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（写真）ベネズエラ情報通信省 “「ボリバル・デジタル」の発行を発表、６ケタの通貨切り下げ” 

 

 

２０２１年８月４日（水曜） 

 

政 治                     

「州知事選 与党選挙委員会の内部資料が流出 

～野党の票分散を促す作戦を検討か～」 

「ククタ軍基地で使用した爆薬はベネズエラから」 

「コロンビア InterPole に FARC 幹部拘束要請」 

経 済                     

「IMF ベネズエラへの５１億ドル融資は不可」 

「Conoco ジャマイカから債権回収を検討」 

社 会                     

「カラカスマフィア Loco Leo 死亡を確認」 

「シリア人企業家 PDVSA との取引で懲役８０年」 

２０２１年８月５日（木曜） 

 

政 治                    

「与野党協議開始前に覚書を締結？ 

～選挙参加の最終合意は９月になる見通し～」 

「英国商務官 マドゥロ政権高官と会談」 

経 済                    

「中央銀行 通貨切り下げを発表 

～６ケタのデノミ、１０月１日より開始～」 

「通貨切り下げ 専門家のコメント」 

社 会                    

「Koki 資産をコロンビアに移動か」 

「東京オリンピック ベネから空手選手が出場」 
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２０２１年８月４日（水曜）             

政 治                       

「州知事選 与党選挙委員会の内部資料が流出          

    ～野党の票分散を促す作戦を検討か～」       

 

８月４日 ベネズエラ人記者のフェデリコ・ブラック氏

は、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」の選挙

委員会の内部資料と思われる資料を公表した。 

 

内容は、アンソアテギ州、ミランダ州、タチラ州の選挙

に関するもの。 

 

資料によると、与党候補を当選させるため上記３州で戦

略を立てる必要があるとしている。 

 

具体的な内容はアンソアテギ州について、「穏健野党の

ホセ・ブリト候補（「第一正義党（PJ）」の元党員）をア

ンソアテギ州知事選に出馬させることに合意する」とい

うもの。 

 

恐らく、与党がブリト候補を推薦するということではな

いと思われるが、ブリト候補をアンソアテギ州知事選に

出馬させることで野党支持者の票を分散させることが

狙いと思われる。 

 

他にもアンソアテギ州内の重要な市「プエルト・ラ・ク

ルス」「バルセロナ」「レチェリア」などでブリト候補が

推薦する候補をサポートすると書かれている。 

 

ミランダ州については、元々野党支持者が多く、PJ のカ

ルロス・オカリス元スクレ市長が知事選に出馬すること

を PSUV として脅威に感じており、野党支持者の票を

分散させるため、戦略的に「バルータ市議を務めていた

ダビッド・ウスカテギ氏をサポートするべき」と書かれ

ている。 

 

タチラ州については、現在タチラ州知事を務めているラ

イディ・ゴメス知事の人気は高く、彼女が再出馬を検討

していることを受けて、同州知事選で与党が勝つことは

困難との見方を示している。 

 

従って、ゴメス知事が当選した場合を想定し、彼女と協

力的な合意を維持するべきとしている。 

 

ミランダ州知事選で与党と共闘を指摘されたダビッド・

ウスカテギ元市議は、この記事の事実を否定。 

 

主要野党が世論を操作するために虚偽の情報を流して

おり、ブラック記者は彼らの召使として活動していると

訴えた。 

 

「ククタ軍基地で使用した爆薬はベネズエラから」         

 

６月１５日 ベネズエラとコロンビアの国境の町クク

タ（コロンビア側）のコロンビア軍第３０基地内で自動

車が爆発し、米軍兵を含む４４名が負傷した。 

 

また、６月２５日にはドゥケ大統領らがヘリコプターで

ククタに向かう途中に銃撃を受ける事件が起きた（一連

の事件の詳細は「ウィークリーレポート No.210」参照）。 

 

コロンビア警察は、一連の事件の計画者・実行犯を複数

逮捕しており、米国の「連邦捜査局（FBI）」も含めて今

回の事件の真相解明を行っている。 

 

本件について、コロンビア系メディア「El Tiempo」は、

拘束者が FBI 職員に対して、「６月１５日に起きた軍基

地爆発事件の爆薬はベネズエラから持ち込まれた」と証

言していると報じた。 

 

なお、爆薬を乗せていた自動車は、事件の計画者である

メディナ氏が自身の父親から購入したという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/538c751f93f75b0ae2070f11e0ac667f.pdf
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爆薬をコロンビアに持ち込むため、国境を監視している

軍人に対して、食料を渡し、金銭を支払ったという。 

 

報道によると、爆発物を通過させるためにドルに換算し

て総額１５万ドル以上がかかったという。 

 

「コロンビア InterPole に FARC 幹部拘束要請」                  

 

８月４日 コロンビア警察、コロンビア検察は共同で、

「国際刑事警察機構（通称、インターポール）」に対し

て、ベネズエラに潜伏しているとされる FARC 幹部イ

バン・マルケス氏を拘束、引き渡すよう求めた。 

 

コロンビア政府は、イバン・マルケス氏に懸賞金３０億

ペソ（約７６．６万ドル）をかけており、それとは別に

米国政府はマルケス氏に１０００万ドルの懸賞金をか

けている。 

 

７月２６日 ドゥケ大統領は米国に対して、コロンビア

ゲリラを匿い、コロンビア社会を不安定化させようとし

ているとしてベネズエラ（マドゥロ政権）をテロ支援国

家に認定するよう要請していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.631」）。 

 

マドゥロ大統領は、この訴えに反論。 

 

ドゥケ政権はベネズエラを混乱させようとする暴力的

なグループを自国に匿っていると指摘。 

 

最近、マドゥロ政権はカラカスを拠点とするマフィアの

掃討作戦を行っているが、マフィアのトップがククタに

移動していると報じられている。 

マドゥロ政権はコロンビアとグアイド政権がカラカス

を不安定化させるためにマフィアを利用したと指摘。 

このマフィアを匿うため、コロンビアへの移動を支援し

ていると訴えた。 

 

経 済                        

「IMF ベネズエラへの５１億ドル融資は不可」           

 

８月２日 「国際通貨基金（IMF）」総務会は、国際的な

流動性を促進するため、総額６，５００億ドル相当の「特

別引出権（SDR）」の配分を承認した。 

Covid-１９で打撃を受けた地域経済を回復させること

が目的で低所得国・発展途上国に配分される。 

 

南米諸国の割当額は以下の通り。ベネズエラについては

５１億ドルが配分される予定だが、この５１億ドルを使

用することはできないという。 

 

ゴールドマン・サックスのアナリスト Alberto Ramos 氏

は、「ベネズエラは例外的」と指摘。 

 

IMF は拠出国の出資金額が多いほど、投票権が強くな

る仕組み。最大出資国の米国は、マドゥロ政権をベネズ

エラの政府と認識しておらず、SDR の使用の妨げにな

っているとした。 

 

 

（写真）IMF／Goldman Sachs 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/78e63e99af048b8476f1d81e2fb8db7d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/78e63e99af048b8476f1d81e2fb8db7d.pdf
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なお、ベネズエラへの配分予定額５１億ドルは現在のベ

ネズエラの外貨準備の約８０％に相当する。他の国と比

べて遥かに外貨準備に占める SDR の割合が高いことに

なる。 

 

「Conoco ジャマイカから債権回収を検討」                  

 

「 ロ イ タ ー 通 信 」 は 、 米 国 の エ ネ ル ギ ー 会 社

「ConocoPhillips」が、ベネズエラ政府から勝ち取った

接収賠償金をジャマイカ政府から回収することを検討

していると報じた。 

 

過去ジャマイカは、「ペトロカリベ」の枠組みを利用し、

有利な条件でベネズエラから原油を調達。 

 

ベネズエラからの原油調達費は、１７～２５年かけて返

済することが可能となっていた（詳細は「ウィークリー

レポート No.18」参照）。 

 

しかし、米国の経済制裁を受けてジャマイカは返済の履

行が出来なくなったと発表。返済意思は示しているが、

現在は技術的に返済ができないとしている。 

 

このジャマイカの債務（ベネズエラにとっては債権）を

賠償金として受け取るのが ConocoPhillips の狙いだ。 

 

ConocoPhillips は、CITGO 株式やクラサオの PDVSA

原油在庫などで賠償金の回収を試みており、新たな回収

手段を模索しているということだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「カラカスマフィア Loco Leo 死亡を確認」           

 

８月４日 ベネズエラの「特別機動部隊（FAES）」は、

カラカス El Valle 地区のマフィアのトップの一人

「Leonardo José Polanco Angulo 氏（通称 Loco Leo）」

を殺害したと発表した。 

 

Loco Leo は、ミランダ州スクレ市にある Miravila de 

Parque Caiza 地区のアパートに隠れていたという。 

 

FAES の発表によると、午後１０時に警察部隊がアパー

トに到着。同アパートを包囲し、作戦を実行。 

 

翌５日に Loco Leo 氏の遺体がベジョモンテの遺体安置

所に運ばれたという。 

 

「シリア人 PDVSA との取引で懲役８０年求刑」         

 

米国司法省は、米国フロリダ州在住のシリア人 Naman 

Wakil 氏が、PDVSA とベネズエラ食料公社「Alimento 

CASA」に賄賂を支払い、不正に契約を受注したと発表。 

懲役８０年を求刑し、裁判を開始すると発表した。 

 

司法省によると、Wakil 氏は、少なくとも２０１０年～

２０１７年９月にかけて「Alimento CASA」「PDVSA」

の職員らに賄賂を支払い、契約を受注していたという。 

 

Wakil 氏は、これらの汚職で蓄財し、フロリダ州に１０

のアパートを購入。３５０万ドルの飛行機、１５０万ド

ルのヨットなどを購入していたという。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
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２０２１年８月５日（木曜）              

政 治                       

「与野党協議開始前に覚書を締結？            

 ～選挙参加の最終合意は９月になる見通し～」        

 

米国金融系メディア「Bloomberg」は、与野党協議につ

いて報道。 

 

与野党協議は、早ければ８月１３日から始まり、最初に

与野党双方が覚書を締結するという。 

 

報道によると、この覚書は「協議の枠組みを定めるため

のもの」で、最終的な合意は９月に結ぶ予定だという。 

 

この協議に立ち会う外国の国は、ノルウェー・メキシコ。 

また、「Bloomberg」が関係者から入手した情報によると、

フランス・アルゼンチン・ロシア・オランダの外交関係

者も協議に立ち会うようだ。 

 

各国の政治思想としては、メキシコ・アルゼンチン・ロ

シアがマドゥロ政権擁護、ノルウェー、オランダ・フラ

ンスがグアイド政権擁護となるだろう。 

 

なお、州知事選に参加する必要性を公言している「第一

正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知

事、「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス元議

員らが協議に参加するかは明らかになっていない。 

 

８月５日 メキシコのロペス・オブラドール大統領は、

記者会見で「ベネズエラの与野党関係者に協議の場所を

提供することで合意した」と発表。 

 

これまで、メキシコ政府から与野党協議について公式な

発表がなかったが、メキシコ政府としても与野党協議に

協力する意思を正式に表明したことになる。 

 

 

「英国商務官 マドゥロ政権高官と会談」           

 

８月５日 ベネズエラ外務省で欧州担当次官を務めて

いるイバン・ヒル氏は、在ベネズエラ英国大使館の

Rebecca Buckingham 商務官（暫定）と面談。 

 

ヒル次官は Buckingham 商務官に対して、ベネズエラは

引き続き英国と外交関係を維持する意思があると伝え

た。 

 

筆者はフェイクニュースかと思ったが、ベネズエラ外務

省のツイッターでも本件について投稿されており、フェ

イクニュースではないようだ。 

 

英国政府はグアイド政権をベネズエラの正当な政府と

認識している。そのため、英国政府はマドゥロ政権をベ

ネズエラの政府と認識しておらず、英国銀行に保管され

ているベネズエラ中央銀行の GOLD はグアイド政権に

裁量権があるとの認識を支持している。 

 

英国の Buckingham 商務官が、どのような認識、背景で

ヒル次官と面談したのか理解に苦しむところだ。 

 

 

（写真）外務省 
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経 済                       

「中央銀行 通貨切り下げを発表           

  ～６ケタのデノミ、１０月１日より開始～」            

 

８月５日 ベネズエラ情報通信省は、６ケタの「通貨切

り下げ（デノミネーション）」を発表した。 

 

デノミが実施されるのは１０月１日。 

新たな通貨単位は「ボリバル・デジタル（bolívar digital）」

だという。 

 

デノミとは、通貨の単位を小さくすること。 

つまり、現在の１００万ボリバル・ソベラーノが１ボリ

バル・デジタルになる。 

 

通貨の名前だが、ベネズエラ経済をデジタル化すること

を目的に「ボリバル・デジタル」という名前にしている

ようだ。 

 

現時点で全容は明らかになっていないが、紙幣を廃止す

るわけではないようで、新紙幣のデザインが公表されて

いる。 

 

１ボリバル・デジタルは以下の貨幣。 

 

 

 

５ボリバル・デジタルからは紙幣で、 

５ボリバル・デジタル札 

１０ボリバル・デジタル札 

２０ボリバル・デジタル札 

５０ボリバル・デジタル札 

１００ボリバル・デジタル札 

の５種類の紙幣がある。 

 

ただし、紙幣の表面・裏面は書かれている数字が違うだ

けで、デザインは全て同じ。表面がシモン・ボリバルの

肖像画、裏面はカラボボの戦いの絵が描かれている。 

 

つまり、「ボリバル・デジタル」にも貨幣・紙幣は存在

しているが、おそらくこれらの流通はわずかになりそう

だ。 

 

発表によると「ボリバル・デジタル」という名前の通り、

電子決済を促進するとしており、ボリバル建ての現金決

済はほとんど消滅することが予想される。 

 

 

（写真）ベネズエラ情報通信省 
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「通貨切り下げ 専門家のコメント」             

 

今回の通貨切り下げについて、様々な現地専門家が見解

を示している。 

 

急進野党系の経済調査会社「Econometrica」のエンケル・

ガルシア氏は現地メディア「El Nacional」に対して、通

貨切り下げについて「デジタル決済が更に促進すること

になる」との見解を示した。 

 

ガルシア氏によると、デビット・カードでの決済は決済

直後ではなく翌日に決済が実行される。しかし、「今後

は支払った直後に決済が実行されることになるだろう」

と述べた。 

 

また、経済のドル化が進展したことで、現在ベネズエラ

人の多くがボリバルではなく、ドルで決済しており、通

貨切り下げがベネズエラ経済に与える影響、国民の関心

は以前よりも低くなっていると分析した。 

 

経済学者ルイス・オリベロ氏も「ボリバル・デジタル」

により経済のデジタル化が進み、ベネズエラの紙幣・貨

幣はほとんど使用されなくなると予想した。 

 

一方で、現時点で既に現金紙幣・貨幣の不足は起きてお

り、今までと大きくは変わらないだろうとの見解を示し

た。 

 

社 会                       

「Koki 資産をコロンビアに移動か」            

 

カラカスマフィアのトップ「Koki」がコロンビアに移動

したとの報道が流れている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.634」）。 

 

 

 

本件に関連して、「Cima 360 News」「Tha Latam Post」

は、Koki が自身の資産をコロンビアに移動させている

との報道が流れている。 

 

情報提供者によると、資産を動かす協力をしているのは

「Koki」のコロンビア越境を手伝った El Salino という

人物だという。 

 

前述の通り、カラカス Cota９０５を拠点としているマ

フィアのうち「Loco Leo」は FAES に殺害された。しか

し、「Koki」「Garbis」「El Vampi」ら３名は今も拘束さ

れていない。 

 

「東京オリンピック ベネから空手選手が出場」         

 

ベネズエラは意外にも空手を習っている人が多い。 

カラカスでも胴着を着た子供が町を歩いている姿を

度々見かける。 

 

東京オリンピックには、ベネズエラから Antonio Díaz

氏（型空手）、Andrés Madera 氏（組み手）、Claudymar 

Garcés 氏（組み手）の３名の空手選手が出場している。 

 

Claudymar Garcés 氏は女子組み手に出場。 

今大会、ラテンアメリカ地域からオリンピックに出場し

た唯一の女性空手選手だという。 

 

Andrés Madera 氏は予選敗退。 

Claudymar Garcés 氏も予選敗退。 

Antonio Diaz 選手は、決勝に進出。メダルを取る可能性

がある。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/61c2ab321d38c31e3c5b0251bbaf5926.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/61c2ab321d38c31e3c5b0251bbaf5926.pdf

