
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年 5 月１３日～５月１４日報道            No.４４５   ２０２０年５月１５日（金曜） 

1 / 10 

（写真）El Tiempo “アルカラ将軍の拘束から軍事作戦の目的がゆがめられたと主張” 

 

 

２０２０年５月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 ベネズエラを対テロ非協力国に認定 

～軍事関連品・サービス輸出禁止も元々不可～」 

「アレマン議員 オペレーションの内情暴露 

～アルカラ将軍拘束後に計画が変わった～」 

経 済                     

「イラン原油船 燃料乗せベネズエラへ移動」 

「民間部門の融資元本・利息返済を６カ月間免除」 

「OPEC ４月産油量は日量６２．２万バレル」 

「６月にガソリンのドル建て販売開始？」 

「PDVSA 並行役員 Nynas 株式売却を非難」 

２０２０年５月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 仏・英との対立先鋭化 

～政権移行計画に関与？～」 

「米国 ベネ防衛当局のテロ組織認定を検討」 

経 済                    

「Rosneft のベネズエラ事業移譲を確認」 

「Ecoanalitica 外国からの仕送り７５％減」 

「水道料金が暴騰 最大で２００倍も」 

社 会                    

「PDVSA 米裁判所に元米国議員を提訴 

～米議員 制裁阻止ロビー活動費を搾取？～」 
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２０２０年５月１３日（水曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラを対テロ非協力国に認定       

 ～軍事関連品・サービス輸出禁止も元々不可～」       

 

５月１３日 米国国務省は、ベネズエラを「対テロ非協

力国リスト」に追加した。 

 

同リストは、米国の対テロリスト対策に非協力的な国を

罰する趣旨のリストで、同リストに入っている国への軍

事関連品・同サービスの輸出は禁止される。 

 

「対テロ非協力国リスト」には、北朝鮮、シリア、イラ

ン、キューバ、ベネズエラが入っている。 

 

１５年にオバマ政権下でキューバは同リストから外れ

たが、５年ぶりに再びリスト入りしたことになる。 

また、ベネズエラについては初めてのリスト入りとなる。 

 

ベネズエラをリスト入りした理由について 

「２０１９年、マドゥロと同政権メンバーは、度々テロ

リストを支援した。 

 

この期間、米国政府はマドゥロ政権をベネズエラの政府

と認識していないが、同政権のコントロールが実質的に

米国のテロリスト対策への取り組みを阻害している。 

 

コロンビア革命軍（FARC）、人民解放軍（ELN）がベネ

ズエラで活動している。この２０年間、司法省はマドゥ

ロと同政権メンバーが FARC と結託し麻薬取引を行っ

ていると非難してきた。」 

と説明している。 

 

 

 

 

なお、「対テロ非協力国リスト」は、武器輸出統制法に

基づいたリストで、当該国への武器・関連サービスの輸

出を制限する趣旨のもので、ベネズエラが「テロリスト

支援国家」入りしたわけではない。 

 

米国政府は、既にベネズエラ政府・中央銀行などベネズ

エラの政府組織を制裁対象に指定しており、武器に関わ

らず人道支援物資以外のあらゆる物資・サービスをマド

ゥロ政権へ輸出することを禁止している（ベネズエラの

民間企業との取引は可能）。 

 

その意味では、リスト入りしたことで国際的にベネズエ

ラに対するイメージは下がるが、実質的に何か制限が追

加されるということはなさそうだ。 

 

「アレマン議員 オペレーションの内情暴露       

  ～アルカラ将軍拘束後に計画が変わった～」         

 

５月１３日 １９年１２月に制憲議会から「祖国の裏切

り」の罪で不逮捕特権をはく奪され、コロンビアに亡命

したエルナン・アレマン議員（行動民主党（AD）所属）

は、アルゼンチン系メディア「Infobae」のインタビュー

番組に出演。 

 

「Gedeón オペレーション」について、自身の知る情報

を語った。 

 

アレマン議員は「TVV Venezuela」でも「Gedeón オペ

レーション」について、自身の関与や３月に米国政府が

拘束したアルカラ氏と「Gedeón オペレーション」の関

係について語っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.443」

参照）。 

 

アレマン議員は、自分たちはマドゥロ政権を倒壊させる

ため、アルカラ氏、ゴドレウ氏と軍事作戦を計画してい

たと証言。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a2ca09eeb345c96a42b09a32ee90b54d.pdf
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マドゥロ政権は、国の資産を簒奪する犯罪政府で、彼ら

を倒壊させるためには武力を行使する以外に手段はな

いと主張。 

 

また、自身らが実行しようとしていた計画は、３月にア

ルカラ氏が拘束されてから途中で変えられてしまい、計

画の意図を歪められてしまったと訴えた。 

 

 

（写真）Infobae “エルナン・アレマン議員” 

 

以下、インタビュー記事の内容。 

 

 

Q：２０年３月２８日 カベジョ制憲議長は、あなたが

アルカラ氏と結託し、軍事オペレーションを計画してい

ると指摘していました。この指摘にどのように答えます

か？ 

 

A：我々（軍事グループと私）は、今回の計画を始めた

のはクリベル・アルカラ将軍だと断言できる。１９年５

月から計画を開始した。 

 

野党の戦略が全て失敗した後（１９年４月の自由オペレ

ーションの失敗までの過程を指していると思われる）、

私は軍事行動以外に政権交代の道はないと悟り、軍人グ

ループとの接触を始めた。 

 

 

 

１９年２月、グアイド大統領はククタで軍人に協力を要

請した。この求めに呼応した軍人グループと集まり計画

を準備した。アルカラ将軍が拘束されるまで我々は目的

に向かい前進していた。 

 

Q：「Gedeón オペレーション」におけるあなたの役割

は？ 

 

A：私は軍事オペレーションの目的・正当性を立案する

立場だった。私が知る限り、このオペレーションに

「Gedeón」という名前は一切出てこなかった。 

 

我々は、今回の作戦を通じて、憲法規律の回帰を目指し

ていた。多くの国がベネズエラには泥棒政府がいると認

識している。憲法３３３条、３５０条（ベネズエラ国民

は、憲法規範を守らない政府に対して規律を守らせる義

務がある）にある通り、泥棒政権は憲法の規定を受けな

ければならない。 

 

我々はこの目的について話し合い、計画を準備したが、

「Gedeón」という言葉が出たことは無かった。 

 

Q：この計画はどうなってしまったのか？ 

 

A：今回の作戦はベネズエラに自由をもたらすことが唯

一の目的だった。しかし、何か上層部の利害のせいでア

ルカラ将軍が排除されたと確信している。 

 

Q：誰がアルカラ氏を排除しようとしたのか？また、そ

の理由は何だと考えるか？ 

 

アルカラ将軍は、麻薬取引への関与を理由に２０１１年

にクリントンリストに入った。その後、米国麻薬捜査局

（DEA）と対話をし、麻薬取引の罪を埋めるための活動

を始めた。アルカラ将軍は１２年に与党を抜け、反政府

活動を継続してきた。 
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アルカラ将軍は、国境でのマドゥロ政権お尋ね者リスト

のトップ３に入っていた。 

 

アルカラ将軍は、１７年からコロンビアに住んでおり、

付近には DEA の事務所がある。コロンビア政府関係者

ともコネクションがある。彼は重要な活動をしており、

何らかの利害に巻き込まれたとしても不思議ではない。 

今回の計画の最重要人物はアルカラ将軍とゴドレウ氏

だった。しかし、最終的に両名は作戦に参加することが

出来なかった。 

 

Q：アルカラ氏が DEA に拘束された後、作戦はどうな

ったのか？ 

 

私は１９年１２月初旬に数日間、軍事訓練施設に滞在し

ていた。１月にアルカラ将軍とゴドレウ氏からセケア氏

（アントニオ・セケア氏）が別の軍事施設（「リオアチ

ャ」以外に２つの施設があるとされている）のトップに

なったとの話を聞いた。私はセケア氏とは接点がない。 

 

その後、アルカラ氏が米国に拘束され、彼の信頼してい

るメンバーも排除され、我々の計画はセケア氏にプレゼ

ントされてしまった。 

 

Q：あなたは、いつからマドゥロ政権を倒壊させるため

には対話ではなく、武力行使しかないと確信するように

なりましたか？ 

 

A：私は長年、政治家を続けてきた。ドミニカ共和国、

オスロでの対話は全て一方的なものだった。 

 

１８年に私は自身が所属する行動民主党の方針を否定

した。なぜなら、サパテロ元西首相（対話の仲裁を行っ

ていた）は完全にマドゥロ政権の味方であり、政権移行

を支持する意志が無かったからだ。 

彼らは意地でも政権にしがみつく。それは現在のベネズ

エラが証明している。 

 

Q：カベジョ制憲議長は、今回のオペレーションはバド

ゥエル元将軍が軍事政権を組織することが目的だった

と述べている（「ベネズエラ・トゥデイ No.442」参照）。

この点について語れることはあるか？ 

 

私はその計画は知らない。私たちの目的は民主主義的な

政府を樹立することだ。現在の暫定大統領がベネズエラ

の正当な大統領だと認識している。軍事政権を発足する

計画はない。 

 

ただし、アルカラ氏が拘束されてから私はこの計画との

関係が切れている。その後、関係者と会話をしておらず、

この計画の実行日時も知らなかった。 

 

我々は計画を準備したが、最終的に別の誰かがこの計画

を実行した。 

 

 

なお、アレマン議員は１９年１２月に自身が「祖国の裏

切り」を理由に不逮捕特権をはく奪されたことについて

以下のように述べた。 

 

「我々は１９年５月から計画を進めていた。 

マドゥロ政権が私の行動を知った１９年１１月に私は

国を去ることを決めた。 

 

１２月に「祖国への裏切り」を理由に、他の議員４名と

一緒に不逮捕特権がはく奪されたが、そうなることは事

前に知っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.384」参照）。 

 

私は２０年１月５日の国会議長を決める投票で与党側

の推薦候補（ルイス・パラ議員）に票を入れる意思は無

かった。一方で、私の補欠議員は与党候補（ルイス・パ

ラ議員）に投票することに合意していたからだ。」 

と語った。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b8551f7bba09a09b09944c848cf14d6.pdf
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２０年３月、アルカラ氏が米国政府に拘束される前にロ

ドリゲス情報通信相は、 

「ルイサ・オルテガ元検事総長（１７年３月にマドゥロ

政権を離反した当時の検事総長）、ヘルマン・フェレー

ル元議員（オルテガ元検事総長の夫で元与党 PSUV 議

員）、エルナン・アレマン元議員が結託して、マドゥロ

大統領暗殺を企てている」 

と訴えていた。 

 

筆者は、当時この訴えの信ぴょう性に疑問を感じていた

が、当時の訴えは（暗殺を目的としていたかどうかは別

として）正しかったということだろう。 

そうであれば、オルテガ元検事総長もフェレール元議員

も今回の計画に関与していた可能性が高そうだ。 

 

なお、２０年２月、コロンビア系メディア「El Tiempo」

は、アレマン議員を追跡していたとされるマドゥロ政権

のスパイを拘束したと報じていた。スパイの名前はアレ

ハンドロ・オリベロ氏という「特別軍事部隊（FAES）」

の工作員。コロンビア籍の身分証明書を偽装し、１９年

８月からコロンビアに滞在。２０年２月１２日にコロン

ビア当局に拘束されたという。 

 

マドゥロ政権は、かなりの精度でクーデターグループの

情報を事前に把握しており、アレマン議員以外にもマド

ゥロ政権からスパイを受けている人物はたくさんいる

と思われる。 

 

経 済                        

「イラン原油船 燃料乗せベネズエラへ移動」           

 

ロイター通信は、イランからガソリン燃料を乗せた船舶

がベネズエラに向かったと報じた。 

 

船舶「Clavel」は、３月末にイランの「Bandar Abbas 港」

を出向し、スエズ運河を越えたところのようだ。 

 

公開されている情報では、最終目的地は明確になってい

ないようだが、昨今のイランとベネズエラとの関係や各

種報道からベネズエラが最終目的地の可能性は極めて

高いだろう。 

 

この報道の続報として、５月１４日 ロイター通信は米

国政府高官（匿名）から、 

「我々はマドゥロ政権が GOLD でイランに支払いをし

たとほぼ確信している。」と述べ、「米国政府はイランに

よるベネズエラへの燃料輸送について懲罰措置を取る」

と語ったという。 

 

 

（写真）ロイター通信 

 

「民間部門の融資元本・利息返済を６カ月間免除」                  

 

５月１３日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

は、最重要セクター以外の民間企業についても、融資の

元本・利息返済を６カ月間免除すると発表した。 

 

アイサミ経済担当副大統領は、同決定の理由について

「Covid-１９による経済への影響を緩和するため」とし

ている。 

また、既に製造業が生産するための原材料の輸入税を免

除する仕組みが始まっていると説明（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.438」参照）。マドゥロ政権は最重要セクター

以外の民間部門とも共存を探ると語った。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6851b843e5706e846cd03fdbd1f2b0b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6851b843e5706e846cd03fdbd1f2b0b3.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年 5 月１３日～５月１４日報道            No.４４５   ２０２０年５月１５日（金曜） 

6 / 10 

 

「OPEC ４月産油量は日量６２．２万バレル」         

 

OPEC は、２０年４月のベネズエラの平均産油量が先月

から日量３．８万バレル減少し、日量６２．２万バレル

（第三者専門家によるセカンダリーソース）だったと発

表した。 

 

 

 

一方、ベネズエラ石油省が直接 OPEC に報告している

ダイレクトソースの平均産油量は先月から日量１．９万

バレル増え、日量７３．７万バレルだったとしている。 

 

 

 

「６月にガソリンのドル建て販売開始？」                  

 

ガソリンスタンド労働組合のアサレア・コルメナレス組

合事務局長は、現地メディア「El Impluso」の取材に対

し、６月にガソリン燃料がドル建てになるかもしれない

と語った。 

 

 

コルメナレス事務局長によると、予定されている金額は

「ガスオイル」が０．３ドル／リットル、 

「レギュラー」が０．６ドル／リットル、 

「ハイオク」が０．７ドル／リットル 

だという。 

 

なお、数日前に国軍施設「Fuerte Tiuna」に中国製のド

ル建てガソリン給油機が設置されたと報じられていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.442」参照）。 

 

現在ベネズエラではガソリン給油が極めて困難。 

露店でガソリンが販売されており、その金額は２～４ド

ル／リットル程度と報じられている。 

 

「PDVSA 並行役員 Nynas 株式売却を非難」                  

 

５月１３日 グアイド政権が任命した PDVSA 並行役

員は、「Nynas AB」の株式３５％売却について事前に通

知を受けていなかったと訴えた。 

 

５月１１日 「Nynas AB」は、PDVSA（マドゥロ政権

側）が株式３５％を売却したと発表。 

PDVSA が「Nynas AB」の少数持株会社となったことに

より、米国外国資産管理局（OFAC）は「Nynas AB」へ

の制裁適用を解除した（「ベネズエラ・トゥデイ No.444」

参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
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PDVSA 並行役員は今回の株式売却について、「マドゥ

ロ政権による国の資産への損害」と訴えた。 

 

PDVSA が３５％の株式を売却したことで、現在の

PDVSA の「Nynas AB」株式保有率は１５％（恐らく１

５．１％）を保有していることになる。 

 

ロイター通信によると、株式３５％の売却相手は

「Nynässtiftelsen」というスウェーデンの独立基金。 

 

「El Neste Oil」は引き続き「Nynas AB」の株式４９．

９％を保有しているという。 

 

なお、「事前に通知を受けていなかった」とは、「事前に

株式３５％の売却を把握していなかった」という事とは

違うのだろう。 

 

OFAC の制裁解除でもわかる通り、少なくとも米国政府

は事前に本件を把握していた。 

 

仮に、グアイド政権側の PDVSA 並行役員が「Nynas」

株式３５％の売却を事前に把握していなかったとすれ

ば米国政府とグアイド政権との情報共有にかなり問題

があることになる。 

 

また、今回の PDVSA 並行役員による発表は将来的な問

題を懸念させる。 

 

今回、グアイド政権に任命された PDVSA 並行役員は

「Nynas AB」の株式３５％の売却を認識していないと

のスタンスを取った。つまり、グアイド政権にとって、

今回の取引は正当なものではなく、政権交代後に株式売

却の無効を求め訴える可能性がある。 

 

 

 

 

 

グアイド政権側は「PDVSA２０」社債について、国会

の承認を経ていなかったとして「PDVSA２０」の無効

を求め、米国裁判所に訴えを起こしている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.363」参照）。 

 

５月１３日 「PDVSA２０」の無効化を主導している

グアイド政権のイグナシオ・エルナンデス会計監査総長

は「TV Venezuela」の取材に対応。 

 

「Nynas の株式３５％売却について、国会も PDVSA も

今回の売却に関する相談を受けていない」 

と述べている。 

 

２０２０年５月１４日（木曜）              

政 治                        

「マドゥロ政権 仏・英との対立先鋭化         

         ～政権移行計画に関与？～」        

 

５月１３日（フランス時刻） フランス外務省は、声明

を発表。在ベネズエラ・フランス大使館の活動が阻害さ

れていると訴え、在フランス・ベネズエラ大使に事情の

説明を求めた。 

 

以下、フランス外務省の発表した声明の翻訳。 

 

「フランスはここ数日間、カラカスに駐在する我が国の

外交官が通常の外交業務に支障をきたしていることを

非難する。彼らの対応は外交関係を規定するウィーン条

約に違反している。 

 

この認識に基づき、本日午後に在フランス・ベネズエラ

大使に理由を説明するよう要請を行った。 

 

フランス政府当局は、我が国の外交官が一刻も早く通常

の業務に戻れるよう期待する。」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
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現地メディアによると、５月初旬から在ベネズエラ・フ

ランス代表 Romain Nadal 大使の公邸の近くに複数の

SEBIN 職員が待機しているという。また、５月３日から

頻繁にガス・電気が使用できないという。 

 

Romain Nadal 大使は欧州連合の中でもグアイド政権を

支援するスタンスが強く、マドゥロ政権との関係は悪い。 

 

また、５月１４日 ベネズエラのホルヘ・アレアサ外相

は在ベネズエラ英国大使館の Duncan Hill 経済担当官

に対して、「米国・野党と共同で政権交代を画策してい

る」との抗議状を提出した。 

 

抗議状のきっかけは英国誌「The Canary」が５月１３日

に報じた記事。 

 

同記事によると、英国政府は１９年１０月から極秘で

「ベネズエラ再建同盟（Unidad para la Reconstrucción 

de Venezuela）」を組織していたという。 

 

グアイド議長は、２０年１月に英国・フランスを訪問。

訪問時にボリス首相、マクロン大統領らと会談している。 

 

英国では Dominic Raab 外務省秘書官、Chiristopher 

Pincher 米州担当官、Hugo Shorrter 米州部長らと会談

し、政権交代への支援を確認。「ベネズエラ再建同盟」

について協議したという。 

 

英国はベネズエラ中央銀行の GOLD を凍結しており、

２０年４月から米国が開始したカリブ海での麻薬取締

オペレーションにも参加している。 

 

また、ベネズエラへの人道支援を目的に４，０００万ド

ルの拠出を発表したが、「The Canary」によると、この

資金の使用用途について明示することを拒否している

という。 

 

 

「The Canary」が確認した情報には、グアイド政権関係

者と英国政府関係者のやり取りもあり、その中には政権

交代後に英国に対してベネズエラでの商売で有利な待

遇を保証するという内容が含まれていたという。 

 

「米国 ベネ防衛当局のテロ組織認定を検討」           

 

ロイター通信は、公式ツイッターでトランプ政権高官

（匿名）からの情報として、米国が複数のベネズエラ防

衛当局をテロ組織に認定することを検討していると報

じた。 

 

 

（写真）ロイター通信ベネズエラ公式ツイッター 

 

５月１３日 米国国務省は、北朝鮮・シリア・イランと

並びベネズエラとキューバを米国のテロリストに対す

る取り組みに非協力的な国として「リスト」に追加した

（本稿「米国 ベネズエラを対テロ非協力国に認定」参

照）。 

 

米国下院議員で反マドゥロ政権グループのリーダー的

存在のマルコ・ルビオ議員（共和党）は、今回の決定を

受けて、「マドゥロ政権のテロ支援国家入りを検討する

べきだ」と訴えている。 

 

経 済                       

「Rosneft のベネズエラ事業移譲を確認」            

 

「Europa Press」は、ベネズエラ原油採掘を担うロスネ

フチとガスプロムの会社「Consorcio Petrolero Nacional

（CPN）」のコントロールが「RN-Okhrana-Ryazan」と

いう会社に移ったと報じた。 
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CPN は０８年にベネズエラとロシアの政府間合意で組

織された会社。ロスネフチが８０％、ガスプロムが２

０％の株式を保有していた。 

 

今回、「RN-Okhrana-Ryazan」が購入したのはロスネフ

チの８０％分だけで、２０％は引き続きガスプロムが保

有しているようだ。 

 

３月２８日 「Rosneft」はベネズエラ事業からの撤退を

発表している。 

 

ロシア政府は「Roszarubezhneft」というロシア１００％

出資の会社にベネズエラでの「Rosneft」事業を引き継が

せたようだが、４月に「RN-Okhrana-Ryazan」が購入し

たという。 

 

「Ecoanalitica 外国からの仕送り７５％減」         

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアリストバル・オリ

ベロ氏は、Covid-１９による世界的な経済低迷の影響で

ベネズエラへの仕送りも減っていると指摘。 

 

Covid-１９の問題が顕著化した２０年３月は、仕送り額

が７５％減少したと述べた。 

 

オリベロ氏によると、１９年にベネズエラ人が外国から

受けた仕送り額は年間で３５億ドルと過去最高額だっ

たという。 

 

しかし、２０年の仕送り額は年間１８～２０億ドル程度

で前年から４割以上減ると予想している。 

 

 

 

 

 

 

「水道料金が暴騰 最大で２００倍も」              

 

水道公社「Hidrocapital」の水道料金が暴騰したと地元

住民から抗議の声が出ている。 

 

場所によって異なるようだが、酷いところでは値上げ率

は１．９万％増（約２００倍）だという。 

 

具体的にはミランダ州「Guarena」に住むある住民の水

道料金はこれまで BsS.７万程度だったが、今月の水道

料金は BsS.６００万超（約３０ドル）だったという。 

 

他にもツイッターでは自身の水道料金を掲載し、料金値

上げをクレームする投稿が拡散されている。 

 

 

（写真）Emillio Materian＠ 

“急激な水道料金値上げを非難” 
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社 会                       

「PDVSA 米裁判所に元米国議員を提訴        

 ～米議員 制裁阻止ロビー活動費を搾取？～」            

 

マドゥロ政権側の PDVSA は、１７年に契約した制裁阻

止のためのロビー活動委託契約を巡り、契約違反があっ

たとして、米国裁判所（マンハッタン）に対して、元米

国議員 David Rivera 氏を訴えた。 

 

PDVSA の訴えによると、David Rivera 元議員と PDVSA

は、PDVSA の財務問題を解消するため戦略サービスを

提供するという理由で５，０００万ドルの契約（期間は

３カ月）を交わしたという（実際は David Rivera 元議員

のコンサルタント会社「Interamerican Consulting」と契

約を交わした）。 

 

米国の PDVSA 関係会社は、１７年３月～４月にかけて

「Interamerican Consulting」に対して分割で１，５００

万ドルを支払ったという。 

 

しかし、その支払いに対して「Interamerican Consulting」

が提出したものは、レポート２回（合計５枚）だけだっ

たという。また、契約上合意した内容へのサービスが達

成されていないと主張。 

これが契約違反に当たると訴え、支払った１，５００万

ドルに加えて、利息分１，７００万ドルの支払いを求め

ている。 

 

なお、Rivera 元議員はキューバ系移民で、マドゥロ政権

への経済制裁を強く求めているマルコ・ルビオ議員（同

じくキューバ系移民）と関係の深い人物だという。 

 

また、議員任期中の１９年当時、グアイド暫定政権が発

足した際に、米国マイアミ領事館からマドゥロ政権外交

官を追放する支援をしていたという。 

以上 

 


