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（写真）大統領府 ”食料品などが入った箱「CLAP」を持ち行進するベネズエラ民兵” 

こ 

 

 

   グアイド政権 汚職事件      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

こ数日、野党に大激震が走っている。 

 

第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、新時代党（UNT）

など主要野党の議員がマドゥロ政権関係者と裏で結

託していたという報道が流れている。 

 

グアイド政権は、マドゥロ政権の汚職を強く非難し

ているが、自分たちが汚職に加担していたとなれば、

主張の根底が崩れる。潔白なイメージを売りにして

いる主要野党にとって深刻なイメージダウンになる。 

本稿では、今回の問題の詳細について紹介したい。 

 

 

数カ月前から様々な野党議員が非公式にコロンビア

の検察当局や米国財務省を訪問していた。 

 

目的はコロンビア人企業家カルロス・リスカノ氏が

行っている商売をこれまで通り継続させること。 

 

リスカノ氏は、米国政府が制裁を科したアレック

ス・サアブ氏やアルバロ・プリド氏の仲間の一人。 

 

国営スーパー「アバスト・ビセンテナリオ」の店舗

を購入した「Salva Foods」のオーナーでもある

（「ベネズエラ・トゥデイ No.308」参照）。 

 

CLAP 取引業者を野党議員が支援？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf
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また、「Salva Foods」は、マドゥロ政権が行ってい

る安価な食料・生活品販売システム「CLAP」に食

料を卸している企業でもある。 

 

以下で挙げる野党政治家は、リスカノ氏を擁護し、

制裁を科さないようロビー活動を行っていたとい

う。 

 

ここで、今回の話に入る前にこの問題の背景につい

て紹介したい。 

 

１１月 第一正義党（PJ）のホセ・ゲラ議員はマド

ゥロ政権が野党議員を買収していると訴え、この訴

えをきっかけに穏健野党「Cambiemos」は３名の

議員を除名した（「ベネズエラ・トゥデイ No.369」

参照）。 

 

当時、ゲラ議員は詳細については語らず、マドゥロ

政権の買収工作疑惑は終結したかに見えたが、この

話はまだ終わっていなかったようだ。 

 

その後、出所は不明だが、２０１８年に国会の行政

管理委員会が、ルイサ・オルテガ元検事総長に対し

てアレックス・サアブ氏の罪を軽減させるよう求め

た書面がツイッターで拡散された（オルテガ元検事

総長はこの書面について否定している）。 

 

ここまでが前日譚。 

 

以下から今回「Armando.Info」が報じた野党議員の

汚職問題に入る。 

 

 

 

 

 

「Armando.Info」は、２０１８年から国会の一部野

党議員が CLAP 取引に関わる企業家の罪を軽減させ

るよう活動していたと指摘。 

 

また、前日譚の通り、汚職を撲滅する役割を担うは

ずの国会の行政管理委員会に所属する議員が、CLAP

取引を支援していたと報じられた。 

 

今回の事件に最も深くかかわっていたとされる議員

は、第一正義党（PJ）に所属するルイス・エドゥア

ルド・パラ議員（以下、写真の人物）。 

パラ議員は、国会の環境委員会に所属している。 

 

（写真）Armando.Info “エドゥアルド・パラ議員” 

 

彼は、「Salva Foods」のオーナーであるカルロス・

リスカノ氏と関係があり、非公式に野党議員の有志

グループを組織し、彼らの取引を裏で支援していた

という。 

 

 

 

 

 

PJ 所属のパラ議員が事件の重要人物 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b4e3f149416459feaab1aa88155cfee1.pdf


 
Venezuela Weekly Report 

No.１２６   ２０１９年１２月４日（水曜） 

3 

 

 

同グループがリスカノ氏を支援した直近の事例は今

年の１０月９日。 

 

第 一 正 義 党 の ホ セ ・ ブ リ ト 議 員 と 穏 健 野 党

「Cambiemos」の元党員アドルフォ・スペルラノ議

員（前述の疑惑を受けて「Cambiemos」を除名され

た）が、ボゴタにあるコロンビア検察庁を訪問。 

リスカノ氏と「Salva Foods」に制裁を科さないよう

求める書面を提出したという。 

 

（写真）RCTV.Net “ホセ・ブリト議員” 

 

（写真）Maduradas “アドルフォ・スペルラノ議員” 

 

 

 

 

 

書面には、２０１９年９月２０日の日付で 

「我 （々国会の行政管理委員会）は、カルロス・リス

カノ氏および同氏が所有する「Salva Foods」に関す

る犯罪行為を確認していない。」 

と書かれていたようだ。 

 

この書面には、ブリト議員、スペルラノ議員以外に

コンラド・ペレス議員（PJ 所属）、 

大衆意志党（VP）のリチャード・アルテアガ議員、

ギジェルモ・ルセス議員、チャイン・ブカラン議員、 

新時代党（UNT）のエクトル・バルガス議員、ウィ

リアム・バリエントス議員の名前も載っていたとい

う。 

 

（写真）Maduradas “コンラド・ペレス議員” 

 

（写真）Maduradas “リチャード・アルテアガ議員” 

 

 

 

米国・コロンビアに捜査停止を要請 
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（写真）Maduradas “ギジェルモ・ルセス議員” 

（写真）Maduradas “チャイン・ブカラン議員” 

（写真）Maduradas “エクトル・バルガス議員” 

（写真）Maduradas  

“ウィリアム・バリエントス議員” 

 

また、書面には「本議題は１９年９月１８日に国会

の行政管理委員会が行った定例会で承認された」と

書かれているが、同日にそのような議題は存在しな

かったようだ。 

 

そもそも、国会の行政管理委員会は、ここ数カ月の

間に８月１４日と１１月２０日の２回しか定例会を

開催していなかった。 

 

同グループはコロンビアだけでなく、米国へもリス

カノ氏に制裁を科さないよう働きかけていた。 

 

同グループは１９年 9 月に米国財務省に対しても同

様の趣旨の書面を送っていたという。 

なお、申請内容から推測するに制裁を管轄する外国

資産管理局（OFAC）宛てと思われるが、誰宛てに送

られたかは不明だという。 

 

 

また「Armando.Info」は、ある請求書について触れ

ている。 

 

その請求書は、ヤラクイ州サン・フェリペにある穀

物類を販売する「Agroleon Molinos」という会社が

「Salva Foods」宛てに発行したもの。 

 

「Agroleon Molinos」という会社のオーナーは、ロ

ジャー・レオンという人物。レオン氏は、パラ議員の

友人として地元で知られる人物だという。 

 

 

 

疑惑の欧州訪問 
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請求書が切られた日は、１９年３月１２日。 

金額は１．２億ボリバル。 

 

「Agroleon Molinos」が「Salva Foods」宛てに３０

トンの食肉を販売し、その代金の請求書とされてい

る。 

 

また、１８年１２月１７日付けで「Agroleon Molinos」

は、「Salva Foods Fze（アラブ首長国連邦に登記さ

れている会社）」に対して、約５０万ユーロの請求書

を発行していた。 

 

「Armando.Info」は、この請求書は氷山の一角であ

り、実際はもっと多くの資金が「Salva Foods」から

「Agroleon Molinos」を通じて、野党議員に流れて

いたのではないかと指摘している。 

 

なお、その請求書は、電子メールでパラ議員、カラカ

ス 元 市 議 の カ ル ロ ス ・ エ レ ラ 氏 （ 情 報 サ イ ト

「Primicias２４」の運営者）にも送られていた。 

「Primicias２４」ではリスカノ氏を擁護する記事が

掲載されている。 

 

パラ議員とエレラ氏は友人で、１９年４月にコンラ

ド・ペレス議員（PJ 所属）とリチャード・アルテガ

議員（VP 所属）の４人で欧州に渡航していたことが

確認されている。 

 

右のチケットは４名が 

ポルトガル→スペイン 

スペイン→ドミニカ共和国 

ドミニカ共和国→カラカス 

と移動するチケット 

 

 

 

（写真）Armando.Info 

 

また、５月にはブリト議員、ブカラン議員、スペルラ

ノ議員も加わりスペイン、イタリアに渡航。 

同グループはスペイン、イタリア検察庁でラミレス

元 PDVSA 総裁の捜査協力を要請したという。 
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以下が当時イタリアのローマで撮影された写真。 

（写真）Armando.Info 

 

写真には急進野党に属するホセ・ルイス・ピレイラ

議員も写っている。 

 

（写真）Maduradas “ホセ・ルイス・ピレイラ議員” 

 

ただし、この記事ではピレイラ議員については 

「ラミレス元 PDVSA 総裁の捜査要請のために同伴

しただけ」 

とピレイラ議員を擁護するような書きぶりで、疑惑

を指摘されている他の議員と扱われ方が異なる。 

 

 

 

 

 

 

この欧州訪問について、当時国会の行政管理委員会

で委員長を務めていたフレディ・スペルラノ議員は、 

「この欧州訪問は、国会の行政管理委員会としての

公式な業務ではなく、有志議員による個人的な活動

になる。」 

と説明していた。 

 

なお、欧州訪問が行われた直後の１９年５月１４日

スペルラノ議員は制憲議会で不逮捕特権をはく奪さ

れ、外国に亡命した。 

 

その後、ベネズエラ国内での行政管理委員会の委員

長は副委員長のコンラド・ペレス議員が代行してい

る。 

 

（写真）大衆意志党 “フレディ・スペルラノ議員” 

 

また、この議員団がイタリアで捜査を要請したラミ

レス元 PDVSA 総裁は当時ツイッターで 

「欧州を訪問したグループは滑稽であり、悲劇でも

ある。彼らはひどい看板を掲げ私の捜査を要請した。

しかし、情報筋曰く、この欧州訪問の経費はアレッ

クス・サアブ氏に払ってもらったという。サアブ氏

は CLAP をマドゥロ政権に販売する人物で、行政管

理委員会はサアブ氏については調べない。」 

と投稿した。 
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他にもリスカノ氏に対する捜査が停止した事例があ

る。 

 

１８年からサアブ氏はベネズエラの金鉱山で商売を

していると報じられていた。 

 

第一正義党（PJ）に所属するエミリオ・ファルハル

ド議員は、金開発にリスカノ氏が関与していると指

摘。リスカノ氏の捜査を開始すると述べていた。 

しかし、その後「存在しないものを捜査することは

出来ない」と発言を一転している。 

この方針転換は不自然で、何か大きな力が働いたよ

うな印象を受ける。 

 

（写真）Maduradas “エミリオ・ファルハルド議員” 

 

「Armando.Info」の報道が事実かどうかは今後明ら

かになることだろう。 

 

しかし、報道後の動きを見る限りでは記載されてい

る内容は全くのフェイクニュースでもないようだ。 

ただ、ここでは明らかにされていない更に深い問題

もあるのかもしれない。 

 

 

個人的に気になるのは、１９年５月という時期だ。 

 

１９年５月といえば、４月末の「自由オペレーショ

ン」が失敗し、野党の求心力が急激に低下した時期

でもあった。 

 

そして、５月中旬にノルウェー政府の仲裁によるグ

アイド政権とマドゥロ政権の交渉模索が始まってい

る。 

 

対立路線からの軌道修正が起きるにあたり、事前に

マドゥロ政権とグアイド政権の間で何らかの合意が

交わされた可能性がある。 

 

それが、「CLAP 取引にこれ以上制限を科さない」と

いう約束だったのかもしれない。 

 

「CLAP」はマドゥロ政権の汚職の温床であると同時

に、一般大衆の生活にとって必要不可欠なプログラ

ムになってしまっている。 

 

野党側として「CLAP」を継続させることについては、

「必要悪」との認識から目をつぶったとしても不思

議ではないだろう。 

 

仮にこの推測が正しければ、リスカノ氏（CLAP の取

引）を擁護したのは、ここに挙げた数人の野党議員

だけではなく、主要野党の方針だったのかもしれな

い。 

 

ただし、それをグアイド政権が認めれば主要野党の

評判は大きく崩れる。認めることは出来ないだろう。 

 

 

本当に一部野党の汚職問題なのか 
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さらに言えば、２０２０年１月５日には２０年の国

会議長が選定される。 

 

現段階では、グアイド議長が国会議長を継続すると

の見方が強いが、本来であれば２０２０年の国会議

長はグアイド議長ではない。 

 

野党多数の国会が始まった２０１６年当時、野党は

役職者の輪番を決めていた（右の写真）。 

この４年間は、この輪番通りに役職者が決まってお

り、５年目（２０２０年）の国会議長は「少数政党か

らの選出（Eleccion Minoritaria）」になっていた。 

 

つまり、この合意に従えば少数政党である穏健野党

か急進野党が国会議長になる可能性があった。 

 

カルデロン在コロンビア・ベネズエラ元大使は急進

野党派の人物で、同氏の告発はグアイド政権へのネ

ガティブキャンペーンを目的にしたものだろう。 

 

また、今回汚職容疑を受けた中の一人、ホセ・ブリト

議員は与党議員あるいは穏健野党を国会議長に推薦

しようとしていたようだ。 

 

今回の告発記事を受けてブリト議員は記者会見を開

き 

「国会でグアイド議長への反乱が起きており、これ

を理由にグアイド議長が野党の反乱因子を潰そうと

した。」 

とグアイド政権を訴えている。 

 

 

 

この訴えが事実であれば、「Armando.Info」の告発記

事は、グアイド議長率いる主要野党が、離反しよう

としている野党の内部因子を駆逐するために流した

可能性がある。 

 

つまり、２０２０年に議長の座に就くはずだった「急

進野党」と「穏健野党」がお互いに、国会議長の座を

狙い、グアイド議長も議長の座を維持するため三つ

巴の政治闘争が繰り広げられているということかも

しれない。 

 

 

以上 

少数政党によるグアイド落とし 


