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（写真）Tech Explor “「AT＆T」有料放送「DirecTV」の事業撤退を発表、即日サービス停止” 

 

 

２０２０年５月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「情報通信相 アレマン議員の会話音声を公表 

～野党・米国の関与、契約金の支払原資あった～」 

「離反軍人活動資金は野党系の非営利団体から？」 

「ボルヘス元議長 国連にグアイド支持求める」 

経 済                     

「米国最高裁 Crystallex 再審要請を棄却」 

「５月２２日にイラン産原油が到着予定」 

「ホセ・コンプレックス ガス生産は継続」 

社 会                     

「ペタレ抗争 Wilexis のライバル殺害される」 

２０２０年５月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 グアイド議長の暫定大統領支持を確認」 

「Covid-１９感染確認数６３９７４９名 

～土曜から感染者数が急増、拡大期突入か～」 

経 済                    

「DirecTV 米国制裁でベネズエラ事業を停止 

～放送停止の責任はマドゥロ政権？～」 

「国会 国際社会にガソリン輸入阻止を要請」 

「中央銀行の支払い執行には国会の承認必要」 

「マドゥロ政権 英裁判所にGOLD凍結解除訴え」 

「アレアサ外相 米国の原油取引妨害を訴え」 
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２０２０年５月１８日（月曜）             

政 治                       

「情報通信相 アレマン議員の会話音声を公表      

 ～野党・米国の関与、契約金の支払原資あった～」       

 

５月１８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は記者会見

を実施。「Gedeón オペレーション」に関する捜査の進捗

状況を説明した。 

 

記者会見は１時間超で様々な情報が明らかにされたが、

要点は以下の通りだろう。 

 

１．米国政府の関与を指摘 

２．１９年１１月に計画との関係がなくなったとのグア

イド政権の主張を否定 

３．米国は麻薬捜査局（DEA）を通じて麻薬犯に今回の

オペレーションの支援をさせていた 

４．レンドン氏は投資家から３億ドルの資金を集めてお

り、ゴドレウ氏への支払い（１５０万ドル）を支払

うことが出来ない理由は資金の問題ではなかった。 

５．アルカラ氏はグアイド議長に契約を反故にされたた

め、グアイド政権に敵意を持っていた。 

などだろう。 

 

１．米国政府の関与を指摘 

 

５月１８日、ロドリゲス情報通信相は、１９年１２月に

制憲議会から「祖国への裏切り」の罪を科せられ、コロ

ンビアに亡命したエルナン・アレマン議員の電話会話を

多数公表した。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.445」（アレマン議員 

オペレーションの内情暴露）で、アレマン議員に対して

諜報活動をしていたマドゥロ政権の諜報員が拘束され

たとの報道を紹介した。 

 

アレマン議員自身がスパイの可能性も否定できないが、

個人的にはこの諜報員がアレマン議員の電話に盗聴器

を仕掛けていた可能性の方が高い気がしている。 

 

公表されたアレマン議員の会話によると、この計画につ

いては在コロンビア・ベネズエラ代表米国大使（ジェー

ムス・ストーリー大使）にも共有しているという。また、

CIA にも同オペレーションについて説明をしたと述べ

ている。この音声が事実であれば、米国政府は事前に同

オペレーションの存在を認識していたことになる。 

なお、ストーリー大使は今回のオペレーションとの一切

の関係を否定している。 

 

２．１９年１１月に計画との関係がなくなったとのグア

イド政権の主張を否定 

 

ロドリゲス情報通信相は、５月４日にアラグア州で拘束

したアントニオ・セケア元軍人の証言映像を公開。セケ

ア氏は２０年２月～３月にイバン・シモノビス氏（グア

イド政権の安全対策担当官）の代理人と名乗る人物から

複数回、セケア氏の電話に連絡があったと述べている。 

 

レンドン氏は１９年１１月にゴドレウ氏との契約が白

紙になり、その後連絡を取っていないと述べているが、

セケア氏の証言が事実であれば、２０年に入ってもグア

イド政権と離反軍人は関係が継続していたことになる。 

 

３．米国は麻薬捜査局（DEA）を通じて麻薬犯に今回の

オペレーションの支援をさせていた 

 

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、米国政府にアルカラ氏が拘束

された後、離反軍人は麻薬犯「ドブレ・ルエダ」の支援

を受けていたという。 
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アントニオ・セケア氏、アレハンドロ・サラサール氏ら

はドブレ・ルエダと計画の実行に向けて協議を続けてお

り、ドブレ・ルエダは計画のために必要な資材などを工

面していたという。 

 

ロドリゲス情報通信相は、今回の計画には「ドブレ・ル

エダ」以外にもジョエル・パルマル氏、アルベルト・エ

ルナンデス氏など複数の麻薬犯が関与しており、DEA

が彼らに協力を要請していたと指摘している。 

 

４．レンドン氏は投資家から３億ドルの資金を集めてお

り、ゴドレウ氏への支払い（１５０万ドル）を支払

うことが出来ない理由は資金の問題ではなかった。 

 

ロドリゲス情報通信相は、アレマン議員とアルカラ氏と

第三者の電話の会話を公表。 

 

同会話でアルカラ氏は、グアイド政権で大統領府戦略担

当官を務めるレンドン氏（米国在住）の口座にマドゥロ

政権倒壊のために集めた３億ドルの資金があり、契約が

履行できない理由がないと述べている。 

 

つまり、資金繰りとは別の理由でグアイド政権は支払い

を拒否していたことが伺える。 

 

５．アルカラ氏はグアイド議長に契約を反故にされたた

め、グアイド政権に敵意を持っていた。 

 

この会話の中で、アルカラ氏はグアイド政権に契約を反

故にされたことに怒りを示しており、自分たちが契約書

を持っていることを強調している。 

 

また、別の音声では「グアイド議長、マドゥロ大統領、

カベジョ制憲議長、レオポルド党首を牢屋に入れる」と

述べており、「逃亡したように見せかけて殺害する」と

の発言も出ており、両者の関係に亀裂が生じていること

が分かる。 

 

「離反軍人活動資金は野党系の非営利団体から？」         

 

ロドリゲス情報通信相は、同日の記者会見でもう一つ重

要な発言をしている（今後、話が続きそうなので、別の

タイトルとして紹介したい）。 

 

情報通信相によると、グアイド政権はマドゥロ政権倒壊

のため、様々な投資家からお金を集めており、その資金

は「Fundacion Futuro Presente」という基金に集まって

いるという。 

 

この基金は、大衆意志党（VP）と第一正義党（PJ）の若

者党員を集めるための基金だという。 

 

そして、この資金を通じて５月３日に行われた「Gedeón

オペレーション」の活動資金もねん出されていたと指摘

した。 

 

この基金が集めた資金は５億ドル。 

大衆意志党のジョン・ゴイコチェア氏が基金を創設した

としている。 

 

米国人投資家とベネズエラ人投資家により寄付がされ

ており、寄付を行った人物も近いうちに公表できるだろ

うと説明している。 

 

この訴えに対してゴイコチェア氏は、マドゥロ政権の虚

偽の情報と主張。 

 

「Fundacion Futuro Presente」は、０８年に自分が受賞

し（どのような賞かは明言していない）、賞金を受け取

った時に設立した基金で、０９年に自身の所有物ではな

くなっていると主張。ロドリゲス情報通信相の説明が虚

偽であると訴えている。 
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「ボルヘス元議長 国連にグアイド支持求める」                  

 

５月１８日 グアイド政権で外相の役割を務めるホル

ヘ・ボルヘス元国会議長（１７年）は、国連のグティエ

レス事務局長に対して、書簡を発送。 

 

マドゥロ政権は被害者ではなく、加害者であるとしてグ

アイド政権への支持を求めた。 

 

書簡の中で、ボルヘス元議長は、「Gedeón オペレーショ

ン」とグアイド政権との関係を否定。「Silver Corp」と

の一切の契約をしていないと主張した。 

 

この事件はマドゥロ政権の情報操作であり、自身を被害

者に見せようとしているが、実際のところマドゥロ政権

は加害者であると訴えた。 

 

国連でもバチェレ人権高等弁務官が訴えたようにマド

ゥロ政権は人権侵害を行っており、民主主義の規範を乱

す存在であると主張。 

 

他、マドゥロ政権は麻薬取引を支援し、ゲリラ組織と協

力関係を構築しており、ここ数年の経済困窮、飢餓、ベ

ネズエラ移民の増加、インフレなどの問題はマドゥロ政

権の誤った政策に責任があるとした。 

 

経 済                        

「米国最高裁 Crystallex 再審要請を棄却」           

 

米国最高裁は、グアイド政権のコントロール下に移った

CITGO が求めた「Crystallex」の裁判の再審要請を棄却

した。 

 

Crystallex はカナダの金開発会社。チャベス政権下で金

鉱区を接収され、裁判を起こし１４億ドル（賠償金１２

億ドル＋２億ドルの利子）を勝ち取った。 

 

その後「Crystallex」はベネズエラ政府と PDVSA は実

質的に同等の存在と主張し、１４億ドルの賠償金を

PDVSA の米国子会社 CITGO の資産を持って回収でき

るよう裁判を行い「Crystallex」の訴えが認められていた。 

 

そして、１８年１１月にベネズエラ政府と「Crystallex」

は２１年までに賠償金を分割で支払うことに合意。 

１１月２３日にベネズエラ政府は賠償金の一部として

４億２，５００万ドルを支払っていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.220」参照）。 

 

しかし、１９年にグアイド暫定政権の発足からしばらく

して「CITGO」のコントロールがグアイド政権に移り、

１８年１１月にマドゥロ政権と交わした合意は意味を

なさないものになってしまった。 

 

現在も「Crystallex」は賠償金を米国の PDVSA 子会社

CITGO の資産をもって回収する権利はあるが、米国政

府が CITGO を保護する趣旨の制裁ライセンスを発行

しており、CITGO の資産に触れることが出来なくなっ

ている。 

 

「Crystallex」以外にも PDVSA２０債券保有者など多く

の債権者が CITGO の資産を狙っており、トランプ政権

の支持を失えば CITGO はベネズエラの資産ではなく

なる可能性が高い。 

 

「５月２２日にイラン産原油が到着予定」           

 

「Inter American Trends」のアントニオ・デ・ラ・クル

ス氏は自身のツイッターで、イランからベネズエラに向

かっている原油船「Clavel」は５月２２日にアンソアテ

ギ州のホセ港に到着するだろうと投稿した。 

 

また、「el Bosque」「el Faxon」「el Fortuna」「el Petunia」

という原油船も南米に向かっているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664d8156e5c1466145c890d63ebfcea1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664d8156e5c1466145c890d63ebfcea1.pdf
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これらの船舶の最終目的地は明確にはされていないが、

船舶の動きを分析する Ranjith Raja 氏によると、今回の

ような船舶の動きは極めて稀でベネズエラにガソリン

を送る可能性が高いとしている。 

 

「ホセ・コンプレックス ガス生産は継続」         

 

５月１７日 カラボボ州政府のホセ・パラダ氏（ガス・

ガソリン担当委員）は、現地メディア「El Pitazo」の取

材に対して、「エルパリート製油所が安定化の方向に向

かっており、ガソリンの精製が近日中に再開する」と述

べた。 

 

他方、ガス生産については稼働を継続していると説明。 

「アンソアテギ州のホセ・コンプレックスについて、活

動は縮小しているが、稼働は続いている。過去、９台の

ガスタンクを発送していたが、現在はガスタンクを７台

に減っている。」 

と述べた。 

 

社 会                        

「ペタレ抗争 Wilexis のライバル殺害される」           

 

過去、カラカス最大のスラム街「ペタレ地区」の抗争に

ついての記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.441」「No.443」参照）。 

 

あれから１週間ほどが経過し、ペタレ抗争の状況は多少

変わっている。 

 

当時、スラム街の抗争は「Wilexis」というギャング団と

「El Gusano」というギャング団の抗争だったが、マド

ゥロ政権は「Wilexis」が５月３日の「Gedeón オペレー

ション」に協力していたとして「CICPC」や軍部らを派

遣し、「Wilexis」倒壊に乗り出した。 

 

 

しかし、どういうわけか「CICPC」は「El Gusano」の

ボスを殺害したという。 

 

最初はフェイクニュースとのうわさも流れていたが、そ

れから数日経っており、恐らく「El Gusano」のボスは

CICPC に殺害されている。 

 

「El Gusano」のボスが殺害された後、両者の交戦は以

前と比べて落ち着いたようだが、５月１８日には国家警

察が「Wilexis」のグループ４名を殺害したと報じられて

おり、マドゥロ政権と「Wilexis」の対立は続いているよ

うだ。 

 

２０２０年５月１９日（火曜）              

政 治                       

「国会 グアイド議長の暫定大統領支持を確認」        

 

「Gedeón オペレーション」とグアイド政権との関係が

疑われる中、グアイド政権の支持が低下している。 

 

この状況下でグアイド議長を暫定大統領から降ろそう

との動きも報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.446」参照）。 

 

この報道を払しょくするためだろうか、５月１９日 野

党国会はグアイド議長を暫定大統領として支持すると

の方針を野党議員、全会一致で承認した。 

 

野党国会は、グアイド議長が呼びかける「国家緊急政府」

の速やかな発足を改めて支持。 

 

ベネズエラ国民を守り、汚職をさせないため、違法なマ

ドゥロ政権を介さないルートで、あらゆる人道支援を受

け入れる必要性があると主張した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a2ca09eeb345c96a42b09a32ee90b54d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
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「Covid-１９感染確認数６３９７４９名              

 ～土曜から感染者数が急増、拡大期突入か～」           

 

新型コロナウイルス（Covid-１９）について、ベネズエ

ラは近隣国と比べて突出して感染確認者数が少ない。 

 

しかし、５月１６日から感染者増加のスピードが加速し

ている。 

 

５月１６日、デルシー・ロドリゲス副大統領は４５名の

感染者を確認したと発表。４５９名から５０４名に増加

した。 

 

翌１７日には３７名の感染者確認を発表し、５４１名と

なっている。 

 

そして、５月１８日には感染確認者が７７名増え、６１

８名。 

 

１９日に２１１３１名の感染確認者が増え、１９日時点

で６３９７４９名となった（２１名は国内由来のCovid-

１９感染者数、外国から持ち込まれたことが原因で

Covid-１９に感染した人が１１０名いたとして１３１

名に増加）。 

 

これまでベネズエラでは毎日１桁単位で Covid-１９感

染者が増加していたが、この数日は２０～８０名と増加

傾向にあり、感染拡大が懸念される。 

 

「ウィークリーレポート No.144」でも触れたが、ベネ

ズエラでは衛生的な水、石鹸、アルコールなど感染予防

の対策物資が乏しく、感染拡大期には一気に感染が拡大

する恐れがある。 

 

 

 

 

経 済                       

「DirecTV 米国制裁でベネズエラ事業を停止      

    ～放送停止の責任はマドゥロ政権？～」            

 

５月１９日 「DirecTV」を運営する米国のメディア会

社「AT＆T」はベネズエラ事業からの撤退を発表。サー

ビスは即日停止された。「AT＆T」のプレスリリースに

よると、撤退の理由は米国の制裁のようだ。 

 

 

（写真）AT＆T プレスリリース抜粋 

 

「DirecTV」はベネズエラで最もポピュラーな有料放送。 

 

国内放送ではマドゥロ政権のプロパガンダ的な放送が

多く、コンテンツ自体が面白くないこともあり、多くの

人が有料放送を視聴している。 

また、マドゥロ政権が有料放送を安くするよう強制して

おり、安価に楽しめる娯楽としても多くの国民に利用さ

れていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6741c524161fd45923387f5b52595b1b.pdf
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国家通信委員会（Contel）の１９年前期の公表資料によ

ると、「DirecTV」の登録者数は１９９万世帯（有料放送

市場のシェア４５．３％）。 

 

１世帯５人家族と仮定すると１，０００万人（ベネズエ

ラ人口の約３分の１）が視聴していることになる。 

また、「DirecTV Venezuela」の雇用者は６００名とされ、

６００名が失業することになる。 

 

「DirecTV」が事業撤退に至った過程は以下の通り。 

 

米国政府は、マドゥロ政権の汚職に関与しているとされ

るラウル・ゴリン氏とゴリン氏が所有するベネズエラ民

放テレビ局「Globovision」に制裁を科している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.390」参照）。 

 

また、PDVSA にも制裁を科しており、これらの会社と

の取引を禁止している。 

 

米国政府は「DirecTV」が提供するプログラムの中に

「Globovision」と「PDVSA TV」が入っていることを

問題視しており、両番組の放送を停止するよう要請。 

 

他方、マドゥロ政権側は「Globovision」と「PDVSA TV」

を放送しない場合は放送ライセンスの停止をすると主

張。役員を拘束するとの圧力があったとも報じられてい

る。 

 

両者の間に挟まれた結果、「AT＆T」はベネズエラ事業

からの撤退を決めたとされている。 

 

なお、「AT＆T」は 

「事業撤退の決定は本社が独自で決めたことであり、ベ

ネズエラ国内にいる「DirecTV」チームには事前に知ら

せていない」 

としており、国内側の職員を擁護している。 

 

 

本件について、個人的には米国もマドゥロ政権もお互い

に非難されるべきだと思うが、米国の制裁を非難する報

道は少なく、基本的にはマドゥロ政権を非難する報道が

大半を占めている。 

 

また、「DirecTV」の事業撤退で困るのはベネズエラ国

民だ。今回の一件についてはベネズエラ国民の生活に直

接的な影響が出る。 

 

Covid-１９の影響で自宅にこもらなければいけない状

況で、ベネズエラではインターネットを使用することも

難しい。テレビが唯一の娯楽という家庭は多いことだろ

う。その状況で「DirecTV」を撤退させるというのは米

国・野党が非難する人権侵害と言えるのではないか。 

 

あるいは国民の不満を拡大させ、その矛先をマドゥロ政

権に向けさせる米国の意図的な戦略なのだろうか。 

 

国民の生活を顧みない与野党の政治対立がいつまで続

き、どれだけ国民の生活が苦しくなるのか、今の流れが

変わることを切に願いたい。 

 

なお、ベネズエラには「DirecTV」以外に「Intercable」

「Movistar」が有料放送サービスを提供しており、これ

らの会社であれば有料放送を見ることが出来る。 

 

ただし、有料放送を視聴するために必要な機器がベネズ

エラ国内に少ないと思われ、新規視聴者の受付は困難で

はないか。 

 

また、一部ではコロンビアから「DirecTV」の放送を受

信できるのではないかとの噂も流れているが、専門家は

コロンビアからの放送を受信することは出来ないと噂

を否定している。 
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「国会 国際社会にガソリン輸入阻止を要請」         

 

５月１９日 野党国会は、イランの原油船をベネズエラ

に到着させないよう国際社会に対して協力を要請した。 

 

在米ベネズエラ大使館のグスターボ・マルカノ参事官は

自身のツイッターで 

「イランの原油船がベネズエラ領域に入ることをベネ

ズエラ国会は承認していない。 

 

この取引は違法でマドゥロの麻薬テロリスト政権が行

っている。 

 

国際社会は正当なベネズエラ政府に協力し、この船がベ

ネズエラに到着しないよう協力する義務がある。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）マルカノ在米ベネズエラ大使館参事官 

 

 

 

「中央銀行の支払い執行には国会の承認必要」         

 

５月１９日 野党国会は「ベネズエラ中央銀行資産保護

の保証合意プロジェクト」を承認した。 

 

本プロジェクトの提案者は「第一正義党（PJ）」のアル

フォンソ・マルケス議員。 

 

具体的な内容は、 

「外国にある中央銀行の資金はグアイド政権が任命し

た中央銀行の役員に管理権があり、その資金は国会の承

認が無ければ支出できない」 

という内容。 

 

マルケス議員は同プロジェクトの目的について 

「マドゥロ政権に不正に国の富を使用させないため」 

としているが、凍結された口座をマドゥロ政権が使用で

きる可能性はなく、別の意図があることは明白だろう。 

 

今回のプロジェクトの本当の意図は 

「支出には国会の承認が必要」という部分で 

「グアイド政権（大衆意志党）だけの判断で中央銀行の

資金を支出することはできない」 

というグアイド政権の独断の支出をけん制することが

目的なのではないだろうか。 

 

「Gedeón オペレーション」の問題が発覚し、野党内で

はグアイド政権（大衆意志党）の暴走に不満を感じてい

る政治家が多いとされる。 

 

大衆意志党の暴走を抑えるために、他党にも資金の流れ

を監視する権限を与えることが同プロジェクトの目的

だったと推測している。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年５月１８日～５月１９日報道            No.４４７   ２０２０年５月２０日（水曜） 

9 / 9 

 

「マドゥロ政権 英裁判所に GOLD 凍結解除訴え」         

 

ベネズエラ中央銀行は英国銀行が凍結している GOLD

の引き渡しを求めて、英国裁判所に訴えを起こした。 

 

ロイター通信が確認した書類によると、英国銀行で凍結

されている GOLD の価値は９．３億ユーロ（３１トン）

だという。 

 

過日「ベネズエラ・トゥデイ No.439」で、英国で凍結

されているベネズエラ中央銀行の GOLD が売却され、

その資金が「国連国家開発計画（UNDP）」で管理・支

出される可能性について紹介した。 

 

今回の訴えは英国銀行がこの求めに対して難色を示し

たことが理由とされている。 

 

「アレアサ外相 米国の原油取引妨害を訴え」         

 

５月１８日 米国国家安全保障省の Mauricio Claver-

Carone 米州部長は、コロンビア系メディア「NTN２４」

の取材に対応。 

 

「Repsol」「ENI」「Reliance」に対して、ベネズエラとの

原油採掘を継続し、その原油を輸出する場合は制裁を科

すと伝えたと述べたという。 

 

また、ロスネフチの例を挙げ、「ロスネフチも制裁を受

け、ベネズエラから撤退した」と述べ、「我々の制裁に

例外はない」と主張。 

 

他の会社も同様に制裁を受けて、大きな被害を受ける可

能性があると警告した。 

 

この発言について、マドゥロ政権のアレアサ外相は

Carone 米州部長の発言を非難。 

 

国際司法裁判所に米国による原油取引の妨害行為を訴

えるとした。 

 

マドゥロ政権は PDVSA 組織改革を進めており、民間企

業にライセンスを与え、独自で原油を輸出できるような

仕組みも検討対象に上がっているようだ。 

 

この場合、米国政府が科している現行の石油産業への制

裁（PDVSA が５０％超の株式を保有している会社が制

裁対象）に抵触しないと理解できる。 

 

しかし、Carone 米州部長の「原油採掘を継続し、その

原油を輸出する場合は制裁を科す」との発言は株式保有

率を抜きにした制裁を示唆しており、PDVSA 改革によ

る抜け道的な原油取引も許容しないという警鐘にも聞

こえる。 

 

 

（写真）NTN２４ 

“外国石油事業者に制裁を警告する Carone 米州部長” 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf

