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（写真）Factor de Poder “Gedeon オペレーションの首謀者 Jordan Goudreau 氏（写真左）” 

 

 

２０２０年５月４日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長とクーデター因子の契約書露出 

～反与党記者が暴露～」 

「AP 通信 暗殺計画の存在を報じる 

～Jordan Goudreau 氏とアルカラ氏の関係も～」 

「アラグア州海上で１３名拘束 

～セケア元大将、バドゥエル元将軍息子ら逮捕～」 

経 済                     

「５月１２日までに補助金 BsS.３０万支給」 

社 会                     

「ペタレ地区の抗争 決着か」 

２０２０年５月５日（火曜） 

 

政 治                    

「ロドリゲス情報通信相 一連の判明情報説明 

～米国・コロンビア・野党の関与を指摘～」 

「マドゥロ大統領 計画は５月１日に確認済み」 

「グアイド議長 政府の自作自演説を変更」 

「トランプ大統領 暗殺計画の関与を否定」 

経 済                    

「並行レート下落 公定レートと逆転」 

社 会                     

「メリダ州での抗議行動で死者１名」 

「全国１７州で一斉停電」 
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２０２０年５月４日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長とクーデター因子の契約書露出      

           ～反与党記者が暴露～」       

 

５月３日 コロンビアから高速船でラグアイラ州への

侵入を試み、マドゥロ大統領の暗殺をしようとしていた

とされるグループがベネズエラ軍部に殺傷・拘束された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.440」参照）。 

 

今回の事件について、グアイド議長、野党関係者らはマ

ドゥロ政権の自作自演の可能性を指摘。野党との関与を

否定している。 

 

しかし、思わぬところから野党への攻撃が飛んでいる。 

 

マドゥロ政権を強く非難し野党系の記者として一般的

に認知されているパトリシア・ポレオ記者は、「ベネズ

エラで米国の軍事コンサルタント会社「SilverCorp USA」

が軍事オペレーションを実行する」との内容が書かれた

グアイド政権との契約書の存在を暴露した。 

 

実際に契約書をスキャンしたものが公開されており、契

約書には「SilverCorp USA」の Jordan Goudreau 社長、

グアイド議長、野党側の政治コンサルタントと

J.J.Rendon（米国亡命ベネズエラ人）、大衆意志党のセル

ヒオ・ベルガラ議員らとされる人物の署名が書かれてい

る。 

 

この契約書について野党側の記者らは「事実であるとし

ても公開するべきではなかった」とパトリシア・ポレオ

記者への批判、ネガティブキャンペーンが報じられてい

る。 

 

 

 

 

（写真）Factor de Poder（ポレオ記者のツイッター） 

“軍事オペレーションの実行に関する契約書の署名部分” 

 

なお、「SilverCorp USA」の Jordan Goudreau 社長は前

号「ベネズエラ・トゥデイ No.440」（コロンビアからの

クーデター阻止？）で紹介した今回の軍事オペレーショ

ン「Operacion Gedeon」の実行者としてビデオメッセー

ジに登場した人物である。 

 

「AP 通信 暗殺計画の存在を報じる            

 ～Jordan Goudreau 氏とアルカラ氏の関係も～」         

 

５月４日 AP 通信は、クリベル・アルカラ氏によるマ

ドゥロ大統領暗殺計画の詳細を報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
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アルカラ氏は、２０年３月にベネズエラ軍部高官を中心

に構成される麻薬取引の元締め「太陽カルテル」の一人

として、米国麻薬捜査局（DEA）に１，０００万ドルの

懸賞金をかけられた人物（「ベネズエラ・トゥデイ

No.424」参照）。 

 

アルカラ氏は、自身は反マドゥロ体制派の人物として長

年活動してきたと主張。グアイド議長と米国のアドバイ

ザーと共に「軍事同盟」を組織し、武器をベネズエラに

送ろうとしていたと主張。自身の無実を訴えていた。 

 

アルカラ氏はコロンビア政府に自身の身柄を確保する

よう求め、コロンビア当局に身柄を確保されたが、同日

のうちに DEA に身柄を引き渡され、その後アルカラ氏

の消息、続報は途絶えていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.425」参照）。 

 

アルカラ氏に関する詳細は「カントリーリスク・レポー

ト No.144」で紹介したことがある。今回の事件と関連

する重要な背景情報なので当時の記事を紹介したい。 

なお、「カントリーリスク・レポート」は、プレミアム

会員を対象にしたサービスとなるため、紹介する記事は

一部に限定しており、記事内のリンクは機能していない

のでご了承いただきたい。 

 

「AP 通信」によると、トランプ政権はアルカラ氏のマ

ドゥロ政権倒壊計画について事前に把握していた。コロ

ンビア政府も同計画を事前に把握していたが、アルカラ

氏への協力はしなかったという。 

 

アルカラ氏の計画は、３００名の有志の軍人がコロンビ

アから陸路でベネズエラに侵入し、軍事基地を攻撃、マ

ドゥロ大統領を拘束するという計画だったようだ。 

 

しかし、十分に訓練されていない組織、野党内の政治方

針の不一致などで同計画はうまく機能しなかったとい

う。 

 

そこで登場したのが「SliverCorp USA」の Jordan 

Goudreau 氏だったという。Goudreau 氏はイラク、ア

フガニスタン戦争で３度勲章を受章している米国特別

軍医療班の元軍人。 

 

１３年に詐欺容疑で捜査を受けたが有罪が確定するこ

とはなかったという。 

１６年にプエルトリコで民間警備会社の警護官として

活動後、１８年に米国フロリダ州で「SliverCorp USA」

という軍事コンサルタント会社を設立。 

米国政府とも関係のある軍事会社として活動している。 

 

Jordan Goudreau 氏は、グアイド議長に対してベネズエ

ラでの軍事オペレーションのサポートを提案。 

契約書を締結した（グアイド議長は契約書の締結を否定

している）。 

 

しかし、Goudreau 氏、アルカラ氏、グアイド議長の計

画はすぐにとん挫してしまう。 

 

３月２３日 マドゥロ政権倒壊のため輸送していた武

器を偶然、コロンビア警察が発見し押収してしまったこ

とが理由。 

 

これをきっかけに水面下で動いていた計画がマドゥロ

政権の知るところとなってしまった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.424」参照）。 

 

アルカラ氏は、コロンビア当局に拘束される直前にビデ

オメッセージを投稿し、「J.J. Rendon 氏、グアイド大統

領、米国アドバイザーと軍事同盟を組織した。」と述べ

ており、「契約書も持っている」と証拠の存在について

言及していた。 

 

今回、ポレオ記者が暴露した内容がまさにそれに当たる

のだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e8e1304511100f40261aaddad0185891.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e8e1304511100f40261aaddad0185891.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年５月４日～５月５日報道               No.４４１   ２０２０年５月６日（水曜） 

4 / 8 

 

「アラグア州海上で１３名拘束             

 ～セケア元大将、バドゥエル元将軍息子ら逮捕～」                  

 

５月４日 アラグア州で少なくとも１３名のクーデタ

ー因子が拘束された。 

 

拘束されたのはアラグア州チュアオ海岸。 

５月３日にラグアイラ州で起きた事件と同様、船舶に乗

っているところを拘束されたようだ。その後、プエルト・

クルスで２名が拘束されている。 

 

拘束された人物の中で有名なのは、反マドゥロ体制派の

ラウル・バドゥエル元将軍の息子であるアドルフォ・バ

ドゥエル氏。拘束時にバドゥエル氏の息子が「米国政府

が関与している」と証言している映像も流れている。 

 

 

 

（写真）“拘束されたクーデター因子と押収された武器” 

 

 

 “拘束されたバドゥエル元将軍の息子” 

 

（出所）Maduradas    “拘束された米国人 2 名” 

 

また、「SliverCorp USA」の関係者とされる米国人２名

（Luke Denman 氏、Aaron Berry 氏）も拘束された。 

他、アントニオ・セケア元大将という人物も拘束された

ことが確認されている。セケア元大将は拘束される直前

に「VPI」の取材に応じ、同計画について言及。今後も

マドゥロ政権倒壊のための活動が続くと言及していた。 

 

 

（写真）VPI 
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経 済                        

「５月１２日までに補助金 BsS.３０万支給」           

 

５月４日 マドゥロ政権は「労働の日補助金」の支給を

発表した。５月２日～１２日の間に祖国カード保有者に

対して BsS.３０万を支給するようだ。 

 

現在の為替レートは１ドル約 BsS.１７万なので、２ド

ルにも満たないが、それでもベネズエラ人にとっては必

要な金額だろう。 

 

 

（写真）祖国カード公式ツイッター 

 

社 会                        

「ペタレ地区の抗争 決着か」             

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.440」で、カラカス最

大のスラム地区「ペタレ」でギャング団の抗争が続いて

いるとの記事を紹介した。 

 

どうやらこの抗争が決着に向かっているようだ。 

 

 

 

５月４日２０時頃、ペタレ地区で「カセロラソ（鍋を叩

き、何か（主に政府への不満）を訴える南米の習慣の一

つ）」が起きた。 

 

報道によると、理由はペタレ地区として「El Wliexis」と

いうギャング団を支持するというサインのようだ。 

 

本件を追っているラモン・カマチョ記者は自身のツイッ

ターで「El Wilexis が地域をコントロールしようとして

いる」と投稿した。 

 

２０２０年５月５日（火曜）               

政 治                        

「ロドリゲス情報通信相 一連の判明情報説明      

  ～米国・コロンビア・野党の関与を指摘～」        

 

５月５日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、ラグアイ

ラ州・アラグア州で起きたクーデター因子の事件につい

て判明している情報を説明した。 

 

ロドリゲス情報通信相によると、ラグアイラ州で拘束し

たホセ・アルベルト・ソコロ・エルナンデスという人物

は、麻薬取引をしている人物ではあるが、同時に米国麻

薬捜査局（DEA）と連絡を取る情報提供者だという。 

 

このエルナンデス氏が、車や武器の手配、ベネズエラ国

内でのロジスティクスを任されていたと説明した。 

 

また、コロンビアの麻薬カルテル「La Goajida」という

組織に「Doble Rueda（両輪）」というあだ名の人物がお

り、同氏が所有する土地からベネズエラに向けて船がき

ているという。 

 

他、グアイド議長と「SliverCorp USA」の Goudreau 社

長との契約書についても言及。彼らが暴力と混乱をベネ

ズエラにもたらしていると非難した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
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他、「SliverCorp USA」は、米国政府と国防関連の仕事

をしており、米国政府が今回の事件に無関係であること

はあり得ないと指摘。 

 

コロンビア政府についても、ベネズエラに混乱をもたら

すため離反因子の訓練施設を保護していると指摘。アル

カラ氏のクーデター計画についてもドゥケ政権は事前

に情報を知りながら、見過ごすことで実質的にマドゥロ

大統領の暗殺計画に加担したと訴えた。 

 

他、５月４日にアラグア州で拘束されたアントニオ・セ

ケア元大将と３日にラグアイラ州で殺害されたロベル

ト・コリナ氏（通称パンテラ）の間で、仲たがいが起き

ていたという。 

 

仲たがいが起きた理由は、イバン・シモノビス氏（１９

年５月に自宅軟禁から脱出し、米国に亡命した政治家、

「ベネズエラ・トゥデイ No.292」参照）が、マドゥロ

大統領暗殺計画の指揮をアルカラ氏からアントニオ・セ

ケア元大将に移すため、アルカラ氏を裏切ったからだと

いう。 

 

パンテラ氏はアルカラ氏に近い人物だったため、セケア

元大将と関係が悪くなっていたと説明した。 

 

「クーデターを起こすような人は内部でもクーデター

を起こす」 

と皮肉を込めて一連の事件を非難した。 

 

なお、シモノビス氏は今回の事件について 

「この７２時間の間に起きたイベントはベネズエラに

自由をもたらそうと考える多くの人がいることを示し

ている。英雄たちに尊敬の念を示す。戦いは続く。連帯

の意を示す。」 

と投稿している。 

 

 

 

 

（写真）シモノビス氏ツイッター 

“一連の事件を肯定するシモノビス氏” 

 

「マドゥロ大統領 計画は５月１日に確認済み」           

 

マドゥロ大統領は、ラグアイラ州、アラグア州で起きた

クーデター因子の拘束事件に関して、５月１日の時点か

ら計画について把握していたと述べた。 

 

「我々は金曜の夜からテロリストが計画を開始したと

の情報を把握していた。この情報を受けて、我々は２つ

のグループに隊を分けて監視を強化していた。」 

と述べた。 

 

これまでもそうだが、マドゥロ政権はかなり高い精度で

クーデター計画を事前に入手していることが多い。コロ

ンビア政府高官やクーデター実行をしているグループ

の中枢にマドゥロ政権の内通者がいる可能性が高そう

だ。 

 

「グアイド議長 政府の自作自演説を変更」         

 

５月３日時点でグアイド議長は今回の事件について、マ

ドゥロ政権の自作自演の可能性を指摘していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.440」参照）。 

 

しかし、その後に報じられている情報を見る限り、マド

ゥロ政権の自作自演の可能性は低く、実際に今回の事件

が起きたと認識するに足る情報が流れている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
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５月５日 グアイド議長は、今回の事件について 

「マドゥロ独裁政権は、今回の計画を事前に知りながら、

大量虐殺を行う機会を待っていた。 

 

今回バルガス州で大量虐殺が行われた。ポルトゥゲサ刑

務所でも大量虐殺が行われた。自分の家族が殺されるこ

とを望むベネズエラ人が何処にいるだろうか。」 

とマドゥロ政権の人道問題を非難した。 

 

この発言は、今回の事件がマドゥロ政権の自作自演では

ないことを暗に示していることになる。 

 

また、グアイド議長は自身と今回のオペレーションとの

関係を否定。 

「国会は今回のオペレーションとは全く関係がない。し

かし、独裁者がベネズエラにカオスをもたらしたことは

否定できない。彼らは災いしかもたらさない。 

 

ペタレで起きている抗争は国家が機能していないこと

を証明している。独裁政権下で国は崩壊している。」 

と訴えた。 

 

「トランプ大統領 暗殺計画の関与を否定」         

 

ラグアイラ州での事件から２日が経過した５月５日 

トランプ政権は初めてベネズエラでの問題について言

及した。 

 

トランプ大統領は一連の事件について米国政府との関

係を否定。 

「先ほど本件に関する情報を受け取った。米国政府は今

回の事件には一切関与していない。しかし、調査を行う。

我々は今回の事件について懸念をしている。どのような

情報であるにせよ、判明したことは報告する。しかし、

米国政府は今回の事件について何の関係もない。」 

と述べた。 

 

その後、トランプ大統領の発言を受けて、ホルヘ・ロド

リゲス情報通信相は、今回の軍事オペレーションの指揮

をとっているとされる Jordan Goudreau 氏に関して、２

０１８年１０月１８日にトランプ大統領の身辺警護の

ため業務にあたっていたと指摘。 

 

当日の写真は「SilverCorp」のサイトで掲載されている

と述べ、トランプ政権と Goudreau 氏との関係性の存在

を指摘した。 

 

 

（写真）SliverCorp 

“トランプ大統領のイベント護衛に当たる Goudreau 氏

（とされる人物）” 

 

経 済                       

「並行レート下落 公定レートと逆転」            

 

３月末から並行レートが高騰を続けていたが、最近にな

り落ち着き始めている。 

 

他方、ベネズエラ中央銀行の公定レート（両替テーブル）

はボリバル安の傾向が続いており、両者の開きが縮小し

始めていた。 

 

５月５日 公定レートは１ドル BsS.１７１，８７４．５

５を記録。 
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公定レートがボリバル安に動いた一方、多くの並行レー

ト関連サイトはボリバル高に動いた。 

 

その結果、５月５日付けの並行レート参照サイトの平均

は１ドル BsS.１６３，４６８．５２となり、公定レート

が並行レートを追い越す逆転現象が起きている。 

 

 

（写真）@EnparaleloVenezuela 

 

社 会                       

「メリダ州での抗議行動で死者１名」            

 

５月４日夜 メリダ州のラモン・ゲバラ知事は、電力不

足を理由に「エル・カンピート地区」で抗議行動を起こ

していたラファエル・エルナンデス氏（２１歳）が銃で

殺害されたと発表した。 

 

現時点では誰が殺したのかは判明していないという。 

 

 

 

グアイド議長は今回の事件の責任はマドゥロ大統領に

あると指摘。当日、メリダ州では与党支持の暴力的な組

織「コレクティーボ」がガソリンを給油するオペレーシ

ョンが行われており、殺害された若者はその場にいたコ

レクティーボに殺されたと指摘している。 

 

「全国１７州で一斉停電」                 

 

５月５日 ベネズエラ全土で大規模な停電が起きた。 

 

停電が起きたと報じられているのはアンソアテギ州、ア

ラグア州、メリダ州、バリナス州、ボリバル州、ファル

コン州、グアリコ州、ララ州、ヌエバエスパルタ州、ス

クレ州、ポルトゥゲサ州、タチラ州、バルガス州、ミラ

ンダ州、カラボボ州、スリア州、カラカス首都区の１７

州。 

 

しかし、デルシー・ロドリゲス副大統領は、停電が起き

たのは１５州だったと説明。停電はテロリストの攻撃で

あり、意図的に停電を起されたと説明している。 

 

以上 

 

 


