第４四半期から経済活動が増加した要因につい

て、石油産業がやや回復し、Covid-１９の感染防止策が

緩和したためと説明。 

 

また、民間セクターの給料がドル化されることで労働者

の購買力に一定の改善がみられたためと分析した。 

 

しかし、前年同期比（２０年第１四半期）と比べると３

３．７％減だったとした。 

 

ベネズエラで最初の Covid-１９感染者が確認されたの

は２０年３月１３日（「ベネズエラ・トゥデイ No.419」）。 

当時と比較すると経済活動の縮小は避けられないだろ

う。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
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「ベネズエラ乳製品生産 ５～６００万 L／日」         

 

「ベネズエラ乳製品工業商工会（Cavilac）」のロジャー・

フィゲロア代表は、ベネズエラの乳製品産業の状況につ

いて説明した。 

 

フィゲロア代表によると、ベネズエラの乳製品業は、こ

こ数年は常に不調が続いているが、ディーゼル燃料によ

り状況が更に悪化しているという。 

 

電力が安定せず、治安が悪く、ガソリン不足、融資を得

ることも困難。 

 

これらの問題で現在の稼働率は２０％、牛乳の生産量は

１日当たり５００～６００万リットルまで下がってい

るとした。 

 

社 会                       

「マイケティア空港で麻薬押収 軍人が犯人？」            

 

５月５日 ベネズエラの玄関口マイケティア国際空港

で大量のコカインが見つかった。 

 

コカインの重量は分からないが、板状に加工されている

コカイン１２４枚が押収された。 

 

コカインが入った荷物は、ポルトガルの航空会社「TAP」

でリスボンに送られるところだったという。 

 

現地メディア「El Pitazo」によると、このコカインを発

見したのは国軍だが、コカインを密輸しようとしていた

のも空港で麻薬取締を担当している Perez Omana 氏だ

という。 

 

 

 

 

 

（写真）マイケティア国際空港 麻薬取締指令室 

 

以上 


