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（写真）大衆意思党 “主要野党ら フレディ・ゲバラ氏拘束後も選挙参加のため交渉を維持する方針示す” 

 

 

２０２１年７月１６日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 自身の暗殺計画の存在を主張 

～コロンビアから刺客が送られている～」 

「VP 党員 タチラ州知事選の出馬を宣言」 

「有権者登録 ４３．１万人が新たに加わる」 

「ハイチ大統領暗殺計画 イントリアゴ氏の正体」 

経 済                     

「Wells Fargo 外国居住者の全顧客の口座を閉鎖」 

「Profranquicia ７５％はデジタル化に対応」 

社 会                     

「カラカス水道局 ３７％の水道は水出ない」 

21 年 7 月 17～18 日（土・日） 

 

政 治                    

「マフィア掃討オペレーション ペタレに拡大 

～少なくとも死者９名、負傷者多数～」 

「主要野党 共同声明を公表 

～与野党交渉を継続する意思を表明～」 

「指名手配の VP 党員 チリ大使公邸が保護」 

経 済                    

「中銀 外貨供給量減らし為替レートが上昇」 

「英国で GOLD 裁量権巡る裁判始まる」 

社 会                    

「中高所得者層 月支出は８５０～１５００ドル」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年７月１６日～７月１８日報道            No.６２７   ２０２１年７月１９日（月曜） 

2 / 8 

 

２０２１年７月１６日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 自身の暗殺計画の存在を主張    

   ～コロンビアから刺客が送られている～」       

 

７月１６日は、ベネズエラでは「警察の日（Día Nacional 

de la Policía）」だった。 

 

マドゥロ大統領は警察学校（ナシオナル・エスペリメン

タル・デ・ラ・セグリダ大学）の卒業イベントに出席。 

「Cota９０５」でマフィアと対峙した警察官らを称賛し

た。 

 

コロンビア・マイアミ・マドリッドで政治的な力を持つ

過激派テロリスト集団が「Fiesta de Caracas」という名

前の計画を企て、国内を不安定化させていると指摘。 

国家の安定を守る警察部隊はこれらの企てを阻止しな

ければいけないとした。 

 

また、マドゥロ大統領は、自身の暗殺計画が存在したこ

とを主張。 

 

６月２２日にマドゥロ大統領が出席したカラボボ州で

の政治イベントでは、４機のドローンがイベント会場の

上空を飛来し、うち２機は武器を搭載していたと説明し

た（これらのドローンは軍・警察が押収しており、ロド

リゲス議長はコロンビア製だったと説明。コロンビアか

ら暗殺者と武器が送りこまれていると主張している）。 

 

他にも６月２４日、７月５日に自身を暗殺する計画が存

在したと主張している。 

 

なお、７月５日はベネズエラの独立記念日だった。 

通常、この日はマドゥロ大統領が軍人の前で演説をする

習慣があるが、珍しくマドゥロ大統領は同日のイベント

には出席していなかった。 

「Cota９０５」でのオペレーションで、プロの殺し屋の

コロンビア人がマフィアに雇われていたと指摘。彼らが

カラカスのマフィアグループに殺人の指導をしている

と訴えた。 

 

なお、「Cota９０５」のオペレーションでは、少なくと

も３３名が死亡しており、そのうち２４名は流れ弾にあ

たって死亡したと報じられている。 

 

また、マフィアグループのボスである「Koki」は逮捕で

きておらず、マフィアと治安当局との衝突は続いている。 

 

「VP 党員 タチラ州知事選の出馬を宣言」         

 

７月１６日 「大衆意思党（VP）」の党員でタチラ州の

州都サン・クリストバル市の市長を務めたことのあるダ

ニエル・セバジョ氏が１１月の州知事選にタチラ州知事

候補として立候補すると発表した。 

 

セバジョ氏は、２０１４年にロペス VP 党首が主導した

抗議行動に関与したとして、１４年～１８年まで拘束さ

れていた。 

 

VP としては１１月の州知事選に参加するかどうか方針

を明確にしていない。このタイミングで立候補を宣言す

るということは VP 以外の政党から出馬することにな

るだろう。 

 

なお、７月９日にレオセニス・ガルシア氏が党首を務め

る「ProCiudadanos」の知事選推薦候補者リストが漏洩

しており、このリストではタチラ州知事候補にセバジョ

氏 の 名 前 が 載 っ て い た （「 ベ ネ ズ エ ラ ・ ト ゥ デ イ

No.624」）。 

 

セバジョ氏は VP ではなく「ProCiudadanos」から出馬

するのかもしれない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a05f7e3e52c176291803b703b70b3e58.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a05f7e3e52c176291803b703b70b3e58.pdf
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（写真）Globovision   “ダニエル・セバジョ氏” 

 

「有権者登録 ４３．１万人が新たに加わる」                  

 

７月１６日 「選挙管理委員会（CNE）」は、１１月の

全国州知事選・市長選を前に有権者登録の変更受付期間

を終了したと発表。 

 

この期間に、新たに４３．１万人の有権者が追加で登録

されたと発表した。 

 

一方、死亡を理由として有権者登録から除外された人数

は１１．１万人とした。 

 

なお、結婚などによる姓名の変更などで１３．４万件。 

引っ越しなど投票会場の変更に関する登録が８２．５万

件あったという。 

 

ただし、合計で何人の有権者が州知事選・市長選で投票

できるのかは明らかにされなかった。 

 

通常であれば、州知事選・市長選などの地方選挙の場合、

外国居住者に投票権はない。また、カラカス首都区の住

民はリベルタドール市長選で投票できるが、ミランダ州

知事の投票権はない。 

 

 

「ハイチ大統領暗殺計画 イントリアゴ氏の正体」         

 

ハイチのモイーズ大統領暗殺事件について、ベネズエラ

人のアントニオ・イントリアゴ氏が事件に深く関与して

いる。 

 

イントリアゴ氏は、米国フロリダ州に「CTU Security」

というセキュリティ会社を所有しており、この会社を通

じて事件の実行犯となったコロンビア人傭兵（コロンビ

アの元軍人）を集めたとされている。 

 

「La Nueva Prensa」によると、イントリアゴ氏は、マ

イアミに「CTU Security」以外にも複数の会社を所有し

ており、その中の１つ「Venezuela Somos Todos」とい

う会社は、１９年２月にグアイド政権と米国がコロンビ

アのククタで行った人道支援イベント「Aid Live」の運

営に関与したという。 

 

ハイチ警察によると、「CTU Security」は先日米国で逮

捕された米国在住のハイチ人医師 Christian Emmanuel 

Sanon 氏から依頼を受けて計画を実行したいう。 

 

「Blue Radio」によると、イントリアゴ氏が米国（フロ

リダ州）に移住したのは２００８年。当初は防犯カメラ

の設置などセキュリティ関連の仕事をしていたという。 

 

イントリアゴ氏を知る人物によると、イントリアゴ氏は

野党が「野党統一連合（MUD）」を組織するにあたりセ

キュリティアドバイス面などで協力を行っていたとい

う。また、２０１２年の大統領選では野党の統一候補カ

プリレス元知事の陣営で選挙呼びかけなどに参加して

いたという。 

 

フロリダで開催されるベネズエラ関連の政治イベント

には積極的に参加していたという。 
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米国フロリダ州に住む急進野党系ベネズエラ人の「ベネ

ズエラ政治亡命迫害組織（Veppex）」の代表であるホセ・

コリナ氏は、「Miami Heraldo」の取材でイントリアゴ氏

について、 

「彼は政治的なコミュニティを形成することに強い関

心を持っており、セキュリティ面で常に何らかの役割を

引き受ける意思を示していた。」 

とコメントしている。 

 

他にもフロリダ州のベネズエラ移民の中では比較的有

名な人物だったようだ。しかし、いつからかイントリア

ゴ氏はベネズエラの移民コミュニティの活動に参加し

なくなったという。イントリアゴ氏を知る人は、当時、

妻が病気になっていたようで、それが理由と思っていた

という。 

 

ただし、活動に参加しなくなった後もイントリアゴ氏の

ソーシャルメディアではトランプ大統領を支持してい

たことが確認されており、政治思想は変わっていなかっ

たと思われる。 

 

一方で経済的には問題を抱えていた可能性が報じられ

ている。 

 

「Miami Heraldo」によると、法的な登録によると、イ

ントリアゴ氏は２０１１年に１度、２０１７年に２度、

家賃の不払いを理由に立ち退き命令が出されていたと

いう。 

 

加えて、２０１８年に「Propper International」という

軍用品製造会社への支払いが滞り、訴訟を受けていたと

いう。他、イントリアゴ氏と取引関係にあった匿名の人

物によると、イントリアゴ氏は多額の未払いを抱えてい

たという。 

 

 

 

 

経 済                        

「Wells Fargo 外国居住者の全顧客の口座を閉鎖」           

 

米国大手金融会社「Wells Fargo」が、外国（米国以外）

に居住する顧客の口座を閉鎖しようとしていると報じ

られている。 

 

報道によると、これは「Wells Fargo」の業務簡素化を目

的としたもので、アドバイザリー業に注力するためだと

いう。 

 

「Wells Fargo」の口座を持つベネズエラ人は多く、ベネ

ズエラ人も大きな影響を受けることになりそうだ。 

 

「Profranquicia ７５％はデジタル化に対応」                  

 

ベネズエラのフランチャイズ会社が加盟する企業団体

「Profranquicia」のカルロス・ドゥラン代表は、今後の

経済見通しについてポジティブな見通しを示した。 

 

ドゥラン代表によると、加盟企業の６５％は Covid-１

９下でも新たな店舗を新設しており、いくつか新たなフ

ランチャイズ店も誕生したという。 

 

Covid-１９に対応するため、フランチャイズ店の７５％

はデジタル化に対応しており、インターネットや電話を

介して注文を受け付けることが出来るようになってい

るという。 

 

また、Covid-１９感染防止策「７＋７」の解除について

「間違いなくフランチャイズ店の活動を促進すること

になるだろう。」とコメントした。 

 

なお、「Profranquicia」の加盟企業は２０１５年には１

１０社だったが、現在は８０社まで減少しているという。 
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社 会                        

「カラカス水道局 ３７％の水道は水出ない」           

 

７月１６日 「La Candelaria」「San Bernardino」「Coche」

「El Valle」「El Recreo」などカラカスの住民らが国営カ

ラカス水道局「Hidrocapital」の前で抗議行動を行った。 

 

抗議行動の参加者曰く、この地域の３７％の水道は水が

出ないという。また、抗議参加者は「HidroCapital は倒

産状態にある」と訴えた。 

 

 
（写真）Maduradas 

“Hidrocapital 前で抗議する地元住民” 

 

２０２１年７月１７日～１８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マフィア掃討オペレーション ペタレに拡大      

    ～少なくとも死者９名、負傷者多数～」        

 

「Koki（Coqui）」を中心とするカラカスのマフィアとマ

ドゥロ政権治安当局との衝突は現在も続いている。 

 

これまでは Cota９０５を中心に紛争が起きていたが、

Koki がペタレに逃亡したとの情報があり、抗争がペタ

レに拡大している。 

 

下の地図の通り、これまでは黒い〇で囲まれている地域

が紛争地だったが、右端の赤く囲まれている部分ペタレ

でもマフィア掃討オペレーションが行われている。 

 

このオペレーションによる負傷者は多数。７月１７日だ

けで少なくとも９名の死者が出たと報じられている。 

 

なお、日系企業が多いチャカオ市は Cota９０５とペタ

レの真ん中にあり、紛争地からは外れている。 

 

ペタレの中でも特に衝突が激しいのは「サンフェリック

ス・リバス（Wilexis の拠点）」「Caucaguita」「Maca」

「Union dePetare」など。同オペレーションは７２時間

続くとみられている。 

 

 

 

（写真）内務司法省  

“軍・警察 ペタレでオペレーション実施” 
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「主要野党 共同声明を公表               

   ～与野党交渉を継続する意思を表明？～」           

 

７月１７日 主要野党を中心に組織された「統一プラッ

トフォーム」は共同声明を発表した。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

１．政治家・人権擁護団体の活動家などへの迫害、誘拐

を非難する。 

 

２．フレディ・ゲバラ氏、「Fundaredes」のハビエル・

タラソナ氏らは違法な拘束を受けている。また、グアイ

ド暫定大統領に嫌がらせをし、エミリオ・グアテロン氏、

ヒルベル・カロ氏など政権に近い政治家を拘束しようと

ている。 

 

３．この迫害行為は Cota９０５の悲惨で重大な事件を

口実に実行されているが、これは政治危機とマドゥロ政

権の人権侵害を隠すための口実でしかない。 

 

４．彼ら（マドゥロ政権）の真の目的は、国際的な支援

を得ている選挙での平和的な問題解決を志向する民主

的な組織にフラストレーションを与えることだ。 

この民主的な組織はノルウェーの仲裁のものとで重要

な前進をしているが、ニコラス・マドゥロがこの交渉テ

ーブルを妨害している。 

 

５．彼らは国民が自国の未来を決めることを恐れており、

国民の意思を隠そうとしている。真の意味で自由で公平

で検証可能な大統領選、国会議員選の実施を恐れている。 

８０％の国民は現状に不満を感じており、国を立て直す

ための緊急的な変化を求めている。 

 

 

 

 

６．独裁政権が引き起こした悲惨な状況を打開するため

に、憲法に準じた平和で民主的で選挙を通じた政権交代

を達成するために我々はより強固な団結が必要となる。 

我々は国内外に対して「国家救済合意」を継続し、進展

させる意思があることを表明する。我々は統一して州知

事選・市長選への参加について模索する。 

 

長い文章だが、注目に値するのは６．の「国家救済合意

を継続する」という部分だろう。 

 

つまり、フレディ・ゲバラ氏の拘束により与野党交渉は

破断しかけたが、それでも現時点では８月の与野党交渉

は実施する可能性が高そうだ。 

 

とはいえ、ゲバラ氏の解放は与野党の新たな協議内容に

なるだろう。この点で合意できなければ野党が交渉から

離脱する可能性もありそうだ。 

 

「指名手配の VP 党員 チリ大使公邸が保護」         

 

マドゥロ政権は、カラカスでマフィアが活発化している

背景にグアイド政権が関与していると主張。 

 

７月１２日には、マフィアとの関係を示唆するやり取り

をメッセージアプリ「WhatsApp」で行っていたとされ

るフレディ・ゲバラ氏を拘束した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.625」）。 

 

他にも「大衆意思党（VP）」のヒルベル・カロ氏、エミ

リオ・グラテロン氏などのメッセージのやり取りが公表

されており、ロドリゲス国会議長は彼らを拘束するよう

求めていた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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一連の動きを受けて、７月１６日 チリ外務省は 

「チリ政府はベネズエラ野党政治家のエミリオ・グラテ

ロン氏が在ベネズエラ・チリ大使公邸に招待されている

ことを発表する」 

と発表した。 

 

つまり、グラテロン氏はチリ大使公邸に保護されたこと

になる。 

 

ベネズエラではよくある話で、レオポルド・ロペス党首

はスペイン大使公邸に匿われていたし、フレディ・ゲバ

ラ氏も２０１７年～２０年までチリ大使公邸に匿われ

ていた。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

経 済                       

「中銀 外貨供給量減らし為替レートが上昇」            

 

ベネズエラのコンサルタント会社「Ixoye Consultores」

は、２１年７月に入り、ベネズエラ中央銀行は金融機関

に対して外貨の供給量を減らしており、それが理由で為

替レートがボリバル安に推移しているとコメントした。 

 

確かに６月最終週時点では１ドル BsS.３２０万だった

が、７月１６日時点で１ドル BsS.３５５万とボリバル

安に推移している。 

 

「Ixoye Consultores」は、為替レートがボリバル安にな

ることで、インフレが加速すると分析。７月のインフレ

率は先月比２７％を超える可能性が高いとした。 

 

なお、野党国会の発表によると２１年６月のインフレ率

は６．４％、５月のインフレ率は１９．６％。 

ベネズエラとしては、低めのインフレ率で推移している。 

 

「英国で GOLD 裁量権巡る裁判始まる」         

 

英国裁判所は７月１８日から、英国銀行に保管されてい

るベネズエラ中央銀行の GOLD の裁量権を巡る訴訟を

行うと発表した。 

 

英国裁判所は「英国政府はベネズエラのグアイド暫定政

権を認めている」との理由で一度、グアイド政権に裁量

権があるとの決定を下したが、マドゥロ政権側の弁護士

の異議（実務上はマドゥロ政権をベネズエラの政府とし

て対応している）を受けて、当時の決定を撤回。 

 

裁判所は英国政府に対して、ベネズエラの政府に対する

認識を明確にするよう求めていた。 

 

今回の訴訟には英国外相が出席する予定で、英国外相が

直接ベネズエラ政府に関する認識について説明すると

いう。 

 

なお、この協議は７月１８日～２２日まで続く予定。 
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社 会                       

「中高所得者層 月支出は８５０～１５００ドル」            

 

経済低迷によりベネズエラ人の購買力は着実に低下し

ている。 

 

コンサルタント会社「Atenas Group Consultores」は、

ベネズエラ主要都市に住む２，１２０人にアンケート調

査を実施。 

 

「Atenas Group Consultores」のアレクサンダー・カブ

レラ氏は、購買力の低下によりベネズエラ人の消費性向

が変化していると指摘した。 

 

カブレラ氏によると、現在ベネズエラ人は買い物に行く

回数が増えているという。 

 

買い物に行く回数が増えているというのは、大量買いを

できる資金的な余力のある人が減ったことを意味する。 

つまり、日々を生きるための買い物をする人が増えてき

ているという。 

 

また、回答者の６０％は、小さ目の食品雑貨店（Abasto、

Bodegon）で買い物を行っているようだ。 

 

また、ABC 層に分類される中高所得者層は国民の１～

２割とされているが、購入金額で言うと３１％は ABC

層が占めていたという。また、彼らの一カ月の平均支出

は８５０～１５００ドルだという。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


