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（写真）スペイン警察 “９月９日 与党元重鎮のウーゴ・カルバハル氏 スペインで拘束される” 

 

 

２０２１年９月８日（水曜） 

 

政 治                     

「AD ミランダ州知事選候補の再調査求めてない」 

「マドゥロ大統領 野党系知事・市長ら非難」 

「Ceela １１月の選挙で監視団を派遣」 

経 済                     

「Monomeros 経営陣 コロンビアの決定を非難 

～グアイド政権はノーコメント～」 

社 会                     

「ベネズエラ移民 ６００万人？ 

～コロンビアの移民数修正で５７０万人に～」 

「ベネズエラ人 テレビよりインターネット志向」 

２０２１年９月９日（木曜） 

 

政 治                    

「スペイン 元マドゥロ政権重鎮を拘束 

～早ければ来週には米国へ引き渡し～」 

「選挙投票時の政党配置図が流出」 

経 済                    

「Sucre Energy ガス事業で現実的な調整を期待」 

「野党 ２１年８月のインフレ率１０．６％」 

「融資が下りず不動産の購入は不可」 

「日量１００万バレル 短期的に回復可能？」 

社 会                    

「パラ選手団帰国 マドゥロ大統領と面談」 
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２０２１年９月８日（水曜）             

政 治                       

「AD ミランダ州知事選候補の再調査求めてない」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.648」で、ミランダ州知事

選の野党候補を誰にするかで「第一正義党（PJ）」のカ

ルロス・オカリス元スクレ市長と「近隣の力（Fuerza 

Vecinal）」のダビッド・ウスカテギ氏が争っているとの

記事を紹介した。 

 

この２人は４つの世論調査会社の結果を基に、どちらが

野党の統一候補になるかを決めるということで合意し、

世論調査を実施。 

 

その結果、ウスカテギ氏が勝利した。 

 

オカリス市長は、「４つの世論調査会社のうち２社の調

査結果について裏付けが確認できなかった」と主張。 

 

世論調査のやり直しを求めており、やり直しされるとの

報道が流れていた。 

 

しかし、ウスカテギ氏はやり直しを行うことに難色を示

している。 

 

本件について、主要野党の一角である「行動民主党（AD）」

は声明を発表。「野党統一連合（MUD）」として調査の

やり直しを求めた事実はないと発表した。 

 

MUD は、基本的に主要野党４党の総意を前提に動く。 

AD が賛成していないのならば、MUD として世論調査

のやり直しを求めていないことになる。 

 

つまり、ミランダ州知事選の野党候補は、世論調査をや

り直さず「Fuerza Vecinal」のウスカテギ氏が候補にな

る可能性が出てきている。 

「マドゥロ大統領 野党系知事・市長ら非難」         

 

９月８日 マドゥロ大統領はテレビで演説を行い、現在

州知事・市長を務めている野党系の政治家の姿勢を非難

した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.647」で紹介した通り、９

月２日にアンソアテギ州バルセロナ市を流れる Neveri

川が氾濫し、１０００以上の世帯が被害を受けた。 

 

これを受けて、アンソアテギ州の知事を務めているアン

トニオ・バレト知事は、マドゥロ政権に対して非常事態

宣言を発令するよう要請していた。 

 

本件に関して、マドゥロ大統領は「この洪水が起きた時、

バレト知事は家族とマイアミに旅行していた」と非難。 

また、「バレト知事は自分がマイアミに旅行をしている

のを気づかれないようにするために、バルセロナにいる

かのように地元の市民を騙していた。彼は３，４日後に

マイケティア空港に到着した。」と訴えた。 

 

この訴えに対して、バレト知事は自身のインスタグラム

で「自分の娘の治療のためにアメリカにいた」と釈明し

ている。 

 

また、チャカオ市長への再選を目指しているグスター

ボ・ドゥケ市長について出馬申請をした後に、「ヨーロ

ッパに旅行に行った」と指摘。野党政治家は、国民のた

めに働く意思はないと訴えた。 

 

「Ceela １１月の選挙で監視団を派遣」                  

 

９月８日 「選挙管理委員会（CNE）」は「ラテンアメ

リカ選挙専門家評議会（Ceela）」が１１月の州知事選・

市長選にミッション団を派遣することを決めたと発表

した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb99157de47b919f3382d6db3e12a0ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c252935a2e64261f6cf0747a3cdf9694.pdf
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「Ceela」は、野党が選挙参加をボイコットしていた２

０１８年５月の大統領選、２０２０年１２月の国会議員

選でもミッション団を派遣している。 

 

また、同選挙について「特段のイレギュラーは確認でき

なかった」との見解を発表しており、基本的にマドゥロ

政権に協力的なグループと言える。 

 

経 済                        

「Monomeros 経営陣 コロンビアの決定を非難     

      ～グアイド政権はノーコメント～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.649」で紹介した通り、

コロンビアにあるベネズエラ国営石油化学公社「ペキベ

ン」の関係会社「Monomeros」が、コロンビア政府の管

理下に置かれた。 

 

本件について、「Monomeros」経営陣は見解を表明。 

コロンビア政府の決定に異議を唱えた。 

 

声明では、 

１．「Monomeros」は設立以来５３年間、コロンビアの

法律を順守してきたこと。 

 

２．２０２１年前期の「Monomeros」の業績は、コロン

ビアで激しいストライキが起きたにもかかわらず、黒字

だったこと。 

 

３．現在のところメキシコでの与野党協議で

「Monomeros」の経営権引き渡しについては議論され

ておらず、政治的な理由で今回の決定を下すのは不当。 

 

４．コロンビア当局の決定は、現在の「Monomeros」の

経営状況を適切に評価したものとはいえず、今回の決定

に異議を唱えるための法的措置を取る。 

と書かれている。 

 

「Monomeros」としては、今回のコロンビア当局の決定

に抗議する意思を示したが、グアイド政権側は本件につ

いて全く見解を示していない。 

 

報道を確認したが、異議を唱えているのはマドゥロ政権

と「Monomeros」経営陣のみ。グアイド議長のツイッタ

ーや野党国会の公式ツイッターなどを確認したが、特段

の見解は表明されていない。 

 

社 会                        

「ベネズエラ移民 ６００万人？           

 ～コロンビアの移民数修正で５７０万人に～」           

 

９月８日 「国連包括調整プラットフォーム（R４V）」

は、ベネズエラの移民数が６０２万４，３５１人になっ

たと発表。初めて６００万人を超えたとした。 

 

特に多いのがコロンビアで２１０万人、ペルーが１００

万人、アメリカが４６.５万人、チリが４５.７万人、エ

クアドルが４５.１万人と続く。 

 

「第一正義党（PJ）」のミゲル・ピサロ氏は、２０２２

年には７００万人になるだろうとの見解を示した。 

 

しかし、翌９月９日 国連は同統計のコロンビアの部分

について、２１０万人を１７４万２，９２７人に下方修

正した。 

 

これにより合計が５６６万７，９２１人となり、２１年

６月頃に更新された数字とほぼ同じということになっ

た。 

 

なお、下表は現在のベネズエラの国別移民状況。 

コロンビアの数字だけ修正前のものだが、コロンビア以

外はこの数字が最新値になる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
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（出所）野党国会 

 

「ベネズエラ人 テレビよりインターネット志向」         

 

与党系メディア「Ultimas Noticias」は「ベネズエラ人の

メディア閲覧ツール」に関するアンケート調査を実施し

た（８月２３日～２６日、１３５７名対象）。 

 

調査の結果は以下の通り。 

「有料放送」 ３５．１％ 

「ソーシャルメディア」 ２６．６％ 

「YouTube」 １４．６％ 

「テレビ」 ９．４％ 

「NetFlix」 ８．１％ 

 

ベネズエラの国内テレビは政治的な内容が多く、あまり

好まれない。そのため他国よりも「有料放送」の普及率

が高いのが特徴。 

 

 

今でも「有料放送」が３５．１％と最も大きいが 

「ソーシャルメディア」「YouTube」「NetFilix」などは

インターネットを介して閲覧するメディアであり、テレ

ビよりもインターネットを通じて情報を受ける人の方

が多いとの結果が出ている。 

 

２０２１年９月９日（木曜）              

政 治                       

「スペイン 元マドゥロ政権重鎮を拘束          

    ～早ければ来週には米国へ引き渡し～」        

 

９月９日 スペイン警察は、故チャベス政権からの元重

鎮の一人、ウーゴ・カルバハル氏を拘束したと発表した。 

 

５．６トンのコカインをベネズエラからメキシコに密輸

した事件（２００６年）にカルバハル氏が関与したとし

て、ニューヨーク州裁判所は、カルバハル氏に有罪判決

を下している。 

 

また、米国政府はカルバハル氏に制裁を科しており、 

カルバハル氏に１，０００万ドルの懸賞金をかけて、情

報を募っていた。 

 

 

（写真）Maduradas “ウーゴ・カルバハル氏” 
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なお、カルバハル氏は２０１９年にマドゥロ政権を離反

している。 

 

グアイド政権が発足し、マドゥロ政権が倒壊の危機にあ

った頃、カルバハル氏は「グアイド議長をベネズエラの

暫定大統領と認識する」との見解を表明。 

 

マドゥロ政権から離脱し、スペインに移住していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.256」）。 

 

報道によると、カルバハル氏の拘束はスペイン警察およ

びスペイン軍とアメリカの麻薬捜査局の共同オペレー

ションだったという。 

 

つまり、カルバハル氏の拘束にアメリカが直接関与して

おり、そのまま引き渡される可能性が高そうだ。報道に

よると、早ければ来週にはカルバハル氏はアメリカに引

き渡されるという。 

 

ちなみに、マドゥロ大統領は、本件については特段の見

解を表明していないが、与党系ジャーナリスト「La 

Tabla」のツイッター投稿 

「スペインでグアイドの軍門に下ったカルバハル将軍

が拘束された。彼は２０１９年１１月から指名手配を受

けており、アメリカから引き渡し命令が出ていた。」 

との投稿をリツイートしている（下の画面）。 

 

このツイート文で書かれている内容に賛同していると

いうことだろう。 

 

 

 

「選挙投票時の政党配置図が流出」           

 

９月９日 １１月の州知事選・市長選で投票時に表示さ

れる政党ロゴの配置画面が流出した。 

 

目立つ位置にあれば、票が入りやすくなると言われてお

り、政党ロゴがどこに配置されているかもベネズエラで

は度々問題になる。 

 

下の流出画面を見る限り、一番目立つ「左上」は与党「ベ

ネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のロゴが書かれてい

る。ここは PSUV の定位置と言える。 

 

そして、「野党統一連合（MUD）」のロゴは、PSUV の

２つ下（３段目の一番左）。 

 

MUD とは別に「新時代党（UNT）」「行動民主党（AD）」

も政党ロゴが入っており、野党に投票する際に紛らわし

いのかもしれない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
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経 済                       

「Sucre Energy ガス事業で現実的な調整を期待」            

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、「Inpex」

の権益を取得した「Sucre Energy」の Santiago Fontiveros

氏および Nicolas Failece 氏のインタビュー記事を報じ

た。 

 

記事によると、「Sucre Energy」はスペインで登記された

オランダに本社を持つ民間企業だという。 

 

Santiago Fontiveros 氏および Nicolas Failece 氏の認識

では、ベネズエラの石油産業は投資の変革期にあるとい

う。 

 

「Sucre Energy」は、現在日量５，３００万立法フィー

トのガスを産出している「Gas Guárico」の持ち株７０％

を今回購入した。残りの３０％は PDVSA の子会社

「 PDVSA Gas 」が保有している。また、他に

「PetroGuárico」の持ち株３０％も購入した。 

 

既に「Sucre Energy」は「Maurel y Prom」を介して、

「Petroregional del Lago」の間接的な少数投資家として

ベネズエラの石油事業に参画していたが、直接投資とい

う意味では、今回の株式取得がベネズエラで初めての試

みになるという。 

 

Fontiveros 氏いわく、「Sucre Energy」は特にガス事業に

ついて強い関心を持っており、 

「今後より多くの投資を行い、生産を増やすことが出来

るよう、行政は、現実的な調整を行うだろう」 

との見解を示した。 

 

Fontiveros 氏は、ベネズエラはエネルギー産業で世界的

に高い競争力を持つことが出来ると指摘した。 

 

 

「野党 ２１年８月のインフレ率１０．６％」         

 

野党国会の「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２１

年８月のインフレ率が先月比１０．６％増だったと発表

した。 

 

２０２０年９月～２１年８月までの１２か月分の累計

インフレ率は１，７４３％。 

２０２１年１月～８月までの累積インフレ率は４７０．

３％となっている。 

 

２１年７月のインフレ率は１９％だったので、先月と比

べてややインフレが緩和したことになる。 

 

また、ドル建てで見ると、１カ月の基礎食糧費は３０５．

０９ドル。先月は３０２．９４ドルだったので、微増し

たことになる。 

 

「融資が下りず不動産の購入は不可」         

 

以前、ベネズエラでは不動産の売買が活発に行われてい

たが、今はほぼ不可能。現在はカラカスを中心に賃貸で

収入を得るケースが増えている。 

 

不動産の売買が減少した理由は経済低迷でお金がない

こともあるが、何よりも融資が下りないことが要因だと

いう。 

 

ベネズエラの融資額は（ドル建てで）８年連続で減少し

ており、現在は１．４億ドル弱。隣国コロンビアの融資

額は１４０億ドルなので、コロンビアの１％だという。 

 

カラカスのアパート１部屋は５万ドルが相場のようだ

が、現在ベネズエラで５万ドルを支払うことが出来る人

は極めて少数だという。 
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なお、カラカスの大衆層アパートの賃貸料は月額１５０

ドルからだという。この金額も多くの人にとっては非常

に高額だという。 

 

また、不動産の売却オファーが多い地域はカラカスの高

級住宅街で、少数の不動産仲介業者は個人的に融資を行

い、取引を成立させているという。 

 

「日量１００万バレル 短期的に回復可能？」         

 

ヒューストンの「Wiliam Marsh Rice 大学」の「ベーカ

ー研究所」は、ベネズエラは短期的に日量１００万バレ

ルまで増産することは可能との報告書を公表した。 

 

ただし、日量２５０万～３００万バレルまで増産するた

めには十年以上かかるという。 

 

また、２０１７年からベネズエラはデフォルトに陥って

おり、ベネズエラ政府が負っている対外債務も含めて、

総額約１，４００億ドルの返済義務が PDVSA の肩に乗

っていると指摘。 

 

これらの返済負荷が PDVSA の回復に影響を及ぼすと

した。 

 

この状況を踏まえると、ベネズエラ政府や PDVSA が自

身の資産を用いて石油産業を開発することは困難で、外

国企業による投資が前提になると指摘。 

 

ベネズエラが外国企業の信頼を勝ち取るような投資制

度を構築できるかが石油産業の回復に重要との見解を

示した。 

 

 

 

 

 

社 会                       

「パラ選手団帰国 マドゥロ大統領と面談」            

 

９月９日 東京パラリンピックを終えた選手団がベネ

ズエラに帰国、マドゥロ大統領と面談した。 

 

パラリンピックでのベネズエラの成績は、 

カルラ・ペレス選手が重量挙げで銅メダル、 

リンダ・ペレス選手も１００ｍ走（T11）で金メダル、 

リスベス・ベラ選手は４００ｍ走（T47）で銀メダル・

１００ｍ走で金メダル・２００ｍ走で金メダル、 

ルイス・ロドリゲス選手が４００ｍ（T20）で銀メダル 

アレハンドラ・ペレス選手が４００ｍ（T１２）で銅メ

ダルと合計７個のメダルを獲得した。 

 

 

 
（写真）大統領府 

 

以上 


