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（写真）「第一正義党（PJ）」Twitter “フリオ・ボルヘス氏 暫定政権の外相を辞任、暫定政権の終了を求める” 

 

 

２０２１年１２月３日（金曜） 

 

政 治                     

「野党 バリナス州知事選の候補が決まらず 

～VP はスペルラノ前候補の妻を推薦したが～」 

「ロペス VP 党首 カプリレス元知事に不信感 

～Monomeros の汚職疑惑についてもコメント～」 

「CNE 外国在住有権者登録の更新作業を開始」 

経 済                     

「マドゥロ政権 民間取引先に外貨建てで支払い」 

「輸入品の免税措置 １２月末まで延長」 

社 会                     

「２０２２年中に移民数 世界一も視野」 

21 年 12 月 4～5 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド政権のボルヘス外相 辞任を表明 

～暫定政権を終了させるべき～」 

「ボルヘス元外相 グアイド政権へ１４の批判」 

「与党 バリナス州知事選候補アレアサ元外相」 

「バリナス州知事選をやり直した真の理由は？」 

経 済                    

「小規模投資向けのベネズエラ投資商品を開発」 

「コロンビア路線の再開準備進む」 

社 会                    

「パン・デ・ハモン １本の値段給料２．４日分」 
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２０２１年１２月３日（金曜）             

政 治                       

「野党 バリナス州知事選の候補が決まらず      

 ～VP はスペルラノ前候補の妻を推薦したが～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.685」で紹介した通り、結

果が決まっていなかったバリナス州知事選だけ、２０２

２年１月９日にやり直し選挙が行われることが決まっ

た。 

 

１１月の州知事選で主要野党「野党統一連合（MUD）」

の推薦候補としてバリナス州知事選に出馬したフレデ

ィ・スペルラノ候補は、出馬が禁止されており、野党は

新たな候補者を擁立する必要がある。 

 

バリナス州知事選はスペルラノ候補が勝利していたこ

とはほぼ間違いないが、その差は僅か。 

 

与党は、総力を挙げて１月のやり直し選挙に挑むと思わ

れ、野党がバリナス州知事選で勝利するためには主要野

党単体では困難。 

 

２０１８年の大統領選に出馬した「発展進歩党（AP）」

のヘンリー・ファルコン党首らを中心とする穏健野党と

の団結が必要な状況になっている。 

 

しかし、グアイド暫定政権、特にレオポルド・ロペス党

首およびグアイド議長率いる「大衆意思党（VP）」の派

閥は「穏健野党＝マドゥロ政権の手先」の考え方を固辞

しており、グアイド政権内で穏健野党との共闘が前進し

ない。 

 

特にフレディ・スペルラノ候補は「大衆意思党（VP）」

の党員。バリナス州知事選に誰を擁立するのかを決める

権利は基本的に VP にあると思われ、穏健野党との共闘

を一層困難なものにしている。 

１２月４日 フレディ・スペルラノ候補はバリナス州で

演説を行い、最高裁による不当な決定を国際社会に訴え

ると主張。同時に１月のやり直し選挙には自身の妻（ア

ウロラ・スペルラノ・シルバ候補）を擁立することを示

唆する演説を行った。 

 

なお、同演説にはグアイド議長も参加していた。 

また、グアイド議長の右腕のフレディ・ゲバラ氏（VP 所

属）も自身のツイッターで「フレディ・スペルラノ氏は、

妻のアウロラ・スペルラノ氏を１月９日のバリナス州知

事選に推薦することを決定した」と投稿しており、VP

としてはアウロラ候補を推薦する方向で動いていると

思われる。 

 

 

（写真）フレディ・ゲバラ氏ツイッター 

 

ただし、現段階では正式な決定ではないようで「野党統

一連合（MUD）」としてアウロラ候補を擁立するとの発

表はでていない。 

 

アウロラ候補を出馬させたい VPだが、彼女だと穏健野

党との共闘が実現しない可能性が高い。 

 

穏健野党は、２０００年～０８年までバリナス市長を務

めたことのある独立系野党のフリオ・セサル・レジャス

氏。２０２０年に一時的に CNE副代表に就任したラフ

ァエル・シモン・ヒメネス氏。１９８０～９０年代に３

回バリナス州知事を務めたラファエル・ペニャ氏らを統

一候補にするよう提案している。 

 

少なくとも、穏健野党を嫌う VPのアウロラ候補を支持

する可能性は低いだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9566aaf8be19887cfcf1e72c3ba9d9f4.pdf
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「ロペス VP党首 カプリレス元知事に不信感     

 ～Monomeros の汚職疑惑についてもコメント～」         

 

「大衆意思党（VP）」が穏健野党との共闘を嫌う一方で、

主要野党の一角「第一正義党（PJ）」のリーダーのエン

リケ・カプリレス元ミランダ州知事は穏健野党との共闘

を提案している。 

 

なお、カプリレス元知事は２０１２年、１３年に行われ

た大統領選で野党の統一候補として出馬した人物。当時

の選挙対策班長は、穏健野党のリーダーのヘンリー・フ

ァルコン AP党首。 

 

つまり、カプリレス元知事とファルコン AP 党首の関係

と考え方はかなり近いのが実態と言える。 

 

しかし、VPのレオポルド・ロペス党首はこれを快く思

っていない。 

 

１２月３日 「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首はコロンビアを訪問し「NTN２４」のインタビュ

ー番組に出演。カプリレス元知事への不信感を明確に表

明した。 

 

ロペス党首はインタビューで 

「現在、我々は深刻な分裂状態にある。これは独裁者が

望んでいることだ。我々のリーダーの中に政権と直接つ

ながっている人物がいる。」と言及。 

 

司会者から具体的な名前を聞かれると 

「以前からエンリケ・カプリレスの行動は明らかに不審

な点がある。」と回答した。 

 

なお、ロペス VP党首は、コロンビアのバランキージャ

で開催された「世界法律家会議」（コロンビアの移民政

策がテーマ）にも出席した。 

 

バランキージャは、主要野党の汚職問題で注目が集まっ

ている「Monomeros」の本社がある。 

 

ロペス党首は「Monomeros」について、「汚職の事実が

あったとすれば遺憾」との見解を示し、「外部調査委員

会を組織し、現役員を交代し、抜本的な改革を行う必要

がある」との見解を示した。 

 

以下は筆者の認識だが、実際のところ「外部調査委員会」

は発足されない。ロペス党首が発足したいのは VP 派閥

の調査委員会だろう。 

 

コロンビアのドゥケ政権のスタンスは、ロペス VP党首

のスタンスと近い。コロンビアで外部調査を行った場合、

公平な調査はされず、ロペス VP 党首（グアイド派閥）

に有利な調査結果が出る可能性が高い。 

 

「CNE 外国在住有権者登録の更新作業を開始」                  

 

１２月３日 「選挙管理委員会（CNE）」役員を務める

ロベルト・ピコン氏（野党派）は、外国に住むベネズエ

ラ人の有権者登録の更新プロセスを開始すると発表し

た。 

 

長引く経済不況を理由に、数百万のベネズエラ人が外国

に移住したが、彼らの多くは有権者登録が変更されてい

ない。 

 

つまり、CNE の登録上はまだベネズエラ国内に住んで

いるため、選挙区はベネズエラ国内の投票場になるが、

外国に住んでいるので投票できないことになる（１１月

の州知事・市長選の投票率を下げた一因）。 

 

特に外国移住者は野党支持者が多いため、野党が大統領

選で票を増やすためには外国に移住した有権者の登録

を正常化することが重要になる。 
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ただし、外国に住むベネズエラ人有権者の選挙登録を正

常化するには課題がある。 

 

ピコン氏は、最も大きな課題として「外国にあるベネズ

エラ大使館の存在」を挙げた。 

 

外国居住者の投票は在外公館を介して行うが、コロンビ

ア・米国・カナダ・ブラジルなどグアイド議長を暫定大

統領と認識している国にある大使館では投票できない。 

 

また、有権者登録には在外公館や外国政府の移民管理当

局との技術的な協力も必要になる。 

 

ピコン役員は、有権者登録の正常化には政治的な合意が

必要になるとの見解を示した。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 民間取引先に外貨建てで支払い」           

 

「ロイター通信」は、マドゥロ政権、PDVSAが民間の

取引相手に外貨建ての支払いを増やしていると報じた。 

 

記事によると外貨建ての支払いを増やしているのは、ボ

リバル貨幣の乱発を抑え、インフレを抑制するためのよ

うだが、取引相手がドル建ての支払いを望んでいるのも

一因だろう。 

 

PDVSA や政府系組織は、２０２１年に入り、ベネズエ

ラ国内のドル建て口座を介して、取引企業に支払うよう

になっているという。 

 

また、関係者から入手した情報によると、ベネズエラ政

府は現金ユーロで前払い支払いをすることもあるとい

う。 

 

 

 

どのくらいの金額が外貨建てで支払われているのかは

不明だが、関係者によると１度で５０００ドルかそれ以

上の支払いはあるという。 

 

「輸入品の免税措置 １２月末まで延長」         

 

１１月３０日付官報４２２６６号で、輸入品の免税措置

が１２月末まで延長された。 

 

今年８月にマドゥロ政権は５９７品目の輸入関税を免

除する措置を発表した。 

 

最新の官報はまだネットで公表されていないが、８月に

発表された５９７品目の免税品リストは「８月６日付特

別官報４５５２号」で確認できる。 

 

なお、縫製品業界や皮革業など一部の業界からは、輸入

品の免税措置が国内生産者と競合し、製造業の活動を阻

害しているとの非難も出ている。 

 

社 会                        

「２０２２年中に移民数 世界一も視野」           

 

「大衆意思党（VP）」の党員で「米州機構（OAS）」移民

問題ベネズエラ担当を務めるダビッド・スモランスキ氏

は、コロンビアのバランキージャで開催された「世界法

律家会議」（コロンビアの移民政策がテーマ）にビデオ

出演。 

 

「自由と民主主義と法的正義の不在を理由に、ベネズエ

ラの移民は増加している」と分析。 

 

２０２２年にベネズエラの移民数はシリアを超えて世

界一になる可能性があると指摘した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/E-682021-6241.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/E-682021-6241.pdf
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国連の「人道問題調査事務所（OCHA）」のレポートに

よると、２０２０年末時点でベネズエラの難民数は４９

０万人。 

 

シリアの６７０万人に次いで世界で２番目に難民の多

い国となっている（「ウィークリーレポート No.205」）。 

 

２０２１年１２月４日～５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド政権のボルヘス外相 辞任を表明       

       ～暫定政権を終了させるべき～」        

 

１２月５日 グアイド政権下で外相を務めているフリ

オ・ボルヘス氏は記者会見を実施。グアイド暫定政権の

外相のポジションを辞任すると発表した。 

 

同時にグアイド暫定政権という仮想の政権を終了させ

るべきと提案した。 

 

「グアイド暫定政権は発足から３年が経過した。現在、

我々は新たな決定をしなければいけない時期に来てい

る。ベネズエラの戦いの中心はベネズエラ国内で行わな

ければいけない。我々は正当性を既に失っている。 

 

暫定政権は再構築しなければいけない。発足当時は独裁

者からの脱却のために暫定政権の存在意義はあった。独

裁者と対峙するための戦いの道具として必要だった。 

 

しかし、官僚主義化してしまい当初の目的を達成する存

在ではなくなった。暫定政権という考えは消滅させるべ

きだと考えている。 

 

現在グアイド政権を維持することは問題となっており、

解決手段になっていない。個人的に新たなプロセスを進

めるために外相の役割を辞任する。」 

との見解を示した。 

 

前述の通り、「第一正義党（PJ）」のリーダーのエンリケ・

カプリレス元知事はグアイド暫定政権を消滅させる必

要性を１年以上前から訴えていた。 

 

一方、PJ で権力を持つホルヘ・ボルヘス前幹事長はグア

イド暫定政権の外相ポジションについており、PJ とし

ての方向性が定まっていない状態が続いていた。 

 

なお、PJのトマス・グアニパ幹事長は、グアイド暫定政

権の在コロンビア代表大使のポジションを辞任してお

り、これで PJ の最重要人物は全員グアイド暫定政権か

ら離れたことになる。 

 

ボルヘス幹事長は、来年の１月４日までにグアイド暫定

政権が存続する根拠となっている「政権移行法」を修正

する必要があると主張。 

 

２０２２年１月５日のグアイド暫定政権更新のタイミ

ングで暫定政権を終了させようとしていることを明確

にした。 

 

「ボルヘス元外相 グアイド政権へ１４の批判」           

 

グアイド政権のボルヘス外相が辞任を表明した記者会

見の内容について発言のポイントを紹介したい。 

 

１．暫定政権が発足し３年が経過した。民主主義的な団

結のための再構築をしなければいけない。矛盾と政

権交代の道筋の不在を解決する必要がある。 

２．暫定政権は発足時と形が変わり、現在はカースト制

のような体制になった。既に当初の目的が失われて

おり、完全に消滅しなければいけない。 

３．私は団結への道に回帰し、今後の道筋を作るために

暫定政権の役職を辞任する。 

４．暫定政権は自身の誤りとスキャンダルを冷蔵庫の中

に隠し、国際社会の支持を失った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e9c878f43989d2eb74306c966bec02f.pdf
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５．国内外に我々の正当性を証明するためには政党・市

民団体らと協力し、国内で活動しなければいけない。 

６．グアイドは自身のポジションに固執することはでき

ない。自分を犠牲にして団結を作る必要がある。彼

らに良心があることを信じている。 

７．グアイドは「現在も米国の支持がある」と主張する

ことはできる。しかし、結局のところ一番重要なの

はベネズエラ国内での支持だ。現在はベネズエラ国

民の言葉を聞いていない。ベネズエラ国内に対する

サービスをしておらず、ポジションを維持している

だけだ。 

８．これ以上、特定の個人の富を増やすだけの組織に属

することはできない。 

９．我々の宿題を片付けるために米国やコロンビアから

人はやってこない。リーダーシップは自分たちで作

るものだ。 

１０．外国資産のマネジメントについて、対処しなけれ

ばいけない問題に対処する意思がないのは、信じら

れないことだ。外国にある政府資産は透明性の高い、

第三者に信託しなければいけない。 

１１．Monomeros の問題を調査するというグアイドの

対応は容認できない。彼らには CITGO 、

Monomeros の問題を解決する政治的な意思が無い。

我々は汚職には賛同できない。 

１２．現在の汚職と非効率な体制を終わらせるため１月

４日までに政権移行法を改定する必要がある。 

１３．ベネズエラ人に対して透明性を示すことが出来な

ければ、団結はなく、戦略は立てられず、政権交代

の未来はない。 

１４．ファン・グアイドは反省しなければいけない。 

 

上記の通り、明確にグアイド暫定政権を敵視する方針を

示している。 

 

ただし、ボルヘス元幹事長こそが２０１７年に国会議長

として米国の経済制裁を求めた中心人物であり、ベネズ

エラ経済をここまでひどい状況にした主犯格の一人。 

 

また、グアイド暫定政権の外相として私腹を肥やした人

物と理解されている。 

 

グアイド政権が消滅しただけでは、国民の不信感はぬぐ

えないのが現実だろう。 

 

「与党 バリナス州知事選候補アレアサ元外相」         

 

１２月５日 マドゥロ大統領は、１月９日に行われるバ

リナス州知事のやり直し選挙の与党候補として、ホル

ヘ・アレアサ国内生産相を擁立すると発表した。 

 

アレアサ国内生産相は、今年８月までマドゥロ政権の外

相を務めていた人物（「ベネズエラ・トゥデイNo.641」）。 

 

故チャベス元大統領の長女ロサ・ビルヘニア氏と結婚し

ている。バリナス州知事は歴代チャベス元大統領の親族

が知事を務めており、娘婿のアレアサ氏は故チャベス元

大統領の一族に当たる。 

 

アレアサ氏は、与党の政府重鎮の中では最もクリーンな

イメージの政治家で、与党政治家にありがちな過激な発

言をしないバランスのとれた人物という印象。否定的な

記事はほとんど見ない。 

 

バリナス州は長年の一族経営により汚職が横行してい

る州とされており、クリーンなイメージのアレアサ氏は

票を集めるには適任と思われる。 

 

ただし、彼は科学技術相、副大統領、外相、国内生産相

など大臣職を歴任しており、公職選に出馬したことがな

い。地域に支持基盤がなく、選挙経験がないことがアレ

アサ氏のネックではある。 

 

いずれにせよ、マドゥロ政権がバリナス州を維持したい

という本気度が垣間見える候補と言えそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7386e82324856641f7540fd6c0bd10f2.pdf
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（写真）カルロス・ロン外務次官ツイッターより抜粋 

“バリナス州知事選に出馬するアレアサ国内生産相” 

 

「バリナス州知事選をやり直した真の理由は？」         

 

前述の通り、バリナス州知事選は１月９日にやり直し選

挙が行われることになったが、そのためにマドゥロ政権

が支払った政治的な代償は大きい。 

 

ベネズエラの選挙に透明性はなく、公権力の独立性がな

いことを国際社会に晒す結果となった。 

 

ただ、バリナス州は経済規模的に言えば本来そこまで重

要な州ではない。 

 

アルゼンチン系メディア「Infobae」は、バリナス州知事

選をやり直すことになった原因は、ディオスダード・カ

ベジョ PSUV 副党首とマドゥロ大統領との権力争いと

の記事を報じた。 

 

以前からカベジョ PSUV 副党首は、故チャベス元大統

領の次女マリア・ガブリエラ・チャベス氏との関係は良

好だったという。 

 

一方、マドゥロ大統領は自身のポジションを固めるため、

故チャベス大統領グループの力を削いでおり、彼女は国

連ベネズエラ代表大使として国外に留まっている。 

 

その流れで故チャベス元大統領の故郷であるバリナス

州知事のポジションについて、マドゥロ大統領はそこま

で重要視していなかったが、カベジョ PSUV 副党首は

マドゥロ大統領の抵抗勢力を維持するためバリナス州

知事のポジションの維持を望んでいたという。 

 

経 済                       

「小規模投資向けのベネズエラ投資商品を開発」            

 

「Fintech Valores」という証券会社は、ベネズエラの債

券を組み合わせた投資商品を開発。小中規模投資家に対

して新たな投資商品を提案した。 

 

「Fintech Valores」のギジェルモ・ガルシア社長による

と、この商品はベネズエラの複数の債券を組み合わせて

投資ポートフォリオを組み、リスクを減らしながら、一

定の利回りを確保する商品だという。 

 

少額から投資を始めることが可能で、世界中の個人が投

資を検討することが可能だという。 

 

最初は２００人規模の投資家を集めて開始するとして

おり、既に２００人近い参加者が集まっているという。 

 

「コロンビア路線の再開準備進む」         

 

「ベネズエラ空路連盟（ALAV）」のウンベルト・フィゲ

ラ代表は、「Union Radio」の取材に応じ、ベネズエラの

路線を再開しようとしている航空会社が多くあると回

答した。 

 

特にコロンビアについて路線再開の需要が高いと指摘。 

２０２２年にコロンビア―ベネズエラ間の定期便が増

えるとの見解を示した。他、スペインについて増便を検

討する航空会社があると指摘した。 
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コロンビアは政治的な関係悪化によりベネズエラへの

直行便は止まっており、コロンビアからベネズエラへ空

路で行くためにはパナマなど別の中継地を挟むことに

なっている。 

 

しかし、ここ最近ではコロンビアの陸路での移動が再開

しており、最低限の関係修復の動きがあり、ベネズエラ

―コロンビアの空路が再開しても不思議ではないだろ

う。 

 

社 会                       

「パン・デ・ハモン １本の値段給料２．４日分」            

 

クリスマスの定番料理の１つは「パン・デ・ハモン」。 

 

下写真のような細長いパンの中にハム、オリーブ、レー

ズンなどが入っている食べ物。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」が、カラカスのカン

デラリア地区で「パン・デ・ハモン」を売っている店に

ヒアリングしたところ現在の価格は１本１０ドル。１日

当たり平均８０本ほど売れるという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

他の店舗にもヒアリングしたが通常の価格は１０ドル。

中にクリームチーズなどが入ると１５ドルなど値段が

上がるようだ。 

 

どの店舗も２０２０年よりも売り上げは好調と回答。 

１２月１５日以降のハイシーズンには更に売れること

を期待しているという。 

 

しかし、１本１０ドルという値段は一般のベネズエラ人

では簡単に手が届くものではない。 

 

「Conindustria」の調査によると、現在の従業員の平均

給料は月１２５ドル。つまり、１日当たりの給料は４．

１７ドル。 

 

１０ドルのパン・デ・ハモンを買うためには２．４日分

の給料を使う必要がある。 

 

日本で例えるなら月収３０万円の人が２．４万円のパン

を購入するイメージになる。 

 

 

以上 
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