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   マドゥロ政権と麻薬取引       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ドゥロ政権と麻薬の繋がりは以前から報じ

られており、誰もが知っている極秘事項だ。 

 

ただ、漠然とは認識しているものの、きちんとマドゥ

ロ政権と麻薬密売について調べる機会は少ないので

はないか。 

 

本稿では過去に報じられた事例を基にマドゥロ政権

と麻薬密売の関わりについてまとめてみたい。 

 

 

 

 

現在の米国による制裁はマドゥロ政権の金融的な自

由を完全に拘束しており、合法的にマドゥロ政権が

取引できる余地はほとんどなくなっている。 

 

極めて厳しい状況だが、マドゥロ大統領が辞任する

雰囲気はない。仮にマドゥロ政権が意地でも存続し

ようとするのであれば、違法な手段で資金をねん出

するしかないだろう。 

 

２月２７日、ベネズエラ中央銀行から違法に GOLD

が持ち出されたと報じられた事件は、マドゥロ政権

の許可のもとで行われたものではないかと想像して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.265」参照）。 

 

制裁により非合法な取引が増える？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60b170c4b667c00d63f23815bdc76adc.pdf
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中央銀行から持ち出された GOLD は、ウガンダの企

業に販売されたことが確認されている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.272」）。 

 

つまり、中央銀行から GOLD が持ち出されたのは事

実だったにもかかわらず、マドゥロ政権は GOLD が

奪われたことを公表しなかった。 

 

政権の恥をさらすことを恐れたためかもしれないが、

マドゥロ政権であれば「野党に GOLD が盗まれた」

と主張しそうなものだ。 

 

また、本当に GOLD が盗まれたのであればウガンダ

政府に GOLD の返却を求めそうなものだが、マドゥ

ロ政権は沈黙を貫いている。 

 

この問題が、今後どのように進展するかは分からな

いが、現状の報道を見る限り、ウガンダ企業への

GOLD 売却にはマドゥロ政権も関与していたと考え

るのが妥当な印象がある。 

 

筆者は、マドゥロ政権が違法な手段での GOLD 売却

を余儀なくされていたと考えている。 

 

米国政府は、１８年１１月にマドゥロ政権との

GOLD 取引に制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.210」参照）。 

 

制裁の影響もあり、英国にあったベネズエラの

GOLD は凍結されている。 

 

米国政府はマドゥロ政権の GOLD 取引に目を光らせ

ており、１９年１月に行った GOLD 取引は米国政府

によりすぐに発見された。 

 

米国政府の指摘から数日後、GOLD を購入したアラ

ブ首長国連邦の「Noor Capital」は、今後マドゥロ政

権から GOLD を購入することを控えると発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.248」参照）。 

「Noor Capital」の発表は、二次制裁を避けるためだ

ったと言われている。 

 

このような状況下で、マドゥロ政権と GOLD 取引を

する企業はほとんどいない。 

 

マドゥロ政権は米国政府の監視をかいくぐるために

も違法な手段で GOLD を売却する必要があったので

はないかと想像している。 

 

ハイリスク取引のため、売却価格は本来よりも低く

なるだろう。マドゥロ政権側から見れば、本来１００

ドルをもらえるはずの GOLD を６０ドルくらいで販

売することになっているのかもしれない。 

 

それでも資金にならない GOLD を置いておくよりも

売れるところに売って少しでも資金が出れば良いと

いう考えに至ったとしても不思議ではない。 

 

前置きが長くなってしまったが、合法的に活動でき

ない状況下で生き残るためには違法行為を行う必要

があるということである。 

 

ベネズエラの石油産業は壊滅状態にある。 

これまで得られていた水準のドル収入を確保するこ

とは不可能だろう。 

 

そうであれば麻薬の密売のような違法行為を積極的

に行うしか資金をねん出する手段がないのではない

か。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd20891516bfd315429887e431cd7040.pdf
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マドゥロ政権の麻薬密売の全容を知る術はないが、

報道を見る限りマドゥロ政権（少なくともその取り

巻き）にはそれなりの麻薬取引に関する経験がある

ように見える。 

 

ベネズエラ政府と麻薬密売に関する記事には多くの

場合、３名の名前が挙がる。 

 

・マドゥロ大統領の妻、シリア・フローレス氏 

・与党 No.2、ディオスダード・カベジョ制憲議長 

・タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領 

 

以下では各人と麻薬密売に関する報道を紹介したい。 

 

 

シリア・フローレス夫人はただの大統領夫人ではな

い。彼女は元弁護士でマドゥロ大統領よりも将来を

有望視されていた与党政治家の一人。 

 

 

 

 

マドゥロ大統領が、大統領に指名されたのは彼女の

影響力が大きかったと言われている。 

 

フローレス夫人は、１９９２年にチャベス氏が空軍

中佐だった頃に起こしたクーデター未遂事件で、ク

ーデターを起こしたグループの弁護士を務めた。 

 

ラファエル・カルデラ政権と法廷で争い、クーデター

首謀者として拘束されていたチャベス中佐（当時）を

解放させた人物でもある。 

 

９８年、チャベス氏が大統領に当選。 

フローレス夫人は、２０００年に行われた国会議員

選で当選。０５年に再選している。 

 

彼女は０６年 8 月～１１年１月まで国会議長を務め

た（ベネズエラ史上初の女性国会議長）。 

 

なお、フローレス夫人の次に国会議長に就任したの

はマドゥロ大統領だ。 

 

フローレス夫人とマドゥロ大統領は、当時から夫婦

関係にあったものの正式な婚姻届けは提出しない事

実婚の状態だった。正式に婚姻届けを提出したのは

２０１３年と比較的最近の話である。 

 

国会議長を退いた後も政治の第一線で活動を続けて

おり、０９年５月～１１年１２月まで与党「ベネズエ

ラ社会主義統一党（PSUV）」副党首を務めていた。 

 

１２年２月～１３年３月までは護民官（ベネズエラ

の５権（行政・立法・司法・選挙・民衆）の一角、民

衆権の最高権力の１つ）を務めていた。 

 

マドゥロ政権の麻薬密売に関与する３名 

大統領夫人の甥は麻薬密売で服役中 
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１３年４月にマドゥロ大統領が当選してからは、大

統領夫人としてテレビで演説する機会はほとんどな

くなったが、マドゥロ政権を陰で掌握する人物と認

識されている。 

 

上記がフローレス夫人の表の経歴だが、彼女には裏

の経歴も存在する。 

 

フローレス夫人はベネズエラにありがちな公私混同

型の典型とされており、国会議長を務めていた時は

彼女の親族１６名が国会で勤務していたという。 

 

また、彼女の甥のマルピカ・フローレス氏は、１３年

９月に国家歳入庁長官に就いたことがある。また、１

４年～１６年まで PDVSA の財務役員に就いていた。 

 

当時、マルピカ・フローレス氏はパナマなど外国に複

数の会社を持ち、自身の職権を乱用し多くの汚職を

働いたと指摘されている。 

 

そして彼女の評判を大きく落とした事件は、甥の麻

薬密売事件だ。 

 

１５年１１月、フローレス夫人の甥であるエフライ

ン・アントニオ・カンポ・フローレス氏とフランシス

コ・フローレス・デ・フレイタ氏の２名が、ハイチで

米国麻薬取締局（DEA）に逮捕された。 

 

彼らは飛行機でコカイン８００キロを運んでいたが、

両名は外交官パスポートを所持していた。また、飛行

機には軍人２名と大統領府護衛官２名が同乗してい

たという。 

 

 

 

この点からもマドゥロ政権と麻薬取引の関係を伺う

ことが出来る。 

 

逮捕されたフローレス夫人の甥フランシスコ・フロ

ーレス・デ・フレイタ氏は事情聴取で 

「２０１５年１２月に行われる国会議員選のキャン

ペーン資金を作るために麻薬を運んでいた」 

と証言。 

 

しかし、その後、自身の発言を虚偽だったと撤回して

いる。 

 

両名は２０１７年１２月に１８年の禁固刑を求刑さ

れ、服役している。 

 

証言の撤回により、フローレス夫人と麻薬取引の直

接的な関係は確認できていない。 

 

報道では麻薬密売に、より深くかかわっていたのは

フローレス夫人よりもマルピカ・フローレス元

PDVSA 財務役員との話もある。 

 

いずれにせよ、フローレス夫人と麻薬密売について、

黒に近い印象を持つのは自然なことだろう。 

 

政治にお金は不可欠だ。資金力が無ければ上に立つ

ことは難しい。 

 

その資金源が麻薬取引だったという筋書きは説得力

があるように思う。 
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続いてディオスダード・カベジョ制憲議長について

紹介したい。 

 

ベネズエラに駐在していた人であれば、「Cartel de 

los Soles（カルテル・デ・ロス・ソーレス）」という

言葉は聞いたことはないだろうか？ 

 

日本語で言えば「太陽達のカルテル」だが、これは軍

人将軍が付けている太陽マークの腕章が由来となっ

ている（軍部基礎知識については「ウィークリーレポ

ート No.54」参照）。 

 

＜将軍クラスの腕章に就けられる太陽マーク＞ 

 

 

つまり、軍部高官で構成される麻薬密売の元締めグ

ループのことを意味する。同組織は麻薬だけでなく、

コルタン、GOLD など鉱物資源の違法取引にも関与

していると言われる。 

 

２０１３年９月～１０月にかけて、カラカス発パリ

着のエールフランス便で数千キロの麻薬が押収され

た。フランスで最も多くのコカインを押収した事件

とされている。 

この一件にはカルテル・デ・ロス・ソーレスが関わっ

ていると報じられている。 

 

なお、カルテル・デ・ロス・ソーレスはチャベス政権

以前から存在している。 

 

最初にこの言葉が誕生したのは９３年、カルロス・ア

ンドレス・ペレス政権だったという。 

 

マドゥロ政権のナンバー２とされるディオスダー

ド・カベジョ制憲議長は、カルテル・デ・ロス・ソー

レスの総元締めと言われている。 

 

 

１５年１月、故チャベス元大統領とカベジョ制憲議

長のボディーガードを務めていたレアムシー・サラ

サール氏が米国司法省に出頭し、「カベジョ制憲議長

はカルテル・デ・ロス・ソーレスのドン」と証言。 

カベジョ制憲議長は数トンの麻薬を運ぶよう指示し

ていたという。 

 

「太陽達のカルテル」のドン 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
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また、サラサール氏は、麻薬の密売にはコロンビア革

命軍（FARC）も関与していると証言した。 

 

なお、カベジョ制憲議長と関係が深かった人物の１

人としてウーゴ・カルバハル氏がいる。 

 

彼は米国政府の要請により１４年７月にアルーバで

拘束されたことがある。拘束を要請した理由は麻薬

密売の補助。 

 

当時はマドゥロ政権の圧力が理由か、一時的に拘束

されたがすぐに解放され、ベネズエラに帰国した。 

 

しかし、そのカルバハル氏は２月２１日にマドゥロ

政権からの離反を表明。米国政府に麻薬取引に関す

る情報を提供するとしている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.256」参照）。 

 

 

タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領も麻薬取引

の関与が指摘されている人物の一人だ。 

 

 

トランプ政権が就任後に最初に発動したベネズエラ

への制裁はアイサミ経済担当副大統領に対してだっ

た。 

理由は、アイサミ経済担当副大統領を麻薬取引の中

心人物に指定したため。 

 

アイサミ氏のビジネスパートナーであるサマーク・

ロペス氏が設立した会社１３社を通じて、１，０００

キロ以上の麻薬を米国、バージンアイランド、パナマ

などに運んだと指摘している。 

 

前述のマドゥロ政権に反旗を翻したウーゴ・カルバ

ハル氏は、麻薬取引にはアイサミ経済担当副大統領

が関与していると明言している。 

 

また、アイサミ氏はレバノン系のベネズエラ人で中

東との関係が強い。 

 

アイサミ氏は０３年２月から出入国管理庁（ONIDEX、

現在の SAIME）長官を経験。ONIDEX は外国人の受

け入れなどを管轄する組織で、中東のテロ組織の国

内外の移動をサポートすることで資金を受け取って

いたと噂されている。 

また、２００８年から内務司法相に就任。当時も内政

の最高権力者として中央テログループの活動をサポ

ートしていたとされている。 

 

以上、マドゥロ政権と麻薬密売で登場する主な３名

に関する情報をまとめてみた。 

制裁で合法的な資金移動が今まで以上に制限される

中、マドゥロ政権の外貨の捻出源は麻薬密売のよう

な違法行為に頼らざるを得ないのではないだろうか。 

 

以上 

金銭受領の見返りにテロ組織をサポート？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf

