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（写真）ZOOM “Zoom 米国からのベネズエラ向け送金サービスを再開、米国政府 制裁緩和の兆しも” 

 

 

２０２１年１１月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ・キューバ 外国左派政党に献金？ 

～献金は現金で渡されており追跡は困難か～」 

「バルータ市長選候補 与党加入歴を隠し出馬？」 

「選挙を巡る暴力事件が発生」 

経 済                     

「メタノール １０月から米国向け輸出を再開 

～米国 石油産業との取引を部分的に許容？～」 

「公務員 アギナルド（年末賞与）は２カ月分」 

社 会                     

「ララ州 １５００年前のものとされる遺骨を発見」 

２０２１年１１月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「選挙キャンペーン最終日 大勢が演説に参加 

～選挙当日に向けて準備大詰め～」 

「EU ベネズエラ政府関係者への制裁１年延長」 

「カプリレス氏 選挙翌日から野党を再構築」 

経 済                    

「外貨預金は預金総額の５７％」 

「Zoom 米国からの資金送金サービスを再開」 

「５８％のベネズエラ企業は燃料不足に直面」 

社 会                    

「カラカスでトラックと普通車７台が衝突」 
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２０２１年１１月１７日（水曜）             

政 治                       

「ベネズエラ・キューバ 外国左派政党に献金？       

 ～献金は現金で渡されており追跡は困難か～」       

 

現地メディア「Informe Confidencial」は、故チャベス政

権時代からの重鎮ウーゴ・カルバハル元将軍による「故

チャベス政権とマドゥロ政権が外国の左派政権に献金

を行っている」との証言を報じた。 

 

カルバハル氏は２０１９年にマドゥロ政権に反旗を翻

し、スペインへ逃亡。しかしスペインで逮捕され、スペ

イン法廷で自身が関与した犯罪行為を証言している。 

 

カルバハル氏によると、ベネズエラ政府の献金はアルゼ

ンチンのネストル・キチネル前大統領、クリスティーナ・

フェルナンデス前大統領、ボリビアのエボ・モラレス前

大統領、ブラジルのルーラ・ダ・シルバ前大統領、ペル

ーのオジャンタ・ウマラ前大統領、コロンビアのグスタ

ボ・ペトロ氏（前回のコロンビア大統領選でドゥケ大統

領の対抗馬だった人物）など、多くの国家元首に流れて

いるという。 

 

また、イタリアの左派政党「５つ星運動」にも献金され

ていたという。カルバハル氏が明らかにした「５つ星運

動」への献金額は３５０万ユーロ（約４．２億円）。 

この献金はタレク・エル・アイサミ石油相が担当したと

いう。 

 

また、スペインで連立与党を組んでいる左派政党「ポデ

モス」にはベネズエラに限らず、イラン、キューバから

も資金が流れているとした。 

 

特にキューバからの献金については、ベネズエラを経由

して行われたという。 

 

キューバのカストロ政権が現金６０万ドルを在ベネズ

エラ・キューバ大使館に送り、それをマドゥロ政権の書

記官が受け取り、現金が入ったトランクがポデモスの創

設者ファン・カルロス・モネデロ氏に渡されたという。 

 

スペインは外国から政治資金を受け取ることを禁止し

ている。証言が事実であれば、ポデモスは政治献金違反

を犯していることになる。 

 

ただ、この告発が事実かどうかを確認するのは困難だろ

う。資金は現金で流れており、受け取ったのはポデモス

のモネデロ氏自身だ。 

 

マドゥロ政権側が捜査に協力するとは考えにくい。その

ためモネデロ氏が献金を自白しない場合、客観的にこの

証言が事実であると確認するのは容易ではないだろう。 

 

なお、他の国への政治献金も現金で送られているようで、

足が付かないようになっている。この証言は、左派政党

に大きな疑念と不信感を与えることはできるが、犯罪行

為で裁くことができるかは定かではない。 

 

「バルータ市長選候補 与党加入歴を隠し出馬？」         

 

今週末に全国州知事選・市長選が行われる。 

 

今回の選挙は基本的に野党が劣勢だが、必ず野党が勝利

するとみられる地域もある。具体的には野党支持者の牙

城とされるチャカオ市、バルータ市、エルアティージョ

市などだ。 

 

そのバルータ市長選で１人の候補が、与党とのつながり

を隠して選挙に出ていると報じられた。 

 

問題となっている人物はヘオルゲッタ・トパリアン候補。 
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「El Nacional」は、トパリアン候補は、与党のディオス

ダード・カベジョ PUSV 副党首がミランダ州知事を務

めていた頃、ミランダ州政府で２００４年～０８年にか

けて大統領府の秘書官を務めていたと報じた。 

 

また、２０１５年１２月に行われた国会議員選では与党

連立グループ「Gran Polo Patriotico」のミランダ州第２

区で出馬し、敗北していたという。 

 

今回の選挙で、トパリアン候補は、独立候補として出馬

しており、イメージカラーに野党が使用する「白」「緑」

を使用。 

 

演説でも与党と関連づけられないような発言をしてい

るが、裏では与党系政党「Somos Venezuela」と関係が

あるという。 

 

 

（写真）@georgettetop 

 

「選挙を巡る暴力事件が発生」                  

 

州知事・市長選の選挙キャンペーンが大詰めを迎え、暴

力的な事件が散見されている。 

 

１１月１６日 「野党統一連合（MUD）」のグアリコ州

支部に爆発物が投げられ、事務所が破壊される事件が起

きた。 

 

 

非公式情報によると、爆発物は MUD の戦略指令部のオ

フィスの窓に投げられており、選挙活動を妨害する目的

があったという。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

他、野党連合から離脱し、独立候補としてボリバル州知

事選に出馬している「LCR」のアメリゴ・デ・グラシア

候補が MUD のボリバル州知事候補（ラウル・ユセフ候

補）に殴打される事件が起きた。 

 

この事件が起きた当時、EU から派遣された選挙監視団

のイサベル・サントス氏もその場に居合わせたという。 

 

この衝突はビデオに収められており、ネットで公開され

ている。確認したところ、アメリゴ・デ・グラシア候補

と MUD 候補の応援団が口論を始め、MUD 応援団の一

人が、グラシア候補に平手打ちを食らわせた。 

 

グラシア候補は抵抗することなく、その場を離れようと

したが MUD のユセフ候補が後ろからグアシア候補を

殴打した。 

 

ユセフ候補はその映像を撮っている人に対して「彼は泥

棒だ。彼は我々を分裂させるために選挙に参加してい

る。」とコメントした。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１１月１７日～１１月１８日報道         No.６８０   ２０２１年１１月１９日（金曜） 

4 / 7 

 

 

（写真）VPitv 

 

経 済                        

「メタノール １０月から米国向け輸出を再開     

 ～米国 石油産業との取引を部分的に許容？～」          

 

「ロイター通信」は、ベネズエラの国営石油化学公社

「Pequiven」と外国パートナーが生産したメタノールが

米国に輸出されたと報じた。 

 

ロイター通信によると、１０月以降少なくとも２隻のタ

ンカーがヒューストンに到着したという。メタノールは

工業分野で広く使用される製品で、今年に入り価格が高

騰しているという。 

 

米国政府は、制裁で石油産業の外貨収入を増やすことを

制限している。ベネズエラ政府は今回のメタノール輸出

について「外貨収入を増やした」と発表しておらず、今

回のメタノール輸出は新たなチャレンジと言える。 

 

三菱商事は「Pequiven」が株主として参加している「メ

トール」で生産したメタノールを米国に向けて輸出して

いたが、ここ数年は輸出を停止していた。 

 

しかし、２０２１年から米国向け輸出を再開していると

いう。 

 

 

タンカーの動きを追跡する「Refinitiv Eikon」によると、

１０月７～１１日にかけて「PVT Aurora」というタン

カーに積まれたベネズエラ産メタノール約１６，９００

メトリックトンがベネズエラのホセターミナルを出港

し、テキサスで荷揚げされた。 

 

２隻目は１１月１１～１３日にかけて「Sakura Advance」

というタンカーがベネズエラ産メタノール２０，０００

トンを同じルートでヒューストンに荷揚げしたという。

その数日後に南ルイジアナで別の商品も荷揚げされた

ようだ。 

 

米国制裁と国際取引に精通するニューヨーク州弁護士

事務所の「Watson Farley & Williams LLP」の Daniel 

Pilarski 氏によると、「メトール自体は制裁の対象になっ

ていない」と説明。 

 

「ただし、メタノールの原料の生産者がペキベンであれ

ば、直接ペキベンが関与しなかったとしても間接的にペ

キベンの商品を受け取ったとして制裁に抵触すると認

識されることも考えられる。輸出者は米国財務省から制

裁ライセンスを受けて、取引していることはあり得るだ

ろう。」と補足した。 

 

ロイターが関係者から入手した情報によると、「ディス

カウントしたベネズエラ産メタノールを輸出し、その収

入の一部を Pequiven 関係会社の施設メンテナンスに使

用する」という。 

 

ロイターが確認した情報によると、２０２１年、メタノ

ールの輸出量は月２万～６万トンで推移しており、仕向

け地はオランダ、スペイン、日本、中国。価格もかなり

ディスカウントされているという。 
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「公務員 アギナルド（年末賞与）は２カ月分」         

 

マドゥロ政権は２０２１年の公務員（公務員を退職した

年金受給者含む）へのアギナルド（年末賞与）を２カ月

にすると発表。順次、支払いを開始している。 

 

アギナルドはクリスマス前に支払われるもので、この時

期の消費は活発になるが、ボリバル通貨の価値が下がる

一因にもなっている。 

 

待ちに待ったボーナスではあるが、公務員給料は低く月

額３～１４ドル程度。２か月分でも大きな金額にはなら

ないとの不満の声は多い。 

 

社 会                        

「ララ州 １５００年前のものとされる遺骨を発見」                  

 

ララ州ヒメネス市 Playa Bonita 地区の建設作業員が施

設の改修工事を行っている際に骨を発見。 

 

調査の結果、この骨は１５００年前のものである可能性

があるという。また、骨の横には動物の形に加工された

石や土器もあったという。 

 

以前から、同地域で２２００年前の遺物が発見されてお

り、この土地に文明が存在していたと指摘されている。 

 

 

 

２０２１年１１月１８日（木曜）              

政 治                       

「選挙キャンペーン最終日 大勢が演説に参加？            

       ～選挙当日に向けて準備大詰め～」        

 

１１月１８日は選挙キャンペーンの最終日。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」のペドロ・カルサディージ

ャ代表は「１１月１９日からいかなる政治キャンペーン

も禁止される」と選挙関係者らに注意喚起した。 

 

また、今回の選挙は５５カ国から３００人の監視団が来

ており、選挙の信頼性を高めるポジティブな効果が出て

いるとの見解を示した。 

 

州知事選・市長選は、大統領選や国会議員選よりも国民

の注目度が低く、投票率も下がる。野党が選挙ボイコッ

ト戦略を始める前から投票率は６０％前後。今回の投票

率は６０％を下回る可能性が高く、４０～５５％前後に

なると思われる。 

 

ただし、各選挙候補が自身のツイッターなどにアップす

る写真を見る限りでは、選挙はかなり賑わっているよう

に見える。もちろん加工されている可能性もあるだろう。 
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なお、ベネズエラには「レイ・セカ（渇きの法律）」とい

う法律があり、選挙の前後日はアルコール類を販売して

はいけない。１１月１９日から２２日までは、アルコー

ルの販売は禁止。 

 

また、学校は投票場として使用されるため、事前準備の

ため現在学校は休校している。 

 

投票機も順調に設置完了が発表されており、相当大きな

事件が起きない限り予定通り選挙は行われることだろ

う。 

 

「EU ベネズエラ政府関係者への制裁１年延長」           

 

欧州連合理事会（EU の政策決定機関）は、１１月１１

日付で EU が２０１７年からマドゥロ政権に科してい

る制裁措置を１年延長するとの決定を公布した。 

 

元々の期限が２０２１年１１月１４日。今回１年間延長

されたことで２０２２年１１月１４日まで有効となる。 

 

EUは５５名のベネズエラ政府高官に個人制裁を科して

いる。 

 

制裁対象者は EU にある資産が凍結され、ビザは取り消

し、EU への入国が禁止される。 

 

主だったところでは、ネストル・レベロル電気エネルギ

ー相、デルシー・ロドリゲス副大統領、ディオスダード・

カベジョ PSUV 副党首などの名前が入っている。 

 

欧州が科している制裁は個人制裁で米国のような経済

分野への制裁は基本的にしていない。唯一、マドゥロ政

権への武器および武器に転用可能な資材の輸出を禁止

している。 

 

「カプリレス氏 選挙翌日から野党を再構築」         

 

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事は、ベネズエラ

人記者ラモン・ロシンスキ氏のインタビュー番組に出演。 

 

カプリレス氏は、「現在ベネズエラで行われる選挙は与

党に有利で自由で公平な選挙とは言えない」と指摘。 

「しかし、それを理由に選挙に参加しないのではなく、

その不平等を克服するため選挙制度の変革を訴え、選挙

に参加しなければいけない」と主張。 

 

また、「日曜の選挙は、野党が選挙の道に回帰するため

の重要な日だ。選挙翌日から野党は民主主義勢力の再構

築をしなければいけない。」と訴えた。 

 

 

（写真）ラモン・ロシンスキ記者 

 

選挙では野党の大敗が予見されている。この選挙結果を

受けてカプリレスがどのような再構築を提案するのか

は注目に値するだろう。 
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経 済                       

「外貨預金は預金総額の５７％」            

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２１年１０月の

外貨建て預金額について報道。 

 

外貨建て預金が最も多い金融機関は国営銀行「Banco de 

Venezuela」で４７億２，９４０万ボリバル。ドルに換

算すると１０億７，９８０万ドルだった。 

 

ボリバル建てでは先月比１１．６％増、ドル建てでは同

４．３％増になる。 

 

全ての銀行が預かっている外貨建ての預金額は８２億

６，３００万ボリバル。ドルに換算すると１８億８，６

５０万ドル。 

 

この金額はボリバル建て預金を含めた預金総額の５７．

２％を占めるという。なお、２１年９月は５８％だった

ので、先月よりやや外貨建ての預金割合が減ったことに

なる。 

 

「Zoom 米国からの資金送金サービスを再開」             

 

ベネズエラで外国送金を行っている「Zoom Casa de 

Cambio」（以下、Zoom）は、米国からの送金受け取り

サービスを再開すると発表した。 

 

Zoom は「Western Union」と提携し、外国からの送金

を仲介するサービスをベネズエラで提供している。 

 

米国の経済制裁を受けて米国からベネズエラ向けの送

金サービスは止まっていたが、今回米国からの送金が再

開する。 

 

 

 

「５８％のベネズエラ企業は燃料不足に直面」         

 

「Conindustria」が行った加盟企業を対象としたアンケ

ートによると、５８．４％の回答企業が、燃料不足が企

業経営に影響を与えているという。 

 

企業経営の妨げになっている他の要因として 

「国内需要の減退」「SENIAT が課している税金の負担」 

「州や市が課している税金」「輸入品の免税措置」 

「停電・ネット回線・水道の断絶」を挙げた。 

 

ただ、本件について Conindustria のルイージ・ピセラ代

表は「燃料不足に関する状況は徐々に改善しており、短

期間で改善するだろう」と楽観的な見通しを示している。 

 

社 会                       

「カラカスでトラックと普通車７台が衝突」            

 

１１月１８日 カラカスの「Plaza Las Americas ショッ

ピングセンター」前で交通事故が起きた。 

 

報道によると、１台のトラックが７台の車と衝突した。

どうやらブレーキが効かずコントロールを失ったとい

う。この事故で少なくとも１人はケガをしたという。写

真を見る限り中国 JAC のトラックのようだ。 

 

（写真）RamonCamacho 記者 
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