
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１０月２９日～１０月３１日報道          No.６７２   ２０２１年１１月１日（月曜） 

1 / 7 

（写真）国家通信センター（野党国会）“Monomeros 調査委員会 大衆意思党とコロンビア企業の癒着を訴え” 

 

 

２０２１年１０月２９日（金曜） 

 

政 治                     

「イスラエルの携帯電話傍受システムを採用？ 

～日本企業も間接的に関与～」 

経 済                     

「Monomeros 調査報告書（暫定） 

～Monomeros 株売却のため企業経営を悪化～」 

「グアイド議長 Monomeros 役員解任を要求」 

「とうもろこし ７０％はメキシコからの輸入」 

「Venamcham バイデン政権に制裁緩和を要請」 

社 会                     

「カラカスで大雨被害」 

21 年 10 月 30～31 日（土・日） 

 

政 治                    

「CPI の Khan 検事 ベネズエラに到着」 

「選挙直前でラグアイラ州知事が交代」 

経 済                    

「経済妨害対策法の枠組みでコロンビアも参入 

～ベネズエラ企業も裨益し、批判は減少～」 

「ボリバル・デジタル 紙幣はほぼ流通せず」 

社 会                     

「スリア州の宗教行事 Bajada de la Chinita」 

「女性の貧困 ベネズエラの状況」 

「英国 ベネズエラ人の入国を許可」 
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２０２１年１０月２９日（金曜）             

政 治                       

「イスラエルの携帯電話傍受システムを採用？         

       ～日本企業も間接的に関与～」      

 

１０月２９日 軍部の警察組織「DGCIM」は、イラン

の「UFED」というソフトウェアを使用すると発表した。 

 

この UFED というソフトウェアは携帯電話やコンピュ

ーターなど通信機器の情報を傍受するもののようだ。 

 

発表時に公開された機械にはイスラエル系の会社

「CELLEBRITE」というメーカー名が書かれている。正

式名は「Cellebrite Public Safety」という会社のようで、

ドイツや米国にも事務所があるという。 

 

また、Cellebrite の親会社はエレクトロニクス関連機器

の製造・販売をしている「サン電子」だという。 

 

サン電子が Cellebrite を買収したのは２００７年。 

サン電子の売り上げのうち Cellebrite 関連のモバイル・

ソリューション事業の売り上げは１８４億円を占める

という。 

 

ただし、日本の報道によるとサン電子は Cellebrite 買収

後も経営をイスラエル人に任せており、経営陣に日本人

を送ったり、経理部門に介入したりはしていないという。 

 

仮にCellebriteがマドゥロ政権にこの機器を販売してい

たとすれば米国の経済制裁違反になる。 

 

「El Americana」によると２１年５月に「CELLEBRITE」

は過去にマドゥロ政権と取引関係があったものの現在

は取引を行っていないと回答していた。また、今回の報

道が流れたことを受けて「CELLEBRITE」は改めてマド

ゥロ政権との取引が続いていることを否定した。 

 

（写真）DGCIM 

 

経 済                        

「Monomeros 調査報告書（暫定）            

 ～Monomeros 株売却のため企業経営を悪化～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.671」で主要野党の「第

一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党（UNT）」

が「Monomeros 調査委員会」の報告書を承認したとの

記事を紹介した。 

 

その記事を紹介した当時、報告書の内容を確認できてい

なかったので、具体的な内容については記載しなかった

が、報告書を読むことが出来たので、簡単に内容を紹介

したい。 

 

この報告書は「Monomeros」の経営が悪化し、会社の株

式が第三者に渡ろうとしている問題について、その責任

は「大衆意思党（VP）」にあると告発しているようなも

のだった。 

 

VP はグアイド議長が所属する政党で、スペインに亡命

したレオポルド・ロペス氏が党首を務める政党。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ccc6a929c996c518cba04a1eb34a288.pdf
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この政党（VP）の息のかかったカルメン・エリサ・エル

ナンデス元 Monomeros 社長と、その関係者が企業経営

を混乱させることで意図的に第三者に株式を移譲しよ

うとしたという内容。 

 

株式を移譲しようとしていた相手はMonomerosの取引

先のコロンビア企業「Nitron Group」。 

 

コロンビア大統領府の高官もエルナンデス元社長や

Nitron 経営者らとの協議に関与しており、問題となっ

ているコロンビア大統領府高官は、９月末にコロンビア

大統領府を退官し、Nitron の関係会社 Nitrofert に再就

職したという。 

 

ただ、この報告書では一連の騒動にコロンビア政府も組

織的に共謀していたとは書かれていない。あくまで

Nitrofert に再就職したコロンビア大統領府高官の個人

的な謀略のように書かれている。 

 

詳細は割愛するが、客観的に言って、一連の騒動にドゥ

ケ政権は組織的に関わっている可能性が高い。 

 

しかし、PJ、AD、UNT はコロンビア政府と仲良くしな

ければMonomerosの将来を自分たちの望む方向にもっ

ていくことはできない。 

 

従って、コロンビア政府を直接非難しないような書き方

をしているのだろう。 

 

「グアイド議長 Monomeros 役員解任を要求」                  

 

前述の通り、「Monomeros 調査委員会」が作成した報告

書の内容は VP を非難する趣旨の報告書である。VP が

この内容を支持できるはずはない。 

 

 

 

VP はこの報告書の内容を拒絶。 

VP に所属するグアイド議長は 

「Monomeros について、よりしっかりと調査を行う必

要があることを改めて訴える。現在の経営陣を再構築し、

会社運営と客観的な調査を保証する必要がある」 

と主張。 

 

「腐ったリンゴがあれば取り除かなければいけない。

我々の義務はそのリンゴを見つけ、責任を追及すること、

そして透明な司法制度を適用することだ。我々のこの方

針は現在のベネズエラを破壊したグループとは違う。 

 

我々が作りたい国は包括的な政治体制だ。コロンビアの

公的組織を通じて調査を進展させよう。」 

との見解を示した。 

 

「とうもろこし ７０％はメキシコ等から輸入」         

 

ベネズエラ人の主食はトウモロコシ。 

日本人にとってのお米のような存在だ。 

 

トウモロコシ栽培をする大農家Celso Fantinel氏による

と、２０２１年のトウモロコシの作付面積は前年よりも

３０％増えたという。 

 

ただし、彼が所有する２０万ヘクタールの土地のうちの

６００ヘクタールに過ぎず、ベネズエラ国民のトウモロ

コシ需要を満たすには全く足りていないという。 

 

Fantinel 氏によると、２０２１年にベネズエラ国内で販

売された白トウモロコシの７０％は輸入品で、３０％が

国産品。７０％のほとんどはメキシコからだという。 

 

２０２２年についてはこの比率が少し改善し輸入品５

０％、国産品５０％になるとの見通しを示した。 
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「Venamcham バイデン政権に制裁緩和を要請」                  

 

現地メディア「Tal Cual」は、米国の民間企業がバイデ

ン政権に対してベネズエラへの制裁緩和を求めている

と報じた。 

 

米国が経済制裁を科して以降、両国の取引関係は着実に

減少しており、現在は歴史的に最も低い水準にある。 

 

数多くの制限がある中でもベネズエラとの取引関係を

続けている米国企業はいる。彼らはマドゥロ政権とは直

接関係しない取引に従事しているが、それでも影響は受

けている。 

 

この状況を受けて「米国ベネズエラ商工会議所

（Venamcham）」はバイデン政権に対して、現在の制裁

方針の見直しを求めたという。 

 

社 会                        

「カラカスで大雨被害」               

 

１０月２９日 カラカスで豪雨があり、アルタミラジャ

ンクション、フランシスコ・ファハルド高速道路、リベ

ルタドール通りなどが浸水。移動に障害が発生した。 

 

 

（写真）@chiristianVeron 

 

２０２１年１０月３０日～３１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「CPI の Khan 検事 ベネズエラに到着」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.671」で「国際刑事裁判所

（CPI）」の Khan 検事がベネズエラを訪問するとの記事

を紹介した。 

 

Khan 検事は、コロンビアとベネズエラを視察する旅程

になっており、先にコロンビアを訪問。１０月３１日に

ベネズエラに到着した（１０月２９日に到着したとの記

事があったが、これは誤報で正しくは１０月３１日に到

着した）。Khan 検事は１１月２日までベネズエラに滞在

するようだ。 

 

Khan 検事はマドゥロ政権のフェリックス・プラセンシ

ア外相と会談。友好的な雰囲気の中、ミッションが始ま

った。 

 

Khan 検事はマドゥロ政権が「人道に対する罪」を犯し

ているかを調査するためにベネズエラに来訪している。 

 

マドゥロ政権にとっては、歓迎しにくい相手だが、受け

入れを拒んで逆効果になるのは避けたいとの意思が透

けて見える。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ccc6a929c996c518cba04a1eb34a288.pdf
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「選挙直前でラグアイラ州知事が交代」           

 

１０月３０日 ラグアイラ州（旧バルガス州）の知事を

代理で務めていたホセ・マニュエル・スワレス知事がラ

グアイラ州知事を辞任すると発表。後任としてエルビ

ス・ホセ・アンセルメ氏が就任した。 

 

元々ラグアイラ州の知事は、チャベス政権時代からの古

参軍人ガルシア・カルネイロ氏が務めていた。 

 

しかし、２１年５月にカルネイロ氏が心筋梗塞で亡くな

ったため、当時ラグアイラ州政府秘書官を務めていたス

ワレス氏が代理でラグアイラ州知事を務めていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.603」「No.605」）。 

 

なお、スワレス知事が辞任する理由は、彼がバルガス市

の市長選に出馬（与党 PSUV 推薦）しており、選挙キャ

ンペーンに従事するためだという。 

 

 

（写真）マニュエル・スワレス氏ツイッターより抜粋 

“白いマスクをつけた男性がスワレス氏。黒いマスクの

男性がエルビス・ホセ・アンセルメ氏” 

 

 

 

 

 

経 済                       

「経済妨害対策法の枠組みでコロンビアも参入         

  ～ベネズエラ企業も裨益し、批判は減少～」            

 

米国の経済制裁を受けて、国営企業の経営は壊滅的な状

況となっている。 

 

マドゥロ政権は、制裁の影響を最小限に抑えるため、制

憲議会を通じて経済妨害対策法を発効。 

 

大統領の権限で、国営企業の経営権を民間企業に移譲あ

るいは貸与できるようにした。また、この決定は政令な

どで公布されることなく、水面下で行うことが可能とな

っている。 

 

このスキームを通じて、中国、ロシア、トルコ、イラン

など友好国の企業が、国営企業の経営権を譲り受けてい

るのは周知の話である。 

 

本件に関連して、現地メディア「Tal Cual」は、米国の

友好国であるコロンビアの企業も経済妨害対策法のス

キームでベネズエラの事業に参入していると報じた。 

 

「ベネズエラ農業技術者組合（Sviaa）」のサウル・ロペ

ス氏によると、経済妨害対策法のスキームでコロンビア

からニンジンが陸路で輸入されており、ベネズエラ国内

の農産品と競合しているという。 

 

この経済妨害対策法のスキームで多くの外国企業が水

面下でベネズエラに参入しているが、このビジネスには

ベネズエラ企業もたくさん関わっている。 

 

ベネズエラの経済団体「Conindustria」も最初はこの法

律に反対したが、ベネズエラの民間企業にもメリットが

ある現状を受けてか最近は経済妨害対策法を非難する

ことは控えているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d899d9bf004af88bb29a382ccbced18e.pdf
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「ボリバル・デジタル 紙幣はほぼ流通せず」         

 

１０月１日にベネズエラで「通貨単位切り下げ（デノミ

ネーション）」が実行された。 

 

これにより１００万ボリバル・ソベラーノが１ボリバ

ル・デジタルに移行した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.660」）。 

 

このデノミから１カ月が経過したが、多くのベネズエラ

人がボリバル・デジタルの現金紙幣を見たことがないと

いう。 

 

「Bancaynegocios」のインタビューによると、新紙幣を

見たことがないので、どのようなデザインかも知らない

という人が結構いるようだ。 

 

本来であれば、ATM から現金紙幣が引き出せるはずだ

が ATM の多くは故障しており、現金を引き出すことは

できない。 

 

また、カード決済、携帯アプリの決済、ドルなど外貨建

て取引が普及しているため、ボリバル現金を必要とする

ことがほとんどなくなっているという。 

 

カラカスにはアイス屋がたくさんある。あるアイス屋の

店員によると５０～７０％の人はドルで支払うという。 

 

 

 

社 会                       

「スリア州の宗教行事 Bajada de la Chinita」            

 

１０月３０日 スリア州マラカイボで「Bajada de la 

Chinita（バハーダ・デ・ラ・チニータ）」という宗教行

事が行われた。 

 

チニータ（正式にはチキンキラ）はスリア州の守護女神

のこと。 

 

伝承ではこの宗教行事は１７４９年から続いている。 

 

１７０９年 マラカイボ湖で女性が洗濯をしていると、

木片が流れてきたという。ビンの蓋にでもしようと思い

女性は木片を家に持ち帰った。 

 

その後、家でドアをノックする音がしたので、開けてみ

ると木片が輝いていたという。 

 

また、数日後に同じようなノック音が聞こえたためドア

を開けると木片が輝き、チニータの絵が浮かび上がって

きたという話がある。 

 

マラカイボでは、この木片を家に持ち帰り、チニータの

絵が浮かび上がるまでの期間を祝う習慣がある。 

 

「Bajada de la Chinita」は女性が最初に木片を持ち帰っ

た時を祝う行事。そして、１１月１８日はチニータの絵

が浮かび上がった日とされており、別の宗教行事がある

という。 

 

昨年は Covid-１９下で同イベントは中止だったが、今

年はワクチンを接種した人は参加できるとの制限付き

で開催された。しかし、写真を見る限り、その制限が守

られていたかは疑問である。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/75ecd413131dc3e471ee1e2403faa83d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/75ecd413131dc3e471ee1e2403faa83d.pdf
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（写真）El Diario “Bajada de la Chinita の様子” 

 

「女性の貧困 ベネズエラの状況」           

 

日本でも「女性の貧困」という言葉を耳にするが、ベネ

ズエラでも「女性の貧困」という話はある。 

 

非政府系団体「Enjuve」がベネズエラの若者を対象に行

った調査によると、「極貧」に分類される女性と男性の

割合は、男性が２４に対して、女性が７６だったという。 

 

また、アンケートの結果、男性の平均収入は１．２３ド

ルであるのに対して、女性の平均収入は１．０５ドルだ

という。なお、就労時間では男性が平均３８時間、女性

が平均３３時間。この就労時間の差が給料額の違いを反

映しているという。 

 

この理由について、女性は子供や親の世話、家事に時間

を取られながら仕事をする必要があるが、男性はこれら

の役割を引き受けていないからと指摘している。 

 

また管理職になるのも男性の方が多い。 

「Encovi」の調査によると、民間企業の管理職の中で男

性の割合は７７．９％と圧倒的に男性の方が多いという。 

 

「英国 ベネズエラ人の入国を許可」         

 

英国政府は Covid-１９感染防止策としてベネズエラ人

の英国入国を禁止していたが、１１月からこの措置が解

除され、ベネズエラ人の入国が可能になるという。 

 

なお、英国入国後に１０日間は英国政府が指定したホテ

ルで待機する必要があるという。 

 

入国再開に伴い在ベネズエラ英国大使館で旅行ビザの

発行が再開。初日はビザ発行のために行列ができた。 

 

厳しい経済状況が続くベネズエラだが、英国へ旅行する

経済力がある人はたくさんいるようだ。 

 

 

（写真）在ベネズエラ英国大使館前 

以上 


	uno
	dos
	tres
	cuatro
	cinco
	seis

