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（写真）大統領府 “ドゥケ大統領 ベネ国境付近をヘリで移動中に銃撃される、ベネズエラ軍の銃を使用？” 

 

 

２０２１年６月２５日（金曜） 

 

政 治                     

「ドゥケ大統領暗殺未遂 ベネ国境移動中に銃撃 

～ベネズエラ国軍の銃を使用した可能性～」 

「欧米・カナダ ベネズエラ問題で共同声明発表」 

「欧州ミッション団 ７月６日にベネズエラ訪問」 

経 済                     

「公式ルートでの海外送金 １５～１６億ドル」 

「決済アプリ SHASTA 利用者３万人超」 

「BANCOEX メキシコとの貿易促進イベント開催」 

社 会                     

「スペイン 寄付詐欺でベネズエラ人逮捕」 

21 年 6 月 26～27 日（土・日） 

 

政 治                    

「Varianza 世論調査 アンケート調査を公表 

～野党支持率 ４年で半減、与党変わらず～」 

「米ボストングループの勢力が拡大？」 

「PSUV 州知事・市長選の出馬希望者を受付」 

経 済                    

「アルーバ ベネズエラ人入国を条件付きで許可」 

社 会                    

「スリア州民 ８割の収入 ５０ドル／月以下」 

「CICPC 元職員 逃亡中に車で６人をはねる」 

「マイアミマンション 崩落の原因は」 
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２０２１年６月２５日（金曜）             

政 治                       

「ドゥケ大統領暗殺未遂 ベネ国境移動中に銃撃     

   ～ベネズエラ国軍の銃を使用した可能性～」       

 

６月２５日 コロンビアのドゥケ大統領がコロンビア

空軍機ヘリコプター「Black Hawk」に搭乗し、ベネズエ

ラ国境の町サルディナータ（北部）からククタ（最もベ

ネズエラ人の往来が多い場所）に移動している途中で何

者かによる銃撃を受けた。 

 

ドゥケ大統領は無事だったが、ヘリコプターには６発の

銃弾が打たれていた。 

 

ヘリコプターにはディエゴ・モラノ国防相、ダニエル・

パラシオス内務相、ノルテデサンタンデール州のシルバ

ノ・セラーノ知事、ククタ市のジャイロ・ジャネス市長

も同乗していたという。 

 

もしヘリコプターが墜落すればコロンビア史上でも類

を見ない大事件になっていただろう。 

 

コロンビア警察は事件の捜査を開始。 

事件現場付近に２丁の銃を発見したと発表した。 

一丁は AK-４７（登録番号を調査中）。もう一丁は、７．

５２口径の銃でベネズエラ国軍のマークが付いていた

という。 

 

モレノ国防相は、「犯人の所在特定につながる情報提供

者に対して３０億ペソ（約７９．５万ドル）を支払う」

と発表。犯人の情報提供を求めた。 

 

 

(写真)コロンビア大統領府 

 

この発表から、ドゥケ大統領襲撃事件にベネズエラ国軍

の銃が使用された可能性が高いとみられている。 

 

今回の事件について、現在のところ犯行グループの声明

などは公表されていないが、この拳銃はククタ周辺を拠

点とするゲリラが使用する銃で、「人民解放軍（ELN）」

が起こしたものではないかと報じられている。 

 

グアイド政権は「マドゥロ政権がゲリラに武器を提供し

ている証拠」と指摘。マドゥロ政権とコロンビアゲリラ

の関係を非難した。 

 

なお、マドゥロ大統領は現在のところ今回の事件につい

て特段のコメントはしていない。 
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「欧米・カナダ ベネズエラ問題で共同声明発表」         

 

６月２５日 米国のブリンケン国務長官、欧州連合のボ

レル外交政策委員長、カナダのマーク・ガルノー外相は

共同声明を発表した。 

 

内容は交渉によるベネズエラ問題の解決を支持するス

タンスを示すと同時に、自由で透明な選挙に向けた進展

があれば、制裁を見直す意思があるというもの。 

 

具体的には 

「全ての関係者が関与する包括的な交渉、公職者を決め

るための具体的なスケジュールの設定、ベネズエラ国民

が大統領選・国会議員選・州知事・市長選で自由に政治

意思を表明できる環境がベネズエラの危機を解決させ

る 

 

政治的な理由で不当に拘束された全ての人を無条件で

解放すること、政党の無効解除、メディアを含めた表現

の自由の保証、人権侵害を終わらせるよう求める。 

 

これらの事項について信頼できる進展があった場合、喜

んで制裁を見直す意思がある」 

と表明した。 

 

また、「２１年１１月に行われる選挙について、国際的

なスタンダードで民主的と認識できる選挙が行われる

よう要求する。ベネズエラ政治アクターの合意により食

料・医薬品・Covid-１９ワクチンなど人道支援が円滑に

進むことを望んでいる。」とした。 

 

この声明は、２１年１１月の選挙実施自体を否定してい

ないように解釈できる。 

また、大統領選・国会議員選についてやり直しを求めて

いるというより、具体的なスケジュール設定を求めてい

るように見える。 

 

「欧州ミッション団 ７月６日にベネズエラ訪問」                  

 

６月２１日 欧州連合のボレル外交政策委員長は、１１

月に予定されている全国州知事選・市長選に欧州から選

挙監視団を派遣するかどうかを検討するための調査員

をベネズエラに送ると発表していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.616」）。 

 

本件について、ベネズエラの「選挙管理委員会（CNE）」

は、欧州の調査員は７月６日にベネズエラに到着すると

発表した。 

 

欧州から派遣されるのは欧州連合の政府関係者３名と

選挙専門家４名だという。 

 

 

（写真）CNE 

“調査員の派遣について協議するカルサディージャ

CNE 代表（左）とダンディーニ欧州大使館商務官” 

 

経 済                        

「公式ルートでの海外送金 １５～１６億ドル」             

 

ベネズエラで両替を行っている「Zoom Casa de Cambio」

の Ceser Atencio 社長は、現在のベネズエラの送金事情

について語った。 

 

Atencio 社長によると、外国からの送金の回数は増加し

たが金額は減少しているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf
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現在、ベネズエラに送られる送金額は１回６０ドル程度。 

送金額が少なくなった理由について、外国に移住したベ

ネズエラ人がCovid-１９で職を失ったためと指摘した。 

 

逆に（総額こそ大きくないが）ベネズエラから外国の家

族に向けて送金される場合もあり、その金額は１回１４

０ドル程度と外国からの送金よりも金額は大きいとい

う。なお、送り先の５０％以上はコロンビア。ペルー、

エクアドル、アルゼンチンと続く。 

 

現在ベネズエラに送られてくる仕送り額は１カ月で平

均１．２億ドル～１．３億ドル。年間で１５億～１６億

ドル程度だという。外国からの仕送りの多くはスペイン、

イタリア、メキシコ、エクアドルなど。 

 

ただし、多くの送金は銀行や両替商を経由しておらず、

非正規のルートで送られていると指摘。 

Atencio 社長は、少なくとも送金の２０％は非正規のル

ートで行われていると言及。 

 

非正規のルートでの送金は遅延や詐欺のリスクがある

し、そもそも違法行為で、現在は正規の安全な両替ルー

トで為替レートも手数料もほとんど変わらないと説明。

正規ルートでの両替を推奨した。 

 

「決済アプリ SHASTA 利用者３万人超」         

 

ベネズエラのニュースサイトなどを見ていると広告が

表示されるが、その広告で最近「SHASTA」というアプ

リの広告を度々目にする。 

 

この「SHASTA」は決済アプリ。 

２０年１１月にベネズエラの民間銀行「Banco Nacional 

de Credito（BNC）」と契約を結び、同行顧客の決済サー

ビスを行っている。現在、同アプリを使用するベネズエ

ラ人は３万人を超えているという。 

 

「SHASTA」はデジタル決済を行うアプリで、使用者の

評判はかなり良いようだ。 

 

同アプリを通じて、外国から受け取った送金（ドル、ユ

ーロなど）を低コストで現地通貨に両替することができ

る。ドル口座・ユーロ口座だけを開設することも可能。 

複数の通貨口座と連携することも可能だという。 

 

ベネズエラから外国の家族に向けて仕送りをすること

も可能で、外国から仕送りを受け取ることも可能。 

 

「SHASTA」間の送金手数料は無料。且つ、決済がすぐ

に反映されるという。詳細は「SHASTA」のウェブサイ

トで確認できる。 

 

 

（写真）Banco Nacional de Credito（BNC） 

 

「BANCOEX メキシコとの貿易促進イベント開催」                  

 

ベネズエラの公的組織「ベネズエラ貿易銀行

（BANCOEX）」は、メキシコとの貿易を行っている、

または検討するベネズエラ企業らに対して、「ベネズエ

ラ・メキシコ貿易促進イベント」に参加するよう呼び掛

けた。 

 

同イベントは６月２８日～７月５日に開催される。 

 

https://shasta.me/informacion/venezuela/


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年６月２５日～６月２７日報道            No.６１８   ２０２１年６月２８日（月曜） 

5 / 8 

 

同イベントではベネズエラからの輸入を検討するメキ

シコ企業らと商談が可能だという。 

 

BANCOEX は、日本でいう「JETRO」に近い組織で、

外国のビジネス展示会でナショナルブースを取りまと

めたり、外国企業の商談斡旋イベントを開催したりして

いる。 

 

 

（写真）BANCOEX 

 

社 会                        

「スペイン 寄付詐欺でベネズエラ人逮捕」           

 

スペインで児童のがん治療を目的に寄付を募っていた

ベネズエラ人３名が詐欺の容疑で逮捕された。 

 

詐欺を行ったのは「Fundacion CIBI（CIBI 基金）」とい

う非営利団体で、経済的に貧しい児童へがん治療を行う

との名目で、合計１００万ユーロを集めたという。 

 

しかし、この資金は３名が個人的な目的で使用したと報

じられている。 

 

この詐欺は２０１７年から調査が始まっており、スペイ

ン検察の調査によると、集めた１００万ユーロのうち、

本当に児童のがん治療に使用されたのは４０００ユー

ロしかなかったという。 

 

 

（写真）El Espanol 

 

２０２１年６月２６日～２７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Varianza 世論調査 アンケート調査を公表      

 ～野党支持率 ４年で半減、与党変わらず～」          

 

世論調査会社「Varianza」は、６月９日～１５日にかけ

て、カラカス市内に住む８００人のベネズエラ人を対象

にアンケート調査を実施した。 

 

その結果、回答者の政治思想について、 

５１．４％は「無党派」 

２６．３％は「野党支持」 

２２．４％は「与党支持」 

と、無党派層が過半数を占めているとした。 

 

なお、２０１６年１２月、１７年９月に同じ調査を行っ

た際には、「野党支持」との回答者はそれぞれ５５．７％、

５４．３％だったので、この約４年間で支持者が半減し

たことになる。 

 

他方、与党支持は１６年１２月には２３．７％、１７年

９月には２１％だったので、この５年間、ほとんど変化

していない。 
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Covid-１９に関する政府の対応について、「否定的」な

意見は３８．３％。「肯定的」な意見は２９．９％、「普

通」の意見は２９．６％との結果が出ている。 

なお、既にワクチンを接種したか？ 

 

との質問については、１４．１％は「接種済み」と回答。 

「接種していない」は８５．９％で少ないながらも都市

部では比較的接種が進んでいるのかもしれない。 

 

 

 

他、現在リベルタドール市長選への出馬の噂がある人物

についての投票意思を確認したところ、最も投票が多そ

うなのは「鉛筆同盟（Alianza Lapiz）」のアントニオ・エ

カリ氏。 

 

現職のリベルタドール市長エリカ・ファリア市長へ投票

するとの意見は５．１％だった。 

 

「米ボストングループの勢力が拡大？」        

 

スペイン系メディア「ABC」は、「ボストングループ」

がバイデン政権に対ベネズエラ方針を変更するよう働

きかけていると報じた。 

 

「ボストングループ」とは、故チャベス政権時代に結成

された米国・ベネズエラの議会議員らで構成される非公

式な政治グループ。基本的に親マドゥロ政権的なグルー

プである。 

 

「ボストングループ」は、マドゥロ政権との連絡窓口と

なっており、過去ベネズエラで拘束されていた米国人の

解放などに成功している。 

 

「ボストングループ」を構成する米国のメンバーは民主

党の元議員が多く、トランプ政権（共和党）下では「ボ

ストングループ」の活動は限られていた。 

 

しかし、バイデン政権（民主党）に交代し、米国の上院・

下院で民主党がコントロールを得たことで、同グループ

の動きが活発化しており、米国の対ベネズエラ方針に

「ボストングループ」が影響し始めているという。 

 

「PSUV 州知事・市長選の出馬希望者を受付」        

 

６月２７日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

は、１１月に予定されている州知事選・市長選への出馬

を希望する党員の立候補受付を行った。 

 

同日夜、PSUV のディオスダード・カベジョ副党首は、

１日で２１，１５３名の出馬申請を受け付けたと説明。 

 

カベジョ副党首によると、州知事選への出馬申請を行っ

た党員は３，５９３名（女性が２，３６１名、男性が１，

２３２名）だという。 
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ベネズエラは、２３州なので選ばれるのは１５０人に１

人以下ということになる。 

 

今後、PSUV 内部で出馬希望者の中から最終候補者が選

定されることになる。 

 

なお、１１月の州知事選・市長選の出馬受付は８月９日

から始まる。 

 

経 済                       

「アルーバ ベネズエラ人入国を条件付きで許可」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.616」で、ベネズエラとア

ルーバの移動が再開する可能性があるとの記事を紹介

した。 

 

アルーバ政府は条件付きで、ベネズエラ人に対してアル

ーバへの入国を許可すると発表した。 

 

ただし、同島への直通はなく、アルーバへの入国を希望

するベネズエラ人はアルーバと接続路線のあるラテン

アメリカの国、あるいは米国を経由して入国する必要が

あるという。 

 

また、入国時の要件として 

・入国には有効期限が切れていないパスポート 

・１７歳未満の場合は、両親か保証人の許可証 

・米国政府あるいはカナダ政府が発行した多目的入国

ビザ（ビザの有効期限は、アルーバの滞在期間内でな

ければならない）を持つベネズエラ人は、最長９０日

間の滞在が可能。 

・英国政府あるいはアイルランド政府が発行した多目

的入国ビザ（ビザの有効期限は、アルーバの滞在期間

内でなければならない）を持つベネズエラ人は、最長

９０日間の滞在が可能。 

が求められる。 

 

また、ベネズエラ人に限らず、アルーバは全ての入国者

に Covid-１９対策の要件を課しており、 

・アルーバ出発の７２時間前までに行われた感染検査

で Covid-１９に感染していないことを証明する書類。 

・アルーバ政府が有効と認識する検査は、HDA, NAAT, 

NEAR, RT-LAMP, RT-PCR, y TMA だという。 

 

社 会                       

「スリア州民 ８割の収入 ５０ドル／月以下」            

 

スリア州の人道団体「スリア州人権委員会（Codhez）」

は、スリア州民の食料事情に関する調査レポートを公表

した。 

 

調査はスリア州５市（マラカイボ市、サンフランシスコ

市、カビマス市、マラ市、ラグニージャ市）の１，２０

０世帯を対象としたもの。実施時期は２０２１年３月だ

という。 

 

同調査によると、５５．４％は１カ月の収入が１１～５

０ドル。２５．９％は１カ月の収入が０～１０ドルだと

いう。 

 

５０ドルより収入を得ている家庭は全体の２割弱。２０

０ドル以上の家庭は０．２％だという。 

 

また、１カ月の食事の支出について１１～５０ドルを使

用するとの回答は全体の５８．５％。０～１０ドルは

９％。 

 

５０ドル以上を使用する家庭は全体の３６．４％。 

 

多くの回答者は収入よりも食費の方が高い。 

つまり、このアンケートで収入と認識される以外の収入

源があるか貯金を切り崩しているということになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf
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「CICPC 元職員 逃亡中に車で６人をはねる」           

 

６月２６日 内務司法省傘下の治安部隊「犯罪科学捜査

班（CICPC）」の元職員が、車で６人をはねる事件が起

き、現場が騒然となった。 

 

事件が起きたのは、カラカスのスクレ・デ・カティア通

り。 

 

事件現場の目撃者の証言によると、６人をひいた車はバ

イクとぶつかり、コントロールを失って、歩道に向かっ

てぶつかったという。 

 

別の防犯カメラの映像では、事件前にこの車が警察に追

われており、何かを盗んだため警察に追われていたと報

じられている。 

 

なお、CICPC のドグラス・リコ班長は、事件を起こし

た元職員（Junior Pacheco 氏）について、「組織の規則

を繰り返し違反したため、解雇していた」と説明してい

る。 

 

 

（写真）Ramon Camacho 記者 

 

 

 

 

 

「マイアミマンション 崩落の原因は」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.617」で、米国フロリ

ダ州サーフサイドで起きた大型マンションの崩落事件

について紹介した。 

 

救助隊の捜索が続いているが、直近の報道で確認されて

いる死者数は９名。未だに約１６０名の人が行方不明に

なっているという。 

 

ベネズエラ人は６名が行方不明のままで、この６名のう

ち４名は居住者ではなく、一時滞在者だったようだ。 

 

崩落の理由について、正式な発表はされていないが、建

設専門家の Axel Belfort 氏は崩壊現場の写真から崩壊し

た原因を推測した。Belfort 氏によると、下図のように２

階部分で円柱の周りが崩れ落ちるように床が抜けてお

り、この部分の強度に問題があったという。 

 

なお、２０１８年に建設コンサルタント会社「Morabito 

Consultants」が４０年定期検査を行った際、同マンショ

ンについて「複数の箇所で大きな構造上の問題がある」

と指摘していたという。 

 

（写真）Axel Belfort 氏ツイッター 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60160701bb4f7a81d8d6abdbee795012.pdf

