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（写真）国家通信センター（グアイド政権）”トレド議員 汚職報道を受けて米国で名誉棄損を訴え？” 
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 野党の汚職（トレド議員編）     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ドゥロ政権高官、軍部らの汚職については、

これまで何度かウィークリーレポートで紹 

介してきた。 

 

一方、主要野党の政治家の汚職をテーマにウィーク

リーレポートを書いたことはなかった。 

 

本稿では、直近で静かに報じられている「大衆意志党

（VP）」のレスター・トレド議員に関する汚職疑惑に

ついて紹介したい。 

 

 

ベネズエラ野党は、マドゥロ政権内の汚職を繰り返

し批判してきた。 

 

「マドゥロ政権の汚職を非難すること」は野党にと

っていくつかの理由から非常に重要だ。 

 

まず、１点目は、マドゥロ政権の汚職が極めて深刻

な状況にあり、改善する必要があるから。 

これが表向きの理由だろう。 

 

ただ、政治戦略的な観点で他の理由も存在する。 

 

２点目は、経済制裁を肯定する理由になるから。 

 

野党は与党の汚職を非難できるのか 
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グアイド政権は 

「経済制裁を科すことでマドゥロ政権への資金の流

れを止め、国の富を汚職で漏出させないようにす

る」ということで経済制裁を正当化している。 

 

「経済制裁を科さなかった場合、マドゥロ政権に流

れる資金は汚職に消えるので、制裁を科していて

も、科していなくても国民の生活状況は同じ（＝制

裁は国民の生活に悪影響を与えていない）」 

というのがグアイド政権のスタンスだ。 

 

３点目は、イメージ戦略。 

 

汚職非難はマドゥロ政権にネガティブなイメージを

与えることが出来る。同時に、汚職を非難すること

で野党が汚職を容認しないクリーンな存在にみえる

からだ。 

 

ただし、これはあくまでイメージに過ぎず、野党政

治家の汚職は確かに存在する。 

 

現与党による政権運営が始まって２０年以上が経過

した。この間、野党は誰からお金を受け取り、党員

を養い・政党としての活動を維持してきたのか。 

 

メディアが報じなければ考える機会もないだろう

が、彼らの活動資金にやましい点が無いとは考えに

くい。 

 

野党政治家の汚職疑惑として有名なのは 

 

「行動民主党（AD）」のアジュップ幹事長。 

（アジュップ幹事長の親族は「Derwick」という会

社で働いていた。 

 

「Derwick」はマドゥロ政権との汚職関係を訴えら

れているアレハンドロ・ベタンコート氏らが役員を

務めている会社。そして、アレハンドロ・ベタンコ

ート氏はレオポルド・ロペス党首の従兄弟にあたる

人物と言われている（本当かどうかは不明）。 

また、アジュップ幹事長の息子が役員を務めている

会社は与党と公共事業の関係があり、Odebrecht に

関連する汚職疑惑がかかっている） 

 

以下に以下の人物についても関連記事を示すので、

興味のある方はリンクより確認してほしい。 

 

・「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首と

妻のリリアン・ティントリ氏（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.446」「No.453」）、グアイド議長（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.397」「No.407」）。 

 

・元カラカス首都区長を務めたアントニオ・レデス

マ氏の娘婿（「ベネズエラ・トゥデイ No.204」）。 

 

与党派国会の議長を務めているルイス・パラ議長ら

は、今では汚職政治家として知られているが、７カ

月前までは「第一正義党（PJ）」の党員として、マ

ドゥロ政権の汚職を非難する側にいた。 

 

そして、彼らが汚職を行っていたのは野党議員とし

て活動していた頃の話だ（「ウィークリーレポート

No.126」）。 

 

他にも、そこまで有名ではない野党政治家も挙げれ

ば、野党の汚職疑惑はいくらでもある。 

 

野党は与党の汚職を非難しながら、実態は汚職に便

乗し、その恩恵を受けているのだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f3723259cc8302e076d0ea68383d2a1e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f449d3ffd255fe379c64d05b02d80fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf


 
Venezuela Weekly Report 

No.１５５   ２０２０年７月１日（水曜） 

3 

 

ベネズエラで汚職に関わることなく政治活動を続け

ることは極めて難しいと考えている。 

 

同国で政治家として活動するのであれば、誰でも真

っ当とは言えない取引をしたことがあるのではない

か。 

 

個人的には、野党に政権が交代したとしてもベネズ

エラの汚職はそこまで減らならないと考えている。 

違いがあるとすれば、彼らの汚職を声高に訴えるメ

ディアが存在するか、存在しないかの差だろう。 

 

 

メディアは、野党政治家の汚職については意識的に

スポットを当てないようにしており、あまり注目さ

れているわけではないが、静かに報じられている野

党の汚職は「大衆意志党（VP）」のレスター・トレ

ド議員（下写真 左側の男性）の汚職だ。 

 

本件は「ベネズエラ・トゥデイ No.458」で紹介し

たが、その後の動き、より詳細な情報などについて

紹介したい。 

（写真）Verdadesyrumores.com 

 

 

 

汚職疑惑の具体的な内容は「ベネズエラ・トゥデイ

No.458」の通りだが、改めて記事の内容を説明した

い。 

 

トレド議員はスリア州選出議員で、マドゥロ政権か

らの迫害を理由にコロンビアに亡命。グアイド政権

下で人道支援物資の管理を担当していた（る？）。 

 

人道支援金の運用にイレギュラーがあったとして１

年前にもトレド議員に汚職疑惑がかかっていた。 

現在は米国に亡命している。 

 

事の発端は、グアイド政権が人道支援物資を外国か

らベネズエラに搬入する活動に注力していた１９年

前半に遡る。 

 

トレド議員から詐欺被害にあったと訴えているの

は、テキサス在住の米国人 Marvin Autry 氏（写真 

右側の男性）。 

 

非営利団体「Project Cure」「Medical Bridges」な

ど人道支援関連の組織で働いている。 

 

Autry 氏は、スリア州に２年間住んだことがあり、

グアイド政権で人道支援物資の管理を担当している

トレド議員とベネズエラへ５００万ドル相当の支援

物資を送ることで合意。 

 

Autry 氏は「Project Cure」として、支援物資を調

達し、ヒューストンの倉庫に保管した。 

 

その後、最初に１コンテナ（５万ドル相当）を送る

ことが決まった。 

 

人道支援費２．５万ドルの所在が不明 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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その後、トレド議員からベネズエラへの輸送に必要

な費用２．５万ドルを工面してほしいと求められ、

Autry 氏は「Project Cure」ではなく、自身が社長

務める会社からトレド議員が指定したフロリダ州の

乙仲業者「V and Sons Supply」に２．５万ドルを

支払った（１９年２月に支払い）。 

 

「V and Sons Supply」から受け取った領収書には

「ヒューストンからベネズエラへ１コンテナを送る

ための費用」と明記されていた。 

 

 

しかし、支払い完了から１年半近くが経過している

が、支援物資はヒューストンの倉庫に置かれたまま

だという。 

 

この間、Autry 氏はトレド議員に物資を送るよう幾

度となく催促をし、在米ベネズエラ代表大使を務め

るカルロス・ベッキオ大使にも解決を求めたが状況

は変わっていない。 

 

 

 

つまり、Autry 氏は、無駄に２．５万ドルを「V and 

Sons Supply」に支払っていることになる。 

 

本件について記事を公表した Derwin Chavez 記者

が「V and Sons Supply」について調べたところ、

「V and Sons Supply」という会社は米国で登記さ

れていなかった（正確には、過去に同名の会社が１

社存在していたが倒産している）。 

 

請求書記載の住所に「V and Sons Supply」という

会社が存在しないことも確認している。 

 

 

しかし、Autry 氏は「Bank of America」にある「V 

and Sons Supply」の口座に支払いをしている。 

 

登記されていない会社の口座が存在していることに

疑問をもった Chavez 記者は、調査対象を広げたと

ころスペイン（バルセロナ）に「V and Sons 

Supply」の会社が存在していた。しかし、業種は

「皮革業」のようで乙仲業者ではなかったという。 

 

このスペインの会社の代表者は Miguel Angel Verla 

Borges 氏。「Borges」という苗字はスリア州に多い

苗字だという。 

 

２．５万ドルの支払先はトレド議員の友人？ 
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そして「大衆意志党（VP）」の関係者に Miguel 

Angel Verla Borges 氏について確認したところ、ト

レド議員の友人であることが判明。 

 

彼の息子 Miguel Angel Verla Tapia 氏は、トレド議

員のスリア州マラカイボ事務所で働いていることも

判明した。 

 

これらの情報を踏まえて、Derwin Chavez 記者は、

「V and Sons Supply」がトレド議員の資金隠し会

社である可能性が高いとしている。 

 

なお、ベネズエラへ支援物資を送るにあたり、トレ

ド議員は、現地で物資を渡すグアイド議長の妻（フ

ァビアナ・ロサレス氏）に事前に物資の見本を見せ

る必要があると説明。 

 

Autry 氏は見本として５つの袋を入れ、自身の車で

ヒューストンからマイアミに送った。 

 

トレド議員は、「この見本を送るために２．５万ド

ルの一部を使用した」と説明したという。 

 

しかし、Chavez 記者が乙仲業者に確認したところ

米国（マイアミ）からベネズエラへ 5 つの袋を送る

ために２．５万ドルはかからず、１コンテナでもそ

のような費用はかからないとの回答を受けた。 

 

つまり、２．５万ドルがどこに行ったのか不明の状

態が続いている。 

 

 

 

 

 

 

現在、Chevez 記者と Autry 氏はグアイド政権から

名誉棄損を理由に米国で訴訟を受けようとしている

という。 

 

６月２３日 グアイド政権の公式発表を行う組織

「国家通信センター」は、トレド議員が名誉棄損を

理由に米国で訴訟を起こすと発表している（表紙写

真の記事）。 

 

米国での訴訟は高額になる。 

Chavez 記者はチリに住んでおり、米国で裁判をす

るのは距離的にも資金的にも困難が予想される。 

 

また、訴訟以外に Chevez 記者に対する個人攻撃も

受けているようだ。 

 

Chevez 記者は、自身の性的思考について誤った情

報を報じられており、どこから入手したか分からな

いが、Chevez 記者のチリの身分証明書もネットに

公開されるなどメディア、ソーシャルメディアを通

じて嫌がらせを受けているという。 

 

今回の汚職疑惑が事実なのか分からないが、仮に事

実と言える部分があるのであれば、グアイド政権は

訴訟で負ける可能性を踏まえて、示談で済ませよう

とするだろう。 

 

今回の「名誉棄損で訴えを起こす」という発表もイ

メージ戦略ではないか。与党に政権を奪われてから

２０年間、野党はイメージ戦略、メディア戦略ばか

りしてきた。 

 

名誉棄損で Chevez 記者、Autry 氏を訴え？ 
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その意味で、野党はイメージ戦略、メディア戦略を

得意としている。特に敵対者へのネガティブキャン

ペーンは十八番だ。 

 

Chevez 氏や Autry 氏が個人で対抗するには荷が重

い気がする。 

 

 

汚職以前の本質的な問題は、本来ベネズエラ国民の

手に渡らなければいけない人道支援物資が政治的な

利害で国民に届いていないということだろう。 

 

Chevez 記者によると、ベネズエラ向けの人道支援

物資が倉庫で眠っているのは Autry 氏だけではな

く、他にもベネズエラに送るために有志が調達した

多くの物資が倉庫に保管されたままだという。 

 

更に言うと、人道支援物資が滞留しているのは米国

に限らない。 

 

２０年３月、クラサオでもベネズエラに送るはずだ

った２５０トンの人道支援物資が廃棄された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.416」参照）。 

 

これらの物資をベネズエラに送ることが出来れば、

現地で生活する人々の生活はそれなりに改善できた

はずだ。 

 

また、４月にグアイド議長が発表した国営病院の医

療従事者への１００ドルの給付はどうなったのだろ

うか。 

 

 

 

医療従事者への給付金支給の発表を受けて、筆者は

グアイド政権が初めて政府らしい対応を取ったと好

感をもったが、支給されることなく数カ月が経過し

ている。 

 

最近では、このまま汚職疑惑のようにうやむやにし

て支給しないのではないかと疑い始めている。 

 

国民生活を守るよりも（むしろ外国に経済制裁を求

め、国民生活を悪化させ）、イメージ戦略に注力す

る野党の姿勢には疑問を感じざるを得ない。 

 

以上 

野党は国民のために活動しているのか？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf

