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３．クリベル・アルカラ氏とはどんな人物か                                
 

本稿「１．（３）外国の動き」でも触れたが、米国麻薬捜査局（DEA）は、麻薬

取引の元締めとして、マドゥロ大統領、カベジョ制憲議⾧、ウーゴ・カルバハ

ル元国会議員（元軍人）、クリベル・アルカラ元将軍に対して懸賞金をかけた。 

 

マドゥロ大統領、カベジョ制憲議⾧は与党のナンバー１，２なので特段の説明

の必要はないだろう。 

 

カルバハル氏は、１９年２月にマドゥロ政権から離反を宣言（「ベネズエラ・

トゥデイ No.256」参照）。同年４月にスペイン警察に拘束された。 

米国政府は以前からスペイン政府に対してカルバハル氏の引き渡しを求めて

おり、手続きは進んでいるようだが、現在のところ引き渡しは完了していない。 

 

 

 

POINT 
 

 

 

米国麻薬捜査局、 

麻薬取引の元締めとし

て、 

マドゥロ大統領、 

カベジョ制憲議⾧、 

カルバハル元議員、 

アルカラ元将軍 

に懸賞金をかける。 
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この３名は、常に米国政府が敵視していた存在であり、今回の懸賞金自体は

そこまで違和感を覚える話ではない。 

 

問題はクリベル・アルカラ元将軍だ。 

アルカラ氏は、前述の３名と違い唐突に麻薬の元締めとして訴えられている。 

 

同人物について調べてみたところ、不自然な点が確認された。 

過去の記事（１６年１月～２０年２月末）を確認したが、過去の彼の言動を

見る限り彼は反マドゥロ側の人間にみえる。 

 

 

 

POINT 
 

 

 

クリベル・アルカラ氏

だけは米国政府がこれ

まで非難しなかった人

物。 

 

 

マドゥロ大統領、カベ

ジョ制憲議⾧、カルバ

ハル元議員と比べて唐

突な印象を受ける。 

１６年１月～２０年２月末

までの記事を検索 
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「Google」で１６年１月１日～２０年２月２９日の期間に限定し「Cliver 

Alcala」の名前で検索をかけると、出てくるのは反マドゥロ的な発言だけだ。 

 

検索上位に上がった記事のタイトルを上から訳すと、 

 

「クリベル・アルカラ将軍：マドゥロは自分の仲間に殺されることにおびえて

いる（１８年８月２４日記事）」 

「チャビスタ元将軍、マドゥロ政権に挑戦する（１８年３月１９日）」 

「今のベネズエラにチャベス思想は無い。無政府状態だ（１６年５月２８日）」 

「アルカラ将軍はベネズエラの軍が機能しておらず、無秩序になっていると考

えている（１９年１０月２２日）」 

「マドゥロ大統領はアルカラ元将軍の拘束を命じた（１６年６月１０日）」 

など。 

 

また、アルカラ氏のツイッターの投稿は一貫して反マドゥロ的な内容だった。 

 

アルカラ氏は９２年に故チャベス元大統領が起こしたクーデター未遂事件に

参加した人物。チャベス政権下では軍部の中枢を成した人物だが、１３年に軍

を引退。その後、反マドゥロ側の人間として活動しており、彼の思想は過去の

記事から確認できる。また、過去の記事を確認する限り、米国政府がルカラ氏

を批判したような記事は確認できなかった。 

 

これまでアルカラ氏は、野党系記者からのインタビューも複数受けており、野

党政治家とも関係のある人物だろう。また「チャベス政権下で軍部の中枢を成

した反マドゥロ派の人物」という有用性を考えれば、米国政府とアルカラ氏に

は関係があると考えるのが自然だろう。 

 

あるいは、アルカラ氏は１３年に軍を引退した後もマドゥロ政権との関係を維

持しており、マドゥロ政権の庇護のもとで麻薬取引の関与を続けていた。しか

し、表面上はマドゥロ政権と対立するスタンスを見せ、米国政府や野党の情報

を得るための二重スパイとして活動を続けていたという可能性はある。 

 

確実に言えることは、アルカラ氏が「マドゥロ政権の二重スパイ（実はマドゥ

ロ政権の味方説）」あるいは「本当に反マドゥロ派閥として、ベネズエラに武

器を運んでいた（米国政府の味方説）」のどちらかが間違っているということ

だろう。 

POINT 
 

 

 

アルカラ氏の過去の言

動を見る限り、アルカ

ラ氏は反マドゥロ派の

人間。 

 

 

１３年にベネズエラ軍

部を引退してから、反

マドゥロ的な言動を続

けていた。 
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４．クリベル・アルカラ氏 拘束事件の考察                                
 

最初に今回の事件に関する一件を時系列に並べて紹介したい。 

 

今回の事件は、３月２３日にコロンビアのシエナガーバランキージャ間の道路

で武器の密輸が発覚したことに端を発する。 

 

３月２４日、この事件を報じたコロンビアのメディア「El Tiempo」によると、

警察官が道路で行っているルーティーンの検査業務で偶然止めた車の中に武

器が大量（下写真）に隠されていたという。 
 

 
 
 

 

表： コロンビアでの武器密輸事件からアルカラ氏の逮捕まで

マドゥロ政権 米国 コロンビア

23日
コロンビア警察

武器密売人を逮捕

24日
マドゥロ大統領

自身の暗殺計画訴え

25日
情報通信相、暗殺計画と

アルカラ氏の関係に言及

26日
麻薬取引の元締めとして

アルカラ氏らに懸賞金
アルカラ氏、自身は

反マドゥロ側と主張

27日
コロンビア、アルカラ氏逮捕

米国に身柄引き渡し見通し

2

0
2

0

年

３月

POINT 
 

 

３月２３日 コロンビ

アで大量の武器密輸が

発覚。 

 

この武器はマドゥロ大

統領暗殺のために使用

予定だった？ 

逮捕されたのは、アルベル

ト・モリナレス・ドゥケ氏。

彼の証言によると、武器はリ

オアチャ（コロンビア）で

「Pantera」という人物に引

き渡す予定だったという。 

 

この報道が流れた２４日

夜、マドゥロ大統領はテレ

ビで自身の暗殺計画を訴え

た。 
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翌２５日、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は記者会見を実施。 

 

ロドリゲス情報通信相は、会見でクリベル・アルカラ氏の名前を挙げ、ベネズ

エラに武器を流し、マドゥロ大統領、カベジョ制憲議⾧らを暗殺しようとして

いたと訴えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

なお、アルカラ氏以外に、ルイサ・オルテガ元検事総⾧、ヘルマン・フェレー

ル元国会議員（オルテガ元検事総⾧の夫）、エルマン・アレマン国会議員（１

９年１２月に制憲議会により不逮捕特権をはく奪され、その後潜伏。所在不明）

なども今回の事件に関与していると述べている。 

 

この告発の翌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、アルカラ氏に対して、麻薬取引の元締めと

して懸賞金をかけた（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

懸賞金をかけられたことを受けて、２６日にアルカラ氏は即座に自身のツイッ

ターでビデオメッセージを投稿。 

「自分はグアイド大統領と米国アドバイザーと「軍事同盟」を作ることで合意

し、契約をした。武器はその軍事同盟がマドゥロ政権を倒壊させるために使用

するものだった。」 

と訴えた。 

 

また、コロンビア政府には既に事情を説明しており、自分は自宅（後に、コロ

ンビアのバランキージャにいることが判明）にいること。コロンビア当局によ

る身柄の確保に応じること、ドゥケ政権は今回の事件に関与していないことな

どを説明した。 

 

その翌日の２７日朝、アルカラ氏はコロンビアのラジオ局「W」に音声出演し、

今回の事件について前述のビデオメッセージと同じような主張をし、自身は１

３年に軍人を辞めてから常に反マドゥロ政権側の人間として活動してきたと

主張した（同インタビューのオリジナル映像（スペイン語）は「VTV８（全５

７分１７秒のうち２１分３０秒が経過したところから）」参照）。 

 

他、今回の事件は、米国アドバイザーとグアイド政権による武器の密売でドゥ

ケ政権は今回の計画には関与していないと改めて説明した。 

 

POINT 
 

 

３月２５日 

ロドリゲス情報通信相 

本件にアルカラ氏が関

与したと指摘。 

 

３月２６日 

米国政府、アルカラ氏

らに懸賞金をかける。 

 

２６日 

アルカラ氏、米国と野

党との合意で武器を運

ぼうとしたと主張。 

コロンビア政府に自身

の身柄確保を求める。 
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一方、インタビュー中に一部のコロンビア政府関係者は今回の取引を認識して

いたとも述べており、コロンビア政府が完全に無関係だったと認識するのは無

理がある説明となってしまっている。 

 

同インタビューの後、２７日中にアルカラ氏はコロンビア警察に逮捕され、バ

ランキージャから米国 DEA の専用機に乗り、米国へ身柄を引き渡され、情報

協力者になるようだ。 

 

今回の事件に関する事実を時系列に並べると上記の通りになる。 

 

話を整理すると「マドゥロ政権側の主張」と「アルカラ氏の自白」の内容は、

コロンビア政府が今回の一件に関与しているかどうかを除き、一致している。 

 

一方、米国側の対応「アルカラ氏を麻薬取引の元締めとして懸賞金をかける行

為」は、暗黙の前提として「米国政府とアルカラ氏は協力関係にはないこと」

があり、米国が今回の一件に関与しているというアルカラ氏の自白と矛盾して

いることになる。 

 

果たして、「マドゥロ政権の二重スパイ説（実はマドゥロ政権の味方説）」ある

いは「本当に反マドゥロ派閥として、ベネズエラに武器を運んでいた説（米国

政府の味方説）」どちらが事実なのだろうか？ 

 

この問いを考えるうえで、最も大事なのは、最終的にアルカラ氏がどうなった

かではないか。 

 

最終的にアルカラ氏は、コロンビア当局に拘束され米国に身柄を引き渡された。 

 

仮にアルカラ氏が「マドゥロ側の二重スパイ（マドゥロ政権の味方説）」であ

れば、アルカラ氏はベネズエラ側でビデオメッセージを出し、マドゥロ政権に

形式的に拘束され、その後マドゥロ政権の庇護の下で生きるだろう。 

 

しかし、実際はアルカラ氏はコロンビアでビデオメッセージを投稿し、自白の

通り、コロンビア当局に逮捕され、米国に身柄を送られている。 

 

客観的に事実を考えると「マドゥロ政権の二重スパイ説（実はマドゥロ政権の

味方説）」は成立しないように思える。 

POINT 
 

 

３月２７日 

アルカラ氏、コロンビ

ア警察に拘束され、そ

のまま米国に引き渡さ

れる。 

 

 

仮にアルカラ氏がマド

ゥロ政権側の味方であ

れば、アルカラ氏を拘

束するのはマドゥロ政

権側なのでは？ 
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ただし、いくつか疑問な点もある。 

 

１つ目は、「マドゥロ政権を倒壊させることを目的に活動を続けてきたアルカ

ラ氏が、なぜ敢えてグアイド政権と米国政府の立場を苦しくするような自白を

パブリックに公表するのだろうか」という点。アルカラ氏の発言は、マドゥロ

政権の主張をサポートしており、敵に塩を送る行為になる。 

 

この疑問について、ロドリゲス情報通信相は 

「暗殺される可能性が高い状況で、自分の身を守るには、パブリックに自身の

主張と事実を公表する必要があった」と推測している。 

 

なお、ロドリゲス情報通信相によると、アルカラ氏の妻はコロンビアの麻薬取

引の重鎮の娘で、このような状況（懸賞金１，０００万ドルをかけられ、且つ

口封じには暗殺が最も望ましい状況）で自分がどのような目に合うのかを理解

していると指摘している。 

 

２つ目は、米国側の対応があまりにお粗末である点だ。 

 

過去のアルカラ氏の活動・言動を調べれば、彼が反マドゥロ側の人間であるこ

とはすぐに分かる。にもかかわらず、唐突にアルカラ氏を麻薬の元締めとして

カベジョ制憲議⾧やアイサミ経済担当副大統領と同額の１，０００万ドルの懸

賞金をかけ、拘束しようとした。米国政府はこれまでアルカラ氏について非難

の対象にしたことはなく、少し調べれば違和感を覚える。 

 

また、アルカラ氏がコロンビア政府に拘束されることを望んだ事実を踏まえる

と、アルカラ氏がマドゥロ政権側の二重スパイには思えない。これでは、米国

とグアイド政権が、ベネズエラでクーデターを起こそうと暗躍していたという

マドゥロ政権の主張をサポートしてしまう。 

 

ここまで熟慮を欠いた決定をするのだろうかという疑問から、逆に「マドゥロ

側の二重スパイ（マドゥロ政権の味方説）」を疑ってしまうくらいだ。 

 

ただし、米国のメディア統制力をもってすれば、アルカラ氏の訴えも風化させ

ることはできるのかもしれない。実際に、アルカラ氏が米国に引き渡されたニ

ュースの後、この事件を追及しようとするメディアはほとんどない。 

 

POINT 
 

 

一方、アルカラ氏の発

言は米国・野党にとっ

て不利な発言であり、

こ の 点 に つ い て は 疑

問。 

 

また、過去の言動を調

べればアルカラ氏は反

マドゥロ派の人間に見

える。 

 

その彼を麻薬取引の元

締めとして訴えるのは

不自然。 
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最後に、個人的な推測の域を出ないが、前述の疑問１「どうして米国・野党に

不利な情報を公表したのか」への回答は存在する。 

 

それは、アルカラ氏が「米国・野党の味方」ではなく、「ドゥケ政権の味方」の

場合だ。 

 

仮に、ロドリゲス情報通信相の説明の通り、アルカラ氏の妻がコロンビアの麻

薬取引の重鎮の娘でアルカラ氏自身もコロンビアで麻薬取引に関わり、ドゥケ

政権と水面下で良好な関係を維持していたとする。 

 

もし、アルカラ氏の麻薬取引グループ（ドゥケ政権が支援する麻薬取引グルー

プ）とマドゥロ政権が支援する麻薬取引グループがライバル関係にあったとす

ると、アルカラ氏にとってマドゥロ政権の倒壊はライバルがいなくなることを

意味し、自身の麻薬取引ビジネスにとってメリットになる話だったのかもしれ

ない。 

 

つまり、アルカラ氏は今回の一件について「ベネズエラの解放やイデオロギー

などの大義」を目的として関わっていたのではなく、「ドゥケ政権と自身のビ

ジネス利害」のため、マドゥロ政権を倒壊させようとしていたとすれば、米国・

野党にとって不利な情報を公表したという筆者の疑問１が解消される。 

 

また、そうであれば、アルカラ氏が「ドゥケ政権は今回の事件に関わっていな

い」と何度もコロンビア政府を擁護していた理由も理解できる。 

 

ただし、疑問２「米国の対応がお粗末すぎる」の答えは分からない。 

 

そもそも米国政府がアルカラ氏に１，０００万ドルの懸賞金をかけなければ、

アルカラ氏が自身のツイッターでビデオメッセージを発出することはなかっ

たのではないか。アルカラ氏へ懸賞金をかけた行為は、米国自身の首を絞めて

しまったように思える。懸賞金をかけた後のアルカラ氏の行動を米国政府が予

測できなかっただけかもしれないが、この点は未だに不可解だ。 

 

本件に関する情報は、まだ不足しすぎており、今の段階で米国が今回の行動を

取った理由を推測するのは難しいのかもしれない。 

 

以上 

POINT 
 

 

アルカラ氏はコロンビ

ア政府（及び自身の麻

薬ビジネス）のために

活動していたのかもし

れない。 

 

野党・米国はあくまで

目的（マドゥロ政権の

倒壊）を共にするだけ

で、アルカラ氏の仲間

ではないということで

あれば疑問１は解消す

る。 


