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（写真）CNE “１１月の州知事選・市長選に出馬している与野党の候補者４名の捜査を行うと発表” 

 

 

２０２１年１１月５日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 米国の凍結資金を政治利用？ 

～選挙前に活動家のサポート資金を支出～」 

経 済                     

「ベネズエラ カジノ経営にアメリカ企業の影」 

「ベネズエラ中銀 １０月のインフレ率６．８％」 

「貿易省次官 民間の投資が経済回復のカギ」 

社 会                     

「パンドラペーパー ベネズエラ人１２１２名」 

「元石油分野幹部ら 宝石商を通じて資金洗浄」 

「５ドルの支払いを巡り殺人」 

21 年 11 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「CNE 与野党の選挙出馬者を捜査 

～中立・独立性をアピール～」 

「DGCIM CPI 捜査を前に拷問の痕跡を抹消？」 

「２歳以上の子供もワクチン接種開始」 

「FILVEN２０２１ サアブ氏の書籍販売開始」 

経 済                    

「Consecomercio 前年よりも販売は好調」 

社 会                    

「マリア詐欺 ペルーで流行」 

「カラカス水道局 メンテで４８時間停止」 
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２０２１年１１月５日（金曜）             

政 治                       

「グアイド政権 米国の凍結資金を政治利用？     

  ～選挙前に活動家のサポート資金を支出～」       

 

１１月５日 ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・ロ

ドリゲス氏は、グアイド政権が政府の資金を政治活動に

使用していると指摘。 

 

マドゥロ政権による公金の政治利用を非難するのと同

様にグアイド政権の公金の政治利用も非難されなけれ

ばならないと主張した。 

 

ロドリゲス氏の指摘によると、グアイド政権は米国にあ

るベネズエラ政府の凍結口座から「民主主義擁護基金」

と呼ばれる基金に１，７００万ドルを支出したという。 

そして、この基金はグアイド暫定政権を支持する活動家

に流れていると指摘した。 

 

特に９月末に多くの資金が拠出されており、地方選挙前

に活動家を支援するためのもので政治利用していると

訴えた。 

 

「これは止めなければならない。調査しなければいけな

い。そして、非難されなければいけない。問題の解決は、

全ての政党の公的資金を透明かつ監査可能にすること

だ。これはマドゥロ政権だけに適用されるものではない。 

 

もしこの支出が不適切なもので汚職が存在していたと

すれば、これは米国で起きた犯罪で米国の法律で裁かれ

る必要がある。 

 

私はこれまでベネズエラの一般市民を救済するための

提案をしてきたが暫定政権はこの提案を拒絶してきた。

しかし、野党活動家への資金は承認している。」 

との見解を示した。 

経 済                        

「ベネズエラ カジノ経営にアメリカ企業の影」           

 

２１年９月からベネズエラでカジノ経営が承認される

ようになった。既に全国でカジノがオープンしている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.647」）。 

 

１１月５日 マルコ・アウレリオ元議員（野党）は、自

身のツイッターに、１０月１２日～１４日にかけてラス

ベガスで行われたゲーム国際展示会に参加したと投稿。 

 

そこでベネズエラにカジノ製品を輸出している会社と

意見交換を行ったと言及した。 

 

アウレリオ元議員によると、ベネズエラのカジノ経営に

米国で登記された企業が関わっており、その会社がカジ

ノ経営に必要な設備をベネズエラに輸出しているとい

う。企業名は明らかにしなかったが、有名な会社だとい

う。 

 

そして、この会社はマドゥロ政権から独占販売権を得て

おり、ベネズエラでカジノ経営をする際にはこの会社を

通して設備を購入する必要があるという。 

 

この事実を受けて、アウレリオ元議員は、米国政府に対

してカジノ製品の取引状況を調べ、汚職を摘発するよう

求めた。 

 

なお、米国の経済制裁はマドゥロ政権および政府関係機

関との取引を禁止するもので、カジノ経営が民間企業に

よるもので設備などの調達過程でも政府が介入してい

ないのであれば、法律的には制裁違反には該当しない。 

 

ただ、本当に独占販売権を得ており、税金以外の形でマ

ドゥロ政権にキックバックが流れているとすれば制裁

に抵触することになるだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c252935a2e64261f6cf0747a3cdf9694.pdf
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「ベネズエラ中銀 １０月のインフレ率６．８％」             

 

ベネズエラ中央銀行は２１年１０月のインフレ率を公

表した。 

 

中銀によると、１０月のインフレ率は先月比６．８％増。 

９月のインフレ率は７．１％だったので、インフレはや

や落ち着いたことになる。ちなみに野党国会が発表した

９月のインフレ率は９．７％だった。 

 

中銀の統計によると２０２１年１月～１０月までの１

０カ月間の累計インフレ率は５７４．４％。 

 

２０２０年１１月～２１年１０月までの１２カ月間の

累計インフレ率は１，５７５％となっている。 

 

なお、２０２０年の年間インフレ率は２９６０％だった

ので、２１年は前年よりインフレが落ち着いたと言えそ

うだ。 

 

また、特筆するべきはインフレ率発表の早さだろう。 

中銀の公式統計の公表はここ数年、常に大幅に遅れてき

た。今回は１０月が終わって一週間で公表されており、

異例のスピードと言える。 

 

 

 

「貿易省次官 民間の投資が経済回復のカギ」                  

 

エクトル・シルバ貿易省次官は、アラグア州の農水産業

技術見本市「Expo Aragua」を視察。 

 

民間セクターと公的セクターが協力して活動すること

の重要性を主張。州政府・市役所らに対して 

「民間セクターが活動できなければ経済回復は起こり

得ない。税収をより多く徴収することは必ずしも良いこ

とでない」と指摘した。 

 

また、ベネズエラが注力している輸出品として、 

「アルコール飲料（主にラム酒）」「木材」「カカオ」「エ

ビ」「カニ」「レンズマメ」「ゴマ」「コーヒー豆」などを

挙げた。 

 

社 会                        

「パンドラ文書 ベネズエラ人１２１２名」           

 

１０月に世界の資産家・著名人・政治家らの租税回避を

暴露する「パンドラ文書」が公表された。 

 

世界９１カ国、３３０名超の政府高官・公人らの租税回

避の実態が暴露されたが、ベネズエラについては主にマ

ドゥロ政権自身が既に起訴している人物（ラファエル・

ラミレス元 PDVSA 総裁の関係者）らの汚職情報が出る

にとどまっており、あまり目立った情報はない。 

 

ただ、パンドラ文書で名前が出てくるベネズエラ人（民

間人含）の人数は１２１２人と世界で７番目に多い。最

も多かったのはロシアで４４３７名、２番目が英国で３

５０６名、３番目はアルゼンチンで２５２１名。 

 

なお、今回流出したのはパナマ、ベリーズ、英領バージ

ン諸島に関する租税回避の情報で、関係の近い国が上位

に上がりやすい部分はありそうだ。 

Serie desde Diciembre  2007

( BASE Diciembre 2007 = 100 )

Indice Var%

2021(*)

Octubre 2,210,425,050,108.3 6.8

Septiembre 2,069,027,697,276.4 7.1

Agosto 1,932,171,957,524.9 19.8

Julio 1,613,383,509,819.7 16.7

Junio 1,383,038,455,119.5 15.7

Mayo 1,195,582,997,017.2 28.5

Abril 930,306,187,617.9 24.6

Marzo 746,784,015,747.9 16.1

Febrero 643,008,821,970.1 33.8

Enero 480,553,055,894.4 46.6
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（写真）Armando.Info 

 

「元石油分野幹部ら 宝石商を通じて資金洗浄」         

 

前述のラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁の関係者ら

の汚職に関して、スペイン紙「El Pais」は、ベネズエラ

人 Habib Ariel Coriat Harrar 氏という宝石商がマネーロ

ンダリングに関与していたと報じた。 

 

Harrar 氏は、日本人駐在員もなじみの深い「サン・イグ

ナシオ・ショッピングセンター」にある「DAORO」と

いう宝石店のオーナーだという。 

 

「El Pais」によると、Harrar 氏は、ラミレス元 PDVSA

総裁の従兄弟で汚職の罪でマドゥロ政権に逮捕された

ディエゴ・サラサール氏やスペインに脱出したネルビ

ス・ビジャロボス氏、Corpoelec 元役員のハビエル・ア

ルバラード氏らに対して多額の宝石、高級時計を販売し

ていたという。 

その金額は総額で５５０万ドルになるという。 

 

 

 

（写真）Centro Comercial San Ignacio 

 

「５ドルの支払いを巡り殺人」                  

 

ラグアイラ州でマニキュア代５ドルの支払いを巡り女

性 Noheli Cortez 氏（３６歳）が殺害された。 

 

事件目撃者の証言によると、女性客は５ドルが高すぎる

と主張し、支払いを拒否。ネイリストと口論になってい

たという。 

 

そして、ネイリストは刃物を取り出し Cortez 氏の腹部

を刺し、殺害したという。Cortez 氏はすぐに病院に搬送

されたが、間もなく死亡した。 
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２０２１年１１月６日～７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「CNE 与野党の選挙出馬者を捜査             

        ～中立・独立性をアピール～」        

 

１１月６日 「選挙管理委員会（CNE）」は、１１月２

１日の全国州知事・市長選に出馬している４人の与野党

候補の選挙運動について、選挙規則違反の容疑で調査を

行うと発表した。 

 

調査対象となったのは、下写真の左からミランダ州知事

の再選を目指すエクトル・ロドリゲス氏（与党）。 

 

チャカオ市長の再選を目指す独立野党「隣人の力（FV）」

のグスタボ・ドゥケ氏。 

 

同じく独立野党「隣人の力（FV）」からミランダ州知事

選に出馬しているダビッド・ウスカテギ氏。 

 

「野党統一連合（MUD）」の候補としてアラグア州知事

選に出馬しているエドゥアルド・マルティネス氏。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

 

 

 

エクトル・ロドリゲス候補は、州知事としての活動を政

治利用している容疑についての捜査。 

 

ドゥケ候補は、市の公金で政治キャンペーンを行ってい

る容疑。 

 

ウスカテギ候補は、選挙広告に子供を使用している容疑

（ベネズエラの選挙規則では選挙公報で子供を使用す

るのは禁止されている）。 

 

マルティネス候補は、選挙キャンペーンで国旗や州旗を

使用している容疑（ベネズエラの選挙規則では選挙公報

で国や州のシンボルを使用するのは禁止されている）。 

 

今回の捜査にどのような意図があるのかははっきりし

ていないが、与党のエクトル・ロドリゲス候補も捜査対

象にしているところから、「CNE は与党を優遇しておら

ず、中立的に選挙運営を管理している」とアピールする

ことが狙いではないだろうか。 

 

ただ、この捜査の結果、チャカオ市のドゥケ候補や

MUD のアラグア州知事候補（マルティネス氏）らの選

挙参加が禁止された場合、反対派が選挙ボイコットを宣

言する可能性は高まるだろう。 

 

「DGCIM CPI 捜査を前に拷問の痕跡を抹消？」           

 

アルゼンチン系メディア「Infobae」によると、軍部で警

察組織の役割を担う「DGCIM」が施設の内装をリフォ

ームしたという。 

 

記事では、１０月３１日～１１月２日かけてベネズエラ

を訪問していた「国際刑事裁判所（CPI）」Khan 検事の

視察を前に、拷問などの実態を隠そうとした可能性があ

ると指摘している。 
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また、DGCIM の部長職や職員も一斉に異動しており、

人権侵害の痕跡を消そうとしていると報じた。 

 

他、複数の DGCIM の職員が「今後１０年間は DGCIM

での職務を継続する」との契約書にサインをさせられた

という。 

 

この契約書にサインをした人物は、この契約について理

由は全く聞かされなかったようで、脅迫のような意味が

あるのではないかと推測している。 

 

「２歳以上の子供もワクチン接種開始」         

 

マドゥロ大統領は１１月８日からワクチン接種の対象

年齢を２歳以上の幼児にまで拡大すると発表した。 

 

ここ数日は Covid-１９新規感染確認者がベネズエラで

も減少している。 

 

１０月まで１日当たりの新規感染者数は１０００～１

５００名だったが、１０月中旬頃から新規感染者数が

徐々に減少しており、１１月に入ってからは１０００名

以下の日が続いている。 

 

直近の１１月７日の新規感染確認者数は６６３名だっ

た。 

 

マドゥロ大統領によると、１１月７日の時点でベネズエ

ラのワクチン接種者（１回目）は７０％に達していると

いう。 

 

ただ、幼児へのワクチン接種は副作用を懸念する声も多

く、医療団体などからは対象年齢拡大を再考するよう求

める声もある。 

 

 

 

「FILVEN２０２１ サアブ氏の書籍販売開始」         

 

ベネズエラで「ベネズエラ国際書籍見本市（FILVEN）」

が開催されている。 

 

１１月７日 FILVEN にて米国で拘束されているアレ

ックス・サアブ氏の書籍が販売された。書籍の披露会に

はサアブ氏の妻のカミラ・サアブ氏が登壇。書籍にサイ

ンをするなどして販売促進を行った。 

 

雰囲気としては、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロ

ペス党首がマドゥロ政権に拘束されたときの妻リリア

ン・ティントリ氏のような役割だろうか。妻が広告塔に

なり非人道性を訴える格好になっている。 

 

 

（写真）FILVEN２０２１ 
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経 済                       

「Consecomercio 前年よりも販売は好調」            

 

ベネズエラは感染拡大防止策として１週間ごとに隔離

と隔離緩和を繰り返す「７＋７」を継続してきたが、１

１月１日～１２月末までは隔離緩和週を継続すること

になっている。 

 

「全国商業サービス業組合（Consecomercio）」の

Tiziana Polesel 代表は、１１月、１２月は企業にとって

最も売り上げの多い月に当たると指摘。 

 

Covid-１９の感染拡大を抑えつつ、企業が商業活動を続

けられることを期待していると言及。マドゥロ政権に対

して、２０２２年以降も隔離緩和週が継続することを求

めた。 

 

一方、企業が直面している問題は Covid-１９だけでは

ないと指摘。特に税金やゴミ回収代などの支払いが増加

しており、企業経営を圧迫していると述べた。 

 

売り上げについては、全体として２０２０年よりも好調

と説明。 

 

Polesel 代表によると、９５％の企業は２０２０年より

も販売数量、販売額が増えたと回答しているという。 

 

また、クリスマスシーズンに向けて、これまでよりも４

０～６０％ほど多くの商品がベネズエラに輸入される

だとうとした。 

 

社 会                       

「マリア詐欺 ペルーで流行」            

 

ベネズエラでは以前から「マリア詐欺（Hola soy Maria）」

という詐欺が流行していた。 

 

「オレオレ詐欺」のようなもので、メッセージアプリに

「マリアです。携帯番号変えました」というメッセージ

をランダムに送るもの。 

 

ベネズエラではマリアという名前の人は多く、友人にマ

リアが一人くらいはいるので、知人と勘違いしコンタク

トを取って信頼したところで、騙されるという詐欺。 

 

この詐欺がペルーで流行し初めており、既に５６３件の

被害届が出ており、この種の詐欺で１１２人が逮捕され

ているという。 

 

「カラカス水道局 メンテで４８時間停止」            

 

「カラカス水道局（HidroCapital）」は、「Fuerte Tiuna」

の水道システム「Sistmea Tuy III」のメンテナンスを行

うと発表。 

 

メンテナンスに伴い、１１月７日午前６時から４８時間

水道が出なくなると通知した。 

 

 

（写真）HidroCapital 
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