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（写真）ジョナサン・ヤクボウィッツ氏作 「ファン・プランチャードの冒険」 

ベ 

 

 

ファン・プランチャードの冒険     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ネズエラで汚職が横行していることは特に 

新しい話ではないが、彼らがどのような生活 

を送っているのかを知る機会はほとんどない。 

 

「ファン・プランチャードの冒険」は実際に政府関係

者との汚職に関わった人物の話を参考に、ベネズエ

ラ人映画監督が執筆した小説。フィクションとは言

え、このような取引が実際に存在したのだろうと思

わせるリアルさがある。 

今回は「ファン・プランチャードの冒険」について紹

介したい。 

 

 

 

この作品を書いたのはジョナサン・ヤクボウィッツ氏。 

 

ベネズエラ人映画監督。最も有名な作品は０５年に英国

インデペンデント映画賞で外国映画賞にノミネートし

た「Secuestro Express（電撃誘拐）」。日本では「ベネズ

エラ・サバイバル」という名前で知られている。 

 

 

（出所）WikiCommons 

“ヤクボウィッツ氏は写真中央の髭を生やした男性” 

ベネズエラの汚職を描く作品 
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ヤクボウィッツ氏は１６年１１月に小説「ファン・プラ

ンチャードの冒険」をリリースした。同作品は１７年２

月にはアマゾンの外国語フィクション部門で売り上げ

１位を記録した。 

 

舞台は１１年末～１２年頃のベネズエラ。 

主人公ファン・プランチャード（以下、プランチャード）

はベネズエラの外貨管理制度と政府関係者とのコネク

ションを利用し、巨万の富を得た２９歳のベネズエラ人

男性の企業家。 

 

自身の口座には５００万ドル（５．５億ドル）、米国の

ロス、ニューヨーク、スペインのマドリッド、ベネズエ

ラのラグニータに自宅を持つ。 

ベネズエラ政府高官の資産を隠すための名義貸しにも

協力している（ベネズエラではこのような人物を「テス

タフェロ」と呼ぶ）。 

 

中国企業による公共事業を巡り、政府高官と汚職取引を

すすめていたが、父親の死と恋人が抱える問題により事

態が悪い方向に進み、予想外の顛末を迎える。 

 

この作品はフィクションではあるが、政府との汚職や外

貨不正に関わるヤクボウィッツ氏の知人の証言から着

想を得た作品。 

 

筆者自身もベネズエラに住んでいたが、フィクションと

は思えないリアルさを感じる。多くのベネズエラ人がこ

の作品を読んでおり、多くの読者が同じような感想を持

っているだろう。ベネズエラで起きている現実を理解す

る一助になる作品と言える。 

 

これまで政治や統計の話が続いたので、今回は少し趣向

を変えて、この小説の内容を紹介したい。 

 

３００ページの作品を数ページでまとめるため、かなり

掻い摘んで説明することになる。説明不足もあるかもし

れないが、ご容赦いただきたい。 

 

 

 

まず登場人物を紹介する。この作品に登場する主な人物

は以下の７名。 

 

＜ファン・プランチャード＞ 

物語の主人公。 

治安の懸念から基本的には米国で暮らしており、必要に

応じてベネズエラに戻る生活を送っている。 

 

熱狂的なチャベス大統領信者ではないが、チャベス政権

前の少数富裕層が富を独占する政治（現在の野党が政権

を握っていた時代の政治）を嫌っており、全ての国民に

富をばら撒く２１世紀型社会主義の思想を概ね支持し

ている。いわゆるライト・チャビスタだ。 

 

「郷に入っては郷に従え」の精神でベネズエラの流れに

乗り外貨管理制度を利用し、巨万の富を得た。性格は悪

くないが、欲望に忠実で短絡的な人物と言える。愛情深

く、恋人のスカーレットに強い執着を持つ。 

 

主に外貨管理委員会（CADIVI）を通じて、当時の公定

レート（１ドル４．３ボリバル）で輸入用外貨を得て、

その外貨で商品を輸入し、並行レート建ての価格で販売。

再び公定レートで商品を輸入し、並行レート建てで販売

する。 

 

具体的には１００ドルの商品を輸入するため、CADIVI

に輸入用外貨の割り当てを申請する。当時の公定レート

は１ドル４．３ボリバルなので、１００ドルの商品を輸

入するために４３０ボリバルが口座から引かれる。 

 

１００ドルの商品を輸入し、並行レート建てで販売する。

並行レートが１ドル１２．９ボリバルだったとすると、

１００ドルの商品を販売し１，２９０ボリバルが手元に

残る。 

 

 

登場人物 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０５２   ２０１８年６月２７日（水曜） 

3 

 

その後、１，２９０ボリバルを元手に CADIVI に３０

０ドルの外貨割り当てを申請する。その後、３００ドル

の商品を輸入し、並行レート建てで販売することで６，

０００ボリバルが残る。 

 

その資金を元手に CADIVIに外貨を申請し・・・。 

これを繰り返すと雪だるま式に資産が増えることにな

る。 

 

当時、CADIVIは外貨の割り当て遅延が恒常化している

という問題は指摘されていたが、適切な人物に適切なコ

ミッションを支払えば、許可を待つ必要はなかった。 

 

CADIVI 取引で開拓した人脈は更にお金を増やすネタ

を持ち込んでくる。当時は高い学力など無くても、お金

持ちになりたいという熱意とアプローチの仕方さえ分

かっていれば誰でも金持ちになれたと書かれている。 

 

＜スカーレット＞ 

 

プランチャードの恋人。米国人でベネズエラのことは全

く知らない。スペイン語も話せない。そもそも恋人のプ

ランチャードのことも２、３日前にバーで知り合った程

度の関係。 

プランチャードと恋仲になる前にもお金を目当てに多

くの男性と付き合ってきた。ただし、美人で人当たりが

良くプランチャードは彼女に執着している。 

 

２年ほど付き合っていたマイケルという男性は、彼女が

交際中に複数の男性と関係を持っていたことを知り逆

上。マイケルは彼女のプライベート写真をネットに公開

すると脅迫。彼女はマイケルから４年間にわたり毎年１

００万ドルを支払うよう要求されている。 

 

＜ベラ・ゴルディジャー＞ 

 

チャベス大統領の愛人として米国人の女性で最初にし

て唯一のベネズエラ政治の中枢に入り込んだ人物。 

 

 

プランチャードとは旧知の中でビジネスパートナーで

もある。彼女がプランチャードを政府関連のイベントに

招待し、そこで顔つなぎをしてビジネスが成立した際に

分け前をもらう関係。 

 

＜ドラゴナード議員＞ 

 

プランチャードが持ち掛けたビジネスのネタを政府で

承認させ、予算を付けるのが彼の仕事。公共事業相の取

り巻きとして権限を握っている人物。 

 

＜プランチャードの父親＞ 

 

プランチャードの父親は中産階級でカフェタル地区の

アパートに住んでいる。プランチャードもカフェタルで

育った。 

 

父は熱心な野党支持者でプランチャードとは政治思想

の違いから疎遠になっている。 

 

プランチャードに言わせると、父親は勉強に励めば良い

給料をもらえ、いい生活が出来るという資本主義的な教

育を受けた人物。プランチャードは父親の教育にしたが

って大学を卒業し、プロクター＆ギャンブルズ（P＆G）

に入社したが、生活は貧しかった。 

 

軽い気持ちで始めたサイドビジネスで簡単に儲ける方

法を知り現在のような金持ちになったことから、父の考

えは資本主義社会の洗脳で、少なくともベネズエラでは

通用しないと考えている。 

 

一方で、ベネズエラの家族の絆は強く、プランチャード

の抱く父親への感情は複雑なものがある。 

 

＜マイケル＞ 

 

スカーレットの元恋人。前述の通りスカーレットに裏切

られた怒りからプライベート写真を公開すると、彼女を

脅迫、金銭を要求している。 
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プランチャードは政府関連のビジネスを仲介する人物

として関係筋では、それなりに顔の売れている人物だっ

た。 

 

ある日、中国人からのビジネスオファーを受け、数日前

にロスで知り合った恋人スカーレットと米国からカラ

カスに戻った。 

 

スカーレットはベネズエラに来るのは初めてで治安の

問題も理解していない。プライベートジェットでカルロ

タ空港（チャカオ市近くの軍人が使用する空港）に到着

する際は、貧困街の明かりに感動していた。 

 

中国人はベネズエラで公共事業を受注したいと考えて

いた。 

 

当時、ベネズエラは１２年１０月に大統領選を控えてお

り、公共事業の予算が通りやすい時期。 

また、中国関連の事業は予算が通過しやすいこともあり、

適切なコンタクトポイントがあれば予算承認はそこま

で難しくないと考えていた。 

 

中国人グループはプランチャードに複数の公共事業案

件を提案したが、プランチャードの関心を引いたのは刑

務所の建設計画だった。 

 

プランチャードは根っからの悪人ではなく、自分が利益

を得ることはもちろんだが、ベネズエラの現状を改善さ

せることも念頭に置いていた。 

 

ベネズエラの刑務所問題は深刻で、刑務所に収容されて

いる多くの人物はまともな裁判にかけられずに有罪判

決を受けている。 

そして、まともな調査もされないため、多くの冤罪が起

きている。 

 

 

刑務所の生活環境は劣悪でプランチャードは冤罪で投

獄された人に心を痛め、刑務所の環境を改善する公共事

業を進めたいと考えた。 

 

中国人は刑務所を１つ建設するために６００万ドルが

必要だと説明。 

 

プランチャードの相場観として、自分の取り分が６００

万ドル、それ以外の関係者の取り分が６００万ドルで刑

務所の建設には１，８００万ドルが必要だと考えた。 

 

中国人との交渉は成立。３０日間、刑務所建設計画を政

府に提案する独占代理人となることで合意した。 

 

プランチャードは政府関係者と会う機会を得るため、カ

ラカスの「ホテル・メリア」に待機する。 

 

「ホテル・メリア」では毎日のように政府高官が打ち合

わせをしており、ここで待機すれば誰か見つかる。 

 

あるいは元ヒルトン・ホテルだったが政府に接収された

「アルバ・カラカス・ホテル」にも多くの政府高官がた

むろしているが、「アルバ・カラカス・ホテル」はコロ

ンビアの武装組織「FARC」やイスラム系の武装組織「ヒ

ズボラ」の関係者も多くいるので、あまり好まない。 

 

「ホテル・メリア」で知り合いの大臣を見つけ、挨拶を

して大統領府で行われるパーティーへの招待を受ける

ことに成功した。 

 

 

（写真）「ホテル・メリア」 

中国人とのビジネス 
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大統領府のパーティーには恋人のスカーレットを同伴

して参加した。 

 

このパーティーには大臣、次官、議員、政府と繋がりの

あるビジネス関係者らが参加する。このシークレットな

コミュニティでビジネスのやり取りが行われる。 

 

プランチャードの友人で米国人女性のゴルディジャー

も、このパーティーに参加していた。 

 

プランチャードは刑務所の建設計画について彼女に話

し、協力を要請した。同時にスペイン語が離せないスカ

ーレットの相手をするよう頼んだ。 

 

プランチャードは公共事業相と彼の取り巻きのドラゴ

ナード議員の隣に座り、刑務所建設計画について紹介し

た。二人は関心を示し、話を進める意思を示したが１，

８００万ドルは高すぎるとコメント。 

いずれにせよ、悪くない感触を得て、同日のパーティー

は終了した。 

 

 

政治的な考え方の違いから、両親とは疎遠だったが、ベ

ネズエラは家族との絆を大事にする国柄。 

 

プランチャードは恋人スカーレットと結婚することを

考えており、スカーレットの紹介も兼ねて両親に会いに

行った。 

 

両親の家は、プランチャードが住むラグニータの床が大

理石のマンションと違い、質素なアパートだった。プラ

ンチャードはこれまで父親に何度か生活資金の援助を

申し出たが、汚いお金は受け取らないと彼の提案を拒否

してきた。 

 

スペイン語は話せないがスカーレットの持ち前の人当

たりの良さから両親はスカーレットに魅了され、二人の

結婚を承諾した。その数日後にプランチャードとスカー

レットは結婚することになる。 

 

ただし、問題が発生した。プランチャードは自分が子供

時代に過ごした部屋を懐かしんでいる間、スカーレット

を両親がいる居間に残してしまった。 

 

政治的な思想を理由に家族関係が壊れるというのは米

国では馴染みのない話で、スカーレットは無邪気に大統

領府での話を両親にしてしまい、父親が強い拒否感を示

している汚職取引を続けていることがばれてしまった

のだ。 

 

最終的にはその場は落ち着いたが、父親は２度と政府と

の汚職取引には関わらないようプランチャードをさと

した。また、近いうちに今の政府は崩壊し、野党が政権

を取ると主張。 

その時は汚職に関わった人物は大量に逮捕されるため、

逮捕されないように外国でスカーレットと暮らすよう

説得した。 

 

両親が住むカフェタルも決して治安のよい土地ではな

いため、暗くなる前に帰宅する必要があり午後４時には

両親の実家を後にした。 

 

 

それから数日が経過し携帯電話が鳴った。 

電話の相手はゴルディジャーだった。今度、軍部が所有

している島「オルチラ島」でパーティーがあるからスカ

ーレットも連れて参加しないかとの誘いだった。 

 

このパーティーには刑務所建設事業のキーパーソンと

なるドラゴナード議員も来るので、参加した方が良いと

の提案だった。 

 

大統領府でのパーティー 

オルチラ島での商談 

 

家族との再会 
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（写真）Wiki Commons 

 

父親の言葉が残っていたプランチャードは刑務所建設

の計画をすすめるか迷っていたが、スカーレットがビー

チに行きたがっていたこともあり、申し出を受けた。 

 

オルチラ島にはゴルディジャーが言った通り、ドラゴナ

ード議員が来ていた。彼はキューバを連想させる真っ赤

な大型ボートで登場。 

 

ドラゴナード議員はスカーレットとゴルディジャーが

米国人女性であることを理由に CIA のスパイではない

かと疑ったが、プランチャードが昔からの友人だからと

説得。最終的にドラゴナード議員は納得した。 

 

 

 

彼のボートでゴルディジャー、スカーレット（彼女はほ

とんど会話の内容は理解できていないが）も含めて４人

で分け前について話し合った。 

 

案件を通過させる権限はドラゴナード議員にあり、交渉

はドラゴナード議員の仕切りで進んだ。彼の主張は以下

の通り。 

 

「刑務所案件は予算を通過できる。ただし、１，８００

万ドルは多すぎる。１，５００万ドルなら承認させられ

る。分け前は自分が８００万ドルもらう。残りは他の関

係者で交渉すればいい。 

 

もう一点、問題がある。刑務所を建設するためのセメン

トと鉄棒がないので刑務所は作れない。予算は通過させ、

支払いはするが刑務所は建設しない。 

 

ゴルディジャーは１００万ドル、中国企業は口止め料で

１００万ドル、プランチャードは計画を立てた人物とし

て５００万ドルを受け取ればよい。」 

と言う内容だった。 

 

プランチャードは彼なりの善意から刑務所計画を提案

していたので、刑務所が建設されないというドラゴナー

ド議員の提案は驚愕のものだった。 

 

父親の言葉が脳裏によぎったが、何もしなくても５００

万ドルを得られるという誘惑とスカーレットの説得に

負け、提案の分け前に合意した。 

 

ドラゴナード議員は、前祝いとしてみんなでキューバに

行かないかと提案。 

ゴルディジャー、スカーレットを連れて PDVSAの飛行

機でキューバに向かい、４人はキューバ観光を堪能した。 
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プランチャードとスカーレットは米国に戻った。二人は

結婚を済ませ、夫婦になっていた。 

 

順風満帆に見えた生活は１本の電話をきっかけに大き

く変わり始める。電話は母親からで、父が殺されたとい

う内容だった。 

 

大学病院の検診を済ませた父親はガソリンスタンドで

給油をしていた。そこに逃亡中の強盗団があらわれ、警

察との銃の応酬が始まった。父親はその騒動に巻き込ま

れ、左目を打たれ即死だった。 

 

この事件はベネズエラのニュースサイトでも大きく取

り上げられた。このような事件はベネズエラでは決して

珍しいことではなく、そこまで大々的に取り上げられる

事件ではないが野党系メディアはこの一件を大きく取

り上げた。 

理由は殺害された人物の息子が政府との汚職に関連す

る人物だったから。 

 

野党メディア各社は「ラス・メルセデスで与党企業家の

父親が銃で撃たれ死亡」と報道。 

 

記事に対する読者のコメントは 

「ネズミがまた一匹減った。全員死んでほしい。」 

「お前も汚職に関わっていたのか。」 

「彼の死亡も CIAの責任だというつもりか。」 

「不謹慎だが、笑える。」 

など心無いコメントであふれた。 

 

プランチャードを苦しめたのは、自分の行いのせいで清

廉潔白だった父親の最後を汚してしまったこと。母親に

も申し訳ない気持ちもあり、深い後悔の念にさいなまれ

た。 

 

 

 

連絡を受けた翌日、プランチャードはスカーレットを米

国に残してカラカスに帰国した。 

 

葬式は厳かなものだった。父の知人はみんな野党支持者

だ。報道のおかげで父親の知人もプランチャードが与党

に与する企業家だということは認識しており、葬儀の当

日の参列者の視線が痛かった。 

 

プランチャードが数日間、米国を離れていた間、スカー

レットにも問題が起きていた。彼女の元恋人マイケルが

彼女の帰国を察知したのだ。 

 

マイケルはスカーレットと２年ほど付き合っていた。ス

カーレットも彼に惹かれていたが、同時にお金にも惹か

れており複数の資産家とも関係を持っていた。 

 

資産家との交際中、スカーレットはマイケルに父親と旅

行に行っているなどと嘘をついていたが、思わぬところ

でその嘘がばれてしまい彼の怒りを買うこととなった。 

 

スカーレットを社会的に貶めるために彼が持っている

彼女のプライベート写真をインターネットに拡散する

と脅し、口止め料として４年間にわたり１００万ドルず

つ支払うことを要求していた。 

 

プランチャードとのカラカス滞在中も、スカーレットは

常にマイケルとやり取りをしており口止め料はプラン

チャードと結婚した後に支払いが出来るとマイケルに

説明していた。 

 

プランチャードのいない間、スカーレットは妻として共

同名義人となったプランチャードの口座から現金を引

き出し、マイケルに支払うことにした。 

 

ただ、マイケルは怒りとは裏腹にまだスカーレットに思

いを抱いており、復縁を迫るがスカーレットがそれを拒

否し、拉致してしまう。 

 

 

父の死と妻の誘拐 
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プランチャードがカラカス滞在中にスカーレットから

メッセージが届いた。内容は元恋人に拉致されたという

内容。再びプランチャードはカラカスから米国に戻るこ

とになる。 

 

帰国後、やっとの思いでスカーレットの居所を突き止め

るが、スカーレットはマイケルの暴力を受け、部屋に拘

束されていた。父親の死を受けて精神的に限界だったプ

ランチャードは怒りにまかせて持っていた拳銃でマイ

ケルを射殺してしまう。 

 

ベネズエラであればいざ知らず、プランチャードが事件

を起こしたのは米国。銃声を聞き、警察が駆けつける。

プランチャードはスカーレットの手引きで現場から逃

走するが最終的に逮捕されてしまう。 

 

逮捕されたプランチャードは裁判を受けて懲役１０年

の刑を受ける。裁判の間、スカーレットはプランチャー

ドを弁護するために一度も法廷に姿を現さなかったこ

とも懲役を伸ばした理由となった。 

 

プランチャードはマイケルを殺したことを後悔してお

り、スカーレットがそれを許してくれていないから出廷

してくれないと疑わなかった。 

 

懲役１０年の刑期を受けたプランチャードは、その後数

カ月間、獄中で生活することになる。 

 

ある日、看守から「女性の面会が来ている」と呼び出さ

れた。投獄されてから初めてのことだった。 

 

プランチャードはスカーレットが自分を許してくれた

と思い、踊るような気持ちで面会室に向かう。 

 

だが、面会室の扉を開けると意外な人物がいた。 

 

 

ゴルディジャーだった。ブランド物の服を着てグッチの

サングラスをかけた彼女はプランチャードが提案した

刑務所建設計画で法外なお金を手にしていた。 

 

そして彼女はプランチャードに対して、「刑務所から出

ないか？」と提案する。 

 

プランチャードは「ベネズエラならいざ知らず、米国の

刑務所ではお金は役に立たない」と返すが、ゴルディジ

ャーは意に返さない。 

 

ゴルディジャーはプランチャードにパスポートを見せ

ると、そこにはプランチャードの顔写真が張られたＣＩ

Ａの特別ビザが張られている。 

 

「あなたの築いてきたベネズエラ政府関係者との人脈

は我々にとっては貴重な情報源になる。米国に協力しな

いか？」との提案だった。 

 

かくしてプランチャードは刑務所をあとにする。 

 

（END） 

 

小説はここで終了する。 

 

本来は物語の最中にラグニータ・カントリークラブの描

写や路上で車両を襲う未成年の強盗団、父親の仇を打つ

ためにプランチャードが現地警察を買収するなど様々

な事件が起きるのだが、ページの関係上ここでは割愛し

ている。 

 

全文を読めばよりリアルなベネズエラ像を知ることが

出来るかもしれない。本作品の名前は「Las Aventuras 

de Juan Plachard」。日本では購入できないと思うが、

ベネズエラであれば購入できるはずだ。関心があれば是

非ご一読いただきたい。 

 

以上 

投獄と解放 

 

 


