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（出所）ベネズエラ情報通信省 “「Gedeón オペレーション」の調査内容を公表するロドリゲス情報通信相” 
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 Gedeón オペレーション分析    

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月３日に明らかになった「Gedeón オペレー

ション」からグアイド政権への信頼は著しく 

低下した。野党は火消しを試みるが、マドゥロ政権が

連日のように新情報を公表しており、問題は鎮静化

どころか悪化している。 

 

本稿では、この２週間で確認できた情報（報道・拘束

者の証言など）から「Gedeón オペレーション」に関

する相関図を紹介し、どうして今回の問題が起きた

のか個人的な分析を紹介したい。 

 

 

ベネズエラでは「Gedeón オペレーション」について

様々な情報が飛び交っており、何が事実で何が嘘かを

知るのは容易なことではない。 

ベネズエラの報道は各メディアの思想を反映して事実

を歪めて報じていることが多く、出所を当たり、自身

で情報を精査しなければ、考えを誘導されてしまう。 

 

出所を当たるのは地道な作業ではあるが、これを繰り

返すと誰が真実を語っており、誰が情報を操作してい

るのか見えてくる部分は多い。 

 

以下では、これらの情報から確認できた信頼できそう

な情報から想像できる「Gedeón オペレーション」の

実態について個人的な分析を紹介したい。 

オペレーションの実態の正確な把握は困難 
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なお、「Gedeón オペレーション」については「ウィー

クリーレポート No.148」で概要を紹介しているので、

このレポートを読む前の背景知識として事前に確認し

ていただきたい。 

 

 

４ページ目に「Gedeón オペレーション」の人間相関

図を掲載している。基本的にこの相関図を基に今回の

レポートを進めていきたい。 

 

相関図にある通り、「Gedeón オペレーション」は 

「ベネズエラ」「米国」「コロンビア」 

の３カ国に利害関係者が存在する。 

 

そして、彼らを大きく分けると 

「グアイド政権」 

「コロンビアにいる離反軍人グループ」 

「マドゥロ政権」 

のいずれかのグループに属している。 

 

また、「グアイド政権」「コロンビアにいる離反軍人グ

ループ」の目的はマドゥロ政権の倒壊であり、両者は

協力関係を結んでいる。 

 

これは、グアイド政権の大統領府戦略担当官だったフ

ァン・ホセ・レンドン氏が公表した契約書の内容から

も明らかになっている。 

 

しかし、ここで重要な前提に触れておきたい。 

 

「グアイド政権」と「コロンビアにいる離反軍人グル

ープ」は協力関係にあったが、仲間ではなかったとい

うことだ。 

 

「Gedeón オペレーション」について、最初に「Silver 

Corp」とグアイド政権の交わした契約書を公表したパ

トリシア・ポレオ記者が運営するネット番組「Factor 

de Poder」で、興味深い情報を入手した。 

 

それは、「コロンビアにいる離反軍人グループ」に属し

ていたが、最終的に５月３日、４日の「Gedeón オペ

レーション」に参加しなかった人（匿名）の意見だ。 

 

この人物は、グアイド政権・野党に不信感を抱いてい

る。彼の考えは以下の通り。 

 

グアイド政権は、軍人にマドゥロ政権からの離脱を呼

びかけた。しかし、離反することは命を投げ出し、家

族を危険にさらすよう求めていることと同意義だ。 

 

グアイド政権は「政権交代を実現できるのは軍人しか

いない」と軍人に対してクーデターを起こすよう求

め、我々の生活を危険にさらし、命を投げ出すよう求

めてきた。 

 

これまで多くの軍人がグアイド政権の呼びかけに呼応

し、マドゥロ政権へのクーデターを計画、あるいは実

行に移し、マドゥロ政権に殺害、拘束されてきた。 

 

しかし、グアイド政権は呼びかけに呼応し命を投げ出

した軍人の事はほとんど気にしない。野党政治家が拘

束されればメディアを通じて世界中に名前が広がり、

彼らの解放のために野党政治家はもちろん、世界中の

政治関係者がマドゥロ政権を非難する。 

 

しかし、命を投げ出し政権交代に挑み、失敗し、拘

束・殺害された数百人の軍人の名前と残された家族の

悲しみを知っている人がどれほどいるだろうか。 

グアイド政権と離反軍人の関係 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
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むしろ、グアイド政権は軍人にクーデターを呼びかけ

ておきながら、実際にクーデターを実行した軍人の行

動を「非民主的」として否定的な見解を示し、クーデ

ターを実行した軍人と一線を置きたいと考えている。 

 

それは、今回の「Gedeón オペレーション」について

も同様だった。 

 

また、グアイド政権は聞こえの良い言葉を述べながら

裏では真っ当とは言えない金策に奔走している。 

軍人に命を投げ出すよう求めながら、自身は金策に奔

走し、自分の子供に良い教育を与え、良い生活をして

いる。 

 

この日和見的で偽善的なグアイド政権の姿勢に、離反

軍人は不信感を抱いている。 

 

逆にグアイド政権側が持つ「軍人」への認識について

も想像してみたい。 

 

グアイド政権にとって、政権交代には軍人の協力が不

可欠だ。しかし、民主的な政権交代を求めるグアイド

政権が、表立って武力による政権交代を求めることは

矛盾が生じてしまい、国際的な支持も得られない。 

 

軍人には独自でクーデターを起こしてほしいが、グア

イド政権はクーデターに関与したくない。 

 

グアイド政権発足当時はベネズエラ国内の軍人の離反

も期待できたが、１９年４月の自由オペレーションは

失敗し、軍部もマドゥロ政権への忠誠を誓い安定し始

めてしまった。 

 

 

 

やむを得ず「コロンビアにいる離反軍人グループ」と

協力関係は築くことにしたが、彼らとの関係は一線を

置きたい。 

 

また、「コロンビアにいる離反軍人グループ」は、麻薬

取引に関与しており、政治的にネガティブな印象を与

えないよう彼らとの関係が見えないようにしたい。 

というのが本音だろう。 

 

つまり、「グアイド政権」と「コロンビアにいる離反軍

人グループ」はマドゥロ政権倒壊という共通の利害か

ら協力関係にはあったが、仲間ではなく、むしろお互

いに一種の嫌悪感を持っており、信頼関係がなかった

というのが今回の問題を理解する上で、重要な要素だ

と考えている。 

 

 

前述の前提を念頭に置いて、今回の「Gedeón オペレ

ーション」の人間関係を説明したい。 

 

相関図の中心人物は「Silver Corp USA」のジョーダ

ン・ゴドレウ社長と、「離反軍人グループ」のトップで

あるクリベル・アルカラ元軍人の 2 名。 

 

ゴドレウ氏が最初にベネズエラとの関りを持ったのは

１９年２月。コロンビアとベネズエラの国境で開催さ

れたチャリティイベント「Aide Live」の安全担当を任

されたのがきっかけだった。 

 

そもそも、同イベントの安全担当を任された理由は米

国政府関係者（マイク・ペンス副大統領の関係者とさ

れる）の知人の紹介だったとされている。 

契約問題と協力関係の破談 
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 　　　コロンビア　　米国　ベネズエラ

クリベル・アルカラ

離反軍人

ジョーダン・ゴドレウ

SliverCorp USA社長

アルカラ氏の妻

エルナン・アレマン

国会議員（AD）

ルイサ・オルテガ

元検事総長

ファン・ホセ・レンドン

大統領府担当官

セルヒオ・ベルガラ

元国会議員（VP）

ファン・グアイド

国会議長（VP）

レオポルド・ロペス

大衆意思党（VP）党首

レスター・トレド

元国会議員（VP）

アントニオ・セケア

離反軍人（拘束）
ロベルト・コリナ

離反軍人（死亡）

ディオスダード

カベジョ

制憲議長

イバン・シモノビス

安全対策特別官

ジョエル・パルマル

麻薬犯

米国政府とアルカラ

降ろしを画策？

麻薬取引の元締めとしてアルカラ氏ヘ懸賞金

コロンビア 米麻薬捜査局に身柄引き渡し

マタ・サンギネティ

離反軍人

（現状不明）

ルベン

フィゲラ

離反軍人

（拘束）

セケア氏を

アルカラ氏の

後任に指名？

ゴドレウ氏

ロペス党首

ヘ紹介？ １９年２月の「Aid Live」から知り合いに

１９年１０月 レンドン氏、ベルガラ議員

SilverCorpと軍事契約締結 ハビエル・ロペス

麻薬犯

１９年１０月

グアイド議長

SilverCorp

と契約締結？

３月２３日

Baranquilla-Rioacha間で武器押収される

（マドゥロ政権倒壊の使用予定だった）

アレハンドロ

サラサール

離反軍人

（拘束）

FUNDACION FUTURO PRESENTE

ヘルマン・フェレール

元国会議員

アルベルト

エルナンデス

麻薬犯

（拘束）

マドゥロ政権

の内通者？

ハビエル・ロペス

氏の娘

事実あるいは

事実の可能性

が比較的

高い情報

噂の域

を出ない

情報

ジェームス

ストーリー

米国代表大使
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このイベントで当時コロンビアの人道支援担当を務め

ていたレスター・トレド元国会議員と知り合ったとい

う。 

 

余談だが、その後「Aid Live」の寄付金を不正に流用

していたとしてグアイド政権が批判され、コロンビア

で人道支援担当を務めていたトレド元議員は問題の矢

面に立った。グアイド政権は本件の調査結果を公表す

るとしたが、その調査結果は公表されることのないま

ま現在に至っている。 

 

「Aid Live」が終わり、米国に戻ったゴドレウ氏は、

その後もベネズエラ関連のイベントに関与し、多くの

ベネズエラ野党関係者と面識を持つようになったとい

う。 

 

そして、トレド元議員は大衆意志党（VP）のレオポル

ド・ロペス党首にゴドレウ氏を紹介したと報じられて

いる。 

 

このようにグアイド政権と関係を築いたゴドレウ氏は

ベネズエラ問題への関心を深め、マドゥロ政権倒壊を

目指す計画に関与することになったようだ。 

 

そして、１９年１０月１６日に問題の契約書が締結さ

れた。 

 

しかし、この契約書が問題を起こすことになる。 

 

マドゥロ政権は恐らくアルカラ氏と親交のあるエルナ

ン・アレマン議員（「祖国の裏切り」の罪を科せられ、

１９年１２月に亡命）の電話に盗聴器を仕掛けてい

た。５月１８日、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、

アレマン議員の電話の会話を複数公表した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相が公表したアルカラ氏

とアレマン議員と第三者（未特定）との会話（時期不

明）によると、アルカラ氏とグアイド政権は「何らか

の理由」から意見が対立し、アルカラ氏はグアイド政

権に協力関係を反故にされたという。 

 

アルカラ氏側の不満は、契約書に書かれている１５０

万ドルの手付金を意味していると思われる。 

 

アルカラ氏は「グアイドは、指定の期日を守らなかっ

た」と述べており、「レンドンの管理する口座にはマド

ゥロ政権倒壊のために協力者から集めた３億ドルがあ

り、支払いができない理由がない」と語っている。 

 

アルカラ氏は、合意を反故にされたことに対して強い

怒りを示しており、グアイド政権との契約書を公表す

ると認識できそうな発言をしている。 

 

また、５月１８日に公表されたアルカラ氏とアレマン

議員との別の音声では、アルカラ氏は「グアイドも、

（レオポルド）ロペスも、マドゥロも、ディオスダー

ドも全員牢屋に入れる」と述べており、「グアイド政

権」と「離反軍人グループ」は完全に敵対関係になっ

ていることが分かる。 

 

そして、２０年３月２６日に米国政府は、クリベル・

アルカラ氏を麻薬取引の元締めとして１，０００万ド

ルの懸賞金をかけ、指名手配にした（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.424」参照）。 

 

懸賞金がかけられた翌日にアルカラ氏はコロンビア政

府当局に拘束され、その日のうちに米国麻薬捜査局

（DEA）に身柄が引き渡されている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.425」参照）。 

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
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アルカラ氏は、グアイド政権と離反軍人グループの契

約の全容を知る人物。米国政府がどのように関与して

いるのかも知っていた可能性は高い。 

 

米国政府はこの問題が発覚しないよう急いで火消しを

図ったと想像できる。 

 

なお、一連のアルカラ氏降ろしは米国に亡命している

イバン・シモノビス安全対策特別官が主導したとされ

ている。 

 

シモノビス氏は、２００２年に起きたクーデターの首

謀者として０４年に拘束され有罪判決を受けた政治

家。１４年９月に自宅軟禁に切り替わったが、１９年

５月に自宅から脱走。米国に亡命した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.292」参照）。 

 

 

DEA にアルカラ氏の身柄が引き渡された後の離反軍人

グループの様子は不確かな部分が多い。 

 

５月４日にアラグア州で拘束された米国人 Airan Seth 

Berry 氏の証言によると、アルカラ氏拘束後、離反軍

人グループはハビエル・ロペス氏の支援を受けていた

という。 

 

ハビエル・ロペス氏は「ダブル・ルエダ（車椅子）」の

あだ名で知られるコロンビアでは有名な麻薬犯。コロ

ンビアで何度も逮捕されては、釈放されている。 

 

ロドリゲス情報通信相曰く、アルカラ氏の妻（マル

タ・ゴンサレス氏）はハビエル・ロペス氏の娘だとい

う。 

 

また、マドゥロ政権は５月３日、４日に海上からベネ

ズエラに侵入を試みた離反軍人グループが、「ハビエ

ル・ロペス氏が所有する土地から出発していた」と指

摘している。 

 

また、アレマン議員によると、アルカラ氏拘束後、離

反軍人グループの指揮は、アントニオ・セケア氏（５

月４日にマドゥロ政権に拘束された）に代わったとい

う（「ベネズエラ・トゥデイ No.445」参照）。 

 

そのセケア氏の証言によると、２０年２月～３月にか

けてシモノビス氏の代理人と名乗る人物と複数回電話

でコンタクトを取っている。レンドン氏は１９年１１

月に契約が白紙になったと述べているが、この証言が

事実であれば、１１月以降もグアイド政権は離反軍人

と接触を続けていたことになる（セケア氏はマドゥロ

政権の内通者だったとの噂がある）。 

 

なお、「離反軍人グループ」は３つの部隊に分かれてお

り、夫々に複数の隊員がいるようだ。 

 

１つ目の部隊の隊長はセケア氏。２つ目の部隊の隊長

はロベルト・コリナ氏（５月３日に死亡）。３つ目の部

隊の隊長はマタ・サンギネティ氏（行方不明）。 

 

同グループは「FUNDACION FUTURO PRESENTE」

という野党系の非営利団体から活動資金を得ていたと

いう（１９年２月の「Aid Live」寄付金は同団体に入

っていたとの報道がある）。 

ただし、カベジョ制憲議長は、協力関係の破談と同時

に「離反軍人グループ」は、この資金が使用できなく

なったと述べている。カベジョ制憲議長は２０年３月

時点でこの情報を公表しており、計画の内情が筒抜け

であることが伺える。 

アルカラ氏拘束後の離反軍人グループ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf


 
Venezuela Weekly Report 

No.１４９   ２０２０年５月２０日（水曜） 

7 

 

拘束された離反軍人、米国人（オペレーションに参加

した米国人２名も拘束されている）らの証言による

と、「Gedeón オペレーション」の実行にはハビエル・

ロペス氏以外に複数の麻薬犯の支援があったという。 

 

一人はジョエル・パルマル氏。もう一人はアルベル

ト・エルナンデス氏（拘束済み、事件の関与を証言）。 

 

アルベルト氏は「離反軍人グループ」のベネズエラ到

着後のロジスティクスを支援していたという。 

 

なお、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はアルベルト氏

が DEA の情報提供者だったと説明している。 

 

 

前述の通り「グアイド政権」と「コロンビアにいる離

反軍人グループ」は支払い問題から５月に「Gedeón

オペレーション」を実行した時点で敵対関係にあった

可能性が高い。 

 

そうであれば、マドゥロ政権側に拘束された離反軍人

は、グアイド政権を擁護する意思がないはずだ。 

 

実際に、拘束された米国人も含めて彼らは「Gedeón

オペレーション」の内情とグアイド政権・米国政府に

不利になるような情報を包み隠さず証言している。 

 

セケア氏はスパイだった可能性から証言の信ぴょう性

は疑問だが（スパイだからこそ内情を隠さず話すとい

う視点もあるだろうが）、米国人も含めて離反軍人グル

ープの拘束者が全員スパイだったということはないだ

ろう。 

 

 

証言を強要されている可能性はあるが、グアイド政権

との契約の存在は否定できないし、拘束され、証言を

強要されているわけではないアレマン議員も彼らの証

言と似たような話をしている。 

 

アレマン議員もマドゥロ政権の協力者の可能性はある

としても、アレマン議員と会話をしているアルカラ氏

（米国に拘束された）や他の関係者までマドゥロ政権

の協力者だったとは考えにくい。 

 

もしアルカラ氏やアレマン議員、離反軍人の多くが実

はマドゥロ政権の協力者だったとすれば、アルカラ氏

が離反した１４年から６年越しの壮大な自作自演劇と

なる。流石にその当時から今回の計画が動いていたと

考えるのは無理がある。 

 

また、マドゥロ政権は少なくとも１８年には同離反軍

人グループの存在を指摘している。 

それにも関わらず同グループは、コロンビアで活動を

継続し、グアイド政権とも協力関係を構築することが

出来た。米国・コロンビアでも離反軍人グループの活

動に理解があったと考えるのが妥当だ。 

 

マドゥロ政権が発する言葉は嘘だと認識したい人は多

いと思うが、ある程度は事実が存在すると考えた方が

自然ではないか。 

 

逆もしかりで、グアイド政権も常に真実を語っている

わけではない。冒頭で紹介したようなグアイド政権の

日和見主義的で離反軍人らを軽視する姿勢が、彼らの

信頼を失わせ、そのツケを払わされているのが現在で

はないだろうか。 

 

 

離反軍人はグアイド政権を擁護しない 
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なお、コロンビア政府と「Gedeón オペレーション」

の関与は流出音声などで確認されているが、証言者か

ら出てくることは稀で、離反軍人グループはコロンビ

ア政府には恩義を感じている可能性がある。 

 

アルカラ氏が拘束される前に自身のツイッターに投稿

したビデオメッセージやインタビュー番組での証言で

もコロンビア政府と事件との関与を否定していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

グアイド政権は「Gedeón オペレーション」を通じ国

内外の信頼を失ったが、同時に軍人からの信頼も失っ

ている。 

 

対話を拒否し、選挙に参加せず、制裁強化を求める。

経済の行き詰まりからマドゥロ政権が白旗を挙げない

のであれば、政権交代の別の手段は軍人のクーデター

しかないだろう。 

 

グアイド政権は今後も軍人に対してマドゥロ政権から

の離反を呼びかけるだろうが、グアイド政権が自身の

保身を第一に考える姿勢を変えないのであれば、彼ら

の言葉が軍人に響くことはないのではないか。 

 

以上 

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

