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（写真）大衆意思党 “SEBIN にフレディ・ゲバラ議員を拘束、与野党交渉の再開の可能性が急激に狭まる” 

 

 

２０２１年７月１２日（月曜） 

 

政 治                     

「SEBIN フレディ・ゲバラ議員を拘束 

～グアイド議長も自宅駐車場で拘束危機～」 

「検察庁 テロ共謀容疑でゲバラ氏拘束を発表」 

「マドゥロ政権 軍部地域担当（REDI）を一新」 

経 済                     

「米国政府 対ベネズエラ制裁を緩和 

～石油液化ガスのベネズエラ向け輸出を許可～」 

「BNC CITI BANK のベネズエラ全事業を取得」 

社 会                    

「チャカオ市 ロス・パロス・グランデスで火事」 

２０２１年７月１３日（火曜） 

 

政 治                    

「ロドリゲス議長 野党とマフィアの関係告発 

～６月から大統領の殺人危機が存在した～」 

「ハイチ大統領暗殺事件 首謀者の１人を拘束 

請負会社は Gedeon 作戦の関係者？」 

「Usaid ベネズエラ支援金の政治利用を指摘」 

経 済                    

「経済特別区では民間セクターの原油輸入可能」 

社 会                    

「ミランダ州 ワクチン接種者は約３０万人」 

「パナメリカーナ幹線道路 通行止め」 
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２０２１年７月１２日（月曜）             

政 治                       

「SEBIN フレディ・ゲバラ議員を拘束           

  ～グアイド議長も自宅駐車場で拘束危機～」       

 

７月１２日 「大衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ

議員（１５年の国会議員選に当選）がマドゥロ政権の公

安組織「SEBIN」に拘束された。 

 

ゲバラ議員は、グアイド議長の最も重要な腹心の一人。 

 

２０１７年に国会の第１副議長を務めた人物。 

２０１７年１１月 マドゥロ政権は１７年４月～７月

にかけて起きた抗議行動を主導した人物として、ゲバラ

議員の拘束を試みたが、ゲバラ議員はチリ大使館に亡命

（「ベネズエラ・トゥデイ No.56」）。 

 

約３年後の２０２０年 9 月、マドゥロ大統領は野党政治

犯１１０名に恩赦を与えると発表。 

 

この恩赦を受けて、ゲバラ議員はチリ大使館から３年ぶ

りに外出し、そこからグアイド議長の最側近として政治

活動を再開している（「ベネズエラ・トゥデイ No.496」）。 

 

また、ゲバラ議員に加えて、グアイド議長も「特別機動

隊（FAES）」に拘束される寸前で回避したという。 

 

グアイド議長と FAES との衝突は防犯カメラに収めら

れており、野党国会が当時の様子を公開している。 

 

FAES の隊員（２～３名）はグアイド議長自宅の駐車場

に隠れており、グアイド議長が帰宅したところで銃を使

ってグアイド議長の車を襲っている様子が確認できる。 

 

ただし、グアイド議長は拘束されておらず、具体的な被

害は確認できていない。 

今回の拘束について米国政府はもちろん、欧州連合、コ

ロンビア、ブラジル、ペルー、人道団体など世界各国か

らマドゥロ政権への非難が殺到している。 

 

１１月に予定されている州知事選に向けて、与野党対話

が進展しており、８月にはメキシコで協議が行われる予

定だったが、この動きに大きく水を差す事件になり得る。 

 

マドゥロ政権がゲバラ議員を解放しない限り、交渉再開

は難しいかもしれない。 

 

なお、マドゥロ大統領は同日、穏健野党と協議を実施。 

 

同協議で、マドゥロ大統領は与野党対話を前進させる意

思を改めて強調。近日中にメキシコで与野党対話を再開

すると述べている。 

 

ただし、「暴力的な政権交代を企てるグループと対話は

できない」と主張。グアイド政権は対話に向けた交渉を

進める一方で、暴力的な手段での政権交代を模索してい

た証拠が出たと述べた（この証拠については、翌日ホル

ヘ・ロドリゲス国会議長が説明している）。 

 

交渉再開の大前提として改めて３つの条件（「制裁を解

除すること」「政権を認めること」「暴力的な手段での政

権交代を検討しないこと」）を繰り返した。 

 

 

（写真）大衆意思党ツイッター 

“SEBIN に拘束されたフレディ・ゲバラ議員” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
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「検察庁 テロ共謀容疑でゲバラ氏拘束を発表」         

 

７月１２日 検察庁は、 

「過激グループおよびコロンビア政府に関係する武装

グループと関係を持ち、ベネズエラの憲法規律を違反し、

テロ犯罪を計画した容疑で SEBIN に対してフレディ・

ゲバラ氏の拘束を命じた」と発表。 

 

「彼（ゲバラ議員）は、以前から暴力的な経歴を持って

おり、テロ犯罪を理由に懲罰を受けていた」 

と説明している。 

 

「マドゥロ政権 軍部地域担当（REDI）を一新」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.623」で、マドゥロ大統領

は軍の最高幹部の交代を発表したとの記事を紹介した。 

 

７月１２日 今度は軍部最高幹部職の次のクラスに位

置する「地域統括戦略防衛区（REDI）」のトップを交代

させた。 

 

REDI は軍ナンバー２「オペレーション戦略司令官

（CoeFanb）」の管轄組織。 

 

REDI は、ベネズエラを８つの地域に分けて、その地域

の防衛活動を担当する組織である（詳細は「ウィークリ

ーレポート No.54」参照）。 

 

今回は８つの地域のトップが交代した。 

 

首都担当は、ハビエル・マルカノ大将（右上写真の左上） 

中央部担当は、ホセ・ムルガ・バプティスタ大将（右上

写真の右上） 

「西部担当」は、レイナル・フェルミン大将（上写真の

左下）。 

 

 

「アンデス担当」は、ホセ・マルティネス大将（上写真

右下）。 

「ジャノス担当」は、サンティアゴ・イトリアゴ大将（下

写真左上） 

「東部担当」は、ウィンデル・ゴンサレス大将（下写真

右上） 

「ガイアナ担当」は、アルフレド・パラ大将（下写真左

下） 

「諸島担当」は、ビジャスミル・サンチェス大将（下写

真右下）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
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経 済                        

「米国政府 対ベネズエラ制裁を緩和           

 ～石油液化ガスのベネズエラ向け輸出を許可～」           

 

７月１２日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、ベ

ネズエラの制裁ライセンス No.40 を発行した。 

 

内容は、PDVSA あるいはベネズエラ政府組織への「石

油液化ガス（Liquefield petroleum gas）」の輸出・再輸

出を許可するという内容。同ライセンスの有効期限は２

０２２年７月８日までとなっている。 

 

Marianna Parraga 記者によると、石油液化ガスは家庭用

ガスなど料理の際に使用されるもので、今回の制裁緩和

により中期的に料理用ガスの問題が緩和される見通し

だ。 

 

 

 

「BNC CITI BANK のベネズエラ全事業を取得」         

 

７ 月 １ ２ 日  ベ ネ ズ エ ラ の 民 間 金 融 機 関 「 Banco 

Nacional de Credito（BNC）」は、米国金融機関「CitiBank」

の事業およびベネズエラ店補を全て取得したと発表し

た。なお、「銀行監督局（SUDEBAN）」の許可を得てい

るという。 

 

CitiBank がベネズエラで事業を始めたのは１９１７年。

それから１００年以上活動を続けており、CitiBank の中

でも最も古い外国支店の１つが無くなることになる。 

 

実際のところ、オバマ政権下で最初にベネズエラへの制

裁が発表された時点から CitiBank はベネズエラ政府と

の金融取引を制限しており、２０１７年には完全に停止。 

１７年から撤退を前提に検討をしていたという。 

 

BNC は今回の Citi 事業の取得によりベネズエラ国内の

１２８の本店・支店を引き受けることになる。 

 

この発表を受けて、カラカス証券取引所の「BNC」の株

が大量に売買され、同日の終値は前日の６．５％増だっ

たという。 

 

社 会                        

「チャカオ市 ロス・パロス・グランデスで火事」           

 

７月１２日 日本人駐在員が多く住んでいたチャカオ

市のロス・パロス・グランデスのアパート「Estoril Palace」

で火災が発生した。 

 

メディアによると、火災が起きたのはアパートの９階。

消防隊が駆け付け消火に当たり、無事鎮火。精神的な打

撃を受けて病院に運ばれた人はいたようだが、けが人は

でなかったという。 
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（写真）＠Naldoxx 

 

２０２１年７月１３日（火曜）              

政 治                       

「ロドリゲス議長 野党とマフィアの関係告発     

  ～６月から大統領の殺人危機が存在した～」        

 

７月１３日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、記者会見

を実施。グアイド政権とカラカス・マフィアとの関係を

告発した。 

 

ロドリゲス議長は「大衆意思党（VP）」の党員の

「WhatsApp」でのやり取りを公開（以下のデータ）。 

彼らはデータを消去したが、このデータは復元できるこ

とを知らなかったようだと指摘した。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

 

 

ロドリゲス議長が公表したメッセージによると、VP 党

員らは６月下旬から７月上旬にかけてカラカスを混乱

させる計画を企てており、メッセージではこの一連の計

画を「Fiesta de Caracas」と記述している。 

 

「Fiesta de Caracas」には現在カラカスで問題となって

いる Cota９０５を中心とするマフィアグループが協力

しており、マフィアとの関係を示唆するやり取りが書か

れている。 

 

また、この「Fiesta de Caracas」を実行するために悪党

（Malandros）にドルの支払いを終え、La Vega、Rosalia、

El Valle で抗議行動をさせると理解できる内容がある。 

 

「ウィークリーレポート No.208」で紹介した通り、上

記の地域は治安当局とマフィアが衝突している地域の

１つである。 

 

このメッセージ自体が捏造の可能性はあるが、仮に捏造

ではない場合、マフィアグループの動きが活発になった

こととグアイド政権との間に何らかの関係があった可

能性はある。 

 

これを理由に、ロドリゲス議長は、検察庁に対して

「WhatsApp」のやり取りに登場する VP の党員ら全員

を拘束するよう要請した。なお、一連の事件にはコロン

ビア政府も関与していると指摘。国際社会に対してドゥ

ケ政権の犯罪を非難するよう求めた。 

 

また、ロドリゲス議長は６月２２日 マドゥロ大統領が

カラボボ州での記念式典に出席していた際に複数のド

ローンが上空を飛んでおり、軍部がこれらの活動を止め

たと説明した。 

 

７月以降もマドゥロ大統領の暗殺を企てていると指摘

し、このような犯罪者と交渉することはできないと主張。

急激に与野党交渉に暗雲が立ち込め始めている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a96833e9ba334b2aabb9e04783b78a4.pdf
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「ハイチ大統領暗殺事件 首謀者の１人を拘束     

     請負会社は Gedeon 作戦の関係者？」           

 

７月１１日 ハイチのモイーズ元大統領暗殺事件の首

謀者とされる人物が米国で拘束された。 

 

拘束された人物はフロリダ州医師の Emmanuel Sanon

氏。「政治的な動機」が理由だという。 

 

ハイチ警察の発表によると、Sanon 氏が米国フロリダ州

にあるベネズエラ人が経営するセキュリティ会社にコ

ンタクトを取り、モイーズ大統領宅を襲うための人員を

集めるよう依頼したという。 

 

このベネズエラ人が経営するセキュリティ会社が、既に

名前が挙がっている「CTU Security」だろう。 

 

ただ、この事件には首謀者とされる人物が他に２人いる

という。しかし、２名の名前は公表されていない。 

記事を見る限り、判明していないというより政治的な理

由で明らかにしていない印象だ。 

 

なお、「CTU Security」の社長はアントニオ・イントリ

アゴ氏という人物だが、このイントリアゴ氏とコロンビ

アのドゥケ大統領の写真が出回っておりメディアを騒

がせている。 

 

 

 

コロンビア政府の発表によると、この写真は２０１８年

２月に米国フロリダ州で行われた選挙キャンペーンの

際の写真と説明しており、１２００名の中の一人と写真

を撮影しただけと主張。 

 

イントリアゴ氏とドゥケ大統領との間には一切の関係

がないとした。 

 

他方、この写真を公表した「Nueva Prensa」は、この写

真は２０１９年２月２３日に、ククタで行われた「ベネ

ズエラの人道支援イベント」で撮影された写真と説明し

ている（当時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.257」

参照）。 

 

なお、１９年２月に行われたククタでの「人道支援イベ

ント」は、２０年５月に起きた「Gedeon Operetion」の

首謀者の一人「Silver Corp」のジョーダン・ゴドレウ氏

（米国人）もグアイド政権からセキュリティ関連の業務

委託を受けて、活動していた（「ウィークリーレポート

No.148」「No.149」）。 

 

米国フロリダ州でセキュリティ会社を務めるベネズエ

ラ人のイントリアゴ氏も１９年２月のイベントに関与

していた可能性はありそうだ。 

 

なお、ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、モイーズ大統領

暗殺に関して、イントリアゴ氏はグアイド政権関係者で

あると早い段階から主張していた。 

 

「Usaid ベネズエラ支援金の政治利用を指摘」         

 

米国「国際開発庁（USAID）」は、「Los procesos mejorados 

y los requisitos de implementación son necesarios para 

los desafíos y riesgos del fraude en la respuesta de USAID 

a Venezuela」というレポートを公表。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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日本語にすると「USAID のベネズエラに対する支援は、

汚職リスクを減らすために、プロセスを改良し、追加の

要件を設けることが必要」という意味。 

 

USAID によると、米国政府はこれまでにグアイド政権

および外国６カ国に対して少なくとも５億７００万ド

ルの支援金を支払ったという。 

 

しかし、このうちの９８％は用途が不明。本来の目的通

り使用されたことが確認できているのは２％だけだと

いう。また、多くの資金はベネズエラの移民流入を理由

に影響が出た自国民に対して充てられている可能性を

指摘している。 

 

加えて、２０１９年の支援金は、ベネズエラ国民を支援

する目的ではなく、マドゥロ政権に圧力をかけ、グアイ

ド政権を支持するために使用されたと記載。人道支援の

中立・独立の原則に違反していると指摘している。 

 

これは前述の１９年２月にククタで行われた「ベネズエ

ラの人道支援イベント」を意味していると思われる。 

米国はククタの国境から大量の食料をベネズエラに強

制的に運ぼうとしたが、マドゥロ政権はそれを拒否。ベ

ネズエラに搬入することはできなかった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.257」）。 

 

また、クラサオでは同イベントに関連して搬入された２

５０トンの食料品などが使用されることなく賞味期限

を過ぎ、そのまま廃棄した事件なども起きている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.416」）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「経済特別区では民間セクターの原油輸入可能」            

 

与党国会は「妨害対策法」「経済特別地域法」の施行を

検討している。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」が、関係者から入手

した情報によると、国会はこの法律の枠組みで活動する

企業は独自に燃料を調達することが出来るようにする

ことを検討しているという。 

 

また、現在もガソリンは政府の補助金が入っているが、

この補助金の削減も併せて検討しているという。 

 

「妨害対策法」「経済特別地域法」は、既に第１セッシ

ョンは通過しており、第２セッションを通過すれば、マ

ドゥロ大統領が法律に署名し、官報で公表されて法律と

して正式に発効する。 

 

社 会                       

「ミランダ州 ワクチン接種者は約３０万人」            

 

ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、ミランダ州

内で Covid-１９ワクチンの接種を行った人が約３０万

人になったと発表した。 

 

現在のミランダ州の正確な人口は分からないが、２０１

６年時点で約３２０万人と言われているので、１０％弱

が接種をしたことになる。 

 

ロドリゲス知事は、ミランダ州では３９カ所のワクチン

接種会場があり、ワクチンの余剰、接種するための人材

もそろっていると説明。今後も接種率が上がっていくと

の見方を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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「パナメリカーナ幹線道路 通行止め」         

 

７月１３日 ミランダ州のロス・サピトス地区、カウカ

グイタ地区などで犯罪者グループと警察の衝突が起き

同地域の「パナメリカーナ幹線道路」が通行止めになっ

た。 

 

しかし、犯人は逃走し、捕まえることはできなかった。 

この衝突で５名の怪我人が出たという。 

 

「パナメリカーナ幹線道路（Carretera Panamericana）」

は「ウィークリーレポート No.208」でも紹介した治安

当局とマフィアグループの抗争が多い地域の１つだ。 

 

やはりこの地域の近くは避けるのが良さそうだ。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a96833e9ba334b2aabb9e04783b78a4.pdf

