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（写真）Contrapunto “セルヒオ・ガリド州議 主要野党のバリナス州知事候補として出馬” 

 

 

２０２１年１２月６日（月曜） 

 

政 治                     

「バリナス州知事選やり直し選挙 

～行政監督局 複数の候補者の出馬を禁止～」 

「主要野党 セルヒオ・ガリド州議を推薦 

～穏健野党の一部もガリド州議を推薦～」 

「穏健 AD クラウディオ・フェルミン候補推薦」 

「バリナス州知事選 ７人が出馬」 

「国連加盟国９２％がマドゥロ政権の正当性認識」 

経 済                     

「ベネズエラ不動産 売り時ではなく買い時」 

「２０２２年 ベネズエラ GDP 前年比５％増」 

 

２０２１年１２月７日（火曜） 

 

政 治                    

「ボルヘス氏 在外大使らから非難 

～野党国会で３つの提案を試みるも失敗～」 

「Gregorio Biomorgi 氏 国内生産相に就任」 

「米国 ベネズエラ野党の方針は彼らが決める」 

「アレアサ前外相 チャベス娘と離婚していた」 

経 済                    

「野党国会 １１月インフレ率は先月比６％増」 

「２２年予算 ６１％は原油輸出からねん出」 

社 会                    

「マドゥロ政権 クリスマス補助金支払い」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月６日～１２月７日報道            No.６８８   ２０２１年１２月８日（水曜） 

2 / 7 

 

２０２１年１２月６日（月曜）             

政 治                       

「バリナス州知事選やり直し選挙            

 ～行政監督局 複数の候補者の出馬を禁止～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.687」で紹介した通り、

バリナス州知事選のやり直し選挙で、主要野党（特に「大

衆意思党（VP）」）はフレディ・スペルラノ候補の妻アウ

ロラ・スペルラノ氏を出馬させる方向で進んでいた。 

 

しかし、出馬申請の際に行政監督局の決定によりアウロ

ラ・スペルラノ氏の出馬が禁止されていたことが発覚し、

出馬を断念した。 

 

その後、アウロラ候補の他にも複数の候補が出馬を禁止

されていたことが発覚。 

 

具体的には、穏健野党「発展進歩党（AP）」のフリオ・

セサル・レジェス氏。与党陣営から離反した「ベネズエ

ラ共産党（PCV）」のアルデマロ・サノハ氏も出馬を禁

止されていた。 

 

彼らの出馬が禁止された理由は、与党が推薦したアレア

サ候補が当選するためだが、彼らが出馬禁止措置を受け

た表向きの理由は分からない。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」のエンリケ・マルケス役員

（野党派）は、インタビュー番組に出演し、行政監督局

の出馬禁止措置について非難。 

 

同時に「出馬禁止を決定したのは CNE ではないが、CNE

が禁止したように見える」と指摘。CNE の信頼性を損

なうことになるとの懸念を表明した。 

 

 

 

また、１２月６日 CNE 役員代理を務めていたフラン

シスコ・マルティネス氏が辞任を表明した。 

 

マルティネス氏は２０１５年～１７年にかけて「ベネズ

エラ経団連（Fedecamaras）」の役員を務めていた。つま

り野党派の CNE 役員代理だった。 

 

マルティネス氏は、CNE 役員代理を辞任する理由につ

いて「個人的な理由」と説明しているが、今回の出馬禁

止措置に関連していると考えるべきだろう。 

 

「主要野党 セルヒオ・ガリド州議を推薦       

   ～穏健野党の一部もガリド州議を推薦～」         

 

アウロラ・スペルラノ候補の出馬が禁止されていたこと

を受けて、主要野党は急遽セルヒオ・ガリド氏を推薦す

ることを決めた。 

 

セルヒオ・ガリド氏は、主要野党「行動民主党（AD）」

のバリナス州統括秘書。 

 

１１月の選挙でバリナス州議会議員に当選したばかり。

２０１６年からバリナス市議を務めていた。 

 

 

（写真）Effectococuyo 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
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アウロラ候補は出馬を禁止されたが、ガリド候補が出馬

したことで、結果的に穏健野党の一部が主要野党と合流

できたのかもしれない。 

 

１２月６日 穏健野党「発展進歩党（AP）」、「社会主義

行動党（MAS）」「ベネズエラ行動党」もガリド候補を支

持すると発表した。 

 

AP は２０１８年の大統領選に出馬したヘンリー・ファ

ルコン氏が党首の政党。 

 

１８年当時、ファルコン党首は主要野党から「マドゥロ

の手先」と非難され、強烈なネガティブキャンペーンを

受けた。主要野党に遺恨はあるだろうが、ファルコン党

首は「バリナス州での分裂を支持しない」と表明してい

る。 

 

また、独立野党「隣人の力（FV）」もガリド候補を支持

することを決めた。 

 

加えて、与党陣営から離反した「UPP８９」「Bandera 

Roja」もガリド候補を支持するとした。 

 

「穏健 AD クラウディオ・フェルミン候補推薦」                  

 

一部の穏健野党らがガリド候補を支持した一方で、穏健

派の「行動民主党（AD）」は独自で候補を擁立した。 

 

なお、「行動民主党（AD）」は分裂しており、２つ存在

している。片方は主要野党に属する伝統的な AD で、も

う片方は２０２０年の国会議員選に出馬することを選

んだ穏健派の AD。 

 

最高裁は穏健派の AD を正当なAD と認識している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.459」）。 

 

 

穏健派 AD が推薦したのはクラウディオ・フェルミン候

補（下写真の男性）。２０１８年にファルコン党首が大

統領選に出馬した時に選挙対策委員長を務めた人物。 

 

「ウィークリーレポート No.228」の市長選分析の際に

も指摘したが穏健派 AD の票を集める力は大きい。彼ら

を敵に回すのは主要野党にとっては得策ではないだろ

う。 

 

 

（写真）La Radio del Sur 

 

「バリナス州知事選 ７人が出馬」         

 

１２月６日にバリナス州知事選の候補者受付期間は終

了した。１２月末まで候補者を変更することは可能だが、

基本的に候補者が増えることはない。 

 

バリナス州知事選に出馬した候補は以下の７人。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」 

・ホルヘ・アレアサ候補 

 

主要野党「野党統一連合（MUD）」 

・セルヒオ・ガリド候補 

 

穏健 AD「行動民主党（AD）」 

・クラウディオ・フェルミン候補 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2585312c3dc36ab16f4bb8cf4915d717.pdf
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「MIN-Unidad」 

・アドルフォ・スペルラノ候補 

 

「Ecologico」 

・ペドロ・ディアス候補 

 

また、政党は分からないが、Jesús Linarez 候補、Jesús 

Macabeo 候補も出馬しているという。 

 

「国連加盟国９２％がマドゥロ政権の正当性認識」                  

 

１２月６日 国連総会が開かれ、加盟国９２％の賛成に

よりマドゥロ政権が正当なベネズエラ政府として認め

られた。 

 

国連総会は、毎年この時期に各国政府の正当性を加盟国

が承認している。普通だと加盟国の承認式は儀礼的なイ

ベントだが、政府が２つ存在するベネズエラについては

一定の意味がある。 

 

マドゥロ政権の正当性を認識しなかった国は以下の１

６カ国。 

 

オーストラリア、ブラジル、カナダ、コスタリカ、コロ

ンビア、エクアドル、エルサルバドル、米国、ジョージ

ア、グアテマラ、マーシャル諸島、イスラエル、パラグ

アイ、英国、韓国、ホンジュラス。 

 

２０２２年中にグアイド暫定政権が消滅する可能性は

高く、最終的には米国・英国・コロンビア（来年５月の

選挙次第）・イスラエルの４カ国が残るのではないだろ

うか。 

 

モンカーダ国連ベネズエラ代表大使は、２０２０年には

５０カ国超が反対したが、今年は１６カ国に減ったとマ

ドゥロ政権の勝利を主張した。 

 

経 済                        

「ベネズエラ不動産 売り時ではなく買い時」           

 

「ベネズエラ不動産商工会」のフランシスコ・ドミンゲ

ス代表は、「Mundo UR」のインタビュー番組に出演。 

 

「現在は不動産に投資し、購入する時期だ。売るべきタ

イミングではない。政治情勢のせいで資産を犠牲にする

べきではない。」との見解を示した。 

 

また、２０２１年に入り不動産商工会は、マドゥロ政権

に対して不動産法の改定を求めてきたが、成果は出なか

ったと指摘。 

 

ドル建ての賃貸契約を法律上可能にするべきとの見解

を示した。 

 

なお、賃貸契約はボリバル建てで交わされるが、実際の

家賃支払いや手数料など諸費はドル建てで支払いがさ

れており、契約と実態が一致していないと指摘している。 

 

「２０２２年 ベネズエラ GDP 前年比５％増」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は、

２０２２年のベネズエラ国内総生産（GDP）について前

年比５％増との見通しを示した。 

 

５％増というと大きな経済成長のように思うかもしれ

ないが、ベネズエラは２０１３年当時から経済規模が４

分の１に縮小しており、５％というのは大きな回復では

ないと指摘。 

 

しかし、長年の経済低迷が底を付いたという意味では数

字以上の意味があると指摘した。 
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また、２０２２年も政府の管理的な経済体制は続くが、

これまでよりも開放的な経済体制になるだろうと予測。 

 

民間セクターにとってこれまでよりも事業がしやすい

環境になるだろうとの見解を示した。 

 

ただし、インフレを抑制するため、ボリバル建て、ドル

建ての融資については引き続き制限されるのではない

かと指摘。融資の不足は経済成長の懸念材料になるとし

た。 

 

２０２１年１２月７日（火曜）              

政 治                       

「ボルヘス氏 在外大使らから非難          

  ～野党国会で３つの提案を試みるも失敗～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.687」で紹介した通り、

グアイド暫定政権で外相の役割を担っていたフリオ・ボ

ルヘス氏が辞任を表明。グアイド暫定政権を終了させる

べきとの見解を表明した。 

 

この発表に野党関係者から様々な意見が出ている。 

 

まず「大衆意思党（VP）」関係者は、ボルヘス氏の宣言

を非難している。 

 

グアイド政権下で在米ベネズエラ代表大使を担ってい

るカルロス・ベッキオ氏（VP 所属）は、 

「グアイド大統領の正当性を消したいと考えているの

は誰か？マドゥロだ。彼の正当性は憲法２３３条で定め

られている。 

 

我々は個人的な利害で、築いてきたものを壊すのではな

く、構築しなければいけない。間違いを修正し、必要な

修正を行う。しかし、それはベネズエラを考えてのこと

だ。」と主張した。 

 

同じく VP のフレディ・ゲバラ氏も 

「マドゥロは暫定政権が続いてほしくない。野党の中に

も続いてほしくないグループがいる。 

野党の中にはアウロラ・スペルラノを出馬させたくない

グループが存在する。マドゥロも彼女の出馬を望んでい

ない。野党の一部がマドゥロを独裁者と認識しているの

か確認したい。」 

とコメント。 

 

急進野党寄りのボリバル州の地方政党「LCR」のアンド

レス・ベラスケス党首は 

「なんということだ。暫定政権はマドゥロに圧力を与え

ている。国際的にも認識されている。正当な国会を代表

する組織だ。しかし、ボルヘスは暫定政権を終了させよ

うとしている。私は存続するべきだと考えている。」 

と反論した。 

 

ボルヘス氏の宣言について、「第一正義党（PJ）」のエン

リケ・カプリレス氏、カルロス・オカリス氏など PJ の

関係者はボルヘス氏の提案を支持する意向を示してい

る。 

 

なお、主要野党の「新時代党（UNT）」「行動民主党（AD）」

の政治家からはボルヘス氏の発言に支持も非難も出て

おらず、様子をうかがっている印象がある。 

 

ボルヘス氏は１２月７日の通常国会（毎週火曜に野党の

旧国会議員らが行っている会合）で、 

「汚職撲滅のため、野党内での資産管理を停止すること」

「ベネズエラ国内で戦うために団結すること」 

「野党がこれまで行ってきた方針を再検討すること」 

を提案。 

 

しかし、７日の野党国会は行われず、ボルヘス氏が提案

を行うことはできなかった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
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「Gregorio Biomorgi 氏 国内生産相に就任」           

 

１２月７日 マドゥロ大統領は、国内生産相に José 

Gregorio Biomorgi 氏を任命した。 

 

アレアサ氏は国内生産相だったが、１月９日に行われる

バリナス州知事選に与党候補として出馬するため、国内

生産相が空席になっていた。 

 

Biomorgi 氏はベネズエラ中央大学の化学科卒。 

ベネズエラ中央大学の大学院で金属科学を専攻した。 

 

２００２年に PDVSA の石油化学技術開発会社「Intevep」

に入社。２０１８年にシリアのベネズエラ代表大使に任

命され、数カ月前に国内生産省次官に就任していた。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「米国 ベネズエラ野党の方針は彼らが決める」         

 

米国系メディア「Voz de America」は、バイデン政権関

係者（匿名）からベネズエラに関する米国政府の方針を

ヒアリングした。 

 

バイデン政権関係者は、 

「我々（バイデン政権）は彼ら（野党）に何をするかを

指示しない。彼らが決めなければいけないことだ。 

 

民主主義を望む多数派が決めたことであれば、我々はそ

の方針を認識する。マドゥロ政権の正当性を認めること

はない。 

 

暫定政権は、彼ら自身が１月５日以降にどうするべきか

について協議をしている。」 

との見解を示したという。 

 

「アレアサ前外相 チャベス娘と離婚していた」         

 

１月９日のバリナス州知事選のやり直し選挙に出馬し

たホルヘ・アレアサ候補について、前号「ベネズエラ・

トゥデイ No.687」で故チャベス大統領の長女ロサ・ビ

ルヘニア・チャベス氏の婿と紹介したが、離婚しており、

正確には「元娘婿」だった。いつ離婚したのか正確な日

付は分からなかったが、２０１７年に離婚したとの情報

があった。 

 

バリナス州は、故チャベス元大統領の親族が代々知事を

務めてきたが、アレアサ候補が当選しても親族には該当

しないことになる。 

 

ただし、アレアサ氏は故チャベス一家、特に次女のマリ

ア・ガブリエラ・チャベス氏と三女のロスネス・チャベ

ス氏の支持は受けているという。 

加えて、１２月７日にアレアサ氏は、バリナス州で故チ

ャベス元大統領の両親と写真を撮り、両親からも支持を

受けていることをアピールした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
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経 済                       

「野党国会 １１月インフレ率は先月比６％増」            

 

野党国会が組織した「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、２０２１年１１月のインフレ率を公表した。 

 

OVF によると、１１月のインフレ率は先月比６％増。 

 

２１年１月～１１月までの累積インフレ率は６１６．

９％。２０年１２月～２１年１１月までの１２か月分の

インフレ率は７６９％になった。 

 

ここ数カ月はインフレが落ち着いている。 

 

特に１１月は選挙月で通常であればバラマキなどが行

われ、インフレが加速しやすい時期だがインフレが進行

することはほとんどなかったことになる。 

 

なお、１１月中に為替レートは先月比５．７％ボリバル

安になった。つまり、ドル建てでみるとやや物価が上が

っていることになりそうだ。 

 

「２２年予算 ６１％は原油輸出からねん出」         

 

マドゥロ政権が作成した２０２２年の国家予算案は全

容が公開されていない。 

 

この予算案について「ロイター通信」は、国家予算の約

６１％は原油収入からねん出する見通しとなっている

と報じた。 

 

石油産業からねん出する予算額は８２億ドルで、国家予

算の総額は１３５．６億ドルだという。 

 

ただし、原油価格の見通しや、産油量の見通しなどが書

かれていなかったという。 

 

２０２１年８月までの政府支出実績のうち２９％（１３

億ドル）は原油輸出からねん出されたものだったという。

つまり、８月までの政府支出は総額で４５億ドルという

ことになる。 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 クリスマス補助金支払い」            

 

１２月７日 マドゥロ政権は祖国カード保有者に対し

て「クリスマス補助金（Bono Paz, Amor y Prosperidad）」

を支給すると発表した。 

 

支給額は BsD.１２。ドルに換算すると２．５ドルにな

る。祖国カード保有者は１２月７日～１７日までの間に

支給されるという。 

 

 

（写真）Somos Venezuela 
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