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（写真）PSUV “１０月２８日から全国州知事選・市長選の選挙キャンペーン期間始まる” 

 

 

２０２１年１０月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「１０月２８日から選挙キャンペーン開始 

～EU・米国団体 選挙監視員を派遣～」 

「CITGO 元役員らとサアブ氏の交換を交渉」 

経 済                     

「PJ、AD、UNT Monomeros 調査書を承認 

～急進野党 主要野党の汚職隠しを非難～」 

「タチラ州 ２０～３０％はコロンビア決済」 

「亜フェルナンデス政権 IMF との合意を拒否」 

社 会                     

「コロンビア国境 人の移動が正常化」 

２０２１年１０月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「カプリレス元知事 選挙投票を呼びかけ」 

「アレックス・サアブ氏 完全無罪を主張 

～コロンビアの左派政治家と関係か～」 

経 済                    

「CITGO 役員交代を検討？」 

社 会                    

「Axie Innfinity 以外の在宅副業ワーク 

～広告閲覧、キャプチャ解読、入力作業～」 

「Miss Venezuela 2021 ２名が世界大会へ」 

「PDVSA 元生産部門統括 ８５０万ドルを着服」 
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２０２１年１０月２７日（水曜）             

政 治                       

「１０月２８日から選挙キャンペーン開始         

    ～EU・米国団体 選挙監視員を派遣～」       

 

１１月２１日にベネズエラで全国州知事・市長選（州議

会・市議会議員含む）が行われる。 

 

同選挙のキャンペーン期間が１０月２８日から正式に

始まった。実際のところ既に候補者は街頭を練り歩き、

演説を行うなど選挙キャンペーンは始まっているが、制

度上は１０月２８日から開始になる。選挙キャンペーン

は選挙の３日前の１１月１８日まで続く。 

 

同選挙には７万人超の候補者が立候補しており、知事・

市長・議員など合計３０８２の役職を争う。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」を中心とす

る与党グループ「Gran Polo Patriotico」の候補者は約５

０００人、残りは野党や独立系の候補者となる。 

 

同選挙には２０１７年１０月の州知事選から実に４年

ぶりに主要野党も参加する予定。 

 

欧州連合など西側諸国も主要野党の不利を埋めるべく

監視団としてミッションを派遣する。 

 

１０月２７日 欧州連合は４４名の選挙監視員をベネ

ズエラの全国に派遣したと発表。監視員は選挙が終わる

まで長期にわたり各地に滞在し、選挙に不審な動きがな

いかを監視する。 

 

また、米国の人権擁護系の非政府団体「カーターセンタ

ー」も６人の選挙専門家を派遣する。他、国連からも選

挙専門家が派遣される予定となっている。 

 

「CITGO 元役員らとサアブ氏の交換を交渉」         

 

１０月１６日 カボベルデで拘束されていたマドゥロ

政権のテスタフェロ（政府高官の蓄財に協力する人物の

総称）とされるアレックス・サアブ氏の身柄が米国に引

き渡された（「ベネズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

米国のサアブ氏拘束を受けて、マドゥロ政権は２０１７

年に拘束した CITGO 元役員６名を自宅軟禁から再投

獄した。 

 

本件に関連して、AP 通信は 

「２０２０年からマドゥロ政権は、CITGO 元役員６名

と２０２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊作戦

「Gedeon Operation」の実行犯として拘束されている

米国のグリーンベレー（米国陸軍特殊部隊）２名を米国

に引き渡すことを条件に、アレックス・サアブ氏を解放

するよう提案していた」と報じた。 

 

この交渉は２０２０年９月にメキシコでマドゥロ政権

の関係者とトランプ政権の関係者との間で行われてい

たという。そして、この会合はマイアミ州選出の共和党

元議員ダビッド・リベラ氏の仲介で行われたという。 

 

ちなみに、このリベラ元議員は２０２０年５月にグアイ

ド政権側の「PDVSA」から起訴されていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.446」）。 

 

２０２０年９月にリベラ氏が仲介を行っていたという

ことは、グアイド政権側の PDVSA に起訴された後もト

ランプ政権側の仲介役を行っていたということになる。 

 

更に、リベラ氏は２０年５月にグアイド政権に起訴され

たようだが、その後、この裁判は一切の進展がない。 

リベラ氏については、米国・グアイド政権にとって不都

合なことがあると考えるのが妥当だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
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経 済                        

「PJ、AD、UNT Monomeros 調査書を承認      

  ～急進野党 主要野党の汚職隠しを非難～」           

 

１０月２７日 野党国会が発足した「Monomeros 調査

委員会」は、Monomeros の運営に関する報告書を承認

した。 

 

この「Monomeros 調査委員会」は、１０月１２日に野

党国会により発足していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.665」）。 

 

現時点ではこの報告書の内容は明らかになっていない

が、全部で５２ページになるという。 

 

同調査委員会は４人の議員で構成されており、３人は

「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党

（UNT）」に所属する議員。もう一人が急進野党「ベネ

ズエラ主導党（VV）」に属するホセ・ルイス・ピレイラ

議員だった。 

 

同メンバーの１人、ホセ・ルイス・ピレイラ議員は、報

告書の内容を拒絶したと発表。しかし、主要野党のメン

バー３名が報告書を押し通したことで報告書が承認さ

れたと訴えた。 

 

ピレイラ議員は 

「調査は終わっていない。報告書は政治的な意図があり、

Monomeros の現在の役員を守るためのもの」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

「タチラ州 ２０～３０％はコロンビア決済」         

 

慢性的なインフレによりベネズエラ国民は自国通貨を

信頼しておらず、現在の商取引は外貨建てで行うのが一

般的になっているとの話は周知の事実だろう。 

 

全国的にはドル建ての取引が多いが、コロンビアとの国

境の州タチラ州ではコロンビア・ペソ建ての取引が多い。 

 

現地の経済系メディア「Bancaynegocios」は、タチラ州

で行われる決済の多くはコロンビアの金融プラットフ

ォームを介して行われていると報じた。 

 

数日前に国営銀行「Banco Bicentenario」は、タチラ州

居住者限定でコロンビア・ペソ建ての口座開設を承認し

た。 

 

つまり、現在も「Banco Bicentenario」以外のベネズエ

ラ金融機関はコロンビア・ペソ建ての電子決済ができな

いことを意味する。 

 

従って、コロンビア・ペソ建てで決済をするのであれば

コロンビアの金融プラットフォームを使用する必要が

ある。 

 

ベネズエラ人経済学者のアルド・コントレラ氏は 

「タチラ州では２０～３０％のデジタル決済は Nique

あるいは Bancolombia という金融プラットフォームを

介して行われている」 

と説明した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf
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「亜フェルナンデス政権 IMF との合意を拒否」                  

 

１０月２７日 アルゼンチンのアルベルト・フェルナン

デス大統領は、「国際通貨基金（IMF）」との合意を拒絶

した。 

 

「まだ IMF との合意は成立していない。なぜなら我々

は屈さないからだ。なぜなら我々は債務を返済すること

でアルゼンチン国民の未来を危険にさらすことはない

からだ。 

 

時々アルゼンチンのマスコミは、IMF が求めた通りの

条件ですぐに合意を交わすよう要求する。だが、IMF は

過去にアルゼンチンが返済不能な条件を突きつけ国を

破壊した。２０１８年にマクリ前政権が交わした IMF

との合意はアルゼンチンを廃墟に変えた。」 

と発言した。 

 

当時の条件によると、アルゼンチンは IMF に対して 

２０２２年は１９０．２億ドル 

２０２３年は１９２．７億ドル 

２０２４年は４８．５６億ドル 

を支払う必要があるという。 

 

アルゼンチンの経済規模からすれば決して支払うこと

が出来ない金額ではないと思うが、この支払いでアルゼ

ンチン国内に回す資金が減り、国民の不満が高まること

は間違いないだろう。 

 

社 会                        

「コロンビア国境 人の移動が正常化」           

 

ベネズエラとコロンビアの政治対立は一向に収まる気

配はないが、経済や人の移動では正常化に向かいつつあ

る。 

 

 

１０月２７日 コロンビアとベネズエラをつなぐ橋「シ

モンボリバル国際橋」が完全に解放された。 

 

現在、橋を通過する際にはベネズエラへの移動の際には

身分証明書とワクチン接種証明が必要という簡易な管

理プロセスに戻っているという。 

 

また、コロンビアに移動するためには身分証明書とワク

チン接種証明を提示する必要がある。 

これに加えて、身分証明書の末尾の数字に応じて通過で

きる人が制限されている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“シモンボリバル国際橋を渡る市民” 

 

２０２１年１０月２８日（木曜）              

政 治                       

「カプリレス元知事 選挙投票を呼びかけ」        

 

１０月２８日 主要野党で選挙参加に前向きな「第一正

義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事

は、支持者に対して改めて投票を呼び掛けた。 

 

「ベネズエラ国民は、マドゥロ政権の災害と無策に反対

する意思を投票で示さなければいけない。」 
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「１１月２１日に我々の投票権を使おう。 

PSUV は破壊と汚職を意味する。何のために彼らを権力

の座に維持させるのか。それでは解決は訪れない。 

 

みんながどう感じているのかを票を通じて表明しよう。

マドゥロはみんなに投票をしてほしくない。 

みんなの意見を減らすことで、国民から支持を得ている

と人々に信じさせ、現在の混乱は反対派に責任があると

人々に信じさせたい。」と訴えた。 

 

 

（写真）エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事 

 

「アレックス・サアブ氏 完全無罪を主張       

    ～コロンビアの左派政治家と関係か～」           

 

１０月２８日 「ロイター通信」は、マネーロンダリン

グの容疑で米国に拘束されているアレックス・サアブ氏

が完全無罪を主張したと報じた。 

 

米国司法省は、サアブ氏が故チャベス政権時代から違法

な契約により巨大な汚職スキームを構築していると訴

えている。 

 

ロイター通信曰く、「無罪を主張することは、米国政府

当局との協議を否定することを意味しない」と報道。 

サアブ氏が米国政府の情報提供者になることで、起訴を

取り下げる可能性があると報じた。 

 

本件に関連して、コロンビアの左派系政治家ピエダド・

コルドバ元元老院議員（下写真右の女性）がアレックス・

サアブ氏と汚職関係にあったとの疑惑が浮上している。 

 

コルドバ元議員は「Alex Saab」というサアブ氏を擁護す

る書籍を発行しており、実際にサアブ氏と親交があった

ことも認めているが、汚職に該当するような関係につい

ては否定している。 

 

疑惑の報道は２０１０年にコルドバ元議員が、ベネズエ

ラの公安 SEBIN 関係者（（恐らく故チャベス大統領と繋

がっている人物））に宛てたメール。 

 

メール文を見る限り、コルドバ元議員は、サアブ氏とプ

リド氏がベネズエラに向けて輸出した商品に対する支

払いを速やかに行うよう求めている。 

 

なお、コルドバ氏は「NTN２４」のインタビュー番組に

出演し、「このメールは完全な偽物」と主張。偽の情報

を拡散した人物を特定し、名誉棄損で訴えると述べた。 

 

 
（写真）La FM  
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経 済                       

「辞任した CITGO 元役員らが債権者と交渉？」            

 

「ロイター通信」が関係者から入手した情報によると

「PDVSA」の米国子会社「CITGO」の元役員らが

CITGO の債務交渉委員会に加わる可能性があると報じ

た。 

 

債務交渉委員会への加入が噂されているのは４カ月前

に CITGO 社長を辞任した Carlos Jorda 氏。また、BP

の役員を務めたことのある Jack Lynch 氏も交渉委員会

に加わる可能性があるという。 

 

ロイター通信によると、彼らは直接交渉テーブルに座ら

ない可能性はあるが、側面から CITGO の債務再編交渉

を支援するという。また、１１月中旬に役員の人事交代

が予見されているという。 

 

債権者は米国裁判所の承認を得た CITGO の株式売却

を目指しているが、CITGO 役員は米国政府に対して

CITGO の保護ライセンス延長を求めている。 

 

新たな CITGO 役員はこの手続きについて知識のある

人物が就任し、法的な障害を取り除くために活動すると

いう。 

 

社 会                       

「Axie Infinity 以外の在宅副業ワーク          

  ～広告閲覧、キャプチャ解読、入力作業～」            

 

現在、多くのベネズエラ人がドルを稼ぐ手段を探してい

る。その１つとして稼げるゲーム「Axie Infinity」の利

用がベネズエラで増えているとの記事を以前紹介した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.640」）。 

 

 

現地メディア「Venepress」は、Axie Infinity 以外にも自

宅で外貨を稼ぐことが出来る手段としてベネズエラで

流行している仕事について報じている。 

 

例えば「Neobux」というサイトがある。 

このサイトは２００８年から始まった副業？サイトで、

登録者が広告を閲覧することで外貨を稼ぐことが出来

る。自分で選んだ広告を見て、閲覧した時間に応じて

「PayPal」「AirTM」などで支払いがされるという。 

 

「Zaoree」というベネズエラ専用のサイトもあるようだ

が、仕組みは同じだという。 

 

他に「2Captcha」「Kolotibablo」「Protypers」などの利用

者も多い。 

 

これらは全てキャプチャを入力する仕事。 

時々、インターネット上でボット（設定された所定のタ

スクを繰り返すシステム）を防ぐために以下のような歪

んだ文字を入力することがあるだろう。 

 

ボットはこういった歪んだ文字認識が出来ないため、ボ

ットは先に進めないので、入力作業を代行するという仕

事のようだ。ただし、１０００回入力して、０．６～１．

３ドル（７０～１５０円）とかなり安い仕事のようだ。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c2c2ec2df5617a62df02bd5455a5456.pdf
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「Miss Venezuela 2021 ２名が世界大会へ」         

 

１０月２８日 ベネズエラの美女コンクール「Miss 

Venezuela」が開催された。 

 

今回のコンクールでは「Miss World」と「Miss Universe」

のベネズエラ代表が選ばれる。 

 

「Miss World」に選ばれたのは Ariagny Daboin 氏（写

真上の女性）。 

「Miss Universe」は Luiseth Materán 氏（写真下の女性）

が選ばれた。 

 

 
（写真）@MissVenezuela 

 
（写真）@diversabelleza 

 

 

 

 

 

「PDVSA 元生産部門統括 ８５０万ドルを着服」           

 

スペイン紙「El Pais」によると、PDVSA 生産部門の元

統括を務めていた Jose Luis Parada 氏がスイスの口座に

多額の資金を隠していたと報じた。 

 

El Pais によると、Parada 氏は、２００８年～２０１５

年にかけて少なくとも８５０万ドルを蓄財したという。 

 

この資金は、過去エネルギー省次官を務めていたネルビ

ス・ビジャロボス氏から６００万ドル、ラファエル・ラ

ミレス元 PDVSA 総裁の従兄弟のディエゴ・サラサール

氏から２５０万ドルが流れていたという。 

 

この８５０万ドルはアンドラ公国の「Banca Privada 

D’Andorra」に入金され、その後スイスの銀行「Banca 

Credinvest SA」に７１０万ドルが移されていたという。 

 

なお、Parada 氏は２０１５年に汚職容疑でマドゥロ政

権に拘束されており、現在は自宅軟禁を命じられている

という。 

 

以上 
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