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（出所）米国司法省検察庁公表資料 “ベネズエラ経由の麻薬密売ルート” 

２ 

 

 

  マドゥロ政権の麻薬取引     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

０２０年３月２６日、米国検察局はマドゥロ

大統領、カベジョ制憲議長らベネズエラの 

政府高官・元高官ら１４名を訴えた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.424」参照）。 

 

特にマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長、カルバハル

元国会議員、アルカラ元将軍の４名は米国麻薬捜査

局（DEA）に懸賞金をかけられている。 

 

本稿では、DEAが４名に懸賞金をかけるに至った根拠

となる米国検察局の報告書の内容を紹介したい。 

 

 

３月２６日、米国麻薬捜査局（DEA）は、マドゥロ大統

領、カベジョ制憲議長、カルバハル元国会議員、アルカ

ラ元将軍の４名に懸賞金をかけた。 

 

マドゥロ大統領は１，５００万ドル、カベジョ制憲議

長、カルバハル元国会議員、アルカラ元将軍は夫々

１，０００万ドル。マドゥロ大統領への懸賞金は、米

国史上３番目のようで極めて大きな金額の懸賞金がか

かっている。 

 

以下、検察庁が公表した４名の罪を説明する「報告書

（ニューヨーク州南部裁判所提出）」の内容を翻訳し

た。出来る限り原文を損なわないよう書いているゆえ

に分かりにくい表現もあるがご容赦いただきたい。 

１８年後半から物価抑制策を開始 

米国検察局の報告書を翻訳 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/download
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１９９９年から２０２０年にかけて 

ニコラス・マドゥロ被告 

ディオスダード・カベジョ被告 

ウーゴ・カルバハル被告 

クリベル・アルカラ被告 

ルシアノ・マリン被告（「コロンビア革命軍（FARC）」

のイバン・マルケス氏の本名）、 

セウシス・エルナンデス被告（FARC のヘスス・サン

トリッチ氏の本名） 

は「太陽カルテル（ベネズエラ国軍将軍クラスの腕章

に太陽のマークが付くことから「太陽カルテル」と呼

ばれる）」と「FARC」を通じて汚職、麻薬取引および

テロ計画を続けている。 

 

FARC は、イバン・マルケス氏、ヘスス・サントリッ

チ氏をリーダー格とするテロ組織で、９９年から２０

年までコカインの最大生産者として米国の法律に違反

し、麻薬を拡散してきた。 

 

「太陽カルテル」は、ベネズエラ国民の人権を侵害す

る腐敗した政府高官により運営される麻薬取引グルー

プ。ベネズエラの軍人・官僚・議員・裁判官らで構成

されており、米国にトン単位のコカインを送る手助け

をしている。 

 

ニコラス・マドゥロ被告は、ベネズエラで権力を持っ

て以来「太陽カルテル」を支援し、運営している。 

マドゥロ被告および協力者のリーダーシップにより、

「太陽カルテル」のグループに富が流れるだけではな

く、米国に大量の有害な麻薬が流れ、米国民に害を与

えている。 

 

マドゥロ被告および協力者は、武器の代わりにコカイ

ンを用いて米国を攻撃しており、米国はこの計画に対

応する必要がある。 

 

コカインを米国へ輸出するにあたり、マドゥロ被告は

FARC と共謀している。FARC はコカインを生産し、コ

カイン輸出で得た資金をもってベネズエラ国軍は

FARC に対して武器を供給している。 

 

この試みにはホンジュラスおよび他国の麻薬組織も関

与しており、FARC、ベネズエラ国軍は、他国組織の工

作員を訓練する支援を行っている。 

 

 

マドゥロ被告、カベジョ被告、カルバハル被告、アル

カラ被告は「太陽カルテル」として９９年から２０年

にかけて「FARC」と麻薬テロ行為を企ててきた。 

 

マドゥロ被告はベネズエラの前大統領であり、現在も

ベネズエラを実効支配している。 

 

マドゥロ被告は、２０００～０６年は国会議員として

活動。０６～１３年までベネズエラ外相。その後、数

カ月の副大統領を経て１３年に故チャベス元大統領の

死後に、彼の後継者として大統領に就任した。 

そして、マドゥ被告は自身の政権下でも「太陽カルテ

ル」と「FARC」のコカイン取引への参加を続けた。 

 

２０１８年、マドゥロ被告は大統領選での当選を宣言

した。一方、ベネズエラ国会は憲法規定に従いマドゥ

ロ被告は大統領ではなく、公権力の強奪者であると宣

言した。 

 

太陽カルテルとベネズエラの被告団 

マドゥロ大統領：麻薬取引・テロ計画罪 
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１９年以降、米国を含む５０カ国以上がマドゥロ被告

をベネズエラの正当な大統領と認識しておらず、その

代わりにファン・グアイド氏を暫定大統領と認識して

いる。 

 

２０年１月、米国国務省はグアイド政権をベネズエラ

の正式な政権と認識し、米国で凍結されていたベネズ

エラ中央銀行およびベネズエラ政府の口座のコントロ

ール権を返還した。 

 

ディオスダード・カベジョ被告は、ベネズエラの制憲

議会議長で軍人。カベジョ被告は２００１年から故チ

ャベス政権下の首席スタッフの一人で、０２年から副

大統領、０４～０８年はミランダ州知事、１２～１６

年まで国会議長を続けた。 

 

ウーゴ・カルバハル被告は、０４～１１年までベネズ

エラ軍部諜報組織（DGCIM の前身組織 GIM）のダイ

レクターを務めた人物。１３年にマドゥロ被告はカル

バハル被告を再び GIM のトップに任命。１４年１月～

６月までアルーバ領事を務めた。 

 

２０１１年に麻薬取引に関与したとしてカルバハル被

告はニューヨーク州裁判所で訴えられていたが、カル

バハル被告は１６年１月に国会議員に当選しており、

米国司法の手から逃げている。 

 

しかし、ニューヨーク裁判所の有罪判決は現在も有効

となっており、１９年以降、カルバハル被告が拘束さ

れているスペインにカルバハル被告の身柄引き渡しを

求めている。 

 

クリベル・アルカラ被告は、元ベネズエラ軍人。 

 

 

【補足】 

（マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長、カルバハル議

員の略歴は比較的詳しく書かれているが、アルカラ被

告について米国検察庁が公表した略歴は「クリベル・

アルカラ被告は、元ベネズエラ軍人」の一文だけ） 

 

 

９９年から２０年にかけて、FARC は世界で最も巨大

なコカイン生産組織となっている。 

 

また、FARC は米国民に直接的な暴力行為を働いてお

り、米国やコロンビア以外の外国でも資産を毀損して

いる。 

 

一例として、FARC のリーダーは米国で FARC の活動

を阻害する米国民の殺人や誘拐を命じており、FARC

のコカイン農園を破壊・流通を妨害する行為を妨げて

いる。 

 

これを理由に米国国務省は９７年に FARC を外国テロ

リスト組織に認定した。 

 

コロンビア人、ルシアノ・マリン・アランゴ被告（イ

バン・マルケス氏の本名）は１９８５年に FARC に入

隊した。 

 

０６年にニューヨーク州司法局は、FARC のリーダー

５０名を訴え、そのリストにマルケス被告の名前も含

まれている。それ以降、マルケス被告は逃亡者として

認識されている。 

 

 

 

FARC および FARC 被告団 
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コロンビア人、セウシス・エルナンデス被告（FARC

のヘスス・サントリッチ氏の本名）は、９１年に

FARC に入隊。サントリッチ被告は FARC で「中央総

司令官」の役職にあり、FARC のナンバー２とされて

いる。 

 

 

９９年から２０年にかけて FARC のメンバーは、複数

回にわたり麻薬取引に加担している。 

 

９９年、FARC はコロンビア政府と対峙するために

「太陽カルテル」のリーダーと合意を結び、いくつか

のオペレーションをベネズエラに移し、「太陽カルテ

ル」の保護下についた。 

 

マルケス被告とサントリッチ被告は、コロンビア南西

部にあるベネズエラとコロンビアをまたぐ「Serrania 

del Perija」などでコカインを栽培している。 

 

FARC と「太陽カルテル」は、ベネズエラからカリブ

海やホンジュラスなど中央アメリカを経由してコカイ

ンを輸出している。 

 

米国国務省は０４年以降、ベネズエラを経由して毎年

２５０トン以上のコカインが米国に送られていると推

測している。 

 

海路は、ベネズエラ北部海岸から漁船や高速船で船積

みされ、空路は多くの場合は小型機で、アプレ州から

の出発が多いが、特定が難しい場所から出発してい

る。 

 

 

 

ベネズエラから安全に大量のコカインを輸出するため

に FARC と「太陽カルテル」の協力者は賄賂を支払っ

ている。賄賂を支払うことで探索レーダー、商業港な

どの使用を認められる。 

 

その賄賂は最終的にマドゥロ被告、カベジョ被告、カ

ルバハル被告、アルカラ被告の懐に入っている。 

 

２０１０年、米国国務省は麻薬取引が疑わしい７５件

の飛行をホンジュラスの空港で確認しており、ホンジ

ュラスーベネズエラ間の麻薬ルートを「ホンジュラ

ス・ブリッジ」と呼んでいる。 

 

マドゥロ被告、カベジョ被告、カルバハル被告、アル

カラ被告は、関係者で利益を共有するために、大量の

コカインを船積みし、乗組員を武装させて、米国で麻

薬取引、テロ行為を行っている。 

 

この大量の取引により数百万ドル単位を得て、FARC

はマシンガン、ロケットランチャー、爆発物など犯罪

に使用する高度な武器を購入している。 

 

 

２００３年、FARC と太陽カルテルは、アプレ州にコ

カインの加工工場を作るために共同で３０万ドルを出

資し、FARC はアプレ州にキャンプ地を作った。 

 

０５年、故チャベス元大統領は、マドゥロ被告（当

時、国会議員）に FARC の活動を支持しない裁判官を

排除するよう命じた。そして、０５年にチャベス政権

は米国麻薬捜査局（DEA）とのほぼ全ての情報共有を

絶った。 

 

麻薬テロの手法と目的 

FARC・太陽カルテルによる麻薬テロ促進 
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０６年、故チャベス元大統領は、マドゥロ被告を外相

に任命。その後、６年の間、FARC はマドゥロ大統領

に麻薬取引の見返りとしてマネーロンダリングのスキ

ームを用い、第三者を介して５００万ドルの賄賂を支

払った。 

 

マドゥロ被告およびコカイン取引の協力者は、マレー

シアのパームオイル採掘設備の購入を使ったマネーロ

ンダリングで FARC からの支払いを受け取っている。 

このマネーロンダリングスキームを確立するために、

０６年１２月、ベネズエラはマレーシアのパームオイ

ル掘削会社と貿易協定を締結している。 

 

０６年、「太陽カルテル」は、５～６トンのコカインを

「DC-９ジェット」で米国に運ぼうとした。 

 

カベジョ被告とカルバハル被告は、「太陽カルテル」の

メンバーとして、この取引に関与していた。 

「DC-９ジェット」はマイケティアのシモン・ボリバ

ル国際空港を出発し、メキシコのシウダ・デ・カルメ

ン空港に到着。しかし、メキシコ当局は空港で同麻薬

取引を摘発した。 

 

０８年、故チャベス元大統領と「太陽カルテル」のメ

ンバーは、PDVSA の資金を使用し、FARC の活動を支

援することで合意した。 

 

０８年、マドゥロ被告、カベジョ被告、カルバハル被

告は FARC 代表らの会合に参加し、「太陽カルテル」が

FARC に現金と武器を支給し、代わりに FARC がコカ

インの生産を増やすことで合意した。 

 

 

 

 

この時、マドゥロ被告は自身の外相としての権限を悪

用し、ベネズエラとコロンビアの国境間で麻薬取引を

しやすくするという保証をした。 

 

０８年、カベジョ被告、カルバハル被告は、アルカラ

被告を「太陽カルテル」と FARC の橋渡しとする任務

に就けることで合意した。 

 

０９年、マドゥロ被告、カベジョ被告、カルバハル被

告は FARC との会合に参加し、４トンのコカイン輸出

について協議した。 

 

この取引はカベジョ被告が調整していた。 

彼らは当時ホンジュラスで起きたクーデターについて

議論。カベジョ被告は、ホンジュラスの情勢が不安定

であることを理由にホンジュラス経由の取引を見合わ

せると述べ、コカインはニカラグアを経由してメキシ

コに到着後、米国に送ると述べた。 

 

その後、マドゥロ被告は外相としてホンジュラスに渡

航し、「太陽カルテル」の行動が円滑に進むよう調整を

試みた。 

 

１３年、マドゥロ被告が大統領に就任してから「太陽

カルテル」は、１．３トンのコカインをマイケティア

のシモン・ボリバル国際空港からフランスのシャル

ル・ド・ゴール空港に向けて送ったが、フランス当局

が密輸を摘発した。 

 

この事件を受けて、マドゥロ被告は自身に暗殺計画が

あるとの理由からニューヨークで予定していた国連総

会をキャンセルした。 
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その後、マドゥロ被告はカベジョ被告、カルバハル被

告と会談。０６年にメキシコでの摘発があってからは

シモン・ボリバル国際空港を麻薬取引に使用するべき

ではなかったと警告した。 

 

１３年９月、「太陽カルテル」による１．３トンのコカ

インが摘発された後、マドゥロ被告および協力者は一

部の軍人を麻薬取引の罪で逮捕し、カベジョ被告、カ

ルバハル被告の関与の下で麻薬取り締まりを強化する

方針を示した。 

 

１４年、マドゥロ被告は、FARC のイバン・マルケス

被告とカラカスの軍事施設で会談。 

 

同会合でベネズエラから FARC に引き続き武器を供給

することで合意。FARC に対して軍人のトレーニング

を支援してほしいと要請した。また、正式な軍組織で

はなく、軍部ができないような非合法な活動をすると

補足した。 

 

１４年７月、アルーバ政府当局は米国政府の求めを受

けて、カルバハル被告を逮捕した。 

 

その後、マドゥロ被告、カベジョ被告および「太陽カ

ルテル」のメンバーは、ベネズエラの軍艦をアルーバ

近海に停泊させ、オランダ政府に対してカルバハル被

告の解放を求めた。 

 

その結果、アルーバ政府はカルバハル被告を解放し、

カルバハル被告は「太陽カルテル」の保護下に戻っ

た。 

 

 

 

 

１５年、マドゥロ被告とイバン・マルケス被告との合

意に基づき、「太陽カルテル」はベネズエラ国軍の所有

するマシンガン、銃弾、ロケットランチャーなどを

FARC に供給。カベジョ被告はこの取引に関与。FARC

は武器の支払いの一部をコカインで支払った。 

 

１５年１１月以降、エフライン・カンポ・フローレス

氏とフランキ・フランシスコ・フローレス・デ・フレ

イタ氏（この２名はマドゥロ被告の関係者）から得た

証言によると、ベネズエラは米国と戦争中だという。 

 

この戦争に対峙するため、マドゥロ被告の妻（シリ

ア・フローレス氏、０６～１１年まで国会議長）の主

導で、「太陽カルテル」と FARC 幹部とともに選挙のた

めに麻薬取引の取引額を２，０００万ドル増やすこと

を目指していたという。 

 

そして、１５年１２月にベネズエラで国会議員選が開

催された。 

 

【補足】 

（エフライン・カンポ・フローレス氏およびフランシ

スコ・フローレス・デ・フレイタ氏はマドゥロ大統領

の妻であるシリア・フローレス氏の親族。 

 

１５年１１月１０日、ハイチのプエルト・プリンシペ

で米国 DEA に８００キロの麻薬取引を摘発され、逮捕

された。ベネズエラでは「ナルコ・ソブリーノ（麻薬

取引の甥）」と呼ばれている。 

 

なお、１５年１２月の国会議員選は裏工作に使用する

資金が捻出できなかったためか、野党が議席の３分の

２を獲得し、与党は大敗を喫した。） 
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カンポ・フローレス氏は、マドゥロ被告の事を「父」

と呼び、「私の目的は父が国会をコントロールすること

だった」と説明した。 

 

なお、カンポ氏はコカインの輸出を試みたとして、１

６年１１月にニューヨーク州南部裁判所で有罪判決を

受けた。 

 

１７年、マドゥロ被告は、米国に大量のコカインを輸

出するため、引き続き「太陽カルテル」との関与を続

けた。 

 

特にカベジョ被告と一部の「太陽カルテル」のメンバ

ーはバリナス州からの空輸でのコカイン輸出を進め

た。この取引は、マシンガンで武装する FARC のメン

バーが支援している。 

 

１７年、コロンビア政府と FARC の和平合意が成立し

た後、FARC のサントリッチ被告は大量のコカインを

DEA に引き渡すことで合意した。 

 

１８年６月、コロンビア政府は、米国ニューヨーク州

南部裁判所の求めに応じ、麻薬取引共謀の容疑でサン

トリッチ被告を拘束した。サントリッチ被告は、後に

コロンビア当局の決定で解放され、その後潜伏してい

るが、米国では引き続き容疑がかかっている。 

 

１９年７月、マドゥロ被告とカベジョ被告は FARC の

イバン・マルケス被告とヘスス・サントリッチ被告に

対してベネズエラは両名を歓迎すると述べた。 

 

１９年８月、マルケス被告は FARC の活動再開を宣

言。その宣言の際、横にはサントリッチ被告も付き添

っている。 

 

 

資料後半は、今回の訴えがどの米国法に違反している

のか、各人への罰則（アルカラ氏以外は既に個人制裁

で米国域内の資産は凍結され、米国への入国は禁止さ

れているので、形式的な罰則）が書かれているが、本

筋と異なるので割愛したい。 

 

以上が、米国検察庁が発表した「太陽カルテル」と

「FARC」の麻薬取引を訴える報告書の内容だ。 

 

ここに書かれている情報は拘束した情報提供者の自供

を基に作成されたものと思われるが、米国政府が都合

良くシナリオを作ることは可能で、やや疑いながら読

むべきだろう。とは言え、内容は事実が多く、マドゥ

ロ政権の麻薬取引の内情を理解できる良い資料ではな

いかと考えている。 

 

一方で、この報告書で特に気になるのはアルカラ氏に

ついてだ。 

 

この報告書にある通り、アルカラ氏はマドゥロ政権を

離反する２０１３年まで麻薬取引に関与していた可能

性は高い。しかし、１３年に軍部を引退した後、彼は

反マドゥロ派として活動しており、彼の活動はメディ

アでも報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.425」参照）。 

 

同報告書に「１３年以降のアルカラ氏の活動は、実は

マドゥロ政権のためだった」という裏付け資料があれ

ば、カベジョ制憲議長やカルバハル議員と同額の懸賞

金１，０００万ドルが科されるのは納得できるが、そ

のような情報はこの報告書には記載されていない。 

 

どっちもどっち 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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１３年以降、彼が反マドゥロ派として活動していたと

いう事実があるにもかかわらず、どうして今のタイミ

ングでアルカラ氏に１，０００万ドルの懸賞金をかけ

るのだろうか。 

 

個人的には、パドリーノ・ロペス国防相やネストル・

リベロール内務司法相の方が、アルカラ氏よりも懸賞

金をかけるにふさわしい人物だと思うが、米国政府に

とってロペス国防相やリベロール内務司法相の優先順

位はアルカラ氏よりも低いようだ。 

 

上記を踏まえて色々と考えると、米国がアルカラ氏に

１，０００万ドルの懸賞金をかけるのは明らかに不自

然に思える。 

 

この疑問は、マドゥロ政権が訴える「米国と野党によ

る大統領暗殺計画」が存在したのであれば辻褄が合

う。 

 

３月２３日、コロンビアで偶然にも武器密輸が発覚、

マドゥロ大統領は自身の暗殺計画が存在すると訴えた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

事件が明るみになることを恐れた米国政府が、アルカ

ラ氏と米国政府との関係を否定し、真相を知るアルカ

ラ氏を米国側で確保するために、アルカラ氏に懸賞金

をかけたと仮定すると辻褄が合う。 

 

なお、想像の域を越えないが、この報告書を読んだ印

象として、米国政府はマドゥロ大統領、カベジョ制憲

議長、カルバハル議員へ懸賞金をかけることは以前か

ら決めており、資料を準備していたが、アルカラ氏に

ついては今回の事件を受けて後付けで無理に入れたよ

うに思えた。 

 

マドゥロ政権は同報告書で指摘されるような違法行

為・犯罪行為をしているのだろう。 

 

しかしながら、米国の経済制裁は、石油産業の活動を

阻害し、意図的にベネズエラへの資金の流れを止める

ことで食料難・医薬品不足を招きベネズエラで死者を

出している。また、ガソリン不足を引き起こすことで

社会不安を起しており広義で犯罪行為と認識すること

も出来るだろう。 

 

また、万が一、暗殺計画を企てていたとすれば、暗殺

の対象がマドゥロ大統領であったとしても、それは犯

罪行為だ。 

 

その意味ではマドゥロ政権も米国政府もどっちもどっ

ちに見えてしまうのが正直なところだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf

