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（写真）Armando.Info “野党議員と CLAP 関係企業家との関係を暴露” 

 

 

２０１９年１１月２９日（金曜） 

 

政 治                     

「カルデロン元大使 グアイド政権を非難 

～ククタで支援金の不正流用を訴え～」 

「グアイド政権側の反応」 

「ボリビア外相 抗議デモにはマドゥロ政権関与」 

経 済                     

「Monomeros 役員 会社の状況を報告」 

「PDVSA 石油分野で赤道ギニアと協定を締結」 

「Datanalisis ２０年の経済見通しを示す」 

社 会                     

「ベネズエラのブラックフライデー」 

11 月 30～12 月 1 日（土・日） 

 

政 治                    

「CLAP 取引に主要野党の議員が加担？ 

～グアイド政権のパンドラの箱が次々開く～」 

「野党 汚職嫌疑のある議員の役職停止 

～疑惑の議員が提案した案件も無効に～」 

「１２月３日の TIAR 会合 汚職もテーマに」 

経 済                    

「ベネズエラ 世界で４番目に経済悪化」 

社 会                     

「ベネズエラ移民の半数以上はほぼ無職」 

「カリブ諸国 使い捨てプラスチック品使用禁止」 
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２０１９年１１月２９日（金曜）             

政 治                       

「カルデロン元大使 グアイド政権を非難        

     ～ククタで支援金の不正流用を訴え～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.376」で、グアイド政

権が在コロンビア・ベネズエラ代表大使のカルデロン大

使を解任した記事を紹介した。 

 

また、カルデロン元大使の解任を受けて急進野党系の政

治家がグアイド政権を強く非難していた。 

 

１１月２９日 カルデロン元大使は記者会見を開き、グ

アイド政権を痛烈に批判した。 

 

主な発言内容は以下の通り。 

 

１．私は、グアイド政権が国民を欺いていると考えてい

る。私は憤りを感じている。 

 

２．国民に街頭でのデモを呼びかけながら、水面下でマ

ドゥロ政権と手を結んではいけない。政治家には透

明性が必要だ。 

 

３．対話は完全な失敗だった。 

 

４．グアイドとは長い間、話をしていない。 

 

５．グアイドへ２つのことを助言したい。自身の周りを

良く見直せ。また、誰の操り人形にもなってはいけ

ない。 

 

６．コロンビア政府は、マドゥロ政権との対話開始につ

いて報道で知った。グアイドは、我々の同志である

コロンビアを独裁政権との闘いに参加させなかっ

た。 

７．私は規律を持って行動している。私は自身の家族と

ベネズエラを守る義務を負っており、そのためには

黙って従うことはない。 

 

８．私も間違えることはある。しかし、不適切なことを

して間違えるよりも、良心をもって間違える方を選

ぶ。 

 

９．私の政党はベネズエラであり、政治政党ではない。 

 

１０．「Monomeros」（国営石油化学公社「Pequiven」の

子会社、現在はグアイド政権側のコントロール下に

ある）について、グアイド政権は石油化学分野のプ

ロではない人物を役員においた。 

「Monomeros」の役員に政治的な影響力を残した

のだ。会社経営は政治と完全に分離するべきだと考

えている。 

 

１１．「Monomeros」で会合があった際に、政治家が技

術者に対して政治的な暴言を吐いたことがあった。

私はその政治家にそのような発言をするべきでは

ないと抗議した。そのような行為は「Monomeros」

内で政治的な分離を生むからだ。 

 

１２．国営会社の経営陣を政党の利害で任命してはいけ

ない。経営陣は、当該分野の経歴と誠実性をみて選

ばれなければいけない。 

 

１３．ベネズエラの政党にはスターリン主義的な政党が

多い。彼らは意見の相違を認めず、不寛容で、意見

が異なる者を権力で罰する。これは民主主義的な政

党がすることではない。政党はもっと違うものでな

ければいけない。 

 

１４．正常な感覚を持った人間がマドゥロ政権と現在の

選挙管理委員会（CNE）の下で自由で公平な選挙が

出来ると考えるだろうか？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
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１５．現在のマドゥロ政権下で行ういかなる合意も自殺

行為だと考えている。 

 

１６．政権移行の方法が間違っていれば、政権移行は失

敗する。ベネズエラに民主主義は訪れない。 

 

１７．ククタ（コロンビア側にあるベネズエラとコロン

ビアの国境の町）での野党政治家の支援金不正流用

について、コロンビア検察当局から売春、アルコー

ル、偽の領収書、二重計上など不適切な行為につい

て指摘を受けた。私はベネズエラ代表大使としてカ

ラカス側でも真相の調査を要請した。 

 

１８．４月３０日の自由オペレーションについて、私は

賛同していない。マイケル・モレノ（マドゥロ政権

側の最高裁判長）ともパドリーノ・ロペス（国防相）

とも面識はない。 

 

特に１７．のククタでの野党政治家の支援金不正流用問

題についてメディアで大きく報じられている。 

グアイド政権側が自身の仲間をかばい、捜査を進めてい

ないとの批判が出ている。 

 

後述するが、この翌日にもグアイド政権側の汚職問題が

メディアで報じられた。 

 

この数カ月、グアイド政権側の汚職問題は報じられてい

なかったが、カルデロン元大使の解任を受けて、グアイ

ド政権側の汚職問題が次々に露呈している。 

 

やはり、急進野党側が主要野党の引きずりおろしにかか

っていると考えるのが自然だろう。 

 

 

 

 

 

 

「グアイド政権側の反応」                   

 

カルデロン元大使の記者会見について、グアイド政権側

はあまり大きなリアクションはしていない。 

 

グアイド政権側が反応したのは、グアイド政権大統領府

の短い以下のプレスリリースのみ。 

 

 

暫定政権は、ベネズエラの自由と我々の兄弟であるコロ

ンビアとの同盟と透明な政権運営を約束する。 

 

ククタの件については、最初から実態を追及するための

捜査を要請している。現在はコロンビア検察当局の結果

公表を待っている段階である。 

 

同様に、暫定政権は引き続きベネズエラ政府資産の保護

を続ける。「Monomeros」の役員については、経験に基

づいたプロの経営陣を任命している。彼らは崩壊した会

社と汚職構造を改善するための努力をしており、生産回

復に成功している。 

 

コロンビアの新たな大使は近日中に発表する。 

大統領の強奪を停止させ、移行政権を発足し、自由選挙

を実施するという我々の意志を約束する。 

 

 

「ボリビア外相 抗議デモにはマドゥロ政権関与」                  

 

１１月１０日 マドゥロ政権の同盟国であったボリビ

アのモラレス元大統領が辞任を発表した。 

 

その後、当時野党のヘアニネ・アニェス国会第２副議長

が暫定大統領に就任した。 
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モラレス元大統領の辞任を受けてボリビア政府は崩壊。

多くの大臣が辞任を表明。アニェス政権は新たな大臣を

任命しており、ボリビア外相も交代した。 

 

１１月２９日 ボリビアのカレン・ロンガリック新外相

は記者会見を実施。マドゥロ政権がボリビア社会を混乱

させるために水面下で扇動していると訴えた。 

 

その中で、記者から 

「暫定政権は一時的な社会の安定と次の大統領選を行

うための移行政権であり、外交についての大方針を変え

ることはするべきではないと思わないか？」 

との質問を受けて、 

 

ロンガリック新外相は 

「我々は間違っていると思わない。憲法では暫定政権の

可能なことに制限は定められていない。我々はベネズエ

ラ外交官が社会を混乱させるために深刻なほど関わっ

ていたと認識している。」 

と回答した。 

 

コロンビア、エクアドル、チリで起きた抗議デモについ

ても各国政府は、マドゥロ政権が同国の社会秩序を乱す

ために工作員を送り込んでいると訴えている。 

 

この件については１２月３日に予定されている「米州相

互援助条約（TIAR）」の会合でも議論される予定。 

 

経 済                        

「Monomeros 役員 会社の状況を報告」           

 

石油化学公社「Pequiven」のコロンビア子会社である

「Monomeros」は、現在グアイド政権のコントロール下

にある。 

 

 

 

グアイド政権にコントロールが移り、米国政府は

「Monomeros」に科していた制裁を解除。 

グアイド政権は「Monomeros」の役員を一新し、新生

「Monomeros」でオペレーションが始まっている。 

 

１１月２８日 新生「Monomeros」は与党コントロール

下にあった当時の汚職について告発した。 

 

同報告書によると、マドゥロ政権下の「Monomeros」は

飛行機のレンタル代として毎月３２万ドルを支払って

いたようだ。 

 

しかし、その支払いは飛行機レンタル代以外の目的で使

用されていたという。具体的にどのような目的で支出さ

れたかは説明されていない。 

 

「PDVSA 石油分野で赤道ギニアと協定を締結」         

 

PDVSA のケベド総裁は、赤道ギニアのテオドロ・ネグ

マ大統領と石油事業の分野での合意を結んだと発表。 

 

ケベド総裁によると合意した内容は５つ。 

 

合意事項には赤道ギニアのエネルギー産業の人材育成

支援、赤道ギニアでの石油事業に PDVSA がサービス事

業者として参加することが含まれているようだ。 

 

「Datanalisis ２０年の経済見通しを示す」                  

 

「Datanalisis」の経済調査員ロナルド・サントス氏は、

２０２０年のベネズエラ経済の見通しを示した。 

 

２０２０年はドル化経済が定着する年になるだろう。ま

た、デジタル通貨「PETRO」もマドゥロ政権の後押し

を受けて普及することになるだろうとした。 
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現在のベネズエラでは米ドルが急速に普及しており、現

時点ではグレーゾーンの取引だが、今後は米ドル建ての

取引も公式にできるようになってくるだろうとした。 

 

また、２０１９年のベネズエラの経済成長率について、

前年比マイナス２７．９％と予想した。 

 

社 会                        

「ベネズエラのブラックフライデー」           

 

１１月２９日はブラックフライデーだった。 

 

ブラックフライデーとは、感謝祭（１１月の第４木曜日）

の翌日に在庫の一掃セールを行うという商習慣。 

 

経済低迷が続くベネズエラでもブラックフライデーで

国内の店舗が安売りをし、数百人のベネズエラ人が買い

物のため商業施設を訪れたようだ。 

 

例えば、カラカスの大型ショッピングセンター

「SAMBIL」のスペイン系衣類ショップ「ZARA」では、

衣類や靴が５０％オフなど大型のディスカウントがあ

り、多くの人が行列を成した。 

 

 

（写真）Arnaldo Espinoza 氏ツイッター（@Naldoxx） 

 

 

２０１９年１１月３０日～１２月１日（土・日）              

政 治                        

「CLAP 取引に主要野党の議員が加担？         

  ～グアイド政権のパンドラの箱が次々開く～」        

 

１１月２９日のカルデロン元大使の告発に続き、翌日も

グアイド政権関係者の汚職がメディアを騒がせた。 

 

米国にある独立系メディア「Armando.info」は、マドゥ

ロ政権が行っている CLAP 取引に間接的にグアイド政

権が関わっていると報じた。 

 

具体的には主要野党の関係者が、CLAP 取引に関わる

「Salva Foods」のカルロス・リスカノ氏の商売が継続で

きるよう外国政府に働きかけていたというもの。 

リスカノ氏は、米国が制裁を科したコロンビア人企業家

アレックス・サアブ氏の協力者。 

 

同記事は瞬く間に拡散。 

内容もかなり細かく報じられており、グアイド政権側の

対応を見る限り、全くのフェイクニュースではなさそう

だ。この汚職報道については、次号の「ウィークリーレ

ポート」で紹介したい。 

 

今回の事件に多かれ少なかれ関与が噂されているのは

１１名。 

 

第一正義党（PJ）の議員３名、 

大衆意志党（VP）の議員４名、 

新時代党（UNT）の議員２名、 

急進野党の議員１名（7 月 16 日グループ）、 

元穏健野党の議員１名（ティモテオ・サンブラーノ議員

が党首を務める「Cambiemos」に所属していたが、汚職

疑惑で除名された人物（「ベネズエラ・トゥデイ No.369」

参照） 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b4e3f149416459feaab1aa88155cfee1.pdf
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ただし、名前を挙げられている各議員とカルロス・リス

カノ氏との関係には濃淡があるようで、急進野党に属す

るホセ・ルイス・ロメロ議員などは実際のところそこま

で深く関わっていないような報じられ方をしている。 

 

「野党 汚職嫌疑のある議員の役職停止         

   ～疑惑の議員が提案した案件も無効に～」           

 

今回の報道を受けて、第一正義党（PJ）は疑惑のある議

員３名が引き受けている役職を一時的に停止。大衆意志

党（VP）も同様の措置を取っている。 

 

なお、上記１１名の中で最も有名な議員は大衆意志党

（VP）のフレディ・スペルラノ議員。 

 

スペルラノ議員は、先日解任された在コロンビア・ベネ

ズエラ代表大使だったカルデロン元大使の後任になる

と噂されていた人物だった。 

 

スペルラノ議員は国会行政コントロール委員会の委員

長を務めていたが、今回の報道を受けて同職を辞任し、

調査に協力するとしている。 

 

 

（写真）大衆意志党（VP） 

“フレディ・スペルラノ議員” 

 

 

１２月１日 グアイド議長は今回の報道について 

「今回の汚職疑惑は野党のイメージを落とすためのマ

ドゥロ政権の策略である。 

 

我々は透明性を重んじ、汚職を隅々まで調べる。 

疑いのある議員が国会で引き受けている役職は全て停

止する。また、当該議員が議会に提案した案件について

も全て無効にすることにした。 

 

仮に疑惑が事実であれば、当該議員は国会議員ではなく

なるだろう。」 

と述べている。 

 

「１２月３日の TIAR 会合 汚職もテーマに」         

 

１２月１日 グアイド議長は記者会見を開き、１２月３

日に開催される TIAR 会合で汚職についても議論する

と説明。 

 

ベネズエラ大統領府外交委員会の代表を務めているフ

リオ・ボルヘス議員と米州機構（OAS）のグスターボ・

ブリセーニョ・ベネズエラ代表大使と協力し、今回の汚

職に関わっているとされる議員の名前について参加国

に説明し、汚職撲滅のために徹底的に議論するよう命じ

た。 

 

経 済                         

「ベネズエラ 世界で４番目に経済悪化」            

 

ベネズエラの経済学者ヘスス・カシケ氏は、IMF の経済

統計について言及。 

 

６年間という期間でみて、世界での４番目に経済が悪化

した国だとした。 

 

以下が６年間で経済が大きく悪化した国トップ５。 
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１．ガーナ（１９８２年～８８年） △８２．４％ 

２．イラン（１９８８年～９４年） △７４．２％ 

３．リビア（２０１０年～１６年） △７３．１％ 

４．ベネズエラ（２０１３年～１９年） △７０．１％ 

５．モザンビーク（１９９２年～９２年）△６４．４％ 

 

社 会                       

「ベネズエラ移民の半数以上はほぼ無職」            

 

国連の難民高等弁務官事務所は、ベネズエラ移民の移住

後の生活状況について発表。 

 

同事務所の調査によると、少なくとも２５０万人のベネ

ズエラ移民は無職あるいはインフォーマルセクターで

働いているという。 

 

今回の調査はコロンビア、エクアドル、ペルー、チリ、

アルゼンチン、ウルグアイ、ドミニカ共和国、ブラジル

に移住したベネズエラ人７，８４６名のアンケート結果

から割り出された数字。 

 

今回の発表に先立ち、難民高等弁務官事務所は、ベネズ

エラ移民が４６０万人を突破したと発表している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.376」参照）。 

 

従って、ベネズエラ移民の半数以上は移住後に十分な職

に就けていないことになる。 

 

「カリブ諸国 使い捨てプラスチック製品使用禁止」         

 

ベネズエラの話題ではないが、カリブ海の７つの国が、

２０２０年１月１日から使い捨てプラスチック製品の

使用を禁止することが決まった。 

 

 

 

 

プラスチック製品の使用を禁止したのはジャマイカ、ベ

リース、バルバドス、ドミニカ国、グラナダ、トニダー

ド・トバゴ、バハマの７カ国。 

 

報道によると、買い物などで使用されるビニール袋は年

間５兆枚とされており、カリブ海諸国は一人当たりのビ

ニール袋使用率が世界で最も高い地域だという。 

 

しかし、カリブ海の行政はビニール袋ゴミを適切に回収

できておらず住民は近隣の川や道端に捨てることが多

い。 

 

生態系を守り、環境汚染を防ぐために各国が団結してプ

ラスチック製品の使用を制限するという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf

