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（写真）カルメン・メレンデス内務司法相 “カラカス旧市街地のマフィア掃討作戦の成果を報告” 

 

 

２０２１年７月９日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党交渉第１フェーズ終了 

～８月からメキシコで直接交渉開始の見通し～」 

「MUD EU ミッション団と協議」 

「Prociudadanos 州知事選出馬候補リスト漏洩」 

経 済                     

「国内 ATM １０％しか稼働していない」 

「カルモナ弁護士 石油生産サービス合意を提唱」 

「PDVSA API 比重を２度上げた原油を生産」 

「ベネ ２１年半期の BitCoin 取引量は１億ドル」 

「SUNDDE ６カ月で１万件超の査察を実施」 

21 年 7 月 10～11 日（土・日） 

 

政 治                    

「カラカス旧市街地 マフィアグループを解体？ 

～軍・警察３０００名超の掃討作戦を実行～」 

「ハイチ大統領殺害事件 ベネズエラ人関与 

～拘束者にはコロンビア政府幹部の親戚も～」 

「ローランド・カレーニョ記者 拘束継続を決定」 

「FARC サントリッチ氏 遺体写真出回る」 

「キューバ 過去６０年で最大の抗議行動？」 

経 済                    

「通貨切り下げ 新紙幣発行で７億ドル支出？」 

「６月の産油量 先月比日量４万バレル増」 
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２０２１年７月９日（金曜）             

政 治                       

「与野党交渉第１フェーズ終了              

 ～８月からメキシコで直接交渉開始の見通し～」       

 

７月８日 「ロイター通信」は、ベネズエラの政治関係

者からの情報として、与野党政治家が８月からメキシコ

で直接交渉を開始すると報じた。 

 

この報道は事実のようで、翌９日にヘラルド・ブライ氏

がインタビュー番組「Circuito Exitos」に出演し「８月

にメキシコで交渉を開始する見通し」であることを明ら

かにした。 

 

ブライ氏は、元バルータ市長。与野党交渉を前に欧米を

訪問し、交渉に関する方針について事前に意見調整をし

てきた人物。 

欧米を回っていた最中、誰とどのような話をしてきたか

は明らかにしていないが、関係者との協議がある程度終

わったため今回の発表をしたと思われる。 

 

ブライ氏は「検討は順調に進んでいるが、マドゥロ政権

が様々な障害を用意している。」と指摘。 

 

また、交渉の３つの重要なテーマとして 

「与野党双方が認められる民主的な選挙、具体的にはマ

ニュアルの集計」 

「憲法規律の保証」 

「人道危機・人権侵害を引き起こすシステムの見直し」 

を挙げた。 

 

他、ブライ氏は交渉の内容を公にすることを拒否。 

「交渉をテレビやカメラの前に晒すことで、交渉への妨

害が入る。秘密にするわけではないが、事前の調整は必

要だ。」と言及した。 

 

制裁緩和の可能性について、記者から質問を受けると 

「マドゥロ政権は、有権者が民主的な投票を行うために

いくつかの事項について譲らなければならない。 

そして、制裁の所有者（米国）に対して、制裁緩和の可

能性について相談する。」 

と回答した。 

 

なお、「ロイター通信」の記事によると、野党内では選

挙参加の必要性を主張する声が強くなっており、選挙参

加を否定してきたグアイド議長の権限が縮小している

という。 

 

また、「ロイター通信」は、主要野党内で選挙参加を志

向する「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス

氏のコメントを引用し、今後の野党の方針を示唆した。 

 

ゴンサレス氏のコメントは 

「野党の間違いは、トランプ大統領がベネズエラ国民の

問題を解決してくれると信じたことだ。しかし、それは

起きなかった。 

 

彼らは同盟者であり、マドゥロ政権に圧力をかける手段

を提供してくれるが、解決してくれるわけではない。 

我々は米国が提供してくれた手段を利用し、より良い条

件を勝ち取らなければならない。」という内容。 

 

また、ゴンサレス氏は 

「交渉は包括的で保証があるものでなければならない。

交渉には今後の選挙スケジュールが含まれることにな

る。しかし、２年・３年のものではない。国を再構築す

るためにはより長い期間の合意が必要だ。２度目の大統

領選まで。つまり、１０年スパンの選挙スケジュールだ。」 

と言及している。 

 

個人的には次の大統領選（２０２４年）までの選挙スケ

ジュールを想定しているかと思っていたが、想像してい

たよりも長いものになるのかもしれない。 
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「MUD EU ミッション団と協議」          

 

７月９日 「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリス

元スクレ市長が、自身のツイッターで「野党統一連合

（MUD）」が欧州のミッション団と協議を行ったと投稿

した。 

 

オカリス元スクレ市長は、カプリレス元ミランダ州知事

と並んで１１月の選挙に参加する必要性を説いている

人物。 

 

なお、オカリス元スクレ市長は１７年１０月に行われた

州知事選で、MUD のミランダ州知事統一候補として出

馬していた。与党 PSUV のエクトル・ロドリゲス候補に

敗北したことになっている。 

 

１１月の州知事選に野党が参加するのであれば、オカリ

ス元スクレ市長がミランダ州知事の MUD 統一候補に

なることはほぼ間違いないだろう。 

 

なお、今回の協議はオカリス元スクレ市長が主導してい

るようだが、彼の他に野党からフレディ・ゲバラ氏とデ

ルサ・ソロルサノ氏が参加している。２人ともグアイド

議長の腹心なので、グアイド政権としても EU ミッショ

ン団と協議を行っていることが確認できる。 

 

 

（写真）カルロス・オカリス元スクレ市長ツイッター 

 

「Prociudadanos 州知事選出馬候補リスト漏洩」                  

 

主要野党は、現時点で１１月の選挙に参加するかどうか

は不透明だが、野党の中には選挙参加を表明しているグ

ループ（穏健野党）も存在する。 

 

７月９日 穏健野党の１つ「ProCiudadanos」の推薦す

る州知事候補者リストが出回った（以下）。意図的なも

のではなく情報漏洩のようだ。 

 

 

 

推薦候補は、アラグア州：リチャード・マルド（PJ） 

ボリバル州：アメリコ・デ・グラシア（LCR） 

ララ州：ヘンリー・ファルコン（AP） 

ミランダ州：カルロス・アルバラード（Copei） 

ヌエバ・エスパルタ州：アルフレド・ディアス（AD） 

タチラ州：ダニエル・セバジョ（VP） 

 

リストには選挙参加意思を明確にしていない主要野党

の政治家も含まれている。主要野党は選挙参加意思を明

確にしていないが、実際のところ既に参加することは決

まっており、あとは筋書きづくりをしているだけなのか

もしれない。 
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経 済                        

「国内 ATM １０％しか稼働していない」           

 

「金融労働者連合会（Fetrabanca）」のクラウディオ・リ

バス代表によると、現在ベネズエラ国内で稼働している

ATM はベネズエラに存在している ATM の１０％しか

ないという。 

 

２０２０年１２月時点で、ベネズエラ国内で稼働してい

る ATM の数は全部で５，７６３台。１９年１２月末か

ら２３％減少したという。 

 

リバス代表によると、ほとんどの ATM が稼働を停止し

ているのは、メンテナンスの問題ではなく、ボリバル紙

幣が中央銀行から十分に供給されないからだという。 

 

中央銀行が各銀行に提供するボリバル紙幣のほとんど

は、年金受給者（多くは現金で受け取っている）に渡す

ために取っておく必要があると説明した。 

 

また、リバス氏は金融機関が正常なオペレーションを続

けるために通貨切り下げの必要があると主張。 

 

数字が大きすぎるため決済を２分割、３分割する必要が

生じており、決済時にも問題が多いと指摘した。 

 

なお、通貨切り下げを行ったとしても適切な通貨政策を

行わない限りインフレは終息しないと補足。バラマキ型

の公共支出の削減、民間セクターの活動支援などの必要

性を主張した。 

 

「カルモナ弁護士 石油生産サービス合意を提唱」         

 

弁護士のクリストバル・カルモナ氏は「Fedecamaras 

Radio」に出演。産油量の減少を食い止めるため、政府

は民間セクターと合意を結ぶ必要があると主張した。 

 

カルモナ氏は「石油生産サービス合意」を提唱。 

この仕組みは、PDVSA が民間事業者に生産を委託する

制度。所有権の移転は起きず、国が採掘権限を有したま

まで、民間事業者が開発を行うという内容だ。 

 

民間の事業委託者は産出した原油から収入を受け取る

ような仕組みにすることもでき、実質的に PDVSA 側に

支出は発生しないと説明。 

 

この合意が成立すれば、ベネズエラの産油量の減少に歯

止めをかけることが出来ると主張した。 

 

「PDVSA API 比重を２度上げた原油を生産」                  

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」は、PDVSA 内

部関係者からの情報として、PDVSA が、API 比重を２

度上げた原油を生産し始めたと報じた。 

 

API 比重は、数字が高いほど軽質になる。 

 

API 比重を２度上げる目的は、その原油を使えば国内の

原油精製量を上げることが出来るからだという。 

 

ベネズエラ国内の製油所は、元々は「中質油」「軽質油」

を精製する前提で作られている。しかし、ベネズエラ産

原油の API 比重は年々重くなっており、これ以上は製

油所が持たないという。 

 

そのため、API 比重を上げて精製をしようとしているよ

うだ。 

 

なお、以前は API 比重を上げる希釈材を CITGO から

調達できたため、国内の製油所は比較的稼働していた。 

しかし、１９年に米国が制裁を科して以降、希釈材の調

達が困難になったことでベネズエラに著しい燃料不足

が起きている。 
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「ベネ ２１年半期の BitCoin 取引量は１億ドル」                  

 

ベネズエラ人経済学者アーロン・オルモス氏は、現地経

済系メディア「Finanzas Digital」で、ベネズエラのデジ

タル通貨の現状について説明した。 

 

オルモス氏によると、ベネズエラでは２０１３年からデ

ジタル通貨の需要が拡大し、２０１９年にピークに達し

たが、その後デジタル通貨の需要は減少しているという。 

 

理由は、１９年から外貨が使用可能になったことで、よ

り為替リスクが低く、使用しやすいドルに需要が移った

ためと説明した。 

 

なお、ピークだった２０１９年時点でベネズエラのビッ

トコイン取引量は５０１，１３２．８２ビットコイン。 

ドルに換算して３億３４５万ドルだったという。 

 

そして、２０２０年には５１．６％減の２４，２８７．

８ビットコインに減少。 

 

２１年１～６月時点では２，１０９ビットコイン（９，

１４０万ドル）しか取引されていないとした。 

 

なお、２０１７年にマドゥロ政権が開発したデジタル通

貨「Petro」について、使用は極めて限定的とした。 

 

理由の１つに国民がペトロに不信感を抱いており外国

のビットコインを志向していること、ドル化でペトロを

普及させる必要性が生じなくなったことを挙げた。 

 

 

 

 

 

 

 

「SUNDDE ６カ月で１万件超の査察を実施」                  

 

「価格統制庁（SUNDDE）」は、２０２１年１月～６月

にかけて１１，４０３件の査察を実施。２，４０１件の

消費者の相談に対応したと発表した。 

 

２１年に入ってから行った特に大きな査察は、スーパー

マーケット「Gama」の査察。カラカス首都区、アラグ

ア州・アンソアテギ州、グアリコ州、ヌエバ・エスパル

タ州など全国の「Gama」の店舗の査察を行ったとした。 

 

他、「DAKA」「Farmatodo」「Farmaahorro」など主要な

生活雑貨品店、ドラッグストアなどの査察も行ったとし

た。 

 

価格統制を事実的になくしたことで「SUNDDE」の本

来の業務（価格統制を順守させる）が失われ、SUNDDE

の査察にあまり注目が集まらなくなっている。 

 

２０２１年７月１０日～１１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「カラカス旧市街地 マフィアグループを解体？      

 ～軍・警察３０００名超の掃討作戦を実行～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.623」で紹介した通り、

マドゥロ政権は７月７日からカラカス旧市街地を占領

するマフィアグループの掃討作戦を実行している。 

 

治安当局とマフィアの衝突が起きている地域は「Cota９

０５」「La Vega」「Santa Rosalia」「El Paraiso」「San Juan」

「El Valle」の辺り。現地職員も含めて、できればこの付

近の通行は避けた方が良さそうだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
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なお、次の「ウィークリーレポート」で衝突が起きてい

る地域について紹介したい。 

 

この２・３日、メディアは、このテーマでもちきり。 

与野党対話の進展や EU ミッション団の動向、ガソリン

不足の問題など他の情報はかき消されている。 

 

衝突の中心部になっている「Cota９０５地区」の状況は

まさにカオスと言った雰囲気で、マフィアの幹部の一人

「El Vampi」の自宅が爆破された。 

 

他に「El Valle 地区」のマフィア「Loco Leo」のアジト

が陥落するなど戦争状態にある。 

 

軍部はヘリコプターからマフィア幹部らの顔写真（情報

提供者への懸賞金付）のビラをまき、情報を募っている。 

 

７月１０日 カルメン・メレンデス内務司法相は、待機

している軍・警察要員などを含めて総勢３０００名のマ

フィア掃討作戦を実行したと説明した。 

 

この作戦で「Cota９０５」の３４拠点、「La Vega」の１

２拠点を治安部隊が抑えたと発表。大量の武器、麻薬を

押収したと説明した。 

 

他、メレンデス内務司法相は、マフィアの構成員２２名

を「無効化（Neutralizado）」したと説明。ただし、この

「無効化」という単語は曖昧で「死亡した」を意味する

のか「拘束した」を意味するのかはっきりしない。 

この衝突で警察官４名を含む、２６名が死亡したと説明

している。 

 

前述の「無効化」したマフィア構成員２２名と警察官４

名を合わせて死者２６名と理解することもできるし、２

２名の中には逮捕者も含まれており、２６名の中には一

般人が含まれている可能性もある。また、負傷者は２８

名。うち１８名は一般人だったという。 

 

ただし、現時点でマフィアの最重要人物「Koki（Coqui

と同じ）」「El Vampi」「Glavis」ら５０万ドルの懸賞金が

かかった人物は捕まっていない。 

 

「ハイチ大統領殺害事件 ベネズエラ人関与        

 ～拘束者にはコロンビア政府幹部の親戚も～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.623」で紹介した通り、７

月７日にカリブ海の島国ハイチで、ジョブネル・モイー

ズ大統領が自宅で殺害された。 

 

この事件についてベネズエラ・コロンビア・米国の３カ

国が大きくかかわっているようだ。 

 

ハイチ警察の説明によると、殺害グループの多くは、３

カ月前からハイチに入国し、今回の計画の準備をしてい

たという。 

 

モイーズ元大統領は２８名のグループに殺害されたが、

そのうち２６名はコロンビア国籍、他の２名はハイチ系

米国籍だったという。 

 

既に１９名の逮捕者が出ており、そのうち１７名はコロ

ンビア人。また、警察との衝突で殺害された全員がコロ

ンビア人だという。なお、拘束された１９名のうち１１

人は台湾の外交使節に押し入ったところで拘束された

という。 

 

ハイチ系米国人２名は通訳として雇われていた人物。 

報道では１人はフロリダ州出身のジェイムス・ソラジェ

ス氏（ハイチのカナダ大使館勤務経験あり）、もう１人

はジョセフ・ヴィンセントという人物だという。 

 

拘束者の証言によると、計画はモイーズ大統領を拘束す

る計画で、殺害する計画ではなかったという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
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また、拘束されたコロンビア人の中にマニュエル・アン

トニオ・ゴリンという人物がおり、彼はドゥケ政権の国

土安全保障担当官を務めるラファエル・ゴリン氏の親戚

（父親の兄弟の子供）だという。 

 

これはラファエル・ゴリン氏自身が明らかにしているこ

とで噂ではないようだ。 

 

ただし、ラファエル・ゴリン担当官は「逮捕されたアン

トニオ・ゴリン氏とは面識はない」と釈明しており、今

回の一件とは無関係と証言している。 

 

また、ハイチ警察によると、この殺害グループの動機は

「経済的な目的」だったとしており、誰かに雇われてモ

イーズ元大統領の殺害を行ったと発表している。 

 

そして、この殺害グループの人集めには４つの会社が関

与していると言及。ただし、捜査の段階なので会社名は

公表できないとした。 

 

しかし、この４社のうちの１社としてメディアで「CTU 

Security」という会社名が報じられている。 

 

拘束されたコロンビア人の１人フランシスコ・ウリベ氏

（１９年にコロンビア軍を退役）の妻がメディアに語っ

た内容によると、ウリベ氏は民間警備会社に月２７００

ドルで雇われたという。 

 

また、ウリベ氏の業務内容は「権力者の護衛と聞いてい

た」と説明しており、モイーズ大統領の護衛を担ってい

た可能性も浮上。あるいは、妻に実態と正反対の業務を

請け負っていたと説明した可能性もある。 

 

また、家族は護衛会社「CTU Security」という会社に言

及しており、同社が何らかの関係がある可能性が指摘さ

れている。 

 

 

この「CTU Security」は、米国フロリダ州の民間警備会

社で代表はベネズエラ人のアントニオ・イントリアゴ氏。

イントリアゴ氏は、他にもフロリダに複数の会社を保有

している。 

 

メディアがイントリアゴ氏、「CTU Security」と接触を

試みているが、連絡がつかめていないという。 

 

なお、マドゥロ政権のロドリゲス副大統領は、今回の事

件は「CTU Security」が行った事件と発言。イントリア

ゴ氏は、野党の関係者だと指摘している。 

 

ちなみに、ウリベ氏の妻の証言（ハイチ権力者の警備の

ために雇われた）を裏付けるような報道も存在する。 

 

コロンビアの現地メディア「セマナ」は、「モイーズ大

統領宅の防犯カメラの映像では逮捕されたコロンビア

人は事件発生から１時間後に現場に到着した」と報じて

いる。 

 

これが事実であれば、警備目的で雇われた警察グループ

が何者かに罠にはめられたということも考えられる。 

 

あるいは、コロンビア政府が自国の関与を隠すためコロ

ンビアのメディアを使って情報をかく乱している可能

性もあるだろう。 

 

本件については憶測と事実が混在しており、真相ははっ

きりしていない。そもそも事実を隠そうとする大きなグ

ループが背後にいると思われ、真相が解明されるかも定

かではない。 
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「ローランド・カレーニョ記者 拘束継続を決定」           

 

７月９日 ベネズエラのテロ対策担当の判事は、大衆意

思党のアドバイザーを務めていたローランド・カレーニ

ョ記者の拘束を延長することを決定した。 

 

カレーニョ記者は２０年１０月に拘束された（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.517」「No.518」）。 

 

当時、マドゥロ政権は「大衆意思党（VP）」のレオポル

ド・ロペス党首がスペイン大使館から国外に脱出した件

について協力者を調べており、その中でカレーニョ氏が

事件に関与している可能性が高いとして、拘束した。 

 

サアブ検事総長の説明によると、野党は「CITGO」が

運営する人道支援基金「シモン・ボリバル財団」のお金

をカレーニョ氏に流し、カレーニョ氏経由で主要野党の

政治資金、ロペス党首の国外脱出用の資金に使用された

としている。 

 

「FARC サントリッチ氏 遺体写真出回る」         

 

７月１０日 コロンビア系メディア「Semana」は、「コ

ロンビア革命軍（FARC）」の幹部ヘスス・サントリッチ

氏の遺体の写真を公表した。 

 

サントリッチ氏は２１年５月にベネズエラで FARC の

対立グループから攻撃を受けて亡くなったと報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.601」）。 

 

この事件はメディアで大々的に報じられたが、偽装との

憶測もあり、本当に亡くなったのかどうか確定情報では

なかった。 

 

 

 

 

「Semana」は、これらの疑惑があることを受けて、 

「通常、このような写真を公開するべきではないが、コ

ロンビア史上最も国に被害を与えた人物の生死をコロ

ンビア国民に伝えるとの観点から写真を公開すること

を決定した」 

として、発砲されたサントリッチ氏の写真を公開した。 

 

ショッキングな写真なので、本レポートでは掲載しない

が、様々なメディアでサントリッチ氏の遺体写真が拡散

されている。 

 

「キューバ 過去６０年で最大の抗議行動？」         

 

７月１１日 マドゥロ政権の同盟国キューバで抗議行

動が起きた。参加人数は４０００～５０００人と報じら

れており、過去６０年で最も大きな抗議行動とも報じら

れている。 

 

マドゥロ政権を陰で支えているのはキューバ政府と言

われており、キューバの現政権が倒壊すればマドゥロ政

権の倒壊の可能性も高まりそうだ。 

 

抗議行動が拡大した理由は「現状に対する不満の鬱積」

と報じられている。特にカネル政権が人道支援を受け入

れないことや、Covid-１９の医療問題が不満に拍車をか

けたという。 

 

これに対して、キューバのディアス・カネル政権は 

「米国が経済制裁で６０年以上、国の活動を止め、金融・

エネルギーのアクセスを止めて国を混乱に陥れようと

している。」 

と主張。抗議行動と対峙する意思を示している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d44c36de2a3f84395ac25e9a464b7520.pdf
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経 済                       

「通貨切り下げ 新紙幣発行で７億ドル支出？」            

 

近いうちに通貨切り下げが行われるとの観測が高まっ

ている。 

 

ベネズエラ人経済学者のマニュエル・サザーランド氏は、

決済に大きな問題が生じていることを理由に通貨切り

下げの必要性を主張。 

 

一方、通貨切り下げを行うことでマドゥロ政権が本来必

要のない支出を発生させていると指摘した。 

 

サザーランド氏によると、紙幣は１枚０．１ドルのコス

トがかかっているという。 

 

通貨切り下げを行うにあたり、大量の新紙幣を発行する

必要があり、仮に７０億枚の新紙幣を発行するのであれ

ば、７億ドルの支出が必要になるとした。 

 

また、抜本的な対策がなければ再びインフレが進み、紙

幣自身の価値よりも印刷コストの方が高くなると警鐘

を鳴らした。 

 

「６月の産油量 先月比日量４万バレル増」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、ベネズエ

ラの６月の産油量が先月比４万バレル増加し、日量５４

万バレルだったと報じた。 

 

なお、アイサミ石油相は２１年中に日量１６０万バレル

に戻すことを目標に掲げており、仮にこの目標を達成す

るためには残りの６カ月は１カ月当たり日量１６万バ

レルずつ増産する必要があるとした。 

 

以上 

 


