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（写真）Factores de Poder “パトリシア・ポレオ記者 グアイド政権の汚職を告発” 
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   グアイド政権の汚職公表      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

アイド政権の新たな汚職疑惑が告発された。 

告発したのは米国在住のベネズエラ人ジャ 

ーナリスト、パトリシア・ポレオ氏。 

 

賄賂支払いを要求された当事者から情報を得たよう

で、グアイド政権側の担当者の名前、メールでのやり

取り、金銭要求に関する詳細を証拠付きで告発した。 

 

本稿ではポレオ氏が告発したグアイド政権の汚職詳

細について紹介したい。 

 

 

９月１５日 ベネズエラ人ジャーナリスト パトリシ

ア・ポレオ氏が自身のネット番組「Focatores de 

Poder」でグアイド政権の汚職について告発した。 

 

今回は「ペトロカリベ」の債権回収をめぐる汚職。 

 

「ペトロカリベ」については「ウィークリーレポート

No.18」「No.20」で詳細について説明しているので詳

しいことは当時のレポートを参照されたい。 

 

「ペトロカリベ」を簡単に説明すると、故チャベス大

統領が存命だった頃に発足したグループで、ベネズエ

ラの原油をカリブ海の友好国に輸出。 

ペトロカリベの債権回収を巡る汚職 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
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カリブ海の友好国は、代金の返済を同国で採れる作物

で支払うことが可能で、且つ代金のほとんどは１７年

～２５年かけて返済することが出来る仕組み。 

融資利息も低く、カリブ海諸国にとって非常に有利な

条件で原油を得られる仕組みとなっている。 

 

更に PDVSA は「PDV Caribe」という会社を通じて、

「ペトロカリベ」加盟国と合弁会社を組織し、各国で

発電所の拡張工事や製油所建設なども手掛けていた。 

 

低金利での長期融資が可能な「ペトロカリベ」のスキ

ームは、資金に乏しいカリブ海諸国の資金繰りを助け

るが、時間が経つに従い債務が膨らむことになる。 

 

カリブ海諸国にとっての債務は、ベネズエラ側からす

れば債権だ。 

 

今回の汚職は、グアイド政権がこの「ペトロカリベ」

の債権を回収する試みの中で起きた問題である。 

 

 

今回告発をした当事者は「CRA Consortium（以下、

CRA）」というマイアミの「LOCK in CAPITAL」と

「Global Risk Managment」という企業から成るコン

ソーシアム。 

 

CRA の代表は、ペドロ・アンタール氏とホルヘ・レジ

ェス氏の二人。 

 

（右上の写真の人物だが、どちらがアンタール氏でど

ちらがレジェス氏かは不明） 

 

 

 

（写真）Factores de Poder 

“ペドロ・アンタール氏とホルヘ・レジェス氏” 

 

CRA は、１８年半ばから「ペトロカリベ」の債権回収

の手段について調査を進めていたという。 

 

１９年１月 グアイド議長が暫定大統領就任を宣言。 

トランプ政権の方針が影響し、グアイド議長の宣言後、

米国にあるベネズエラ政府資産はすぐにグアイド政

権のものになる。 

 

１９年４月 CRA はグアイド議長に直接、「ペトロカ

リベ」の債権をグアイド政権のものにする提案を説明。 

 

グアイド議長は、「大衆意志党（VP）」のマルコ・アウ

レリオ・キニョネス議員に本件の議論を委ねた。 

 

（写真）キニョネス議員ツイッター 

“中央の男性がマルコ・キニョネス議員” 

 

CRA グアイド政権に債権回収を提案 
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その後、１９年６月～８月にかけて、キニョネス議員

の仲介のもと、CRA はグアイド政権側の国会議員と

複数回電話会談を行った。 

 

６月～８月にかけて、CRA との議論に関与した国会

議員は以下の通り。 

 

【新時代党（UNT）】 

エリアス・マタ議員、エンリケ・マルケス議員。 

【第一正義党（PJ）】 

ホルヘ・ミジャン議員。 

【大衆意志党（VP）】 

フレディ・スペルラノ議員、セルヒオ・ベルガラ議員、

ルイス・フロリド議員。 

【行動民主党（AD）】 

ルイス・パディジャ議員、ルイス・モレノ議員。 

 

そして、８月に議員グループは、CRA に対して当時

グアイド政権の会計監査総長を務めていたホセ・イグ

ナシオ・エルナンデス氏にも本件を説明するよう指示。 

 

８月～９月にかけて、イグナシオ会計監査総長（当時）

と２度、電話会談をした。なお、２回目の会談には大

衆意志党のヨン・ゴイコチェア議員とグアイド政権が

任命した PDVSA 総裁のルイス・パチェコ氏も同伴し

た。その際、CRA とイグナシオ会計監査総長は、今回

の試みは成功報酬制で回収できた資産の１８％を

CRA が受け取ることで合意したという。 

 

その後、１０月に入り国会議員グループから、イグナ

シオ会計監査総長は多忙なため、同議論は国会で８月

末に新たに発足した「政府資産回復委員会（CPGA）」

が担当するとの連絡を受けたという（「ベネズエラ・

トゥデイ No.337」参照）。 

 

１１月に CRA は、CPGA の代表を務めるハビエル・

トロコニス氏とカルロス・プロスペリ議員（AD 所属）

と電話会談をした。 

 

そして、１２月７日 CRA のペドロ・アンタール氏

とホルヘ・レジェス氏はマイアミで直接ハビエル・ト

ロコニス氏とカルロス・プロスペリ氏と会談をする。 

 

 

１２月７日の会談には、ハビエル・トロコニス氏とカ

ルロス・プロスペリ氏に加えてもう１人いた。 

 

その人物はマヒン・ブランチャード氏（下写真の男性）。 

彼はグアイド政権の公職者ではなく、彼の兄弟のフェ

ルナンド・ブランチャード氏が在米ベネズエラ大使館

の商務官で、カルロス・ベッキオ在米ベネズエラ代表

大使の右腕だという。 

 

また、ポレオ記者によると、フェルナンド・ブランチ

ャード氏は UNT のマニュエル・ロサレス党首がスリ

ア州の知事を務めていた当時、スリア州の医療物資の

購入担当を務めていたという。 

 

（写真）Factores de Poder 

“マヒン・ブランチャード氏” 

テスタフェロ通じて賄賂を要求 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
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同会談で CRA は改めて「ペトロカリベ」の債権回収

計画を説明。契約書のひな型を提出した。 

 

トロコニス氏は、今後の連絡窓口としてマヒン・ブラ

ンチャード氏を指名。CRA はブランチャード氏と連

絡を取ることになる。 

 

１２月２３日 CRA のペドロ・アンタール氏とホル

ヘ・レジェス氏は、ブランチャード氏と会談。その場

で、賄賂を要求された。 

 

具体的には契約手続きを進める条件として、７５万ド

ルの支払いを要求。加えて、成功報酬として CRA が

受け取る予定の１８％の報奨をブランチャード氏と

５０％ずつ山分けにするという提案だった。 

 

より正確に言うと、CRA とブランチャード氏の会社

が共同契約者となりグアイド政権と契約を締結。共同

契約者として成果報酬を山分けするという内容。 

 

当時、ブランチャード氏から受けた提案は以下のメモ

に残されている。 

 

（写真）Factores de Poder 

 

 

 

 

ブランチャード氏は公職者ではないものの、トロコニ

ス氏から正式に指名を受けた人物で、外国政府が相手

であっても公共契約の見返りに賄賂を支払うことは

米国の汚職防止法（Foreign Corrupt Practice Act、

FCPA）に抵触する。 

 

１２月３０日 CRA はトロコニス氏に対して、ブラ

ンチャード氏からの提案は FCPA に抵触すると懸念

のメールを送っている（このメールに対するトロコニ

ス氏の回答はなかったという）。 

 

２０年１月２日 「政府資産回復委員会（CPGA）」は、

CRA に対して、契約を締結する意志を通達（以下の

通達文）。契約締結に必要な資料を提出するよう要求

している。 

（写真）Factores de Poder 
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CRA は、契約締結合意の連絡を受けて、賄賂の要求

が棄却されたと考えたようだが、その考えが間違いだ

ったことが後に判明する。 

 

 

「政府資産回復委員会（CPGA）」は、契約締結に必要

な一連の手続きの担当窓口として「Tax Foris Group 

Worldwide LLC（TFG）」のネルソン・リンコン氏を

指定。 

 

CRA は求められた資料を期限内に TFG に提出。 

TFG からも１月２８日に全ての必要資料を受領した

とメールでの連絡を受けている。 

 

２月に入り、CRA のペドロ・アンタール氏とホルヘ・

レジェス氏は、マヒン・ブランチャード氏と会談。 

 

ブランチャード氏から改めて賄賂の支払いを要求さ

れた。 

 

１２月に求めていた７５万ドルのうちの５万ドルを

手付金としてすぐに支払うよう要求。 

 

５万ドルの振り込み先は「Energica Power NNC」と

いうハビエル・トロコニス氏の会社。 

 

ブランチャード氏は、支払いの請求書として右上の資

料を提示し、「５分以内に支払いをしなければ、この

契約はなかったことになる」とペドロ・アンタール氏

とホルヘ・レジェス氏に５万ドルの支払いを迫ったと

いう。 

 

 

 

（写真）Factores de Poder 

 

ペドロ・アンタール氏とホルヘ・レジェス氏は支払い

に難色を示し、その後同計画に急ブレーキがかかる。 

 

 

賄賂の支払いを拒否して以降、契約の話は進展がなく

なる。 

 

２月１４日 CRA はハビエル・トロコニス氏に契約

締結の進捗について確認の連絡を送る。その後も何度

か連絡を取るがトロコニス氏からは返信が無い。 

 

そこで３月２７日 CRA はホセ・イグナシオ会計監

査総長（当時）に連絡を送る。 

そして、４月１日 イグナシオ会計監査総長（当時）

から返信が来た。 

 

賄賂を支払わなければ契約破棄 

グアイド政権 契約を無効化 
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以下のメール文面、資料はエルナンデス会計監査総長

（当時）がペドロ・アンタール氏に送ったもの。 

 

結論を言うと、この契約は破談になったという内容だ

った。 

 

 

理由は３つ。 

１つ目は、トロコニス氏に確認したところ、CRA が

提出した資料が不十分だったとの回答だったため。 

 

２つ目は、「ペトロカリベ」に関する契約は PDVSA の

承認が必要だが、PDVSA 役員（もちろんグアイド政

権側）は本件を承認していないため。 

 

３つ目は、当該契約は会計監査総長の管轄だが、自分

は本件に関与していないため、との回答だった。 

 

CRA は改めてエルナンデス会計監査総長もパチェコ

PDVSA 総裁も１９年８月～９月に本件について協議

し、１８％の成功報酬で合意していると返信。契約の

再考を求めた。 

しかし、エルナンデス会計監査総長は改めて拒絶の回

答を送り、CRA が OFAC に申請していた制裁ライセ

ンス取得作業を停止させたと通知した。 

 

なお、エルナンデス会計監査総長は同年６月、ルイス・

パチェコ PDVSA 総裁は９月に辞任をしている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.460」「No.496」参照）。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf

