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（写真）Maduradas “バドゥエル元国防相（将軍） Covid-１９感染で獄中で死亡” 

 

 

２０２１年１０月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「元在米コロンビア代表大使 第一正義党を非難 

～ボルヘス氏に外相辞任要請、PJ は共犯者～」 

「模擬選挙 参加者に食料配布」 

「コロンビア 大統領暗殺首謀者に懸賞金 

～懸賞金の理由はベネズエラ児童の殺害？～」 

経 済                     

「イラン・ベネズエラ 武器取引を開始か」 

「ボリバル・デジタル ９４％はデジタル決済」 

社 会                     

「Alex Tienda Petare にバスケットコート建設」 

２０２１年１０月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「離反軍人バドゥエル氏 獄中で死亡 

～Covid-１９治療中の死亡？拷問死？～」 

「ロペス VP 党首妻 Monomeros に無心？」 

「チリ大統領選 移民排斥派がリード」 

経 済                    

「Monomeros ２１年１～９月９００万ドル黒字」 

「IMF ベネズエラの経済見通しを修正」 

「レストラン団体 アクセス信号導入に理解」 

社 会                    

「マドゥロ政権 通貨切り下げ後 初の現金給付」 
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２０２１年１０月１１日（月曜）             

政 治                       

「元在米コロンビア代表大使 第一正義党を非難    

 ～ボルヘス氏に外相辞任要請、PJ は共犯者～」       

 

１０月１１日 在米コロンビア代表大使（２０１８～２

１年）やウリベ政権下で副大統領（２００２年～１０年）

を務めたことのあるパチョ・サントス氏は、ツイッター

でグアイド暫定政権を擁護すると同時に「第一正義党

（PJ）」のフリオ・ボルヘス氏、カプリレス元ミランダ

州知事を非難。 

 

特にボルヘス氏に対して「グアイド政権の外相を辞任す

るべきだ」と指摘した。 

 

「ボルヘスは外相を辞任するべきだ。彼はグアイドを引

きずり降ろし、Monomeros を破壊し、現在も続いてい

る勇気ある行動を消滅させるために全力を尽くしてい

る。我々に噓をつくな。（ボルヘスは）マドゥロの共犯

者だ。」と投稿した。 

 

また、カプリレス元知事に対して、「マドゥロ政権と協

調し、１１月の州知事選に PJ の党員マニュエル・オリ

ベレス氏を送り込んだ」と非難した。 

 

なお、オリベレス氏は２０１８年に自動車売買に関わる

不正疑惑を理由にマドゥロ政権から拘束命令が出され、

コロンビアに亡命していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.167」）。 

 

しかし、２０２１年の州知事選に出馬すると表明。 

コロンビアからベネズエラに帰国したがマドゥロ政権

はオリベレス氏を拘束しなかった。また、出馬登録は正

常に受け付けられ、選挙キャンペーンを行っている。 

 

 

サントス元在米コロンビア大使は、「オリベレス氏が選

挙に出馬できたのは、カプリレス元知事がマドゥロ政権

と裏で協議し、合意していたことが理由」と指摘してい

る。 

 

「嘘つきカプリレスは、マニュエル・オリベレス氏をバ

ルガス州の知事選に出馬させた。 

 

マドゥロは彼（オリベレス）を逮捕せず、キャンペーン

資金も奪わなかった。彼（カプリレス）と PJ は誰のた

めに働いているのか？実に疑わしい。民主主義のためで

はないことは確かだ。」 

と投稿した。 

 

「模擬選挙 参加者に食料配布」             

 

選挙テーマを専門に扱う非政府系団体「Sumate」は、１

０月１０日に行われた模擬選挙でマドゥロ政権が不適

切な活動をしていたと訴えた。 

 

「Sumate」によると、８６．７％の投票場は、近くに与

党集会場（下写真）があり、その集会場で投票者の「祖

国カード」（マドゥロ政権が普及を進めている身分証明

書）を確認する作業を行っていたと訴えた。 

 

 

（写真）Delsa Solorzano 氏 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb5f02895129f96abc55a34a9a6eb6f8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb5f02895129f96abc55a34a9a6eb6f8.pdf
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また、「CLAP の食料品を提供する見返りに模擬選挙へ

の参加を促していたのを確認したか？」との質問につい

て３０．８％が「はい」、６９．２％は「いいえ」と回答

したという。 

 

 

（写真）Sumate 

質問「模擬投票の見返りに CLAP を提供すると言われ

た人を見たか？”」 

 

「コロンビア 大統領暗殺首謀者に懸賞金            

  ～懸賞金の理由はベネズエラ児童の殺害？～」                 

 

コロンビア政府は、ノルテ・デ・サンタンデール県の

Tibú で起きた１３歳（１２歳との記事もある）と、１

８歳の児童の殺人の罪で「コロンビア革命軍（FARC）」

３３部隊の幹部ジョン・メチャス氏に懸賞金をかけた。 

 

懸賞金額は１億コロンビア・ペソ。 

ドルに換算すると約２６，５００ドルになる。 

 

メチャス氏は、今年６月に起きたドゥケ大統領襲撃事件

の首謀者とされる人物（「ベネズエラ・トゥデイ No.618」

「No.629」）。コロンビア警察は、メチャス氏はベネズエ

ラに潜伏しており、マドゥロ政権に匿われていると主張

している。 

 

 

 

報道によると、事件が起きたのは１０月９日。 

 

２名は店舗に強盗に入り、その後銃殺されたという。 

 

この２名が強盗に押し入った当時の映像が拡散されて

いる。 

 

この映像によると、２名は強盗を試みるが失敗し、捕ま

えられた。当時、２名をコロンビア警察に引き渡そうと

していたようだが、武装した人物が店舗に入ってきて、

２名を連れ去ったという。 

 

その後、２名は道ばたで見つかったが、頭部を撃たれて

亡くなっていた。遺体には「泥棒（Ladrones）」と書か

れた看板が置かれていたという。 

 

後に、この殺害された２名はベネズエラ人であることが

判明。国際問題に発展している。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、コロンビア当

局に対して真相の究明を求めている。 

 

経 済                        

「イラン・ベネズエラ 武器取引を開始か」           

 

コロンビア誌「Semana」は、イランとベネズエラの武器

取引について報じた。 

 

「Semana」によると、６月２１日 イランの貨物運送

会社「Fars Air Qeshm」がベネズエラ軍基地に到着した

という。 

 

運送した貨物は武器だったと指摘している。 

同社が入手した情報によると、２０１５の対空防衛兵器

がベネズエラの軍事基地に格納されたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/70e006f277180fc99bbc0933fdc622f1.pdf
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この武器は全てイラン製というわけではなく、米国・ロ

シア製の武器も含まれているという。 

 

米国・コロンビア政府はこの情報を受けてベネズエラへ

の警戒を強めていると報じた。 

 

「ボリバル・デジタル ９４％はデジタル決済」                  

 

新通貨ボリバル・デジタルに移行して２週間が経過しよ

うとしている。 

 

経済専門家ルイス・ピニャ氏によると「ボリバル・デジ

タル」の現金紙幣の流通量は少なく、現地通貨建て決済

の９４％はデジタル決済（携帯の決済アプリ、デビッド

カードなど）だという。 

 

ただし、マドゥロ政権が目指している１００％デジタル

決済については「ベネズエラはその環境が出来ていない」

とした。１００％のデジタル化を進めるためには、イン

ターネット、電力など社会インフラを改善する必要があ

ると指摘した。 

 

また、別の経済専門家ルイス・オリベロ氏は、実際のと

ころベネズエラはデジタル決済が特別多いわけではな

いと言及。 

 

現在決済で最も多いのは現金外貨による決済と説明。 

国内取引の半分は現金外貨による取引になっていると

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「Alex Tienda Petare にバスケットコート建設」         

 

ベネズエラの治安が以前よりも改善したことが理由か

最近では外国を旅行する中南米系 YouTuber で、ベネズ

エラの貧困街を訪問する人が増加している。 

 

アレックス・ティエンダ氏もその一人。 

彼はメキシコ人で世界各国の危険地を回る YouTuber。 

今年に入りベネズエラを訪問し、YouTube で多くの再

生回数を記録している。 

 

他にもメキシコ人 YouTuber のルイシート氏は、ベネズ

エラに家を購入するなど YouTuber が積極的にベネズ

エラの現状を報じている。 

 

彼らはベネズエラの現状について、厳しい状況ではある

が、好意的に報じており、彼らの多くは「ベネズエラの

生活環境は数年前に比べて改善した」と報じている。 

 

このアレックス・ティエンダ氏は、ベネズエラの非営利

団体「Unos Venezolanos」と協力し、ベネズエラへの寄

付を募っており、その寄付でカラカスの貧困地区ペタレ

にバスケットコート（下写真）を建設したと発表した。 

 

ツイッターでは、彼の活動について、多くの好意的なコ

メントが寄せられている。 
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２０２１年１０月１２日（火曜）              

政 治                       

「離反軍人バドゥエル氏 獄中で死亡         

   ～Covid-１９治療中の死亡？拷問死？～」        

 

１０月１２日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

ラウル・イサイアス・バドゥエル元将軍が獄中で亡くな

ったと発表した。６６歳だった。 

 

亡くなった理由は、Covid-１９を原因とする呼吸困難。 

 

バドゥエル氏は Covid-１９に感染し、治療を行ってい

た際に亡くなったという。なお、バドゥエル氏は１回目

のワクチン接種は受けていたが、２回目の接種は完了し

ていなかったという。 

 

バドゥエル氏は、ベネズエラで最も有名な政治犯の１人。 

元々チャベス派に属しており、２００２年に故チャベス

元大統領がクーデターで投獄された際には解放のため

に尽力した人物。２００４年～０６年にかけて国軍総司

令官、０６年～０８年まで国防相を務めたこともある。 

 

しかし、バドゥエル将軍はチャベス大統領への非難を強

めるようになり、２００９年に汚職の罪で拘束された。 

 

刑期は２０１７年までだったが、２０１５年に自宅軟禁

に移行。しかし、それから２年後の２０１７年にマドゥ

ロ政権転覆を企てたとの理由で２０１７年１月に再び

拘束され現在に至っていた。 

 

なお、２０２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊計画

「Gedeon Operation」では、実行犯としてバドゥエル将

軍の息子アドルフォ・バドゥエル氏が拘束された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.441」）。 

 

 

 

今回の一件について、バドゥエル元将軍の娘２名は 

「父親が Covid-１９に感染していたことを知らず、サ

アブ氏のツイッターで初めて父親が亡くなったことを

知った。」と訴えた。 

 

また、バドゥエル元将軍の妻は、Covid-１９が原因で亡

くなったというマドゥロ政権側の発表を「信じない」と

拒絶。９月２９日の時点で彼は Covid-１９に感染して

いなかったと訴えた。 

 

 
（写真）Maduradas “亡くなったバドゥエル元将軍” 

 

「ロペス VP 党首妻 Monomeros に無心？」           

 

急進野党系 YouTube チャンネル「Factores de Poder」

のパトリシア・ポレオ記者は、「大衆意思党（VP）」のレ

オポルド・ロペス党首の妻リリアン・ティントリ氏が、

「Monomeros」役員に対して、自身の３人の子供が通う

学校に支払いをするよう求めたという。 

 

Monomeros 役員は、求められた金額を聞き 

「あなたが求めている金額は、私の子供が米国で大学を

卒業するまでの全ての学費を工面できるような金額だ」 

と答えたという。 

 

ティントリ氏は現在のスペインでの生活費について、寄

付で生活していると答えていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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「チリ大統領選 移民排斥派がリード」         

 

ベネズエラでは１１月２１日に全国州知事選・市長選が

予定されているが、チリでも同日に国政選挙（大統領、

上院、下院、州議会）の大きな選挙が行われる予定とな

っている。 

 

大統領選について、チリの民間調査会社「クリテリア」

は９月時点の世論調査結果を公表。 

 

調査の結果、左派連合「Apruebo Dignidad」が擁立した

社会収束党（CS）に所属するガブリエル・ボリッチ候補

が最も支持を集めているとの結果が出た。 

 

「次の大統領選で誰に投票したいか？」との質問でボリ

ッチ候補は２６％の支持を獲得。 

 

２番目に多く支持を集めたのは極右政党「共和党（PLR）」

のホセ・アントニオ・カスト候補で１７％。 

 

現与党が推薦するセバスティアン・シシェル候補（無所

属）は１５％と３番目となった。なお、８月の調査では

１９％だったためこの１カ月で４ポイントほど支持を

落としたことになる。 

 

なお、ボリッチ候補は３５歳と非常に若い。 

左派連合ではあるが、マドゥロ大統領とは一線を画して

おり、２１年５月にボリッチ候補が「Apruebo Dignidad」

の推薦候補になった際もマドゥロ大統領からの祝辞を

拒絶するコメントを投稿した。 

 

また、ボリッチ候補は「不法移民ゼロ」を掲げており、

適切な移民手続きを行うことなくチリに滞在している

移民を強制的に国外退去させる方針を示している。 

 

 

 

チリは、コロンビア、ペルーに次いで、ベネズエラ移民

の３番目の受け入れ国とされている。 

 

先日もチリ北部タラパカ州のイキケでベネズエラ移民

らの排斥を求める抗議行動が起き、負傷者・逮捕者が出

る事態に発展していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.657」）。 

 

 

（写真）La Repbulica 

 

経 済                       

「Monomeros ２１年１～９月９００万ドル黒字」            

 

米国メディア「La Voz de America（VOA）」は、コロン

ビアにあるベネズエラ国営石油化学公社「ペキベン」傘

下の肥料メーカー「Monomeros」の２０２１年１月～９

月までの利益について報道。 

 

VOA によると、「Monomeros」単体の利益は約６００万

ドル。また、同社の子会社「Ecofertil」の利益は約３０

０万ドルで、合計９００万ドルの利益が出ていると報じ

た。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/935df2f47af62164880579b81a45f09f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/935df2f47af62164880579b81a45f09f.pdf
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つまり、業績は黒字だが事業を継続するための融資を得

ることが難しく破産法を申請したことになる。 

 

「IMF ベネズエラの経済見通しを修正」         

 

「国際通貨基金（IMF）」は、ベネズエラの経済見通しを

修正。２０２１年の経済成長率について、前年比△５％

とした。見直し前は△１０％だったので、改善したこと

になる。 

 

最近では「クレディ・スイス」、「EMFI」など２０２１

年のベネズエラのGDP成長率についてプラスに修正す

る動きが出ているが、IMF はマイナス成長が続くとの

見方を維持している（「ベネズエラ・トゥデイ No.662」

「No.663」）。 

 

IMF は南米全体の経済情勢についてポジティブな見通

しを示しており、南米の GDP 成長率は前年比６．３％

のプラスと予想。カリブ海地域については同１１％のプ

ラスと予想している。 

 

同地域でマイナス成長と予想しているのはベネズエラ

だけとなっている。 

 

「レストラン団体 アクセス信号導入に理解」         

 

マドゥロ大統領は「Semaforo de Acceso」という感染拡

大防止策を発表。 

 

Covid-１９に関する自身のステータスについて「赤色」

「黄色」「緑色」で表示される仕組みを作った（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.663」）。 

 

本件について Eneida Laya Lugo 商業相および Ali 

Padron 観光相は、ホテル、レストラン、商業店舗で試

験的に使用を開始したと発表した。 

 

本件について、「全国レストラン商工会」のイバン・プ

エルタ代表は「我々はアクセス信号の導入について反対

していない。他の国でも同様の感染拡大策は行われてい

る。」と述べた。 

 

また、アクセス信号は今後、映画館やジムなどで運用が

拡大するだろうと言及。課題はシステムを機能させるた

めのインターネットが安定するかどうかだとの見解を

示した。 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 通貨切り下げ後 初の現金給付」              

 

マドゥロ政権は「祖国カード」保有者に対して１０月の

現金給付を実施した。 

 

「ボリバル・デジタル」に移行して初めての給付となる。 

 

今回の給付額は BsD.１５．４。 

現在の為替レートで換算すると約３．７ドルに相当する。 

 

現在の最低賃金は月額 BsD.７、法定福利の食料補助が

月 BsD.３なので、実質最低賃金は BsD.１０。つまり、

給付金の方が実質最低賃金よりも高くなっている。 

 

現時点で公表されていないが、通貨単位切り下げを受け

て、最低賃金が改定されるとの観測が強まっている。 

 

ただし、最低賃金の上昇は為替レートのボリバル価値下

落圧力になり、インフレを加速させることになるため注

意が必要だろう。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05488c2c7e8974d9335016702c5f93ca.pdf
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