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（写真）国家通信センター（国会） “１２月２０日 大衆意志党（VP）のヒルベル・カロ議員 拘束される” 

 

 

２０１９年１２月２０日（金曜） 

 

政 治                     

「大衆意志党（VP）のカロ議員 ３度目の逮捕」 

「VP 除名党員 グアイド議長を批判」 

「賄賂を受け取った野党議員リスト」 

「PanamPost 新亡命最高裁を批判」 

「マドゥロ政権 米国のグアイド政権支援金非難」 

経 済                     

「鉄鋼 国内生産低迷でメキシコから輸入」 

「販売食料増加 増加の９０％は民間セクター」 

社 会                     

「プライベート機墜落 乗員は政府関係者？」 

19 年 12 月 21～22 日（土・日） 

 

政 治                    

「Monomeros を通じた野党の新たな汚職疑惑 

～現地主要メディア ほぼ報じず～」 

「Caraota Digital 新国会の役職者候補を報じる」 

「マドゥロ政権の会計監査総長 

国連でグアイド議長の資産強奪を非難」 

「ボリビア リマ・グループに加入」 

社 会                     

「ボリバル州軍施設でクーデター 

～コロンビア政府とブラジル政府の関与？～」 

「違法アルコール摂取による死者が急増」 
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２０１９年１２月２０日（金曜）             

政 治                       

「大衆意志党（VP）のカロ議員 ３度目の逮捕」       

 

ここ数日、与党による野党政治家への攻撃が過熱してい

る。 

 

１２月２０日 大衆意志党（VP）のヒルベル・カロ議員

（外国に亡命したラファエル・グスマン議員の代理議員）

が SEBIN、国家警察（PNB）らに拘束された。また、カ

ロ議員に同行していたアシスタントのビクトル・ウガス

氏も同時に拘束された。 

 

報道によると、カロ議員はカラカスのエル・パライソ地

区を移動していたところ、SEBIN に呼び止められ、逃亡

を図ったが拘束されたという。 

 

拘束の理由については明らかにされていない。 

 

カロ議員はこれまで２度拘束された経験があり、今回で

３回目の拘束になる。 

 

今回の一件について、グアイド議長は「政治的な理由に

よるマドゥロ政権の不当な拘束だ」と訴えた。また、本

稿「プライベート機墜落 乗員は政府関係者？」で紹介

するが、この墜落事件への注目をそらすことが目的だと

指摘した。 

 

国連のバチェレ難民高等弁務官、欧州連合のボレル外交

政策委員長も今回の拘束に懸念を表明した。 

 

拘束されて２日後の１２月２２日、カロ議員とウガス氏

への事情聴取が行われた。この事情聴取には弁護士が立

ち会うことが出来なかったと報じられている。 

 

 

「VP 除名議員 グアイド議長を批判」         

 

１２月１９日 マドゥロ政権から賄賂を受け取り、グア

イド議長の引きずり降ろしに協力しているとして、大衆

意志党のホセ・グレゴリオ・ノリエガ議員が除名された。 

 

除名を受けたノリエガ議員はグアイド議長の方針を非

難。 

 

「独裁者グアイドは、見解の相違を犯罪行為だと勘違い

している。異なる意見を持つことは祖国への裏切り行為

だと考えているようだ。 

 

１２月１７日に外国に亡命した国会議員も議長を決め

る投票が出来るよう国会規則を変更した。この決定は変

更内容もさることながら、実施方法も違法なものだった。 

 

見解が違う議員には、同日にこのテーマについて議論す

ることは知らされておらず、突然議題に挙げ、議論をす

ることなく承認させた。これはファシストのやり方その

ものだ。 

 

グアイド独裁者は、私がマドゥロ政権から賄賂を受け取

ったと吹聴している。そうであれば、私がいつ、どこで、

誰から賄賂を受け取ったのか証明しなければいけない。 

もちろん、彼らにその証明は出来ない。なぜなら、私は

賄賂を受け取っていないからだ。 

 

グアイドとその家族は、経済危機を訴え国内外から寄付

金を吸い上げ、急激に資産を増やした。彼こそが汚職に

まみれた新興富裕層だ。 

 

VP、PJ、AD、UNT で構成される主要野党は、チャベ

ス政権の悪い複製品だ。」 

と主張した。 
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「賄賂を受け取った野党議員リスト」                  

 

１２月２０日 国会は、マドゥロ政権から賄賂を受け取

り、グアイド議長の引きずりおろしに協力したとされる

議員をリスト化した。 

 

リストに挙がった人物は以下の７名。 

 

１．大衆意志党のホセ・グレゴリオ・ノリエガ議員 

２．第一正義党のルイス・パラ議員 

３．第一正義党のホセ・ブリト議員 

４．Cambiemos 元党員のアドルフォ・スペルラノ議員 

５．第一正義党のコンラド・ペレス議員 

６．独立野党のレアンドロ・ドミンゲス議員（代理） 

７．ヘスス・ガブリエル・ペニャ議員（代理、所属政党

不明） 

 

「ウィークリーレポート No.126」で、本件について詳

細を紹介している。 

 

当時の報道によると、賄賂を受け取った可能性のある議

員（あるいは、グアイド議長の引きずりおろしに協力し

そうな野党議員）はもう少しいそうな気がする。 

 

「PanamPost 新亡命最高裁を批判」                  

 

米国のメディア「PanamPost」は、新たに組織された亡

命最高裁を非難する記事を投稿した。 

 

「PanamPost」によると、新たに亡命最高裁判所の判事

に就任したアントニオ・マルバル判事とカルロス・メン

デス判事は、フロリダ州テレビ局「EVTV Miami」の株

主であり、今回の亡命最高裁の役員一新は、一部の政党

の利害が背景にあると指摘した。 

 

 

 

他、多くの関係者が旧亡命最高裁の裁判長を務めたアン

ヘル・メディナ元判事を最高裁判長に戻すための取り組

みを進めていると報じた。 

 

また、旧亡命最高裁で判事を務めたグスタボ・ソサ氏は、

「今回の最高裁判事の任命に当たって、議論を実施する

ために必要な出席人数の要件を満たしていなかったの

で、今回の決定は違法な任命行為だ。」 

と訴えた。 

 

なお、「EVTV Miami」がグアイド議長側を支持するメ

ディアであれば、「PanamPost」は急進野党側を支持す

るメディアだ。 

 

グアイド政権関係者が、ククタで人道支援の資金を不正

に使用していたというニュースを最初に報じたのも

「PanamPost」だった。 

 

メディアの中立性の無さ、政敵を引きずりおろすための

報道の使用、情報操作はベネズエラでは常態化している。 

 

このようなメディアの使用方法が政治思想の分断を生

み、国民に問題の本質を理解させないようにし、問題解

決を困難にしているのだろう。 

 

「マドゥロ政権 米国のグアイド政権支援金非難」                  

 

１２月１９日 米国議会は「ベネズエラ危機軽減・支援・

民主主義開発サポート法（英語名で頭文字を取り、

Verdad（スペイン語で真実）法）」を承認した。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、この法律について 

「ベネズエラへの攻撃だ。米国議会が承認した介入と国

内の不安定化を目的とするパッケージ法を拒絶する。」 

と非難した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
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米国政府は、グアイド政権を支援するため２０２０年に

４億ドルをベネズエラ問題に割り当てるとしている。 

 

この資金について、 

「過激派野党がテロリストを育成し、ベネズエラ社会を

混乱させるための資金援助で、自国主権を脅かす内政干

渉行為だ。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「鉄鋼 国内生産低迷でメキシコから輸入」           

 

現地メディア「La Patilla」は、製鉄公社「SIDOR」の生

産が低迷していると報じた。 

「La Patilla」によると、現在の鉄鋼生産は２０１４年当

時から４０％減。 

 

マドゥロ政権は、国内の鉄鋼不足を補うためメキシコか

ら鉄鋼を輸入しているようだ。 

 

港湾公社「ボリプエルト」は、同社公式ツイッターにツ

イート。メキシコから８，８３２トンの鉄鋼が到着した

と投稿した。 

 

 

「販売食料増加 増加の９０％は民間セクター」         

 

非営利団体「Ciudadania en Accion（行動する市民）」の

代表を務めるエジソン・アルシニエガ氏は、１１月に国

内で４３万トンの食料品が販売されたと発表。 

 

うち、約９０％は民間セクターによる供給で、１０％は

食料品・生活品販売プログラム「CLAP」など政府によ

る供給だという。 

 

１９年始めには CLAP など政府による食料品販売が１

６．８万トン、民間セクターによる食料品販売が２４．

７万トンだったが、現在は政府による食料品販売は減少

し、民間セクターからの食料販売が増加していると述べ

た。 

 

増加の理由について、国内農産品が収穫期に入っている

ことに加えて、以前よりも民間セクターによる食料品輸

入が増加しているためと説明している。 

 

他方、食料販売量が増えたことと、食料品を購入できる

ことは別問題だと指摘。 

 

そもそも４３万トンの食料品はベネズエラ人の食料不

足を改善するには十分な量ではなく、販売された４３万

トンは全て購入されている。 

 

しかし、購買力が高い人（ドル生活が出来る１５％の市

民）の購入量が増えているだけで、購買力の低い人（残

りの８５％）の食料不足は改善していない。 

 

従って、食品販売量が増えたと言ってもベネズエラの食

料問題が改善したとは言えないと述べた。 
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社 会                        

「プライベート機墜落 乗員は政府関係者？」           

 

ミランダ州チャラジャベ地区にはプライベート機など

の離着陸をする「カラカス・オスカル・マチャド・スロ

アガ空港」がある。 

 

１２月２０日 ボリバル州の空港から「カラカス・オス

カル・マチャド・スロアガ空港」に向けて出発した飛行

機が着陸時に何らかのトラブルが起き、空港付近の林に

墜落。乗客が亡くなるという事件が起きた。 

 

 

（写真）Maduradas “墜落したとされる YV1104 機” 

 

（写真）Maduradas  “墜落したプライベート機” 

 

 

 

 

検察庁の発表によると、墜落した飛行機に乗っていた乗

客は９名。全員が死亡した。 

 

死亡した９名のうち、マリアノ・ディアス氏はマドゥロ

大統領のテスタフェロ（資金隠しに協力する人物の総称）

とされるラウル・ゴリン氏と関係のある人物のようだ。 

 

金塊を積んでいたとの報道もあるようだが、現在のとこ

ろハッキリしたことは不明。 

 

２０１９年１２月２１～２２日（土曜・日曜）             

政 治                       

「Monomeros を通じた野党の新たな汚職疑惑       

     ～現地主要メディア ほぼ報じず～」        

 

コロンビアのメディア「La Libertad」は、グアイド政権

に関する新たな汚職疑惑を報じた。 

 

今回、新たに報じられたのは、国営化学公社「ペキベン」

のコロンビアにある関係会社「Monomeros」。現在

「Monomeros」はグアイド政権側がコントロールして

いる。 

 

コロンビアのメディア「 La Libertad」は、この

「Monomeros」の資金が、不当に野党関係者の口座に流

入していたと報じた。 

 

記事によると、「Monomeros」がワクチンを購入するに

あたり、その資金が行動民主党（AD）のラモス・アジ

ュップ幹事長の懐に入っていたという。 

 

他にも、将来の大統領選の支援金として「Monomeros」

の資金が第一正義党（PJ）のボルヘス幹事長、新時代党

（UNT）のロサレス党首、大衆意志党（VP）のグアイ

ド議長にも流れていたと報じた。 
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これら汚職資金の管理には国会の石油エネルギー委員

会に所属するホルヘ・ミジャン議員、トマス・グアニパ

議員が関与しているという。 

 

また、「Monomeros」の役員に残るために政治家への個

人献金を求められたなどの証言も報じた。 

 

この報道は左派系メディアでは大々的に報じる一方で

「El Nacional」「El Cooperante」などベネズエラの主要

メディアでは報じられていない。 

 

ベネズエラの有名メディアで本件を報じているのは

「Ultimas Noticias」（左派系の大衆紙）くらいだろう。 

 

他、前述した急進野党系のメディア「PanamPost」も本

件について報じている。 

 

このニュースについては、フェイクニュースの可能性は

否めないが、メディアが自主規制をしている可能性もあ

りそうだ。 

 

なお、１１月末に在コロンビア・ベネズエラ大使を解任

されたカルデロン元大使が記者会見を実施（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.377」参照）。 

 

会見でグアイド政権を非難した際にも「Monomeros」を

政治的に利用していると非難していた。その記者会見で

は詳細については語らなかったものの、この報道の件を

述べている可能性はありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Caraota Digital 新国会の役職者候補を報じる」           

 

１２月２２日 現地メディア「Caraota Digital」は、２

０年の国会役員候補について報じた。 

 

同メディアによると、 

国会議長は、引き続きグアイド議長（VP 所属） 

第１副議長は、アンヘル・メディナ議員（PJ 所属） 

第２副議長は、カルロス・ベリスベイティア議員 

（プロジェクト・ベネズエラ所属） 

秘書官は、アンヘロ・パルメリ氏（UNT 所属） 

 

 

（写真）Caraota Digital 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
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「マドゥロ政権の会計監査総長             

    国連でグアイド議長の資産強奪を非難」         

 

１２月２２日 マドゥロ政権に任命された会計監査総

長のエルビス・アモロソ氏は、アラブ首長国連邦で開催

された国連の汚職撲滅をテーマにした会合に出席。 

 

アモロソ会計監査総長は、グアイド政権がベネズエラの

対外資産を強奪しており、その背景には米国とコロンビ

アの政治的な意図があると指摘。 

 

国の主権を脅かすような行為に対して、国際社会は反対

の意を示さなければいけないと訴えた。 

 

また、グアイド政権は CITGO、Monomeros などコント

ロールを奪った政府組織の資産を搾取していると主張

した。 

 

他、米国による制裁を受けて英国は、ベネズエラが所有

する GOLD の持ち出しを禁止し、主権を侵害しており、

その結果、資金的な問題が拡大し、ベネズエラの問題を

拡大させていると訴えた。 

 

「ボリビア リマ・グループに加入」           

 

１２月２２日 ボリビアのヘアニネ・アニェス暫定大統

領は、ボリビアをリマ・グループに加盟させると発表し

た。 

 

ボリビアは大統領選の不正疑惑を受けて、モラレス大統

領が辞任を表明。その後、国会第２副議長を務めていた

ヘアニネ・アニェス氏が暫定大統領を務めている。 

 

アニェス暫定大統領は、就任してすぐにキューバ人医師

を本国に送還するなど、モラレス前大統領と正反対の政

治方針を示している。 

 

ベネズエラについては、グアイド議長をベネズエラの暫

定大統領と認識すると表明。 

 

マドゥロ政権の外交官を本国に送還し、グアイド議長に

対して在ボリビア・ベネズエラ大使を任命するよう求め

た。 

 

リマ・グループは、マドゥロ政権を強く非難する米州諸

国で構成されるグループで、アニェス政権がリマ・グル

ープに加盟するのは自然な流れと言える。 

 

なお、アニェス政権はモラレス元大統領の辞任を受けた

暫定政権であり、次の大統領選が行われなければいけな

いが、現段階では選挙実施日は決定していない。 

 

 
（写真）ボリビア外務省 “リマ・グループ加盟を発表” 
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社 会                        

「ボリバル州軍施設でクーデター              

  ～コロンビア政府とブラジル政府の関与？～」            

 

１２月２２日 ボリバル州グラン・サバナ地区の５１３

陸軍施設が先住民（ペモン族）に襲われた。 

 

先住民は武器庫から銃器「Ak103」１１２丁と弾薬を奪

い、逃走したという。また、逃走中にボリバル州サンフ

ランシスコ地区にいた警察官を襲い、拳銃を奪った。 

 

同日、パドリーノ・ロペス国防相は奪われた武器を全て

取り戻すことに成功したとツイッターに投稿したが真

偽のほどは定かではない。 

 

１２月２２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は同日の

クーデターについて記者会見を実施。 

 

犯行グループ１２名のうち、６名を拘束したと説明。 

また、軍人１名が死亡したと発表した。 

 

他、犯行グループはコロンビアの軍事施設で訓練を受け、

ブラジル政府の支援を受けていたと訴えた。 

 

「違法アルコール摂取による死者が急増」              

 

ベネズエラ酒類製造協会（Civea）は声明を公表。 

国内に違法アルコール飲料が増加していると警鐘を鳴

らした。 

 

同協会によると、ベネズエラで販売されているアルコー

ルの３０％は違法飲料だという。 

 

過去３年間でアルコール摂取を理由に５８名が死亡し

たと説明。そのうち３９名は今年死亡したとしている。 

 

 

現在、アルコール飲料に不純物を混ぜて販売するケース

が増えており、それらの飲料を摂取すると危険だという。 

 

特に非正規の店舗で販売される安価な酒は危険として

いる。 

 

なお、現地メディア「Producto」によると、ベネズエラ

人の昨今のアルコール摂取量は一人当たり２．２リット

ルだという。１９８０年当時は一人当たり１０リットル

を摂取しており、当時から大きく減少したとしている。 

 

以上 

 


