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（写真）Axie Infinity “外貨を稼げるゲーム「Axie Infinity」 ベネズエラで静かなブーム” 

 

 

２０２１年８月１６日（月曜） 

 

政 治                     

「フレディ・ゲバラ氏解放 与野党協議に参加？ 

～今週中に出馬権が復活する政治家も～」 

「Datanalisis 野党の不人気アンケート調査 

～野党一番人気のスタンスを確認～」 

「米企業役員 ベネズエラ軍への役務提供で逮捕」 

経 済                     

「CITGO グアイド政権以降初の黒字」 

社 会                     

「稼げるゲーム Axie Infinity ベネズエラで流行」 

「ミス・ベネズエラ決勝 １０月２８日に開催」 

２０２１年８月１７日（火曜） 

 

政 治                    

「Interpol FARC 幹部らに指名手配を発出」 

「マドゥロ大統領 米大使館の再開について言及」 

経 済                    

「中央銀行 為替レート安定のためユーロ投入」 

「Fedecamaras 与野党協議支持の声明発表」 

社 会                     

「メリダ州で初のムコール症の発症を確認 

～Covid-１９のステロイド投与が原因～」 

「移住ベネズエラ人 ２１％は奴隷的な扱い」 

「Saime 本部で火災発生」 
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２０２１年８月１６日（月曜）             

政 治                       

「フレディ・ゲバラ氏解放 与野党協議に参加？      

   ～今週中に出馬権が復活する政治家も～」       

 

８月１５日夜、グアイド議長の腹心で「大衆意思党（VP）」

の 幹 部 フ レ デ ィ ・ ゲ バ ラ 氏 が SEBIN の 収 容 施 設

「Helicoide」から解放された。 

 

ゲバラ氏は解放後、記者に対して 

「解放の理由はほとんど聞かされていない。解放に当た

ってどのような条件が課せられているのかも現時点で

は把握していない。」と回答している。 

 

また、拘束中の扱いについて「拷問は受けていない」と

回答した。 

 

ガブリエラ・ゴンサレス記者は、「フレディ・ゲバラ氏

は３０日に一度、裁判所に出頭するとの条件で解放され

た」と報じている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.639」でもゲバラ氏が

解放され、ベッキオ在米ベネズエラ代表大使に代わり、

与野党協議に参加すると報じられていたが、現実になり

そうな雰囲気だ。 

 

 
（写真）Bancaynecogios 

８月１６日 マドゥロ大統領は記者会見を実施。 

フレディ・ゲバラ氏の解放に言及し、 

「彼は条件付きで解放をされたと聞いた。もし、メキシ

コでの対話の特使になるのであれば、我々は彼と対話を

する。フレディ・ゲバラが対話に参加することを歓迎す

る。」とコメントした。 

 

また、８月１７日 「ロイター通信」は、ゲバラ氏にイ

ンタビューを実施。「メキシコでの与野党協議に参加す

る意思がある」と回答したという。 

 

全体の動きを踏まえると、与野党協議における「大衆意

思党（VP）」の代表はカルロス・ベッキオ大使からフレ

ディ・ゲバラ氏に交代しそうだ。 

 

また、現在「選挙管理委員会（CNE）」で役員を務めて

いるロベルト・ピコン氏（野党系代表）は、インタビュ

ー番組「Circuito Exitos」に出演。 

 

今週中に出馬禁止措置が取られていた野党政治家の出

馬権が復活する可能性があると指摘した。 

 

「Datanalisis 野党の不人気アンケート調査       

      ～野党一番人気のスタンスを確認～」         

 

現地世論調査会社「Datanalisis」は、野党政治家の不人

気アンケート調査の結果を公表した。 

 

同調査によると、現在の野党のリーダーであるファン・

グアイド議長の拒絶率は８１．８％。 

 

選挙参加を志向する野党の元リーダー、エンリケ・カプ

リレス元ミランダ州知事の拒絶率は８４．４％。 

 

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・ロペス党首の拒絶率は７８．２％。 
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「行動民主党（AD）」のトップで古株政治家のヘンリー・

ラモス・アジュップ幹事長の拒絶率は８０．９％。 

 

急進野党のリーダー「ベネズエラ主導党（VV）」のマリ

ア・コリナ・マチャド党首の拒絶率は７０％との結果が

出た。 

 

なお、アンケート回答者の政治思想について 

６７．５％は「無党派（与野党どちらも支持しない）」 

１０．７％は「野党派」 

１６．７％は「与党派」。 

 

また、２８％の回答者は「与党でも野党でもない独立系

候補に投票したい」と回答したという。 

 

上記の通り、「野党支持」の人数はこの数年で著しく減

少した。その中でも最も拒絶率が低いマチャド党首のス

タンスを確認したい。 

 

８月１７日 野党系メディア「El Nacional」は、マチャ

ド党首のインタビュー記事を投稿している。 

 

マチャド党首は、メキシコでの与野党協議を拒絶。 

マドゥロと協議を行うことは、彼を政治の代表として認

めたことになると主張。グアイド暫定政権について「敗

北した」と指摘した。 

 

マチャド党首によると、この２０年間の戦いの中で、こ

の２年程は国際社会がマドゥロ政権を犯罪国家と認識

し、政権を不当に奪った簒奪者と認識していた。 

マドゥロと協議を行うことで、この２つの偉業を失うこ

とになると警鐘を鳴らした。 

 

また、現在のベネズエラは戦争状態にあると指摘。 

戦争には勝者と敗者がおり、グアイド暫定政権は国内外

の支持を受けて過去２２年間で最も勝利に近かったが、

過ちを犯し、負けようとしていると訴えた。 

 

 

（写真）Maduradas 

“左からグアイド議長、ロペス VP 党首、マチャド VV 党

首、カプリレス元ミランダ州知事” 

 

「米企業役員 ベネズエラ軍への役務提供で逮捕」                  

 

８月１５日 米国政府はマイアミ在住のホルヘ・ノブレ

ガ氏を逮捕した。 

 

逮捕理由は、マネーロンダリングとマドゥロ政権に科し

た制裁違反。 

 

「El Nuevo Heraldo」によると、ノブレガ氏は自身が経

営する「Achabal Technologies」という会社を通じてベ

ネズエラ空軍が所有するロシア戦闘機「Sukhoi-30」の

メンテナンス役務を提供したという。 

 

「Achabal Technologies」は制裁回避のための迂回決済

をしていたようで、同社がポルトガルに所有している口

座にタイのアスファルト製造会社「Tipco」からの支払

いがあったという。 

 

「Tipco Asfalto」は PDVSA と長年の取引関係があり、

制裁を科せられて以降、PDVSA は「Tipco」を通じて決

済を代行してもらっていたとの噂が存在した。 
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経 済                        

「CITGO ７四半期ぶりの営業黒字」           

 

８月１６日 PDVSA の米国子会社「CITGO」は、２０

２１年第２四半期の営業成績を公表した。 

 

純利益は３００万ドル。 

CITGO が黒字になるのは２０１９年第３四半期以来、

７期ぶりだという。 

 

２１年５月に Lake Charles 製油所の稼働率が下がった

一方で、Lemont 製油所、Illionois 製油所の稼働率が上

昇。 

 

また、２１年３月～６月にかけて原油輸出は日量１３万

バレルと前年同期の日量８．７万バレルから大きく増加

したことで黒字となった。 

 

社 会                        

「稼げるゲーム Axie Infinity ベネズエラで流行」           

 

「アクシーインフィニティ（Axie Infinity）」というゲー

ムを御存じだろうか。ベトナムのクリエイターが作成し

たゲームで、ゲームで遊ぶことでお金を稼ぐことが出来

る。 

 

うまく遊ぶことが出来れば１カ月で８００ドル程度の

利益を出すことも可能。 

 

外貨を稼ぐ手段を探しているベネズエラ人の中で静か

なブームになっているようだ。報道によると、ラテンア

メリカ諸国の中で最もアクシーインフィニティのプレ

イ人口が多いのはベネズエラだという。 

 

 

 

 

アクシーインフィニティはポケモンに近いゲームでキ

ャラクターを成長させることでポイントを得る仕組み

になっている。このゲームで得るポイントは仮想通貨な

ので、円やドルなど現金に換金することが可能となって

いる。 

 

ただし、このゲームを始めるためには最初にゲームで使

用するキャラクターを仮想通貨で購入する必要があり、

１２００ドル程度の初期費用が必要。 

 

ただ、将来的に成長したキャラクターを仮想通貨で転売

することも出来るという。 

 

とは言え、このゲームで使用する仮想通貨（イーサリア

ム）のレート変動により損をする可能性はあるだろう。 

 

 

（写真）アクシーインフィニティ 

 

「ミス・ベネズエラ決勝 １０月２８日に開催」               

 

８月１６日 ベネズエラの美女コンテスト「ミス・ベネ

ズエラ」が１０月２８日１９時に放送されると発表した。 

 

６００人以上の候補者から１８名が選ばれ、この１８人

で「ミス・ベネズエラ」を競うことになるという。 
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２０２１年８月１７日（火曜）              

政 治                       

「Interpol FARC 幹部らに指名手配を発出」        

 

８月１７日 コロンビア警察のルイス・バルガス警視庁

長官は、「国際刑事警察機構（Interpol）」が「コロンビ

ア革命軍（FARC）」の幹部 Iván Márquez、Hernan Dario 

Velasquez、Henry Castellanos Garzon、 Jose Vicente 

Lesmes に対して指名手配をかけたと発表した。 

 

バルガス警視庁長官は、Interpol の加盟国１９４カ国、

特に FARC を匿っているとされるベネズエラに対して、

これらの人物の拘束に協力するよう要請した。 

 

Iván Márquez 氏は２０１６年にコロンビア政府と和平

合意を結んだが、１９年８月に和平合意の破棄と武装再

開を宣言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.337」）。 

 

Hernan Dario Velasquez 氏、Henry Castellanos Garzon

氏、Jose Vicente Lesmes 氏については、１６年の和平交

渉に合意せず、FARC を離脱していたという。 

 

また、Hernan Dario Velasquez 氏については特に２００

３年２月にボゴタの「Club El Nogal」の爆破事件の主犯

格と説明。この爆破事件は２００名以上が負傷し、３６

名が死亡する大惨事となったという。 

 

「マドゥロ大統領 米大使館の再開について言及」           

 

マドゥロ大統領は記者会見を実施。 

 

マドゥロ政権は米国のバイデン政権と直接交渉する意

思があると言及した。 

 

 

 

 

また、制裁について全面的に解除するよう要請。 

米国がメディアによるネガティブキャンペーンや社会

混乱を引き起こす戦略、傲慢な態度を改めるのであれば 

在ベネズエラ米国大使館を戻すことも可能と言及した。 

 

２０１９年以降、在ベネズエラ米国大使館は機能を停止

している。現在はコロンビアにある米国大使館がその機

能を引き継いでいる。 

 

この申し出について、バイデン政権国務省の報道官はマ

ドゥロ政権との直接対話を拒否。 

 

「マドゥロ政権は、協議を行っている「統一プラットフ

ォーム」と誠実な協議を行わなければいけない」との見

解を示した。 

 

経 済                       

「中央銀行 為替レート安定のためユーロ投入」            

 

並行レートが上昇するとの観測があったが、８月の並行

レートの上昇率は２．８５％とかなり抑えられている。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、為替レートが落

ち着いている理由について、中央銀行がユーロを投入し

ているためと報じた。 

 

「Bancaynegocios」によると、中央銀行は１カ月当たり

１，７００万～２，０００万ユーロを為替市場に投入し

ているという。 

 

また、もう１つの要因としてボリバル通貨の国内流通量

の増加が抑えられていると指摘。 

 

８月６日時点の国内通貨流通量は４週間前と比べて３．

１２％しか増加しておらず、通貨流通量が減少した週も

あったという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
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「Fedecamaras 与野党協議支持の声明発表」         

 

８月１７日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は与

野党協議を支持する意向を示す声明を発表した。 

 

Fedecamaras は、「政治が本来あるべき道に戻ったこと

を歓迎する」と表明。 

 

「継続的で包括的で率直な協議プロセスが行われると

信じる。相互を尊重し、国民を最優先に考えることでベ

ネズエラが直面している深刻な危機を克服できる」 

と主張。 

 

Fedecamaras は企業団体として、与野党協議が成功する

ために最大限の努力と協力をすると表明した。 

 

 

（写真）Fedecamaras 

“与野党協議の再開を歓迎する意向を表明” 

 

社 会                       

「メリダ州で初のムコール症の発症を確認       

    ～Covid-１９のステロイド投与が原因～」            

 

８月１７日 メリダ州のラモン・ゲバラ知事は、メリダ

州 Campo Elias 市でムコール症を発症した患者を確認

したと発表した。 

 

ムコール症の発症が公式に発表されたのはベネズエラ

で初めてのことになる。 

 

ムコール症は、「ムコール」と呼ばれる真菌によって引

き起こされる感染症。 

 

Covid-１９の治療時にステロイド薬を使用するケース

があるが、ステロイド薬は免疫力の低下を引き起こすた

め、通常は繁殖しない菌が体内に繁殖してしまい発症す

るという。 

 

インドでは既に多くの Covid-１９感染者がムコール症

にかかっているという。 

 

「ムコール症」は特に糖尿病患者やエイズ患者がかかり

やすいと報じられている。 

 

なお、「ムコール症」の症状は主に吐血、高熱、呼吸困

難だとされている。 

 

メリダ州知事はマドゥロ政権に対して、出来るだけ早く

Covid-１９ワクチンの接種を進めるよう要請した。 
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「移住ベネズエラ人 ２１％は奴隷的な扱い」         

 

「カトリック・アンドレス・ベジョ大学（UCAB）」の調

査によると、国外に移住したベネズエラ人の多くが奴隷

的な生活を余儀なくされているという。 

 

同調査は外国に住むベネズエラ移民４，６００人を対象

に行った。 

 

同調査によると、２１％の回答者は一切の報酬を得るこ

となく労働を強制されているか、自身の意思とは関係な

く労働を強いられているとの結果が出たという。 

 

コロンビアでは、ELN などのゲリラ組織がベネズエラ

人女性を騙して水商売で働かせるケースが多発してお

り、ノルテ・デ・サンタンデール県では９０％の売春婦

がベネズエラ人女性だったという。 

 

トリニダード・トバゴでも同様の問題が起きている。 

 

また、ブラジルでもベネズエラ人の人身売買ネットワー

クが存在すると指摘している。 

 

「Saime 本部で火災発生」                

 

８月１７日正午ごろ カラカス・ミランダ公園前の「出

入国管理局（Saime）」の本部で火災が発生した。 

 

火災が起きたのは屋上、防水処理をしていた際にアスフ

ァルトに引火してしまったようだ。 

 

幸い消防隊がすぐに駆け付け鎮火。 

大規模火災には発展せず、空調設備や変電機などが焼け

ただけで、ほとんど負傷者は出なかったという。 

 

 

 

 

（写真）@danivcq “火事が起きた Saime 本部の様子” 

 

以上 


