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（写真）バイリーテレビ ”大統領襲撃事件は政府の自作自演ではないと語るハイメ・バイリー氏“ 

マ 

 

 

   大統領襲撃事件の真相    

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ドゥロ大統領へのドローン襲撃事件のニュ

ースは日本を含め世界的な注目を集めた。 

この事件について様々な憶測が流れているが、現在

のところ確信をついた情報は少ない。 

 

そんな中で事件を起こした犯行グループから事前に

計画を聞き、８月４日にドローン襲撃事件が起きる

と知っていたと語るマイアミ在住のペルー人ジャー

ナリスト「ハイメ・バイリー氏」が、８月１２日、犯

行グループから聞いた事件の詳細を記事として公開

した。 

本稿では彼が語る大統領襲撃事件の真相について紹

介したい。 

 

 

バイリー氏がどのような内容を語ったかを紹介する前

に、彼がどんな人物かを紹介しなければいけないだろ

う。 

 

ハイメ・バイリー氏は、６５年２月にペルーの首都リマ

で生まれた５３歳。小説家であり、テレビジャーナリス

トでもある。同氏は米国マイアミ在住で月曜～金曜、マ

イアミ時間で午後９時～１０時まで「MEGA TV」で

「BaylyTV」の司会を務めている。 

 

今回、バイリー氏がマドゥロ大統領襲撃事件について

語ったのはほとんどが「BaylyTV」の番組中。 

番組自体は、彼がラテンアメリカの政治・経済・文化な

どの業界関係者を招き意見交換をするというもの。 

 

コロンビアのイバン・ドゥケ新大統領も今年の２月、７

月にこの番組に出演した。 

バイリー氏 軍事介入を強く支持 
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（写真）BaylyTV “７月１４日 ドゥケ大統領” 

 

ベネズエラについても、度々テーマに挙げており招待

される人物は野党系のみ（そもそもマイアミのテレビ

に与党系の人物が出るはずはないが・・）。 

 

招待されるのは野党系の中でも彼の政治思想を反映し

た急進野党に属する政治家が多い。 

具体的には、国民勇猛同盟（ABP）のアントニオ・レデ

スマ元カラカス大首都区長、ラモン・ムチャチョ前チャ

カオ市長、大衆意志党（VP）のカルロス・ベッキオ氏

など外国からの軍事介入を支持する亡命組政治家だ。 

バイリー氏もこれまで度々ベネズエラへの軍事介入を

肯定し、現政権を変える手段は他にはないと公言して

きた。 

 

１７年１１月に野党連合（MUD）が与野党交渉を開始

すると発表した時も MUD の選択を強く非難していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.57」１１月９日付の記事

参照）。生粋の急進野党派だと認識されている。 

 

結論から言えば、ドローン襲撃事件に関して、彼の主張

はマドゥロ政権に塩を送る効果がある。 

ただ、裏で彼がベネズエラ政府と結託しているかと言

われれば、彼のこれまでの発言や思想から考えるにそ

のようには思えない。売名行為のでっち上げならあり

得るかもしれない。 

 

以下、彼が書いた事件の真相を出来る限り忠実に翻訳

する。どのように感じるかは各人に任せたい。 

 

（上記は記事のタイトル、以下は翻訳。オリジナルは

「El Francotirador 参照（スペイン語）」） 

 

 

私は電話には出ない。ボイスメッセージを聞くだけだ。

今回のメッセージは私にとって重要なものだと感じた。 

電話はワシントンの友人で政界でも権力がある人物か

らのものだった。彼は私に「緊急で電話を折り返すよう

に」とのメッセージを残した。 

 

私はすぐさま彼に連絡をした。彼は私にマイアミにい

る「あるベネズエラ人（以下、ベネズエラ人）」と会っ

てほしいと頼んだ。面会の目的は伝えられなかった。 

 

彼は私にベネズエラ人の名前を伝えると「このベネズ

エラ人は我々のうちの一人だ。内通者でなければペテ

ン師でもない」と言った。 

 

ただし、「彼を絶対に自宅には招くな。カフェで落ち合

うようにしろ。彼の話を聞くだけだ。彼に頼まれても約

束をしてはいけない。」とアドバイスされた。 

 

私は彼からベネズエラ人の電話番号ではなく、メール

アドレスを聞き、連絡を取った。３分ほどで返信が来て

私が選んだカフェでベネズエラ人と会うことになった。 

 

何について話すのかも分からなかったので、私は妻も

含めてこの件について誰にも話さなかった。 

 

私はベネズエラ人と面談をした。ベネズエラ人は私の

テレビ番組で一度会ったことがあると言ったが、少な

くとも私の記憶には無かった。 

 

彼は大量の武器を奪った軍襲撃事件の詳細を語った

（カラボボ州のパラマカイ駐屯地襲撃事件「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.16」８月６日付の記事参照）。 

Uno de los Nuestros（我々のうちの一人） 

http://www.elfrancotirador.com/uno-de-los-nuestros/
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私に、当時の襲撃事件について武器を奪い隠したが仲

間が拘束され拷問された結果、武器のありかを告白し

たことなどを語った。 

 

また、ベネズエラ人はオスカル・ペレス元 CICPC 捜査

官の反逆にも参加していた。私は、彼が語る当時の詳細

について驚きをもって話を聞いた。 

最終的にベネズエラ人はペレス元捜査官と対立し、途

中でグループを脱退したとも語った。対立の原因はペ

レス元捜査官がロープロファイルでいられなかったこ

とだと指摘。ペレス元捜査官のエゴが彼の寿命を縮め

たと語った。 

 

私は彼の一語一語をかみしめて聞いた。私にはベネズ

エラ人が出まかせをしゃべっているようには見えなか

った。彼は「我々のうちの一人」だった。あるいはベネ

ズエラ独裁者のスパイだったかもしれない。 

 

しかし、私は彼をスパイだと考えなかった。私にベネズ

エラ人を紹介したワシントンの友人は誰が敵で誰が味

方かを良く知っている人物だったからだ。 

 

その後、ベネズエラ人は私に「土曜日の軍事パレードの

際にマドゥロとカベジョを襲撃する。」と語った。「マド

ゥロを襲撃する。」とは言わなかった。 

「マドゥロとカベジョを襲撃する」と言った。 

 

襲撃方法がドローンであるとも教えられていた。ただ、

そのドローンが１機か２機かは聞いていない。 

 

ベネズエラ人は私に 

「本来であれば襲撃は７月５日に計画されていたが、

同日に計画を実行すると子供が巻き込まれる可能性が

あるということで延期に至った。 

他方、８月４日の軍事パレードであれば子供が巻き込

まれる心配はなく、軍部の汚職グループも揃っている

ので、同日に決行することにした」 

と語った。 

 

予行演習は成功し、カラカスでいくつかの銅像（チェ・

ゲバラの銅像含む）を破壊したと語った（筆者が調べた

ところ１８年６月２１日にカラカスのボリバル通りに

あるチェ・ゲバラの銅像が破壊されていたとの記事を

確認した）。 

 

ベネズエラ人は、 

「この計画の成否は軍内部の反逆因子が独裁者のボデ

ィガード陣営をかいくぐり電波妨害装置を停止させる

ことが出来るかにかかっている。 

もし、電波妨害装置を停止できた場合はドローンが独

裁者の近くまで飛び爆発する。 

 

マドゥロとカベジョが再起不能になった場合、数名の

将軍グループが速やかに事態の掌握に動く。独裁者の

主要な協力者を拘束し、モラルの高い人物が政権移行

のための暫定政権を組織する。」 

と語った。 

また、今回の計画にはコロンビアの重要な将軍も絡ん

でいると語った。 

 

驚くべき内容を聞かされた後、どうして私と会うこと

を希望したのかをベネズエラ人に尋ねた。 

ベネズエラ人は 

「仮に襲撃が成功した暁には、影響力ある記者やオピ

ニオンリーダーが我々の行動をテロリストと非難しな

いことが重要だと考えている。 

 

今回の襲撃が成功し、暫定政権を樹立した際に、ワシン

トンやボゴタの知人に連絡をとりホワイトハウスと特

にドゥケ新大統領が支持するようロビーをしてほしい。 

 

軍部の暫定政権は民主的な政権への移行に必要で、腐

敗した選挙当局を取り除き、透明性の高い選挙を実施

する。」と答えた。 

 

私は明確にベネズエラ人の行動を支持すると伝えた。 
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同時に私は彼に「私を買いかぶりすぎた。関係者に連絡

を取り希望を伝えることは出来るが、彼らの熱量を感

じるくらいしかできない。」と伝えた。 

 

カフェを出てベネズエラ人と別れる際に、彼に少し待

つように言われた。彼は車に向かい、「ベネズエラのお

土産だ」と言い、銀紙で包まれた物体を私に渡した。 

 

彼に感謝を伝え、握手をして別れた、 

私はこの「お土産」を食べて良いかさえ迷った。ベネズ

エラ人は「我々のうちの一人」だと思っているが、敵の

可能性もある。私自身に警告し、自宅に帰った後に食べ

ることなく、そのお土産を捨てた。 

 

 

「ベネズエラ人は誇大妄想の大口叩きだろうか？」 

「私のワシントンの知人が私のことを信頼できる人な

のか試しているのだろうか？」 

「本当にマドゥロとカベジョが次の土曜に殺されるの

か？」 

 

これらの疑問に答えることは出来なかった。私はこの

件について誰に語ることもなく、答えを待つことにし

た。これは大ウソで私の信頼性を損なわせるための陰

謀だとの考えも捨てきれなかった。 

 

私は唯一、ワシントンの知人に連絡しベネズエラ人と

会ったことを伝えた。 

私は彼に「FBI はこのことを知っているのか？」と聞く

と、いたずらっぽい口調で「君が知っているなら私も知

っている。彼らも知っている。」と答えた。 

 

彼は「我々はベネズエラに介入しないが、独裁政権を崩

壊させ。民主主義を回復させるために我々の同盟者を

支持する。」と答えた。 

 

 

 

 

また、襲撃が成功する確率について尋ねると、 

「５０％だ。襲撃は起きるだろうが、その後にどのよう

なことが起きるかはコントロールできない。」と答えた。 

 

つまり、ワシントンの知人は独裁者を消すことが出来

るか確信を持っていなかった。 

 

土曜日の午後、私は軍事パレードを見ていた。その時、

カベジョがイベントに参加していないことに気づいた。

マドゥロの横にいたのはパドリーノ・ロペス（国防相）

だった。私は計画が気づかれたのだろうかと心配した。 

 

「カベジョは計画を知っていたのだろうか？」 

「私が知っているように彼も知っていたのだろうか？」 

「カベジョに誰かが警告をしたのだろうか？」 

「マドゥロを消して、混沌の状態で自分が大統領の座

に就くことを考えているのか？」 

「内通者は電波妨害装置を停止することが出来たか？」 

「軍事パレートは問題なく終わるのだろうか？」 

 

その後、反逆者がドローンを爆破させたが防衛陣を崩

すことは出来なかった。空中で爆発したため、壇上から

は距離があった。それから数時間後に６名の反逆者が

拘束された。拘束された者は電気椅子に掛けられ、トイ

レの水に沈められ、プラスチックバックで窒息させら

れた。一人は拷問で殺された。 

 

計画が失敗した後にワシントンの知人と話した。彼は

がっかりしていた。彼は私にテレビでこの計画が本物

であり、マドゥロの作り話ではなかったと伝えてくれ

と私に頼んだ。また、次もドローンではないだろうが、

別の襲撃が起きることも伝えてほしいと補足した。 

 

それから数日後にワシントンの知人から再びベネズエ

ラ人と会ってほしいと頼まれた。 
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私は彼と同じカフェで落ち合った。ベネズエラ人は私

に計画はほんの１５～２０秒くらいの差で失敗した。 

あと数秒あれば独裁者とその取り巻きに近づけた。 

しかし、内通者が電波妨害装置を解除することが出来

ず計画が失敗した。 

 

ドローンの操縦者は携帯を使用していたがコントロー

ルを失った。そして諦めて対象から離れたところで爆

発させた。彼を襲撃しようとする勢力が存在すること

を示すためだった。 

 

私はベネズエラ人にどうしてレケセンス議員は逮捕さ

れたのかを訪ねた。 

 

ベネズエラ人は、レケセンスは完全に無実だと言った。

ボルヘスも同様に無実だと言った。彼らは何も知らな

かった。 

 

「我々はベネズエラ人の政治家を誰一人信じていない。

ボルヘスは特に信じていない。我々はボルヘスを裏切

り者だと認識している。」 

 

私はならどうしてレケセンス議員が拘束されたのかと

尋ねた。 

 

ベネズエラ人は 

「レケセンスは計画を知ることなく、我々がドローン

を使用してマドゥロを殺そうとしていることを知らな

いままモナステリオ（証言した男性）が国境を通過する

のを支援した。 

ただ、レケセンスは知らなかったし、その人物が計画の

一部だったことを知る術もなかった。 

 

彼は善意で彼の国境通過を手伝った。彼の失敗は彼の

携帯を使用したことだ。しかし、逆に言えば計画を知ら

なかったため、注意をしなかったことを意味する。」 

と答えた。 

 

 

彼と別れる前にベネズエラのお土産は渡さないでほし

いと希望した。 

 

また、この状況で私に何が出来るかを聞いた。彼はもっ

とコロンビア組織の協力が必要だと答えた。一時的に

身を隠す避難所が欲しい。 

 

コロンビアに身を隠す協力をしてくれる女性がいたが、

今は彼女との接点を消さなければいけない。 

 

彼は私にドゥケ大統領に依頼してほしいと言われたが、

私は流石にその依頼は受けられないと断った（１ペー

ジ目でも紹介したが、バイリー氏はドゥケ新大統領と

番組で何回か会っている。バイリー氏のキャリアから

すれば以前からドゥケ氏の知人だったと思われる）。 

 

ただ、ワシントンの知人に伝え、必要な保護をするよう

依頼すると答えた。 

 

ベネズエラ人は 

「再び悪者、自由の敵が勝利した。しかし、一時的なも

のだ。」 

と私に語った。 

 

 

なお、本件についてベネズエラ人ジャーナリスト（反政

府系）のパトリシア・ポレオ氏も似たような話をしてい

る。 

 

ポレオ氏は事件後にすぐに「Soldados de Flanelas」の

犯行声明を読み上げた人物。ファン・レケセンス議員の

父親と懇意にしているようで、本件についてバイリー

氏ほど詳細には語らないが、彼女の語る内容は大筋で

バイリー氏と同じだ。 

 

以上 


