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（写真）VPI “CLAP 取引に関して汚職嫌疑をかけられたブリト議員 釈明会見でグアイド議長を非難” 

 

 

２０１９年１２月２日（月曜） 

 

政 治                     

「ブリト議員 グアイド議長を非難 

～野党の隠された内部事情を暴露～」 

「赤十字 人道支援の政治化を非難 

～外国政府はベネズエラを支援しない～」 

「ポンペオ国務長官 軍事介入は困難」 

「ゲラ議員 マドゥロ政権の買収を非難 

～グアイド議長の再任を妨げようとしている～」 

経 済                     

「PDVSA クラサオ製油所のオペレーション延長」 

「１１月の原油輸出 先月比２５％増加」 

２０１９年１２月３日（火曜） 

 

政 治                    

「TIAR 加盟国 マドゥロ政権２９名に制裁」 

「亡命最高裁 役員解任を巡り混乱」 

「ロドリゲス情報通信相 

グアイド政権は米国から４億ドルをもらった」 

「国会 汚職事件の調査委員会を組織」 

経 済                    

「米国 PDVSA の原油輸送船に制裁」 

「ペタレバスケット 先月比２２％増」 

社 会                     

「OFAC ベネズエラ野球リーグの制裁免除」 
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２０１９年１２月２日（月曜）             

政 治                       

「ブリト議員 グアイド議長を非難            

      ～野党の隠された内部事情を暴露～」       

 

「Armando.Info」の告発記事で汚職議員として名前が

挙がった第一正義党（PJ）のホセ・ブリト議員は記者会

見を開き、グアイド政権を強く非難した。 

 

主な発言は以下の通り。 

 

・７０名の議員が、グアイド議長の議長再選を拒絶 

 

「国会は反乱が起きている。多くの国会議員はグアイド

に強い不満を持っている。数日前、７０名の議員が国会

の資金の使用状況についてグアイドに説明を求めた。 

 

国会議員は様々な国を訪問しているが、その支払いがど

こから来ているのか全く分からない。様々な国が人道支

援の名目でグアイドに資金を流しているが、そのお金は

国民には全く届いていない。 

 

私はこの７０名の議員の中の１人でしかなかったが、私

が今回の反乱のトップだと言われた。」 

 

・グアイド議長のどっちつかずのスタンスを非難 

 

「グアイドは国民に対して誠実ではない。彼は抗議デモ

を求めながら、裏ではマドゥロ政権と対話をしている。

別に私は対話を否定しているわけではない。 

 

遅かれ早かれ、最終的に野党は泥棒たち（マドゥロ政権）

と対話が必要になる。私が非難をしているのはグアイド

の一貫性の無さだ。」 

 

・グアイド議長も同じようなことをしている。 

「 マ ウ ロ ・ リ リ と い う 人 物 が い る 。 こ の 人 物 は

CENCOEX（民間企業に外貨を割り当てていた公的組織）

から優遇レートで外貨を得ることで不正に資金を得て

いた疑いがあった。 

 

当時、グアイドが行政管理委員会の委員長を務めていた

時、マウロ・リリに疑いはないと決定していた。フレデ

ィ・ゲバラもこの決定に関わっている。 

 

この２つの書類は人が違うが状況は同じだ。どうして、

リスカノに汚職が確認できなかったという書類はダメ

で、マウロ・リリに汚職が確認できなかったという書類

は問題ないのか。」 

 

・ククタでの人道支援金の流用問題を告発 

 

「ククタでの資金流用問題では、セルヒオ・ベルガラ議

員（VP 所属）の親族が不正に資金を使用していた。コ

ロンビア検察庁はこの事実を確認している。 

 

我々はこの問題の実態を確認するため、グアイドに渡航

資金を申請した。しかし、返答は全く来ず、最終的にこ

の問題から手を引くよう言われた。」 

 

・マドゥロとグアイドは合意している 

 

「グアイドはマドゥロと現状を変えないことで合意を

交わしている。 

 

マドゥロが PDVSA をコントロールし、グアイドは

CITGO をコントロールする。マドゥロが Pequiven を

コントロールし、グアイドが Monomeros をコントロー

ルする。マドゥロが国内をコントロールし、グアイドが

外国をコントロールする。 

 

私はこんなショーのために政治家をしているわけでは

ない。」 
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「赤十字 人道支援の政治化を非難           

   ～外国政府はベネズエラを支援しない～」         

 

国際赤十字のフランシスコ・ロッカ代表は、ベネズエラ

の人道支援が政治化されていることを非難した。 

 

「ベネズエラへの人道支援は政治を目的としたもので

はない。ベネズエラ国民の苦しみを緩和するためのもの

だ。 

 

我々はベネズエラの人道支援に必要な資金として５，０

００万ドルを申請した。しかし、現時点では１０％しか

徴収できていない。 

 

金額が少ないことを嘆いているわけではない。助けよう

とする意志の欠如を嘆いている。 

 

赤十字は他の国でも人道支援活動を行っているがベネ

ズエラのようなケースはない。 

 

皮肉だがシリアやイエメンなどもっと経費を多く申請

している国の方が支援金の徴収は容易だ。 

 

また、マドゥロ政権が人道支援物資の受け入れを拒絶し

ているという噂が存在するが、そのような事実はなく、

人道支援物資は問題なく搬入できている。」 

と述べた。 

 

「ポンペオ国務長官 軍事介入は困難」                  

 

米国のポンペオ国務長官はベネズエラへの軍事介入の

実現について否定的な見方を示した。 

 

「マドゥロ政権を追い出す手段について、我々は武力を

行使することが危険であることを歴史から学んだ。 

 

 

マドゥロ政権の崩壊は近づいている。崩壊は時間の問題

だが、いつ崩壊するのかが分からないだけだ。」 

と述べた。 

 

この発言を受けて、「ABC ニュース」は「米国がベネズ

エラへの軍事介入の可能性を放棄した。」との記事を公

開したが、外国に亡命した野党議員らは引き続き米国は

ベネズエラに軍事介入する可能性も含め検討している

と反論している。 

 

「ゲラ議員 マドゥロ政権の買収を非難        

 ～グアイド議長の再任を妨げようとしている～」         

 

第一正義党（PJ）に所属するホセ・ゲラ議員はマドゥロ

政権が野党議員に対してグアイド議長の再選を妨げる

ための買収工作をしていると非難した。 

 

「１月６日という日に注目しなければいけない。マドゥ

ロ政権は議員の票を買収しようとしている。国会の代表

を PSUV の代表に変えようと画策している。少なくと

も２０名の議員が買収工作に落ちる可能性がある。」 

と述べた。 

 

本稿「ブリト議員 グアイド議長を非難」でも７０名の

議員が資金の使用状況についてグアイド議長に説明を

求めたと述べていた。 

 

７０名のうちの５５名が与党議員団として、残りの１５

名は野党議員ということになる。 

 

国会議員の定数は１６７名。 

外国に亡命した議員が多いので、現在、議員として国内

で活動できている議員数は不明だが、与党が野党の離反

因子を３０名ほど取り込めば、多数決で国会議長が与党

議員（あるいは穏健派の野党議員）になる可能性も否定

できない。 
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経 済                        

「PDVSA クラサオ製油所のオペレーション延長」           

 

１２月２日 PDVSA は、クラサオ政府と同国の製油所

をこれまで通り使用することで合意した。 

 

合意期間は２０２０年１月から１年間。 

 

PDVSA のオペレーション機能不全により同国の製油所

の稼働率は著しく低下している。 

 

クラサオ政府は、製油所を別の事業者にレンタルしても

らうべく２年ほど前から調整をすすめており、「Motiva 

Enterprises」が引き受けることになっていた。 

 

しかし、１９年６月に入札の過程で汚職があったことが

発覚。「Motiva Enterprises」によるオペレーションは白

紙に戻ってしまっていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.309」参照）。 

 

その後、クラサオ政府は別のオペレーターを探していた

ようだが、半年では調整が付かなかったということだろ

う。 

 

「１１月の原油輸出 先月比２５％増加」         

 

ロイター通信は、１１月に PDVSA が先月比２５％増の

日量１００万バレルを輸出したと報じた。 

 

輸出増の主な理由はインド向け輸出の回復。 

 

１９年１０月に Reliance が PDVSA からの原油購入を

再開すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.356」参照）。 

 

 

 

ただし、米国の制裁に抵触しないよう金融取引を行うこ

となく物々交換を行うと報じられていた。 

 

従って、日量１００万バレルを輸出したとしても、ベネ

ズエラに入ってくる現金は増えていない可能性がある。 

 

２０１９年１２月３日（火曜）             

政 治                       

「TIAR 加盟国 マドゥロ政権２９名に制裁」        

 

１２月３日 米州相互援助条約（TIAR）の加盟国が会

合を実施。マドゥロ政権関係者２９名に対して個人制裁

を科すことを決定した。 

 

個人制裁を科された２９名は以下の人物。 

 

1. Nicolás Maduro（大統領） 

2. Cilia Flores（大統領夫人） 

3. Diosdado Cabello（制憲議長） 

4. Marlene Contreras de Cabello（制憲議長の妻） 

5. José David Cabello（制憲議長の弟、SENIAT 長官） 

6. Jorge Arreaza（外相） 

7. Luis Damiani（外交官） 

8. Arcadio Delgado（最高裁判事） 

9. Tarek El Aissami（経済担当副大統領） 

10. Rafael Franco（不明） 

11. Alexander Gramcko（軍人） 

12. Gladys Gutiérrez（元最高裁判事） 

13. Hannover Guerrero（軍人） 

14. Ivan Hernández Dala（大統領府護衛官） 

15. Tibisay Lucena（CNE 長官） 

16. Carlos Malpica（元歳入庁長官） 

17. Juan José Mendoza（最高裁判事） 

18. Maikel Moreno（最高裁判長） 

19. Calixto Ortega（中央銀行総裁） 

20. Vladimir Padrino（国防相） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9671872e40ab895da2cf492a92e86ee5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9671872e40ab895da2cf492a92e86ee5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa2385261342683938fb699f8b65a87f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa2385261342683938fb699f8b65a87f.pdf
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21. Manuel Quevedo（PDVSA 総裁） 

22. Delcy Rodríguez（副大統領） 

23. Jorge Rodríguez（情報通信相） 

24. Tarek William Saab（検事総長） 

25. Lourdes Suárez（最高裁判事） 

26. Iris Varela（元刑務刑罰相） 

27. Carmen Zuleta de Merchán（最高裁判事） 

28. Raúl Gorrín（汚職容疑のある企業家） 

29. Alex Saab（汚職容疑のある企業家） 

 

上記２９名は TIAR 加盟国、 

アルゼンチン、ブラジル、バハマ、チリ、コロンビア、

コスタリカ、米国、エルサルバドル、グアテマラ、ハイ

チ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルー、ドミ

ニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ウルグアイでの資

産は凍結され、入国が禁止される。 

 

「亡命最高裁 役員解任を巡り混乱」           

 

ベネズエラ国内では国会が混乱しているが、外国でも亡

命最高裁に混乱が生じている。 

 

１２月２日 グアイド議長率いる野党多数の国会が任

命した最高裁判事で構成される亡命最高裁の判事が一

新されたと報じられた。 

 

最高裁判長はアントニオ・マルベル・ヒメネス判事。 

第１副裁判長がペドロ・トロコニス判事。 

第２副裁判長がドミンゴ・サルガード判事。 

他、ジャネッタ・コモドロ判事。 

ルベン・カリージョ判事 

が役員になった。 

 

 

 

 

 

 

（写真）亡命最高裁ツイッター 

“最高裁判事の交代を発表する投稿” 

 

しかし、これまで亡命最高裁判長を務めていたアンヘ

ル・マルティン判長は、今回の発表を否定。 

自身は引き続き最高裁判長であると反論した。 

 

 

（写真）アンヘル・マルティン最高裁判長ツイッター 

“最高裁判事の一新を否定” 

 

筆者の認識では、亡命最高裁は急進野党の勢力が強い組

織だった。 

今回の野党内の権力闘争に関連して主要野党が急進野

党の勢力を減らすために役員を交代したのではないか。 

 

この一件について、米州機構（OAS）のアルマグロ事務

局長は 

「今回の解任騒動は、最高裁の信頼を損なってしまう」

とどちらの肩を持つとも認識しにくい懸念を表明して

いる。 
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「ロドリゲス情報通信相                

 グアイド政権は米国から４億ドルをもらった」         

 

１２月３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は記者会見

を開き、グアイド政権と米国政府との関係を非難した。 

 

ロドリゲス情報通信相は、「米国政府がグアイド議長に

対して４億ドルを渡した」と指摘。 

 

「この資金の受領は政権交代後にベネズエラを米国の

属国にすることを目的とした行為で、内政介入行為であ

り、国際法違反である。米国議会は４億ドルについて調

査をするべきだ。」 

と訴えた。 

 

なお、コロンビアでベネズエラを担当している米国代表

大使のようなポジションにいるジェームス・ストーリー

氏は、米国政府がグアイド政権に直接４億ドルを渡した

との指摘を否定している。 

 

また、米国の国際開発庁（Usaid）もグアイド政権への

資金提供は行っていないとロドリゲス情報通信相の訴

えを否定している。 

 

ただし、ストーリー氏の「直接４億ドルを渡していない」

という回答は、「どこかの組織を経由して間接的に４億

ドルを渡した。」という点を否定できていない。 

 

というより、米国政府はベネズエラの人道団体に活動支

援金を拠出しており、金額については分からないがベネ

ズエラに対して資金提供はしている。 

 

他、ブリト議員が言及した「７０名の議員がグアイド議

長に対して、国会資金の流れについて明らかにするよう

求めた」という話にも言及。 

 

 

ロドリゲス情報通信相は 

「７１名の議員がグアイド議長に辞任を求めた」 

と述べており、微妙に発言は違っているが大筋は同じな

のだろう。 

 

また、２０２０年に予定している国会議員選についても

説明。 

 

「２０２０年の国会議員選については国連、欧州連合か

らの選挙査察は受け入れる用意があるが、米州機構

（OAS）からの査察は決して受け入れない。」 

と述べた。 

 

OAS の査察を受け入れられない理由について 

「OAS はボリビアで起きたクーデターの立案者であり

実行犯で、ボリビアを混乱に巻き込んだ張本人だ。」 

と説明した。 

 

「国会 汚職事件の調査委員会を組織」           

 

１２月３日 グアイド議長率いる野党国会は、CLAP 取

引に関わったとされる野党議員の汚職問題の調査委員

会を組織した。 

 

同委員会のメンバーは、 

エドガー・サンブラーノ国会第１副議長（行動民主党

（AD）所属）、 

スターリン・ゴンサレス国会第２副議長（新時代党

（UNT）所属）、 

マルアベート・バリオス議員（第一正義党（PJ）所属）、

ホセ・ルイス・カルタジャ議員（独立系野党）。 

の４名。 

 

サンブラーノ国会第１副議長は、１５日以内に調査を終

え、結果を発表すると述べている。 
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経 済                        

「米国 PDVSA の原油輸送船に制裁」           

 

１２月３日 米国政府は、PDVSA の原油輸送船６隻を

新たに制裁リストに追加した。 

 

制裁対象となった船舶は 

・パナマ籍の原油輸送船「Icaro」 

・ベネズエラ籍の「Luisa Caceres de Arismendi」 

「Manuel Saenz」「Paramaconi」「Terepaima」「Yare」 

 

これらの原油輸送船はベネズエラからキューバに向け

て原油を輸送したという。中には制裁を回避するため、

名前を変えて船積みをする船もあったという。 

 

「ペタレバスケット 先週比２２％増」         

 

カラカスにスクレ市という市があり、そこには「ペタレ

地区」と呼ばれる貧困層が多い地域がある。 

 

この地域の食費は「ペタレバスケット」と呼ばれている。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」は１１月２４日

～３０日のペタレバスケットを公表。 

 

白チーズ、牛肉、卵、とうもろこし粉、米、砂糖、コー

ヒー、とうもろこし油などで BsS.６８．１万（１７．２

４ドル）とした。 

 

この金額は先週比２２．０４％増。米ドル建てでみると

９．８７％増だという。 

 

１１月～１２月はインフレが激しくなりやすい時期で

はあるが、一週間で２２％増というのはかなり激しいイ

ンフレと言える。 

 

 

 

（写真）アンヘル・アルバラード議員 

“ペタレバスケット詳細” 

 

社 会                        

「OFAC ベネズエラ野球リーグの制裁免除」           

 

１９年 8 月に米国がベネズエラ政府関係組織との取引

に制裁を科したことで、米国のメジャーリーグは

PDVSA がスポンサーとなっているベネズエラのプロ野

球リーグ（LVBP）でメジャーリーグの選手がプレイす

ることを禁止した（「ベネズエラ・トゥデイ No.334」参

照）。 

 

その後、LVBP は、PDVSA や Movilnet など国営企業か

らのスポンサー契約を全て停止。メジャーリーグとこれ

まで通り取引が出来るよう OFAC に制裁ライセンス発

行を要請していた。 

 

１２月３日 ついに OFAC は LVBP との取引にライセ

ンスを発行。米国企業は LVBP とのあらゆる取引を許

可されることになった。 

 

これで LVBP は、米国のメジャーリーグとこれまで通

り取引が出来ることになるようだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4624e04756d8a78df87a60d71672d094.pdf

