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（写真）与党国会 “ホルヘ・ロドリゲス国会議長 大衆意思党（VP）の麻薬密売関与を訴え” 

３ 

 

 

   VP 麻薬密売関与の真偽    

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月１８日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス国

会議長は、グアイド議長が所属する大衆意思 

党（VP）が組織的に麻薬密売に関与していると指摘。

証拠とされる情報を公表した。 

 

この告発はどのような内容だったのか。またこの告

発に異議を唱えるグループはどのように反論してい

るのかを確認し、真偽について分析したい。 

 

また、この告発がベネズエラ政治にどのような影響

を与え得るかを考察したい。 

 

 

最初にロドリゲス議長がどのような告発をしたのか

概要から説明したい。 

 

事の発端は３月中旬にコロンビアのカルタヘナで

Biagio Garofalo（以下 Garofalo 氏）という人物が逮

捕されたことから始まる。 

 

Garofalo 氏はインターポール（国際警察）が麻薬密売

人として国際指名手配していた人物だったという。 

 

ロドリゲス議長は、Garofalo 氏と大衆意思党に強い

関係があると指摘。グアイド議長も Garofalo 氏と関

係がある（可能性が高い）と告発している。 

 

VP と関係のある人物 麻薬密売容疑で逮捕 
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最初に Garofalo 氏とグアイド議長にどのような関係

があったと訴えているのかを確認したい。 

 

まず１点目は、グアイド議長が Garofalo 氏をアンソ

アテギ州 Anaco 支部の党統括に任命したとの指摘だ。 

 

以下の写真は実際にロドリゲス議長が公開したもの。 

 

この書類は２０１６年１月、グアイド議長が、大衆意

思 党 の 「 全 国 組 織 秘 書 官 （ Secretatrio de 

Organizacion Nacional）」を務めていた当時のもので、

Garofalo 氏をアンソアテギ州 Anaco 支部の党統括に

指名すると記載されており、グアイド議長が全国秘書

官として署名をしている。 

 

後述するが、反対意見としてこの書類自体が偽物との

指摘がある。一方、この後の指摘などを見る限り

Garofalo 氏が VP に所属しており、現在の党幹部と

も親密な関係にあった可能性は高そうだ。 

 

 

 

 

Garofalo 氏とグアイド議長との関係を示唆する２つ

目の証拠は２０１９年１月１９日にアンソアテギ州

にある Garofalo 氏の自宅で行われたパーティーにグ

アイド議長が出席していたというもの。 

 

以下の写真は、パーティーが行われたとされる

Garofalo 氏の自宅。 

 

 

このパーティー当時とされる映像も公表しており、グ

アイド議長がいることが確認できる。ロドリゲス議長

によると、このパーティーには「第一正義党（PJ）」

のカルロス・パパローニ元議員、「行動民主党（AD）」

のバレット・シラ元アンソアテギ州知事らも出席して

いたという。 

グアイド議長と Garofalo 氏の関係を指摘 
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３つ目の証拠は、Garofalo 氏とグアイド議長が共に

写真に収められた集合写真。 

 

この写真がいつ撮影されたものかは定かではないが、

赤いシャツを着た Garofalo 氏（右から２番目）の横

にグアイド議長（一番右）が肩を組んで並んでいる。 

 

なお、Garofalo 氏の左隣には VP のマルコ・アウレリ

オ・キニョネス元議員と同じく VP のアルマンド・ア

ルマ元議員も並んでいる。 

 

 

４つ目の証拠はグアイド議長の妻ファビアナ・ロサレ

ス氏の兄と Garofalo 氏の関係。 

 

ロドリゲス議長は、ファビアナ・ロサレス氏（右上写

真の女性）の兄 Golfredo Morett 氏（右上写真の男性）

は、メリダ州リベルタドール市の元市議で、Morett 氏

と Garofalo 氏との間に個人的な関係があると訴えて

いる。 

 

ただし、両者のつながりを証明するような証拠は現時

点では公開されていない。交渉の道具にしようとして

敢えて出していないのか、あるいはそもそも嘘なのか

は判断ができない。 

 

 

ロドリゲス議長は、これらの指摘を根拠にグアイド議

長と Garofalo 氏に個人的な繋がりがあるとしている。 

 

 

ロドリゲス議長によると、Garofalo 氏と特に深い関

係にあった VP の党員は、マルコ・アウレリオ・キニ

ョネス元議員とフランコ・カセジャ元議員。 

 

下の集合写真には Garofalo 氏（右から２番目）とフ

ランコ・カセジャ元議員（一番右）が並んでいる。な

お、Garofalo 氏の左隣にはグアイド暫定政権の大統

領府統括を務めるルイス・ソマサ氏がいる。 

 

 

麻薬密売資金が VP へ流れた？ 
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ロドリゲス議長によると、キニョネス元議員も VP の

重要幹部の一人で、米国との連絡窓口としての役割を

担っているという。 

 

問題は、ロドリゲス議長が公開した次の Whatsapp の

やり取りだ。 

 

このやり取りはキニョネス元議員とフランコ・カセジ

ャ元議員のやり取り。コロンビアで Garofalo 氏が麻

薬密売容疑で拘束されたとの報道を知り、両者が交わ

したやり取りだという。 

 

 

最初にキニョネス元議員がカセジャ元議員に対して、

Garofalo 氏が逮捕されたとされるニュースの URL を

送る。 

 

ただし、この URL には Garofalo 氏の名前が出ていな

かった（イタリア系ベネズエラ人としか書かれていな

かった）ようで、この人物が Garofalo 氏ではないか

と心配するやり取りが確認できる。 

 

 

 

 

そして、Garofalo 氏と自分たち（大衆意思党？あるい

は両名個人？）の関係がバレることをキニョネス元議

員が懸念し、カセジャ元議員がなだめている。 

 

この時、カセジャ元議員は「彼（Garofalo 氏）には、

これまでよくしてあげていたから（Garofalo 氏の自

白を）心配する必要はない」となだめている。 

 

更にキニョネス元議員は 

「以前も言ったとおりだが、私が心配している理由は、

たまに彼（Garofalo 氏）がソモサ氏（グアイド暫定政

権大統領府の統括）に直接支払っていたことがあるか

らだ。」 

 

「私は、大統領（グアイド議長のこと）と彼（Garofalo

氏）が一緒に撮影されている写真があることも知って

いる。なぜなら私はそれを見たからだ。誰かさん

（Garofalo 氏）の家だった。」 

と投稿している。 

 

この Whatsapp のやり取り自体が完全な捏造ではな

い限り、VP と Garofalo 氏の関係は否定できない状

態になっている。 

 

これらを理由にロドリゲス議長は Garofalo 氏と大衆

意思党に密接な関係があり、Garofalo 氏はコロンビ

アの麻薬をベネズエラに流し、密売し、VP の資金提

供者として活動していると訴えた。 

 

カセジャ元議員がいう「よくしてあげてきた」という

のが「密売で便宜を図ってきた」という意味だとすれ

ば、便宜を図った見返りに VP へ資金を流していると

の指摘も辻褄はあう。 
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この指摘について VP は当然全否定しているが、当事

者が全否定するのは当たり前であり、告発を否定する

客観的な根拠にはならないだろう。 

 

グアイド暫定政権が反論として使用しているのは、

「Cazadora de fakenew」というフェイクニュースを

訴える非営利団体のツイッター投稿だろう。 

 

「Cazadora de fakenew」によると、２ページ目で紹

介したアンソアテギ州の Garofalo 氏の自宅で行った

とされるパーティーは２０１８年にバルガス州のグ

アイド議長の友人宅で撮影したものだという。 

 

以下の写真が２０１８年の動画の日に撮影された家

族写真で、グアイド議長が動画と同じシャツを着てい

ると指摘している。 

 

また、パーティー写真で見えるヤシの木（Palmera）、

奥に見える岸の光（Muella）、芝（Grama）はこの撮

影場所と一致しているという。 

 

 

 

 

 

２つ目は、ロドリゲス議長が公開した Garofalo 氏を

アンソアテギ州 Anaco 支部の党統括に任命したとさ

れる書類。 

 

「Cazadora de fakenew」によると、この書類に書か

れているグアイド議長の署名は、グアイド議長が現在

使用している電子サインと酷似しているという。筆者

も実際に両者を比べてみたが、最後のはらいの部分は

筆跡が微妙に異なっているようにも見えるが、よく似

ていると感じた。 

 

「Cazadora de fakenew」はグアイド議長がデジタル

署名を使用するようになったのは２０１９年からで

あり、問題の時期（２０１６年）には直筆で描いてい

たと指摘。 

 

つまり、この書類自体が偽物であると訴えている。 

 

 

他、ロドリゲス議長が公表した書類ではグアイド議長

の 役 職 が 「 全 国 組 織 秘 書 官 （ Secretatrio de 

Organizacion Nacional）」と書かれているが、正式に

は「（全国組織代理）Encargado de Organización 

Nacional」だったとしている。 

 

 

 

グアイド議長と Garofalo 氏の関係を否定 
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また、この書類は「Voluntad Popular Internacional」

の書類を偽造したものだと指摘。両者を比較している。 

「Falso が偽物（ロドリゲス議長が公表した書類）」 

「Verdadero が本物（VP が使用している正式書類）」

だという。 

 

 

加えて、役員は全国党大会で任命されるが、２０１６

年の VP 党大会は８月に実施されており、書類に記載

されている２０１６年１月ではないと指摘。 

これらの根拠を理由にロドリゲス議長の主張を否定

している（以下は、２０１６年に党大会が実施された

当時のツイッターの投稿）。 

 

 

 

なお、「Cazadora de fakenew」の投稿履歴を確認し

たが、同団体は野党系の団体で野党側に不利になるよ

うな投稿は確認できなかった。 

 

同団体の情報に中立性はない印象があり、VP の主張

を客観的に裏付けるためにこの団体が使用された印

象は否めない。 

 

 

上記２点（グアイド議長のパーティー会場、グアイド

議長が Garofalo 氏を Anaco 支部統括に任命したこ

と）について両者の意見は食い違っており、どちらも

それなりに説得力がある。 

 

率直に言って、どちらが正しいかは判断がつきかねる

が、どちらかが嘘をついていることは確かだ。 

 

こういう時は与党が嘘をついていると認識されるこ

とが多いが、過去に同様のケースで野党側が嘘をつい

ていたことが後で判明したことは何度かあるため、ど

ちらかの指摘が正しいと鵜呑みにしないのが妥当だ

ろう。 

 

実際のところ、嘘の告発を嘘と客観的に証明すること

は難しい。上記２点以外の指摘について、グアイド暫

定政権は「ロドリゲス議長の告発は嘘」と指摘するだ

けで嘘を証明することは出来ていない。 

 

グアイド議長と Garofalo 氏が写った写真の存在は根

拠を提示して否定されておらず、Garofalo 氏が VP と

何らかの関係があったことは否定できないだろう。 

 

与野党ともに真偽は定かではない 
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ま た 、 キ ニ ョ ネ ス 元 議 員 と カ セ ジ ャ 元 議 員 の

Whatsapp のやり取りが事実であれば、VP と麻薬密

売グループとの関係は限りなく黒に近いが、これが偽

物かどうかは現時点でははっきりしていない。 

 

ただし、両者のやり取りは、あまりに与党側の望む情

報を暴露し過ぎており、本物かどうか疑わしい印象は

否めない。 

 

 

本稿では、与野党のスタンスを紹介しただけで、今回

の告発の真偽について、正直断言できるような点はあ

まりない（個人的には Garofalo 氏と VP に浅からぬ

関係があることはほぼ確実と考えている）。 

 

ただ、確実に言えることはマドゥロ政権側が VP を麻

薬密売組織と認識しており、今後行われるであろう与

野党交渉で VP 勢力を極力排除しようとしている点

だ。 

 

VP はコロンビアのドゥケ政権と関係が強く、主要野

党の中で最も制裁緩和に消極的。マドゥロ政権にとっ

て VP の存在は交渉の障害になる。 

 

その意味で VP を排除しようと考え、今回の告発を行

ったと考えるべきだろう。 

 

そして、VP を除く主要野党はロドリゲス議長の方針

（VP とは協議しない）とのスタンスに特段の反応を

していない。 

 

 

 

 

VP 以外の主要野党のツイッターを確認したところ、

「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党

（UNT）」は、今回の告発についてほとんど反応して

いない。 

 

ロドリゲス議長の告発について「特に強く反応する意

思はない」というメッセージを発しているように見え

る。 

 

PJ、AD、UNT の３党は、VP が与野党協議で幅を利

かすことを快く思っていない印象があり、VP が交渉

から外れるのは「むしろ歓迎」ということなのかもし

れない。 

 

以上 

VP を排除し与野党交渉を再開？ 


