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（写真）国家情報通信センター（国会）“サンブラーノ国会第１副議長 行政管理委員会のイレギュラーを確認” 

 

 

２０１９年１２月４日（水曜） 

 

政 治                     

「ブリト議員 国会議員の汚職を告発 

～ロペス VP 党首、グアイド議長も汚職取引？～」 

「国会第１副議長 行政管理委員会に不信行為有」 

「世論調査 急進野党支持が増加？」 

経 済                     

「与野党 CITGO の積み荷の所有権巡り衝突」 

「CLAP 取引にレバノン企業が参入」 

「CITGO 利益出るがグアイド政権への配当困難」 

社 会                     

「エクアドルでベネズエラ人差別の傾向加速」 

２０１９年１２月５日（木曜） 

 

政 治                    

「国会第２副議長 

CNE 役員の選定には与党との対話が必要」 

「亡命最高裁の前裁判長は二重国籍」 

「ゲバラ議員 疑惑の資料を公開」 

「２０年度の OAS 事務局長に新たな候補者」 

経 済                    

「CAF 電力問題のためマドゥロ政権へ融資？」 

「食料原油交換プログラム ８０億ドル捻出可」 

社 会                     

「１９年１１月の誘拐 先月比１９％増」 
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２０１９年１２月４日（水曜）             

政 治                       

「ブリト議員 国会議員の汚職を告発           

 ～ロペス VP 党首、グアイド議長も汚職取引？～」       

 

「ウィークリー・レポート No.126」で紹介した通り、

独立系メディア「Armando.Info」が、CLAP を巡り国会

議員が汚職に関与していたと報じた。 

 

この報道を受けて、第一正義党（PJ）のブリト議員は記

者会見を実施。 

 

現状に不満を持った一部の野党議員がグアイド議長の

退陣に向けて動いており、今回の告発記事は、グアイド

議長が権力を維持するために離反因子を陥れたものだ

と主張した。 

また、グアイド議長こそが汚職を働いていると指摘して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.378」参照）。 

 

１２月４日 ブリト議員はツイッターを投稿。 

再びグアイド議長を汚職犯だと訴えた。 

 

「我々はグアイドという新興富裕層に反乱を起こそう

としている。グアイドの知人（グアイドの経済アドバイ

ザー）を調べてみた方が良い。コロンビアにいる彼の知

人はスペイン・マドリッドのディスコを購入した。彼は

グアイドのテスタフェロ（資金隠しの協力者）だ。 

 

ちなみに、私と私の親族の口座を調べればよい。 

しかし、グアイドとその取り巻きの口座も調べなければ

いけない。 

 

グアイド議長とその取り巻きは、変革を求めるベネズエ

ラ人の期待を悪用し、米国人からお金を巻き上げている。

一方、ベネズエラ国民は引き続き飢餓で苦しんでいる。 

 

他にもたくさんのことを話したいが、今言えることは彼

らのバブルは崩壊したということだ。彼らは国民の期待

を欺いていた。」 

と述べた。 

 

また、パトリシア・ポレオ記者は、グアイド議長が所属

する「大衆意志党（VP）」の党首であるレオポルド・ロ

ペス党首の汚職について指摘。 

 

「グアイドの信頼が失われたのはメディアの責任では

ない。彼ら自身の汚職の責任だ。 

 

今回の事件は国会の行政管理委員会だけの汚職事件で

はない。その裏がある。まだ、「Derwick」の件について

は触れていない。レオポルド・ロペスとその家族のこと

について触れていない。 

 

１月にはグアイドはいなくなる。１月にはベネズエラ国

民が本当に必要としている野党が発足する。」 

と述べた。 

 

「国会第１副議長 行政管理委員会に不信行為有」         

 

１２月４日 行政管理委員会の汚職調査を主導するエ

ドガー・サンブラーノ国会第１副議長は、行政管理委員

会でイレギュラーが存在したとの見解を示した。 

 

「我々の調査では行政管理委員会でイレギュラーが存

在した。全容は解明できていないので、現時点では説明

できないが、数日後に同委員会の調査結果を報告するこ

とになる。」 

と述べた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
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「世論調査 急進野党支持が増加？」                  

 

２０年１月５日に新たな国会議長が誕生する。 

 

新国会議長の任命を巡り、グアイド議長を議長の座から

降ろそうとするネガティブキャンペーンが繰り広げら

れている。 

 

次期議長を狙うのは与党、穏健野党、急進野党と様々だ

がメディアで言えば急進野党の攻勢が強い。 

 

世論調査会社「Meganalisis」は、同社が実施した直近の

世論調査結果（１１月２５日～１２月２日、１，５８０

名の都市部の住人に電話で質問）を公表し、グアイド議

長の人気が著しく落ちていると報じた。 

 

なお、在コロンビア・ベネズエラ代表大使を務めていた

カルデロン氏の解任が発表されたのは１１月２７日

（「ベネズエラ・トゥデイ No.376」）。同日以降、グアイ

ド議長へのネガティブキャンペーンが本格化している。 

 

 

「１０カ月が経過し、グアイド議長を引き続き信用し、

支持しているか？」との質問について 

６８．５％は「いいえ」と回答。 

１２．９％は「全く」と回答。 

１０．３％は「信頼し、支持している」と回答した。 

 

「国会で野党と与党は秘密裏に合意を結んでいると思

うか？」 

との質問に対して、 

７２．６％は「思う」と回答。 

１８．１％は「思わない」と回答した。 

 

 

 

 

「国会を信頼しているか？」 

の質問に対して、 

８５．３％は「いいえ」と回答。 

１１．４％は「はい」と回答。 

 

「日々の生活でドルを使用しているか」 

との質問に対して、 

５３．９％は「全く使用していない」と回答。 

３０．８％は「時々、使用している」と回答。 

７．９％は「よく使用している」と回答。 

７．３％は「常に使用している」と回答した。 

 

「人道支援の名目で食料品などを受け取ったことがあ

るか？」 

との質問に対して、 

８５．５％は「いいえ」と回答。 

７．９％は「はい」と回答した。 

 

 

「Meganalisis」は急進野党寄りの結果を出す傾向にあ

る組織のため、どこまで実態に則したものかは分からな

いが、少なくともメディアでは急進野党が支持を拡大し

ているような報道が多くなっている。 

 

経 済                        

「与野党 CITGO の積み荷の所有権巡り衝突」           

 

ロイター通信は、CITGO の積み荷の所有権を巡り、マ

ドゥロ政権とグアイド政権が衝突していると報じた。 

 

グアイド政権側の CITGO は、原油タンカー「Gerd 

Knitsen」の船長に対して、９５万バレルの原油を返す

よう米国裁判所に訴えた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
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「Gerd Knitsen」はノルウェー籍の会社。 

 

「Gerd Knitsen」は、マドゥロ政権側の PDVSA からの

依頼で原油を CITGO に向けて輸出していた。 

 

PDVSA のフェルナンド・キンタル役員の署名が入った

１８年１１月２８日付けの契約書を持っているという。 

 

この契約を受けて「Gerd Knitsen」は、ベネズエラのホ

セ港から原油を積み１９年１月に出航。CITGO に向か

っていた。 

 

しかし、１９年１月２８日に米国が PDVSA への制裁を

発動。「Gerd Knitsen」は CITGO に向けた出航を停止

し、タンカーはパリア湾で停留しているという。 

 

ロイター通信が「Gerd Knitsen」に対して本件の事実確

認のため連絡を取ったが、「Gerd Knitsen」は回答を拒

否したという。 

 

「CLAP 取引にレバノン企業が参入」         

 

野党議員の汚職問題で注目が集まっている「CLAP」に

ついて、「Sayari」というウェブメディアは、レバノンか

ら新たに食料品を購入するようになったと報じた。 

 

同メディアによると、レバノンの６つの会社がCLAPの

食料品を輸出しているという。 

 

２０１９年７月、９月に米国政府は、CLAP 取引をして

いるコロンビア人企業家アレックス・サアブ氏とその関

連会社に制裁を科した。 

 

同メディアによると、６つの会社はいずれもこれまでマ

ドゥロ政権が取引をしていた制裁企業との関連は無く、

取引に違法性はないとしている。 

 

また、同メディアはレバノンの６つの会社は香港、パナ

マにも複数の会社を持っていると報じている。 

 

「CITGO 利益出るがグアイド政権への配当困難」                  

 

ロイター通信は、CITGO 関係者からの情報として、

CITGOが利益を出したとしてもグアイド政権に配当金

として支払う可能性は低そうだと報じた。 

 

現在、多くの債権者が CITGO の資産をもって、債権回

収を求めている。 

 

CITGOは第３四半期にかなりの利益を計上しているよ

うで、この利益を配当金として、グアイド政権に支払え

ば、グアイド政権は外国企業と債務再編の交渉が可能に

なるという。 

 

しかし、CITGO 役員は、同社の利益は CITGO の再投

資に使用するつもりだという。 

 

ロイター通信の取材に答えた CITGO 関係者は 

「CITGO はグアイド政権の財布ではない。少なくとも

２年間は配当金をグアイド政権側に支払うことは難し

い。」 

との見解を示した。 

 

社 会                          

「エクアドルでベネズエラ人差別の傾向加速」           

 

エクアドルで外国人差別が加速しているという。 

特にベネズエラ人に対する差別が拡大する傾向になる

ようだ。 

 

２０１９年１０月だけでエクアドルで２０件のベネズ

エラ人排斥運動が起きたという。 
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米国系メディア「La Voz de America」は、２０１９年に

エクアドルで外国人差別を巡る事件が前年比７７％増

加したという。 

 

２０１９年１２月５日（木曜）              

政 治                        

「国会第２副議長                     

   CNE 役員の選定には与党との対話が必要」        

 

野党国会でグアイド議長へのネガティブキャンペーン

が起きているが、同時に与野党議員が合同で選挙管理委

員会（CNE）の役員を任命するプロセスを進めている。 

 

CNE 役員任命のための与野党共同委員会の委員長を務

めているスターリン・ゴンサレス第２副議長は、２０２

０年１月には新たな CNE 役員が決まっている予定だと

述べた。 

 

ゴンサレス第２副議長は、 

「CNE 役員の任命過程では、国会のあらゆる勢力との

対話が不可欠だ。全ての勢力との対話無しに話しを進め

ることは国にとって悪い影響が出る。」 

との見解を示した。 

 

また、記者から与党議員の対応について質問されると 

「彼らは話を前進させたと思えば、後退させたりする。

しかし、我々は中立的な CNE 役員を任命するために善

処している。 

 

現在、CNE 代表を務めるティビサイ・ルセナ氏は国民

から信頼されていない。CNE 役員は憲法の規定に従い、

国民から信頼される人物でなければいけない。 

 

５人の CNE 役員と１０人の代理役員は１２月中に決め

なければいけない。」 

と述べた。 

 

「亡命最高裁の前裁判長は二重国籍」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.378」で紹介した通り、

マドゥロ政権の圧力を受けて外国に亡命した最高裁判

事による亡命最高裁が役員の任命を巡り混乱している。 

 

１２月５日 今回新たに亡命最高裁の役員に任命され

たグループは、これまで亡命最高裁の裁判長を務めてい

たミゲル・アンヘル・マルティン氏の二重国籍問題につ

いて問題視した。 

 

新亡命最高裁は 

「２０１７年６月～７月に行われた最高裁判事の任命

プロセスで、アンヘル・マルティン裁判長が二重国籍を

隠していた。」 

と発表。 

 

エブリン・ベルナル・ジェームス判事によると、ミゲル・

アンヘル・マルティン裁判長はベネズエラ国籍とスペイ

ン国籍を有しているという。 

 

憲法上、最高裁判事は他の国の国籍を有してはいけない

決まりになっており、この訴えが事実であれば解任され

ることになるだろう。 

 

他方、前亡命最高裁の役員グループは、今回の新役員の

任命について内部クーデターだと非難している。 

 

「ゲバラ議員 疑惑の資料を公開」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.378」で、CLAP 取引

に関する汚職容疑がかけられているブリト議員は、グア

イド議長やゲバラ議員が国会の行政管理委員会に所属

していた時にマウロ・リビという人物について自分たち

と同じような決定を下したと訴えていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
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マウロ・リビという人物は、外貨管理委員会（CADIVI）

から優遇レートで外貨を不正に得ていた疑惑があった

人物。 

 

グアイド議長やゲバラ議員は、行政管理委員会の頃にマ

ウロ・リビ氏についての調査の結果、「リビ氏に違法性

はなく罰則を科す必要がない」との決定を下していたと

いう。 

 

ブリト議員は、グアイド議長やゲバラ氏らが「取引に違

法性がなかった」との結論を出すことと引き換えにリビ

氏から賄賂を受け取ったと言いたいのだろう。 

 

本件について、ゲバラ議員（１７年に国会第１副議長を

務めたが、現在はチリ大使公邸でかくまわれている）は、

ツイッターで 

「昨今報じられた疑念を晴らすため、国会は

「Armando.Info」「ElPitazo」「RunRunes」「EfectoCocuyo」

「Maribort Petit 氏」に対して、マウロ・リビ氏に関す

る行政管理委員会の調査結果を渡した。」 

と投稿した。 

 

現時点ではどのような調査内容だったかは明らかにさ

れていない。 

 

「２０年度の OAS 事務局長に新たな候補者」         

 

１２月５日 ペルー人のウゴ・デ・セラ氏が米州機構

（OAS）事務局長に立候補すると発表した。 

 

現在、OAS 事務局長を務めるルイス・アルマグロ氏（ウ

ルグアイ）は、２０２０年３月に任期を終えるが、再任

のために立候補を表明している。 

 

既にエクアドル人のマリア・フェルナンド・エスピノサ

氏も立候補しており、これで３名が候補となっている。 

 

ウゴ・デ・セラ氏はペルーの外務次官を経験。他にペル

ー代表大使として、アルゼンチン、ブラジル、米国で駐

在経験を持つ人物。 

 

事務局長になるためには OAS 加盟国３４カ国の過半数

（１８カ国）から賛成を得る必要がある。セラ氏は立候

補にあたり１８カ国の過半数が得られると信じている

と述べている。 

 

セラ氏は、 

「現在の OAS はベネズエラ問題ばかりを取り扱ってい

るが、米州で議論しなければいけないことは他にもたく

さんある。」 

と述べており、同氏が OAS 事務局長に就任した場合、

アルマグロ事務局長よりもベネズエラ問題と距離を置

くことになりそうだ。 

 

なお、OAS 事務局長の任期は５年間。次の OAS 事務局

長は２０２０年３月～２０２５年３月まで事務局長を

務めることになる。 

 

 

（写真）voanews.com “ウゴ・デ・セラ氏” 
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経 済                        

「CAF 電力問題のためマドゥロ政権へ融資？」            

 

ロイター通信は、国連とアンデス開発基金（CAF）がマ

ドゥロ政権に対して３．５億ドルの融資を検討している

と報じた。 

 

この融資はベネズエラの電力危機を改善するための人

道的な融資ではあるが、融資の実行には野党多数国会の

承認が必要になり、融資の実現は不透明。 

 

しかし、野党内では今後のスタンスを巡り融資を受け入

れるべきと主張する議員と拒絶する議員がおり、意見が

対立しているという。 

 

本件についてロイター通信は国連に確認したところ 

「同融資は CAF がベネズエラ政府財務省に対して行う

ことになる。しかし、融資実行には国会の承認が必要に

なる。」 

と回答が来ている。 

 

CAF に対しても同様の確認をしたところ 

「マドゥロ政権への融資を検討している。」 

と回答が来ている。 

 

「食料原油交換プログラム ８０億ドル捻出可」         

 

経済危機を緩和させる手段として「食料原油交換プログ

ラム」（マドゥロ政権が原油を輸出し、その代金を国連

が管理し、食料や医薬品などベネズエラへの人道目的の

ための支出を行うプログラム）を提唱している経済学者

フランシスコ・ロドリゲス氏が改めて同プログラムの有

用性について主張した。 

 

 

 

 

ロドリゲス氏は、このプログラムが実現すれば、８０億

ドル相当の食料・医薬品がベネズエラ国民に届くと主張。 

 

また、現在の CLAP のように原油収入が政治化される

ことがなくなるため、マドゥロ政権の弱体化にもつなが

ると訴えた。 

 

社 会                         

「１９年１１月の誘拐 先月比１９％増」               

 

ベネズエラの犯罪専門家のアルベルト・ロイ氏は、１１

月の誘拐件数が先月から１９％増加したと述べた。 

 

特にカラカスのリベルタドール市、バルータ市、チャカ

オ市で誘拐が最も多く起きているという。 

 

時間は早朝が最も危険。事前によく調査した上での誘拐

よりもその場に居合わせた人を誘拐するケースの方が

多いと述べた。 

 

以上 

 


