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（写真）Bancaynegocios “米国オースティン国防長官 イラン軍艦のベネズエラ接近に警戒” 

 

 

２０２１年６月９日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 イラン軍艦のベネズエラ接近に警戒 

～マドゥロ政権 米国との交渉材料に？～」 

「野党系 CNE 役員 カベジヨ副党首に圧力」 

「国連 サアブ氏引き渡し停止要請は調査のため」 

経 済                     

「野党国会 ５月のインフレ率は１９．６％」 

「経済ドル化で融資業が好調」 

社 会                     

「世界の大学ランキング ベネズエラの大学は？」 

「住みやすい都市ランキング カラカスの順位は？」 

２０２１年６月１０日（木曜） 

 

政 治                    

「COVAX 支払い 制裁により停止していた 

～１０００万ドルは銀行で送金停止中～」 

「ペルー大統領選 カスティージョ候補当選決定」 

「主要野党 選挙参加者を検討？」 

「El Nacional カベジョ副党首への賠償金増額」 

経 済                    

「カルドン製油所 ４～５万バレル精製」 

「OPEC ５月の産油量５８．２万バレル」 

「輸出事務簡素化のため統一窓口を新設」 

「地下鉄遅延でプラットフォーム大混雑」 
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２０２１年６月９日（水曜）             

政 治                       

「米国 イラン軍艦のベネズエラ接近に警戒      

  ～マドゥロ政権 米国との交渉材料に？～」       

 

ミサイル搭載小型船を積んでいるイランの軍艦がアフ

リカ大陸を進んでいる。この軍艦はベネズエラに向かっ

ていると考えられており、米国が警戒を強めている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.608」）。 

 

本件について米国政府は公式に見解を表明していなか

ったが、米国国防省のロイド・オースティン国防長官は、

国会にてベネズエラに接近しているイラン軍艦につい

て初めて警戒感を示した。 

 

Richard Blumenthal 上院議員はオースティン国防長官

に対して、イラン軍艦のベネズエラ接近について質問。 

 

「我々はこのイラン軍艦に積んでいる貨物は１年前に

ベネズエラとイランが締結した武器取引契約に関する

貨物だと考えている。 

 

今回のイランの武器提供を認めると、今後の米州地域に

とって不安定要素になり得るのではないかと不安に感

じている。」 

と発言。 

 

これに対してオースティン国防長官は 

「今回のイランによる武器引き渡しは、ラテンアメリ

カ・カリブ海諸国にいる我々の同盟国にとっての脅威に

なり得ると考えている。我々の同盟国と協力して必要な

対策を講じる。」 

と回答した。 

 

ただし、現時点ではラテンアメリカ・カリブ海諸国の同

盟国と本件についての協議はしていないと補足した。 

また、イラン軍艦を米軍が拿捕する可能性について、現

在のところ懐疑的な見方を示した。 

 

本件について、政治系メディア「Politico」は、バイデン

政権が水面下でキューバとベネズエラにイラン軍艦を

寄港させないよう働きかけており、マドゥロ政権は制裁

緩和の交渉材料にしようとしていると報じた。 

 

ただし、米国政府はこの要求に応じる意思はなく、仮に

イランと武器取引を行った場合は状況が更に複雑にな

ると警告しているという。 

 

「野党系 CNE 役員 カベジヨ副党首に圧力」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.610」で、新たに「選

挙管理委員会（CNE）」の役員に任命されたエンリケ・

マルケス氏（野党側）が、「国営放送局（VTV）」の政治

的な偏向報道について調査を開始すると発表した。 

 

マルケス役員は、特に「VTV」で与党「ベネズエラ社会

主義統一党（PSUV）」のディオスダード・カベジョ副党

首が司会を務める番組「Con el Mazo Dando」を名指し

で非難。 

 

「カベジョ氏は自身が推薦する候補に有利になるよう

な番組を作っている」との見解を示した。 

 

この指摘にカベジョ副党首が反応。 

 

仮に、これ以上根拠のない非難を続けるようであればマ

ルケス役員の知られたくない情報を暴露すると反論し

た。 

 

なお、真偽のほどは定かではないが、今回の一件の裏に

は、カベジョ副党首の力を削ごうとするマドゥロ大統領

の思惑があるとの記事が報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1afc0f026eff11113601eb84d7263bde.pdf
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「国連 サアブ氏引き渡し停止要請は調査のため」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.610」で、国連の人権

委員会がカボベルデで拘束されているアレックス・サア

ブ氏（マドゥロ政権の資産隠しに協力する人物）を米国

に引き渡さないよう要請したとの記事を紹介した。 

 

この報道はマドゥロ大統領が取り上げることで多くの

メディアで報じられているが、少し正確に伝わっていな

いようだ。 

 

「ArmandoInfo」は、本件についてフェイクニュースだ

と指摘。 

 

「ArmandoInfo」によると、国連人権委員会はアレック

ス・サアブ氏の米国への引き渡しに反対しているわけで

はなく、調査が完了するまで一時的に引き渡しを辞める

よう求めただけだったという。 

 

アレックス・サアブ氏の弁護を務めているバルタサル・

ガルソン弁護士が国連の人権委員会に対して、米国への

引き渡しの違法性を訴え、人権委員会として本件の調査

を行うよう求めた。 

 

今回の人権委員会のカボベルデへの要請は、この調査が

完了するまで一時的に引き渡し措置を停止するよう求

めることが趣旨だったという。 

 

経 済                        

「野党国会 ５月のインフレ率は１９．６％」           

 

野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、２１年５月のインフレ率を公表した。 

 

OVF によると、５月のインフレ率は先月比１９．６％。 

 

 

５人家族の基礎食糧費は８億８，７５９万ボリバルとし

た。これはドルに換算すると２９６．５４ドルになる。 

先月は２８９．３４ドルだったので、ドル建てで見ると

少しだけ上昇したことになる。 

 

なお、２０２０年６月～２１年５月までの１２か月分の

累積インフレ率は２，９５０％。 

 

２０２１年１月～５月までの累積インフレ率は３０７．

３％となっている。 

 

「経済ドル化で融資業が好調」             

 

経済ドル化で融資業が好調だという。 

 

カラカスで融資業を営む Juan Useche 氏は、現在の融資

はドル建てで行うのが基本になったと説明。 

 

銀行の融資能力が減少し、融資のための手続きが煩雑で

あることもあり、個人で融資業者に依頼する人が増えた

という。 

 

融資は基本的に車、バイク、宝石などドルに換えられそ

うな資産を担保にしており、融資を望む人が１０００ド

ル相当の価値のある資産を持っているとすれば、５００

ドルを貸すなど回収が困難にならないようにしている

という。 

 

利率は１０％（年利か月利か書かれていないが、おそら

く月利？）。 

 

一般的に融資の上限額はお金を貸す相手や融資を行う

事業者側の資産によって変わるが、融資業を営なむ Jose 

Lozano 氏の場合は、基本的に６０ドルを上限にしてい

ると述べている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1afc0f026eff11113601eb84d7263bde.pdf
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社 会                        

「世界の大学ランキング ベネズエラの大学は？」           

 

高等教育の世界的評価機関「QS Quacquarelli Symonds」

は、世界大学ランキング「World University Ranking ２

０２２」を発表した。 

 

同ランキングによると、１位は１０年連続で米国の「マ

サチューセッツ工科大学」。 

２位は「オックスフォード大学」 

３位は「スタンフォード大学」「ケンブリッジ大学」の

同率３位だった。 

 

ベネズエラからは「ベネズエラ中央大学（UCV）」、「シ

モン・ボリバル大学（USB）」「ロスアンデス大学（ULA）」

「アンドレス・ベジョ・カトリック大学（UCAB）」がノ

ミネートされている。 

 

ベネズエラの中で最も順位が高かったのは、UCV（７０

１～７５０位帯）。ラテンアメリカ地域の中では４１位

だった。 

USB、ULA、UCAB は８０１～１０００位帯。 

ラテンアメリカ地域では USB が４９位、ULA が７５

位、UCAB が７６位だった。 

 

ちなみに、日本では 

東京大学が２３位、 

京都大学が３３位、 

東京工業大学が５６位、 

大阪大学が７５位 

東北大学が８２位 

名古屋大学が１１８位、 

九州大学が１３７位、 

北海道大学が１４５位、 

慶應義塾大学が２０１位 

早稲田大学が２０３位となっている。 

 

「住みやすい都市ランキング カラカスの順位は？」                  

 

英国誌「The Economist」は、毎年公表している「世界

の住みやすい都市ランキング」を更新した。 

 

同ランキングは「安定性」「医療」「文化・娯楽」「教育」

「インフラ」の５つの指標から出されている。 

 

同ランキングによると、ニュージーランドのオークラン

ドが１位。２位は日本の大阪。３位はオーストラリアの

アデレード、４位はニュージーランドのウェリントン、

５位は東京だった。 

 

一方、ベネズエラの首都カラカスは１４０カ国中１３１

とワースト１０入りをしている。 

 

カラカスは「教育」「インフラ」の指標では比較的高い

点数をつけているが、「医療」と「安定性」の評価が非

常に低く順位を押し下げる要因となっている。 

 

なお、最も順位が低かったのはシリアのダマスカス。 

次いで、ナイジェリアのラゴスとなっている。 

 

２０２１年６月１０日（木曜）              

政 治                       

「COVAX 支払い 制裁により停止していた      

   ～１０００万ドルは銀行で送金停止中～」        

 

６月９日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１９

問題担当）は、COVAX ファシリティの運営者らと協議。 

ベネズエラへのワクチン供給を急ぐよう求めた。 

 

他方、COVAX 側は１，０００万ドルの着金が確認でき

ていないとしており、全額の支払いを求めていた。 
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翌６月１０日 ロドリゲス副大統領は、米国の制裁によ

り銀行で１，０００万ドルの支払いが止まっていると訴

えた。 

 

アレアサ外相もツイッターで「マドゥロ政権は全額を支

払ったが、銀行が調査の目的で送金を止めている。」と

投稿。支払い実績などが書かれた書類を公表した。 

 

この書類によると、ベネズエラは「GIVI（途上国へのワ

クチン接種普及のための国際組織）」を経由して

COVAX に５月３１日までに１億９９６万８，０８１．

８２ドルを支払ったが、USB 銀行が調査の名目で１、

００３万１，８３８．１８ドルの支払いを止めていると

いう。 

 

アレアサ外相は制裁によりベネズエラへのワクチン供

給が遅れており、米国の一方的な制裁でベネズエラ国民

の生命が失われていると訴えた。 

 

 

（写真）ホルヘ・アレアサ外相 

 

「ペルー大統領選 カスティージョ候補当選決定」           

 

６月６日に行われたペルーの大統領選は、左派系候補ペ

ドロ・カスティージョ氏の当選でほぼ決定の状況となっ

た。 

 

ペルー選管の発表によると、開票率９９．７８％の時点

でカスティージョ候補の得票率が５０．２％、対するケ

イコ・フジモリ候補の得票率が４９．７％。 

 

両者の差は約７．１万票と極めて僅差ではあるが、カス

ティージョ候補の当選がほぼ決まった状態となってい

る。 

 

なお、外国からの投票だけに焦点を当てるとフジモリ候

補の得票率は６６．４８％。対するカスティージョ候補

の得票率は３３．５１％と在外ペルー人の中ではフジモ

リ候補が圧倒的に人気だった。 

 

ただし、フジモリ候補は選挙結果を認めておらず、約２

０万票の無効を選管に申請している。 

 

どのような理由で無効を申請しているのかは、分からな

いが、基本的にこの申請が受理される可能性は低いよう

に思える。 

 

今回の選挙結果を受けて、６月１０日にペルー検察庁は

フジモリ候補の保釈を取り消し、「予防的拘束」に切り

替えるよう求めた。 

 

フジモリ候補は２０１１年、１６年の大統領選でブラジ

ルの建設事業者「Odebrecht」から賄賂を受け取った嫌

疑がかけられており、捜査が進められている。 

 

大統領選を前に保釈されていたが、検察庁はフジモリ候

補が保釈中に証人と面会したと指摘している。 
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「主要野党 選挙参加者を検討？」           

 

野党系メディア「Efecto Cocuyo」は、主要野党が２１年

１１月の選挙に参加する候補を検討していると報じた。 

 

「Efecto Cocuyo」によると、「行動民主党（AD）」は、

ラモス・アジュップ幹事長の右腕とされるカルロス・プ

ロスペリ氏をリベルタドール市長候補にすることを検

討している。 

 

また、州知事候補について 

ララ州は、ソベジャ・メヒア氏、 

スリア州は、ファン・カルロス・ベラスコ氏、 

トゥルヒージョ州は、カルロス・ゴンサレス氏、 

スクレ州は、ロベルト・アルカラ氏、 

ボリバル州は、フレディ・バレラ氏 

アンソアテギ州は、アントニオ・バレット氏（現在のア

ンソアテギ州知事）、 

メリダ州は、ラモン・ゲバラ氏 

などの名前が挙がっている。 

 

「第一正義党（PJ）」も州知事選参加について検討を進

めている。 

 

６月９日 PJ 創設者の一人でミランダ州スクレ市長を

務めたカルロス・オカリス氏は現地メディア「El 

Nacional」のインタビューに対応。投票に参加する必要

性について訴えている。 

 

「El Nacional カベジョ副党首への賠償金増額」         

 

４月  ベネズエラの最高裁は、現地メディア「El 

Nacional」が与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

のディオスダード・カベジョ副党首の名誉を棄損したと

して賠償金を支払うよう命じていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.588」）。 

 

当時、支払いを命じられていた金額は約１，３００万ド

ルだった。 

 

しかし、６月１０日 カラカス首都区地方裁判所は、こ

の賠償金を増額。「El Nacional」に対して３，００５万

ドルを支払うよう命じた。つまり、前回の判決から支払

額が１２４．９％増えたことになる。 

 

この賠償金に加えて、裁判にかかった費用合計３３３万

ドルの支払いも命じた。 

 

「El Nacional」のミゲル・オテロ社長は、この賠償金支

払いを拒否しており、５月にカラカスにある「El 

Nacional」の本社は差し押さえられた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.600」）。 

 

ベネズエラ国内で差し押さえ可能な「El Nacional」の資

産は全て没収されると思われる。 

 

経 済                       

「カルドン製油所 ４～５万バレル精製」         

 

PDVSA 労働者組合のルイス・エルナンデス氏は、ラジ

オ番組「Fedecamaras Radio」に出演。PDVSA の原油精

製状況について説明した。 

 

エルナンデス氏によると、ベネズエラ国内には６つの製

油所があるが、現在ベネズエラ国内で稼働している製油

所はカルドン製油所だけだという。 

 

また、カルドン製油所の稼働率は低く現在は日量４～５

万バレル程度のガソリンしか精製できていないとした。 

 

なお、現在のガソリン消費量は日量８万バレルなので、

国内では半分しか精製できておらず、燃料の輸入が不可

欠になっていると指摘した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
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「OPEC ５月の産油量５８．２万バレル」         

 

６月１０日 OPEC は加盟国の２１年５月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、５月のベネ

ズエラの産油量は日量５３．１万バレル。先月から日量

４，５００バレル増加したとした。 

 

他方、ベネズエラ政府が OPEC に報告した５月の産油

量は日量５８．２万バレル。先月よりも日量１．３万バ

レル増加したと報じた。 

 

しかし、多くの専門家は５月の産油活動について希釈材

不足、ガス供給不足を理由に産油量は減少したと指摘し

ており、OPEC の数字と一致していない。 

 

 

 

（写真）OPEC Monthly Oil Market Report 

 

 

 

 

「輸出事務簡素化のため統一窓口を新設」            

 

６月１０日 マドゥロ大統領は、ボリバル州で演説。 

輸出を促進するため「貿易事務の統一窓口（Ventanilla 

unica de Comercio exterior）」を新設したと発表。 

マドゥロ大統領の説明によると、特に輸出に関する手続

きを迅速にするための統一窓口のようだ。 

 

ベネズエラから輸出をするためには様々な関係省庁で

手続きを行う必要がある。この手続きをまとめることで

輸出のハードルを下げることが目的となっている。 

 

過去にマドゥロ政権は様々な分野で事務手続き簡素化

のために「統一窓口」を作ってきた。しかし、その効果

を認めるような記事は少なく、効果には疑問が残る。 

 

「地下鉄遅延でプラットフォームが大混雑」         

 

６月１０日 カラカス地下鉄が遅延し、プラットフォー

ムは異常な混雑となった（以下、当日の写真）。 

 

Covid-１９で人との距離が必要な時期に稼働を停止し、

著しい混雑を引き起こしたとしてマドゥロ政権を非難

する声がソーシャルメディアで流れている。 

 

 

（写真）@AxiomaReport 

以上 


