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（写真）ドゥケ大統領ツイッターより “ドゥケ大統領暗殺未遂 ベネズエラの FARC が実施？” 

 

 

２０２１年７月２１日（水曜） 

 

政 治                     

「WOLA 与野党対話についての１０の助言 

～国際社会は行き過ぎた要求を留めるべき～」 

「Sputnik V 接種２回目に遅れ」 

「ガルシア氏 リベルタドール市長選に出馬」 

「コロンビア独立記念日の抗議行動 ２２名逮捕」 

経 済                     

「英国 GOLD 裁判終了 判決出ず」 

「Fedecamaras 年次総会 野党政治家が非難」 

社 会                     

「メトロ・カラカス 電気ショートで運行停止」 

２０２１年７月２２日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア大統領暗殺未遂事件 １０名拘束 

～首謀者はコロンビア退役軍人、ベネ関与?～」 

「モイーズ大統領殺害事件 警察内に協力者？」 

「英国 アレックス・サアブ氏に制裁」 

「メキシコでの与野党交渉 与野党継続意思あり」 

経 済                    

「西裁判所 Plus Ultra への融資停止を命令」 

社 会                    

「PDVSA 元財務担当 アンドラ銀行で汚職？」 

「東京オリンピック ベネズエラ出場競技・時間」 
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２０２１年７月２１日（水曜）             

政 治                       

「WOLA 与野党対話についての１０の助言      

 ～国際社会は行き過ぎた要求を留めるべき～」       

 

米国のシンクタンク「ラテンアメリカ・ワシントン事務

所（WOLA）」は、ベネズエラの与野党交渉について１

０の助言を行った。 

 

以下は、１０の助言の概要。 

 

１．交渉はできる限り多くの利害関係者を含めて再構築

しなければならない。 

２．ノルウェー政府は引き続き仲介者として最も適任。 

３．人々の信頼を得るため、交渉のテーマは公開し、定

期的に進捗を公表するべき。 

４．短期的にベネズエラの問題を解決しようと考えるべ

きではない。ベネズエラの問題の解決には時間を要

する。 

５．全ての問題は選挙を通じて解決される。しかし、そ

の選挙の結果がどのようなものであってもチャビ

スモ（与党）の国内での活動継続を尊重しなければ

いけない。 

６．米国は交渉を成功に導くために尽力しなければなら

ない。 

７．米国政府は「ゼロか１００か」の考え方を放棄しな

ければいけない。対話が進展した場合、制裁を緩和

することを保障するべき。 

８．米国の政治アクターは、矛盾する発言を避けなけれ

ばならない。 

９．米国以外の国際社会は交渉が進展するために出来る

限りの支援が必要。 

１０．主要な国際関係者は与党および野党が過度な要求

をすることを留めなければならない。 

 

 

「Sputnik V 接種２回目に遅れ」            

 

医療関係の非政府系団体「Medico Unidos de Venezuela」

（グアイド政権系の医療団体）は、ロシア製 Covid-１９

ワクチン「Sputnik V」の２度目の接種が遅れていると

訴えた。 

 

報道によると、現在ロシアは自国で「デルタ型」のCovid-

１９が拡大しており、自国用のワクチン製造に追われて

おり、外国へのワクチン供給が追い付いていないという。 

 

なお、現地メディア「El Estimulo」によると、中国の

「Sinopharma」については、２度目の接種も行っている

ようだが、カラカスでは６時間ほど行列待ちする必要が

あるという。 

 

なお、マドゥロ政権の発表によると、７月４日時点でベ

ネズエラは２５０．８万人がすでに１回目のワクチン接

種を終えているという。これは、ベネズエラ人口の１

０％弱に相当する。 

 

また、マドゥロ大統領は現時点で国民の２０％分のワク

チンを調達していると補足している。 

 

「ガルシア氏 リベルタドール市長選に出馬」                  

 

７月２１日 穏健野党「ProCiudadanos」のレオセニス・

ガルシア党首は、首都カラカス・リベルタドール市の市

長選に出馬すると発表した。 

 

６月には、カラカスの地方政党「鉛筆同盟（Alianza 

Lapiz）」のアントニオ・エカリ氏もリベルタドール市長

選への出馬を表明していた。 

 

両名は穏健野党の中では比較的知名度の高い政治家で

穏健野党の票が分散する懸念がある。 
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また、８月に予定されている与野党交渉の進捗によって

は、主要野党も１１月の州知事選・市長選に出馬する可

能性がある。 

 

仮に主要野党が選挙に参加する場合、リベルタドール市

の市長選に出馬することは間違いない。 

 

主要野党と穏健野党で票が分裂すれば、与党の統一候補

に勝てる公算は低くなる。 

 

 

（写真）Prociudadanos 

“政治イベントで市長選出馬を表明するガルシア候補” 

 

「コロンビア独立記念日の抗議行動 ２２名逮捕」         

 

７月２０日は、コロンビアの独立記念日だったようだ。 

 

コロンビアはドゥケ政権への抗議行動が続いており、７

月２０日の独立記念日にも抗議行動が行われ、治安当局

と衝突した。 

 

報道によると、この衝突で少なくとも２２名の抗議行動

参加者が拘束され、警察官２１名が負傷したという。 

 

 

 

 

ディエゴ・モレノ国防相によると、同日の治安維持のた

めに軍人３．６万人、警察官５．３万人を配置したとい

う。 

 

コロンビアのルイス・バルガス警察庁長官の発表による

と、逮捕者が出たのは首都ボゴタ、パスト、マニサレス、

ペレイラ、カリの５都市だという。逮捕の理由は「警察

官への暴力など」と説明している。 

 

また、負傷した警察官２１名について重大な怪我は負っ

ていないと説明したが、ボゴタでは警察官１名が目を負

傷したと補足している。 

 

メディアによると、これまで一連の抗議行動を理由とす

る死者数は７５名。うち２０件は治安当局による発砲だ

という。 

 

経 済                        

「英国 GOLD 裁判終了 判決出ず」           

 

７月２１日 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協議が終了した。 

 

本来であれば、２２日までの予定だったが、予定してい

たよりスケジュールが前倒しに進み１日前に終了した

ようだ。 

 

ただし、現時点で判決は出ていない。 

Lord Robert Reed 裁判長は「今回の意見聴取を受けて、

我々は調査を行う。最終的な判断を出すためにいくつか

の確認事項がある。」と説明。 

 

裁判所の報道官は、AFP 通信の記者に対して 

「現段階でいつ判決が出るかは分からない。しかし、こ

の種の決定は訴訟実施から数カ月かかることもある」 

と回答している。 
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「Fedecamaras 年次総会 野党政治家が非難」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.628」で、ベネズエラ

最大の経済団体「Fedecamaras」が、７月２０日に行わ

れた年次総会で、マドゥロ政権のデルシー・ロドリゲス

副大統領を招待し、演説させたとの記事を紹介した。 

 

この件について、野党政治家が相次いで Fedecamaras の

姿勢を疑問視する声明を発表している。 

 

外国に亡命している急進野党の１人ディエゴ・アリア氏

（チャベス政権前の国連ベネズエラ代表大使）は、

Fedecamaras に対して「恥ずべき事」と批判。「過去の

Fedecamaras 代表は彼らの行動を決して許さないだろ

う」と投稿した。 

 

急進野党のリーダー、マリア・コリナ・マチャド VV 党

首も Fedecamaras を非難。ロドリゲス副大統領を

Fedecamaras の年次総会に招待したのは、加盟企業の総

意ではなく、一部の人の個人的な決定であると指摘。 

「自分の子供たちの未来のために良心を忘れてはいけ

ない。」と訴えた。 

 

「第一正義党（PJ）」の党員で、グアイド政権下で在コ

ロンビア・ベネズエラ代表大使を務めるトマス・グアニ

パ氏も Fedecamaras の姿勢について 

「マドゥロ政権に屈するという選択肢はない。自由と民

主主義との闘いを維持しなければいけない」 

と主張した。 

 

他、グアニパ在コロンビア・ベネズエラ代表大使の弟に

あたるファン・パブロ・グアニパ氏も 

「Fedecamaras の同志たちよ。あなた方が独裁政権に苦

しめられてきたことを知っている。しかし、屈するとい

う選択肢はない。今は抵抗の時だ。共存の時ではない。

自由のために戦い続けなければいけない。」と主張した。 

 

社 会                        

「メトロ・カラカス 電気ショートで運行停止」           

 

７月２１日午前 カラカス地下鉄「Metro de Caracas」

で電気回線のショートが起き、乗客が徒歩での移動を余

儀なくされた。 

 

問題が起きたのは、メトロの第２ライン。 

Plaza Sucre－Perez Bonalde－Gato Negro－El Valle 間

の運行が停止。この問題が起きている間 Propatria－Los 

Dos Caminos 間だけが運行していたという。 

 

同日午後１時に復旧を発表。 

ただし、Plaza Venezuela－La Bandera 間はメンテナン

スで動かなかったという。 

 

なお、７月１９日にも大雨の影響で問題が起きたようで

「 Metro de Caracas 」 の 第 ２ ラ イ ン の Mamera －

Caricuao 間、第３ラインの Los Simbolos－La Rinconada

間が停止していたという。 

 

 

（写真）公共サービス情報ツイッター 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/148ad10bfa9a4c7c620d89f01fb4dc78.pdf
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２０２１年７月２２日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア大統領暗殺未遂事件 １０名拘束      

 ～首謀者はコロンビア退役軍人、ベネ関与？～」        

 

６月２５日 コロンビアのドゥケ大統領らを乗せたヘ

リコプターがククタへの移動中に銃撃を受けて緊急着

陸した（「ベネズエラ・トゥデイ No.618」）。 

 

コロンビア警察の捜査の結果、現場にはベネズエラ国軍

の銃があったとして、マドゥロ政権と関係のあるゲリラ

組織による仕業との線で捜査を進めていた。 

 

７月２２日 コロンビア政府は、本件に関与したとされ

る１０名の容疑者を拘束したと発表した。 

 

また、この事件の前の６月１５日にククタで軍の車が爆

発する事件があったようだが、拘束した１０名はこの事

件にも関与していたという。 

 

Francisco Barbosa 検事は、拘束した１０名の中には

FARC の残党がおり、２０１６年にコロンビア政府と

FARC の合意に納得をしなかったグループだと説明。 

ベネズエラを拠点とする FARC の残党が攻撃を計画し

たと発表した。 

 

また、Barbosa 検事によると、特に３名が積極的にこれ

らの事件に関与していたと指摘。特に John Mechas 氏

（あだ名）がグループのトップとした。 

 

また、コロンビアの元軍人でパイロットのアンドレス・

メディナ・ロドリゲス氏が計画を立案したと補足してい

る。 

 

 

 

 

なお、コロンビア系メディア「El Tiempo」は、Barbosa

検事が発表する前日にアンドレス・メディナ・ロドリゲ

ス氏が拘束されたと報道。 

 

このロドリゲス氏は、１５年６月２２日に FARC が起

こした襲撃事件の生存者で、軍を退役した後に民間の監

視会社の教官を務めていたと報じている。 

 

この主張に対して、マドゥロ政権は、「コロンビア政府

が自国の問題から国民の注意を反らすために起こした

自作自演の事件だ」と主張している。 

 

「モイーズ大統領殺害事件 警察内に協力者？」           

 

米国紙「マイアミ・ヘラルド」は、ハイチ警察と思われ

る匿名関係者３名から、大統領暗殺事件が起きた当時の

状況について聞いた内容を報じた。 

 

記事によると、モイーズ大統領は襲撃されてから何度か

警察に助けを求めていたという。 

 

最初にモイーズ大統領が警察に電話をかけたのは深夜

１時３５分。当時、モイーズ大統領は「家で発砲されて

いる。人を動員してくれ！」と救助を要請したという。 

 

しかし、その後も援護は来ず１時４７分に再度電話。 

「どこにいる！？助けが必要だ。私の命が危険だ。早く

来てくれ。」と助けを求めたという。 

 

それから３分後も救助は来ず、１時５０分に今度はハイ

チのレオン・シャルル警視長官に電話。警察官が駆け付

けたが、すでに遅かったという。なお、大統領邸宅の護

衛をしていた人々は全員無傷だったという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
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「ウィークリーレポート No.209」で、ハイチ大統領暗

殺事件について紹介したが、ハイチ警察の動きに不審な

印象を受けている。 

 

「英国 アレックス・サアブ氏に制裁」         

 

７月２２日 英国政府は、マドゥロ政権のテスタフェロ

（資金隠しに協力する人物）でフィクサー（裏の問題解

決屋）とされるコロンビア人企業家アレックス・サアブ

氏およびサアブ氏の協力者であるプリド・バルガス氏に

個人制裁を科した。 

 

この制裁により、サアブ氏、プリド氏が英国に保有する

資産は凍結される。また、両名が英国に入国することも

禁止された。 

 

制裁の理由について「公的資金を不当に搾取した罪」と

している。 

 

米国政府は、英国の決定について称賛する意向を表明し

ている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“英国から制裁を受けたアレックス・サアブ氏” 

 

 

 

 

「メキシコでの与野党交渉 与野党継続意思あり」         

 

コロンビア系メディア「RCN」は、グアイド議長にイン

タビューを実施した。 

 

RCN の記者から「フレディ・ゲバラ氏の拘束など、マ

ドゥロ政権との衝突があるが、メキシコでの与野党交渉

を行うのか？」 

と質問を受けると、グアイド議長は 

「民主主義を擁護する暫定政権として、紛争の解決を主

導する意思がある。交渉を妨害しているのはマドゥロ政

権だ。彼らは数日前にフレディ・ゲバラを拘束し、私の

自宅を襲撃した。 

 

我々は独裁政権と対峙している。これらの問題があって

も合意の道を探る。交渉を行うことではなく、ベネズエ

ラの悲惨な状況を解決することを願っている。」 

と回答した。 

 

マドゥロ大統領も、８月にメキシコで与野党交渉を行う

と宣言。与党側の交渉窓口としてミランダ州知事のエク

トル・ロドリゲス氏とホルヘ・ロドリゲス国会議長を任

命した。 

 

経 済                       

「西裁判所 Plus Ultra への融資停止を命令」            

 

マドリッド裁判所は、スペインの政府系金融機関「産業

出資公社（SEPI）」によるスペイン系航空会社「Plus Ultra」

への公的資金援助を停止するよう命じた。 

 

理由は同社にベネズエラとスペインの２重国籍の役員

が複数おり、融資規定に違反しているためだという。 

 

本件については、過去「ウィークリーレポート No.201」

でも触れている通り。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c445bd2ec803c46f59977d0c3df794b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/386be78ef563ca2ae7e83c16d826c7a8.pdf
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Covid-１９の影響で「Plus Ultra」の経営は悪化。 

自国企業を救済するという名目で SEPI が同社に対して

５，３００万ユーロの資金投入をすることが決まってい

た。 

 

しかし、「Plus Ultra」には、マドゥロ政権と取引を行っ

ているカミロ・イブラヒムという人物と関係の深い役員

がおり、スペインの筆頭野党「国民党（PP）」は、「Plus 

Ultra」に公的資金を投入することを疑問視していた。 

 

社 会                       

「PDVSA 元財務担当 アンドラ銀行で汚職？」            

 

スペイン系メディア「El Pais」は、ベネズエラの国営石

油会社「PDVSA」が、２００５年～１１年にかけて同

社の財務役員を務めていた Eudomario Carruyo 氏に対

して、３，０６０万ドルを支払っていたと報じた。 

 

同メディアによると、２００８年～１０年にかけて、

Eudomario 氏はアンドラ・プライベート銀行で PDVSA

から支払いを受け取っていたという。 

 

アンドラ・プライベート銀行は、故チャベス政権下で多

くのベネズエラ政府関係者が汚職資金を隠すための口

座として利用していた。 

 

有名なところではラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁、

ネルビス・ビジャロボス元石油エネルギー次官、ラミレ

ス元 PDVSA 総裁の従妹のディエゴ・サラサール氏、

PDVSA が雇っていた法務担当弁護士のルイス・カルロ

ス・レオン氏らの名前が挙がっている。 

 

 

 

 

 

 

「東京オリンピック ベネズエラ出場競技・時間」         

 

７月２３日から東京オリンピックが始まる。 

 

ベネズエラ人が出場する協議は、「フェンシング」「ボー

ト」「自転車」「バレーボール」「水泳」の５種目。 

 

ボート競技には José Guipe 氏、César Amaris 氏が参加。 

（７月２４日（金曜）１１時２０分～） 

 

フェンシングには José Félix Quintero 氏が参加。 

（７月２４日（金曜）９時３０分～） 

 

自転車には Orluis Aular 氏が参加。 

（７月２４日（金曜）１１時～） 

 

水泳には Jeserik Pinto 氏（１００メートル走）、 

（７月２５日（土曜） １９時２８分～） 

 

Alfonso Mestre 氏（４００メートル走）が参加する予定。 

（７月２５日（土曜） １９時４８分～） 

 

バレーボールは７月２５日（土曜）１６時１５分～ 

 

以上 

 


