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（写真）ベネズエラ暴力観測団体（OVV） “１９年、ベネズエラ殺人調査報告書（州別・犯罪発生率）” 
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名誉にもベネズエラは世界で最も治安の悪

い国の１つとされている。 

 

実際に犯罪は横行しており、筆者が駐在していた５

年の間でも殺人や誘拐の被害にあってしまった知り

合いは何人かいた。 

日本であれば、面識のある人が殺人被害にあうなど

めったにないだろうが、ベネズエラでは珍しくない。 

 

本稿では、最近公表された２０１９年版のベネズエ

ラ殺人調査報告書の内容を紹介したい。 

 

 

治安の悪いベネズエラでは犯罪に関する統計学的な

調査を行っている機関がいくつか存在し、その結果

は国民の注目を集める。 

 

犯罪調査機関として最も広く知られているのは、ベ

ネズエラ暴力観測所団体（OVV）だろう。 

 

OVV はベネズエラ全国９つの大学が協力して殺人に

関する調査を行い、その結果をまとめている非政府

団体。 

 

警察による発表ではなく、遺体安置所に搬送された

人の家族・知人らの証言をベースに資料を作成して

いる。 

殺人発生件数は１０万人当たり６０件 
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情報の収集は容易ではないようで、資料が変わると

数字が若干一致しない部分もあるが、ベネズエラの

犯罪情報としては最もまとまった資料と言える。 

 

まず、最初にラテンアメリア地域の国別殺人発生率

から確認したい。 

 

OVV が情報提供に協力をしているラテンアメリカ地

域の犯罪調査団体「Insight Crime」によると、ベネ

ズエラはラテンアメリカ地域で最も殺人発生率の高

い国となっている。 

 

以下が国別の殺人発生率を図示したもの。 

 

白い〇で囲まれている国がベネズエラで、最も赤く

なっている（発生率が高い）。 

 

（写真）Insight Crime 

 

 

 

 

 

具体的な数字では、ベネズエラの殺人発生数は１０

万人当たり６０．３件。１８年の調査では８１．４件

だったのでこれでも減少した。 

 

２位は、ジャマイカで１０万人当たりの殺人発生件

数は４７．４件と、他国を大きく引き離している。 

他のラテンアメリカ諸国の殺人発生率は以下の通り。 

 

なお、日本の殺人発生率は１０万人当たり０．２４

件（１７年度版の国連 UNODC 公表資料）。世界１７

４位中１６８位となっている。 

 

表：　国別殺人発生率

（単位：１０万人当たり）

国名 殺人発生数

ベネズエラ 60.3

ジャマイカ 47.4

ホンジュラス 41.2

トリニダードトバゴ 37.3

エルサルバドル 36

ベリース 33.5

メキシコ 27

コロンビア 25.4

グアテマラ 21.5

プエルトリコ 20.1

ブラジル 19.7

パナマ 11.2

コスタリカ 11

ウルグアイ 9.8

ドミニカ共和国 9.5

ペルー 8.5

ニカラグア 7.5

エクアドル 6.7

アルゼンチン 5

チリ 2.5
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OVV によると、２０１９年中にベネズエラ全国で起

きた殺人件数は１６，５０６件。 

 

OVV は、犯罪の種類として「一般犯罪」と「治安組

織への業務妨害」の２種類に分けている。 

 

「業務妨害」とは、警察側としては正当防衛で殺人

を犯したという内容。犯罪者グループとの抗争の中

で、警察側が応戦し、その結果マフィア側で死者が

でる場合は「業務妨害」にカウントされる。 

 

ただし、警察が誰かを犯罪者として認識し、罪の無

い市民を殺害するということもある、そもそも警察

自体が犯罪グループと結託しており、警察権限を行

使し「業務妨害」を理由に殺人するというケースも

複数確認されており、OVV が特に問題視している数

字となっている。 

 

 

 

表の通り、全国１６，５０６件の殺人のうち「一般殺

人」に該当するのは６，５８８件。「業務妨害」に該

当するのは５，２８６件。犯罪理由が特定できない

件数は４，６３２件となっている。 

 

つまり、「業務妨害」と確定している範囲だけでも全

国で起きた殺人発生数の３２％超（１６，５０６件

中の５，２８６件）は、治安当局による殺人というこ

とになる。 

 

 

次に、ベネズエラの殺人件数を州別で確認したい。 

次ページの表は、１０万人当たりの殺人発生数を州

別に並べた表。 

 

最も殺人が多いのはミランダ州で、１０万人当たり

の殺人件数は８７件。次いで、ボリバル州が同８４

件、アラグア州が同８２件と続く。 

 

日本人が出張や駐在で拠点とするのは「カラカス首

都区」で、同地域の殺人発生数は同７６件となって

いる。 

 

ただし、カラカス首都区は「リベルタドール市」「バ

ルータ市」「チャカオ市」「エルアティージョ市」「ス

クレ市」の５市をまとめた総称で、特に治安が悪い

のは「リベルタドール市」「スクレ市」とされている。 

 

日本企業の拠点は、カラカス首都区の中でも治安が

良いとされる「チャカオ市」が多く、チャカオ市内で

行動する限りは７６件という数字よりも殺人に遭遇

する確率は低いと言えるだろう。 

殺人率が最も高いのはミランダ州 

殺人の３分の１は治安当局による殺人 

表：　殺人の理由別発生件数（１９年）

一般殺人 業務妨害 理由不明

6,588 5,286 4,632

一般殺人 業務妨害 理由不明

24 19 17

（出所）OVV

表：　１０万人あたりの発生数

16,506

60
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また、左表は１７年から１９年

までの殺人発生率の高い都市ラ

ンキングの推移。 

 

１７年～１８年までアラグア州

が最も危険な州とされていた

が、１９年は状況が変わったよ

うだ。 

 

多くの日本人の行動圏内は「カ

ラカス首都区」あるいは「ミラ

ンダ州」になるだろう。 

 

危険度の高い地域となり、外出

には十分な注意が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：　殺人発生率の多い州ランキング

（単位：１０万人当たり）

順位 国名 殺人発生数 順位 国名 殺人発生数

1 ミランダ州 87 13 カラボボ州 54

2 ボリバル州 84 14 バリナス州 53

3 アラグア州 82 15 アンソアテギ州 52

4 カラカス首都区 76 16 コヘーデス州 50

5 グアリコ州 70 17 タチラ州 46

6 スクレ州 61 18 ファルコン州 44

7 デルタアマクロ州 60 19 ヤラクイ州 42

8 スリア州 60 20 ポルトゥゲサ州 42

9 トゥルヒージョ州 60 21 アプレ州 37

10 アマゾナス州 58 22 ララ州 34

11 バルガス州 58 23 ヌエバエスパルタ州 32

12 モナガス州 55 24 メリダ州 31

（出所）OVV

表：　殺人発生率の高い都市ランキング推移

順位 2017年 2018年 2019年

1 アラグア州 アラグア州 ミランダ州

2 ミランダ州 ミランダ州 ボリバル州

3 アマゾナス州 ボリバル州 アラグア州

4 ボリバル州 カラカス首都区 カラカス首都区

5 カラカス首都区 スクレ州 グアリコ州

6 カラボボ州 モナガス州 スクレ州

7 スクレ州 カラボボ州 デルタアマクロ州

8 トゥルヒージョ州 グアリコ州 スリア州

9 グアリコ州 コヘーデス州 トゥルヒージョ州

10 コヘーデス州 デルタアマクロ州 アマゾナス州

（出所）OVV
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２０１９年は前年よりも殺人件数が減少した。 

 

多くのベネズエラ人が外国に移住した結果、犯罪グ

ループも外国に移動したとの観測もある。 

 

また、経済危機下でベネズエラ国民の資産が減って

おり、犯罪を冒すリスクにみあったリターンが得ら

れないことも殺人が減少した理由の一つだろう。 

 

OVV は、１９年の犯罪は「経済ドル化」の影響を受

けていると指摘している。 

 

以前は公共交通機関や街頭での成り行き的な強盗傷

害などが横行していたが、そういった強盗の類は減

少しているという。 

 

理由はボリバル通貨の価値下落。 

 

現在は、街で歩いている人を襲ったとしてもボリバ

ルの強奪では犯罪リスクに見合う見返りが得られな

いという。 

 

街で誘拐し、ATM に引き回してクレジットカードで

お金を下ろさせるような犯罪は、以前は頻繁に起き

ていたが、現在はボリバル札を引き出しても大した

金額にならずに、引き出し上限まで達してしまう。 

そのため、こういった類の犯罪は減少している。 

 

一方、増えているのが「住居侵入」や「店舗侵入」の

犯罪。 

 

 

 

ドル・ユーロ札など外貨をもって外出しない人も自

宅には現金ドルを保管している。 

 

犯罪者は外貨を得るため家に侵入し、盗みを働くこ

とが多くなったという。 

 

また、外貨に換えられるような商品を販売する「宝

石店」「家電ショップ」などでの強盗も増加している

という。 

 

こういった状況で、アパートや店舗を警備する「警

備員」の危険は上昇していると指摘。そもそも警備

員自身が犯罪者と協力している可能性もあり、信頼

できる「警備員」に任せる重要性が更に高まってい

るという。 

 

最後に、殺人とは少し違うが、「自殺」についても簡

単に触れておきたい。 

 

OVV はベネズエラの自殺件数が増加傾向にあると指

摘。２０１８年の１０万人当たりの自殺者数は９～

１０名と予測しており、１５年と比べて１４０～１

７０％ほど増加しているという。 

 

特に自殺が多いのはメリダ州で、同地域は１９年の

殺人発生件数が最も少ない州だが、自殺が最も多く、

１０万人当たり２１．７件と指摘している。 

 

なお、厚生労働省によると、１９年の日本の自殺発

生件数は１万９，９５９件。１０万人当たり１５．８

件でベネズエラの予測値よりも高くなっている。 

 

以上 

街での強盗は減り、家宅侵入が増加 


