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（写真）大統領府 “ニカラグア オルテガ大統領が再選、マドゥロ大統領は祝福、欧米諸国は非難” 

 

 

２０２１年１１月８日（月曜） 

 

政 治                     

「ニカラグア大統領選 オルテガ大統領再選 

～欧米非難 ベネズエラと同じ道を歩むか～」 

「エクアドル国会議員 サアブ氏の汚職を証言」 

「トランプ政権ベネ担当官 方針転換を求める」 

「ロペス VP 党首の父親 EU 議員団として派遣」 

「穏健野党議員アドバイザー 麻薬密売で逮捕」 

経 済                     

「野党国会 ２１年１０月のインフレ率８．１％」 

社 会                     

「宝くじ再開 １等は５０万ドル」 

２０２１年１１月９日（火曜） 

 

政 治                    

「米 EU・カーターセンターに選挙監視要請 

～国連も選挙専門員を派遣～」 

「Farmatodo、Locatel ワクチン接種会場に」 

経 済                    

「PDVSA Ad-Hoc 資産保護のため予算を要請」 

「行政手続きに要する時間は年１０００時間超」 

「マドゥロ政権 輸出企業らと会合」 

社 会                    

「フンボルトホテルのカジノ 客で混雑」 

「ベネ人記者 TOYOTA 新モデルを紹介」 
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２０２１年１１月８日（月曜）             

政 治                       

「ニカラグア大統領選 オルテガ大統領再選      

  ～欧米非難 ベネズエラと同じ道を歩むか～」       

 

１１月７日 中米ニカラグアで大統領選が行われ、ダニ

エル・オルテガ大統領が５度目の再選を果たした。 

 

選挙当局の発表によると、投票率は６５％。 

オルテガ大統領の得票率は７６％だったという。 

ただし、現地メディアや市民団体からは選挙結果を疑問

視する声も散見される。 

 

加えて、今回の大統領選は複数の有力な反対派候補を拘

束して行われた選挙だったという。 

 

選挙結果に疑念があること、反対派候補を相次いで拘束

したことを受けて、欧米諸国を中心に今回の大統領選の

結果を認めていない国は多い。 

 

右上の図は、ニカラグアの大統領選の結果を支持する国

と支持しない国のリスト。 

赤色が「支持しない」と表明した国。 

青色が「支持する」と表明した国。 

 

ベネズエラは「支持する」と表明した国であり、他にア

ルゼンチン、ボリビア、キューバ、ロシア、イランなど

が支持している。 

 

一方「支持しない」と表明した国は、米国、カナダ、EU、

チリ、コロンビア、パナマ、コスタリカ、グアテマラ、

ペルー。 

ペルーは左派系のペドロ・カスティージョ氏が大統領を

務めているが、ニカラグアの選挙については「認めない」

と表明しており、現地メディアでは驚きをもって報じら

れている。 

なお、レポート作成時点では日本、中国はニカラグアの

大統領選について特段の見解を表明していない。 

 

 

（写真）Infobae 

 

米国のブリンケン国務長官は、反対派候補を拘束したこ

とについて「オルテガ政権はニカラグア人から選択肢を

奪った」と非難。「同盟国と連携し、制裁やビザの制限

を続ける」との見解を示した。 

 

米国は６月にオルテガ氏の娘や中央銀行総裁らに制裁

を科しているが、今後ニカラグア経済を機能不全にする

ような経済制裁を科す可能性が高まっている。 

 

ニカラグアを取り巻く政治情勢はベネズエラと酷似し

ており、欧米の対応も同じ方向に進んでいるように見え

る。 
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「エクアドル国会議員 サアブ氏の汚職を証言」         

 

マドゥロ政権のテスタフェロとしてカボベルデから米

国に身柄を引き渡されたアレックス・サアブ氏に関する

新情報が報じられた。 

 

エクアドルの国会政治監査委員会のアンドレス・オルト

ニェス氏の証言によると、アレックス・サアブ氏は、エ

クアドルで「Foglocons」という会社を２０１１年に登

記したという。 

 

この会社はベネズエラ向けの輸出入取引の会社として

登記されているが、同社がマネーロンダリングに使用さ

れていたという内容。 

 

オルトニェス氏の説明によると、サアブ氏は２０１２年、

１３年に約３億ドルの輸出を行ったが、税金を一切支払

っていないという。 

 

また「Foglocons」に商品を供給していたエクアドル企

業の中にはエクアドルのプロサッカーリーグ「Liga Pro」

のオーナーである Miguel Angel Loor 氏も含まれるとい

う。 

 

オルトニェス氏によると、Loor 氏は２０１６年にサア

ブ氏の会社から３，６００万ドルを受け取ったという。 

 

「トランプ政権ベネ担当官 方針転換を求める」                  

 

トランプ政権下で２０１９年１月～２１年１月まで米

国国務省ベネズエラ担当官を務めたエリオット・エイブ

ラムス氏はバイデン政権に対して「米国と他の民主主義

国家は、野党の民主的勢力が望む交渉を支援しなければ

ならない。」との見解を示した。 

 

 

 

エイブラムス元担当官は、トランプ政権時代にベネズエ

ラへの圧力強化方針の最前線に立っていた人物である。 

 

エイブラムス元担当官は 

「２０１９年、ベネズエラ問題についてトランプ政権は

内部で意見が食い違っており、ノルウェー政府が進める

与野党協議を支持しなかった。 

 

この方針は、ベネズエラ野党が目的（政権交代）を達成

する機会を失わせることになった。協議に参加していれ

ば一部の政治犯解放で合意することもできただろう。」 

と言及。 

 

また、トランプ政権が掲げてきた「（軍事介入を含めて）

全てのオプションが考えられる」という最大限の圧力方

針について「ただの脅迫として認識された」と指摘。 

 

「軍事介入をする意思が全くないのでれば、あのような

脅迫はするべきではなかった」と振り返った。 

 

また、米国が現在ベネズエラに科している広範囲にわた

る経済制裁について「マドゥロ政権高官には直接影響を

与えていない。ロシア、キューバ、中国、イランの支援

を受けて、マドゥロ政権の運営方針を変えることはでき

なかった。」との見解を示した。 

 

「ロペス VP 党首の父親 EU 議員団として派遣」         

 

１１月８日 欧州連合は、１１月２１日にベネズエラで

予定されている全国州知事選・市長選に EU 議員団を派

遣することを決定した（EU 選挙監視団は既にベネズエ

ラ入りしており、EU 議員団とは別と思われる）。 

 

EU議員団は１１月１８日～２３日にベネズエラを視察

する予定。また、メンバーは１２名。 
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このメンバーにはグアイド議長が所属する政党「大衆意

思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首の父親であるレ

オポルド・ヒル氏も含まれているという。なお、レオポ

ルド・ヒル氏はスペインの国民党の議員。 

 

野党代表の父親が EU 議員団として送られた場合、公平

な調査ができるとは考えにくい。マドゥロ政権が EU 議

員団の受け入れを拒否するなど、EU とベネズエラとの

間に新たな問題が起きる懸念がある。 

 

「穏健野党議員アドバイザー 麻薬密売で逮捕」         

 

（本件は１１月９日に起きたが１１月８日に掲載） 

 

穏健野党に属する「ベネズエラ第一党」のルイス・パラ

議員、コンラド・ペレス議員のアドバイザーであるルイ

ス・アルフォンソ・チリノス氏ら６名が逮捕された。 

 

Yoerili Viloria 記者によると、チリノス氏らは少なくと

も３３６枚のコカインパネルを密売しようとしていた

という。軍部が車を調べたところ車の床下、天井、座席

シートなどにコカインが隠されていたという。 

 

また、拳銃、携帯電話なども発見された。 

 

 

（写真）@yoerli2017 

 

経 済                        

「野党国会 ２１年１０月のインフレ率８．１％」                  

 

野党国会の「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２１

年１０月のインフレ率を公表した。 

 

OVF によると１０月のインフレ率は先月比８．１％増。 

２０２１年１月～１０月までの累積インフレ率は５７

６．３％。 

２０２０年１１月～２１年１０月までの１２か月分の

インフレ率は１，２５８％だった。 

 

なお、ベネズエラ中央銀行も１０月のインフレ率を公表

済み（「ベネズエラ・トゥデイ No.675」）。 

 

中央銀行の１０月のインフレ率は６．８％。 

２０２１年１月～１０月までの累積インフレ率は５７

４．４％。 

２０２０年１１月～２１年１０月までの１２か月分の

インフレ率は１，５７５％としている。 

 

両者の調査はそこまで大きく違っていないようだ。 

 

社 会                        

「宝くじ再開 １等は５０万ドル」           

 

ベネズエラで宝くじ「Triple Gordo」の販売が２０２２

年１月から再開する。 

 

ベネズエラ経済が正常に機能していた頃、ベネズエラで

も宝くじはよく売られており「Triple Gordo」は人気の

宝くじの１つだった。 

 

しかし、当時の宝くじは賞金がボリバル建てだった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d39b03db65e59cbcb9a965896dbfb58.pdf
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ハイパーインフレになり、ボリバル通貨で賞金をもらう

ことに価値が見出せなくなり、いつの間にか宝くじはベ

ネズエラから無くなっていた。 

 

今回はドル建てで賞金が出るという。 

１等は５０万ドル。 

１等以外に「Triple1」「Triple2」「Triple3」があり、 

「Triple1」は１．５万ドル 

「Triple2」は９０００ドル 

「Triple3」は７０００ドル 

が当たるという。 

 

ベネズエラ経済は決して良くないが、低空飛行ながら

徐々に落ち着きを取り戻しているようだ。 

 

 

（写真）Triple Gordo 

 

２０２１年１１月９日（火曜）              

政 治                       

「米 EU・カーターセンターに選挙監視要請     

         ～国連も選挙専門員を派遣～」        

 

米国のホワイトハウスの報道官は、欧州連合の選挙監視

団および米国のカーターセンターに対して、ベネズエラ

の州知事選・市長選の分析を行うよう要請した。 

 

 

「EU およびカーターセンターは、１１月２１日にベネ

ズエラで行われる選挙について、反対派の拘束などマド

ゥロ政権が行った政治参加を妨害する全ての活動を記

録しなければいけない。」と言及。 

 

「ベネズエラで起きていることを国際社会に知らしめ

ることはとても勇敢なことだと考えている。」 

との見解を示した。 

 

つまり、EU とカーターセンターに対して、州知事選・

市長選の結果を否定するための材料を集めてほしいと

呼びかけたということだろう。また、彼らが選挙監視団

として参加すること自体に米国政府は反対していない

と理解して良さそうだ。 

 

また、１１月９日に国連の選挙専門家３名がベネズエラ

に到着した。今後ベネズエラに滞在し、同国の選挙進捗

について視察・監視を行うことになる。 

 

国連から誰が専門家として派遣されたのかは明らかに

されていない。 

 

「Farmatodo、Locatel ワクチン接種会場に」           

 

ベネズエラ保健省は、全国展開しているドラッグストア

「Farmatodo」と「Locatel」の一部の店舗をワクチンの

接種会場にすると発表した。 

 

ワクチン接種会場となる店舗では事前の予約なく、無料

で接種を受けることが出来る。 

 

カラカスでワクチン接種会場となっている Locatel店舗

は以下の通り。 
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（写真）ベネズエラ保健省 

 

経 済                       

「PDVSA Ad-Hoc 資産保護のため予算を要請」            

 

グアイド政権が任命した PDVSA 役員グループ

「PDVSA Ad-Hoc」は声明を発表。 

 

「PDVSA Ad-Hoc」はグアイド政権にコントロールさ

れておらず、独立した経営陣であると主張。また、

CITGO が２０２０年、２１年の経営状況を公開してい

ないとの批判について偽情報であると訴えた。 

 

加えて、グアイド政権に対して「CITGO を保護するた

め債権者と協議するための裁判関連の費用が必要」と指

摘。２０２１年の予算を速やかに承認するよう求めた。 

 

 

 

グアイド政権は「外国資産を保護する」との名目で、米

国政府の支援を受けてマドゥロ政権がコントロールし

ていた外国の政府系資産を凍結させた。 

 

また、米国（ベネズエラが抱える裁判のほとんどは米国

で行われている）で行われている裁判は現在グアイド政

権が担うようになっている。 

 

しかし、グアイド政権には収入源が無く、使用できる資

金は米国にあるベネズエラ政府口座に残された２億ド

ルくらいだ（「ウィークリーレポート No.218」）。 

 

加えて、口座は米国「外国資産管理局（OFAC）」の許可

がなければ動かすことはできない。 

 

この資金の多くはグアイド政権の政治活動費に割かれ

ており、外国資産を保護するための予算はほとんど承認

されておらず、裁判では極めて劣勢。マドゥロ政権が外

国で裁判を請け負っていた当時よりも裁判への対応が

遅れるようになった。 

 

今は米国が制裁ライセンスを更新し、債権者が CITGO

を差し押さえられないようにしているが、このライセン

スが解除されれば多くの債権者が差し押さえ手続きを

始める状況にある。 

 

「行政手続きに要する時間は年１０００時間超」         

 

世界の行政手続きの煩雑性を調べる調査団体「Centro 

Latinoamericano de Atlas Network」とベネズエラの

「Cedice Libertad」の共同調査によると、ベネズエラの

中小企業は年間で平均６８の行政手続きを行っており、

１０４３時間、つまり４３．５日分の時間を費やしてい

るという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6305ace1dc02decaca1759aab8166f1d.pdf
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「Centro Latinoamericano de Atlas Network」は他の南

米諸国でも同様の調査を行っており、ベネズエラはアル

ゼンチンと並んで最も行政手続きが煩雑な国だという。 

 

アルゼンチンは８０９時間。分野によっては１０８２時

間を行政手続きに費やす必要があるという。 

 

なお、コロンビアの中小企業は年間４７の行政手続きを

行っており、手続きにかけている時間は平均で５２４時

間。 

 

ブラジルは４３の行政手続きを行っており、１１５時間

を費やしているという。 

 

「マドゥロ政権 輸出企業らと会合」         

 

１１月９日 マドゥロ政権のデルシー・ロドリゲス副大

統領をトップとする経済委員会はベネズエラ国内の輸

出企業と会合を行った。 

 

会合にはタレク・エル・アイサミ石油相、カストロ・ソ

テルド土地農業相、ホルヘ・アレアサ産業相らも出席し

た。 

 

ソテルド土地農業相は、コーヒー豆の輸出を促進すると

発表。輸出促進のために支援を行うと述べた。 

 

また、輸出手続きの簡素化と輸出に必要な行政コストの

削減を検討しているとした。 

 

民間の輸出関連企業が加盟する「ベネズエラ輸出協会

（AVEX）」によると、２０２１年の非石油産業の輸出額

は前年比３０％増になると説明。輸出の障害になってい

る手続き、コストが低減されれば更に輸出を増やすこと

が出来るとした。 

 

 

社 会                       

「フンボルトホテルのカジノ 客で混雑」            

 

２１年９月からベネズエラでカジノ経営が再開してい

る。カラカスのアビラ山の山頂にある「フンボルトホテ

ル」にもカジノがオープンしている（フンボルトホテル

について「ウィークリーレポート No.204」参照）。 

 

同カジノを訪れた人が自身のツイッターで盛況ぶりを

投稿し、話題になっている。映像では多くの客がカジノ

を楽しんでおり経済危機下とは思えない様子となって

いる。 

 

（写真）@AlexaGomezDos 

 

「ベネ人記者 TOYOTA 新モデルを紹介」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.674」で TOYOTA 社がベ

ネズエラで新モデル「COROLLA CROSS」を販売する

との記事を紹介した。本件について Anna Vaccarella 記

者がインスタグラム（annavacarella）で新モデルを紹介

する動画を投稿。話題になっている。 

 

燃料効率が良く、タンクを満タンにすれば７００キロ走

行できるという。金額は３．８万ドル超だという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cc275aecba05609d99ca1e48a6ba4300.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf

