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（写真）「Wilexis」ツイッター “マドゥロ政権 「Wilexis」解体のためペタレ地区の抗争に介入開始” 

 

 

２０２０年５月８日（金曜） 

 

政 治                     

「第一正義党 Gedeon オペレーションの捜査要請 

～作戦の関係者は公職を辞めるよう提案～」 

「Rendon 氏 カプリレス元ミランダ州知事を非難」 

「アレマン議員 アルカラ氏との作戦協議認める」 

「米国軍用機 ベネズエラ領空に侵入」 

経 済                     

「イランとの取引にはコロンビア協力者が関与」 

社 会                     

「マドゥロ政権 ペタレ抗争に参入 

～地元住民の多くは Wilexis を支持～」 

2020 年 5 月 9～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「Gedeon オペレーション 拘束者３３名 

～Rendon 氏、Godreau 氏らの身柄引渡要請～」 

「マドゥロ政権 拘束者の事情聴取映像を公開 

～国内外からの人道非難に配慮か～」 

「情報暴露者へのネガティブキャンペーン」 

「Covid-１９感染確認者４１４名、死者１０名」 

経 済                    

「統制価格、為替レートに応じて毎日変動か？」 

「Fedecamaras 政治社会不安の悪化を懸念」 

「カラカス租税単位がペトロ建てに変更」 
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２０２０年５月８日（金曜）             

政 治                       

「第一正義党 Gedeon オペレーションの捜査要請    

   ～作戦の関係者は公職を辞めるよう提案～」       

 

５月８日 主要野党の１つ「第一正義党（PJ）」は、５

月３日に発覚したマドゥロ政権倒壊のための軍事行動

「Gedeón オペレーション」について、国会で独立した

第三者調査委員会を組織し、真相を究明するべきだとの

声明を発表した。 

 

調査を行う理由として、独裁政権からの民主主義的な政

権移行を行うためには、政治への信頼、透明性、リーダ

ーシップは不可欠であり、この問題を明らかにしないま

まで信頼の確保は困難なためとしている。 

 

また、PJ は軍事行動による政権交代を支持しないスタ

ンスを表明。 

 

調査の結果、「Gedeón オペレーション」に関与したとさ

れる人物は公職から離れるべきとの提案もしている。 

 

 

（写真）第一正義党（PJ）公式ツイッター声明文 

 

現時点で「Gedeón オペレーション」との関与が確認さ

れている野党関係者は、「SilverCorp USA」との契約書

の署名が報じられている大衆意志党（VP）のグアイド

議長、同じく VP のセルヒオ・ベルガラ議員（亡命して

おり米国在住）、野党政治戦略家の J.J.Rendon 氏（亡命

しており米国在住）の３名。 

 

つまり、PJ の方針をそのまま理解するのであれば、グア

イド議長が解任される可能性は否定できない。 

 

他方、野党国会は１９年２月に実施されたベネズエラへ

の人道支援搬入を応援する音楽イベント「Venezuela 

Aid Live」で得た寄付金を不正流用した疑惑が存在して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.305」参照）。 

 

野党国会は、寄付金の使用状況を徹底的に調査し、透明

性をもって情報公開すると説明したものの、捜査結果は

発表されることなく現在に至っている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.306」）。 

 

今回の「Gedeón オペレーション」捜査も同じように政

治的なポーズを見せているだけなのかもしれない。 

 

「Rendon 氏 カプリレス元ミランダ州知事を非難」         

 

５月８日 PJ が発表した声明文を受けて、「Gedeón オ

ペレーション」との直接的な関与が確認されている野党

政治戦略家の J.J.Rendon 氏はエンリケ・カプリレス元

ミランダ州知事（PJ 所属）を批判した。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は、１２年、１３年に実施

された大統領選で野党統一候補として出馬した人物。 

 

彼のスタンスは、現在の主要野党勢力の中で穏健派に属

しており、彼の政治力はかなり落ちているが今でも主要

な野党政治リーダーの１人とされる人物。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1744459f7c86dfdee5abac642a9e20f4.pdf
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J.J.Rendon 氏は、 

「PJ の声明文は悲惨なものだ。 

私は２０１３年の大統領選でカプリレス氏の選挙キャ

ンペーンを支援した。しかし、PJ の状況は悲惨で、私は

PJ とは距離を置いている。カプリレスは何をしたの

か？ 

 

PJ はその場しのぎ的で悲惨だ。 

彼らはベネズエラ国民の苦しみを理解していない。マド

ゥロ政権に踊らされており、実質的に PJ はマドゥロ政

権に力を貸している。」 

との見解を示した。 

 

「アレマン議員 アルカラ氏との作戦協議認める」                  

 

マドゥロ政権に追われコロンビアに亡命している行動

民主党（AD）エルナン・アレマン議員は、「TVV Noticias」

のインタビュー番組に電話出演し、２０年３月に米国麻

薬捜査局（DEA）が拘束したクリベル・アルカラ氏と

「SliverCorp USA」の Jordan Godreau 氏との関係を説

明した。 

 

エルナン・アレマン議員によると、Jordan Godreau 氏と

初めて会ったのは１９年２月にコロンビアとベネズエ

ラの国境ククタで行われた人道支援物資搬入イベント

「Venezuela Aid Live」の時。 

 

Godreau 氏は、同イベントの安全担当員として仕事を行

っており、クリベル・アルカラ氏の紹介でアレマン議員

と面談した。それから Godreau 氏は長い間コロンビア

に滞在しており、私も毎日のように会い、計画実行に向

けた会合を持っていたという。 

 

また、Godreau 氏はコロンビアの訓練施設で、軍事訓練

の指導をしていたが、施設には武器はなく、身体的な訓

練をしていたという。 

 

筆者は、ネットでこのインタビュー証言を見ているので

アレマン議員の発言が事実だと理解できるが、一般的に

言えばこの記事は信じられないのではないか。 

 

アルカラ氏は、米国 DEA が麻薬取引の元締めとして拘

束した人物（「ベネズエラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

米国政府がアルカラ氏を拘束した理由は、今回の軍事ク

ーデター計画を隠したかった、あるいは存在しないこと

にしたかったためという可能性が高い。 

 

しかし、アレマン議員は「Gedeón オペレーション」と

クリベル・アルカラ氏との関係について明言している。 

これは、米国の立場を不利にする行為（野党側に不利に

なる行為）としか理解できない。アレマン議員がどのよ

うな意図をもって、今回の発言をしたのかは、筆者の理

解の範疇を越えている。 

 

なお、アレマン議員の発言はかなり大きな爆弾発言だが、

ベネズエラで本件を報じるメディアは少ない。現地メデ

ィアが米国に忖度（そんたく）をしているのだろう。 

 

 

（写真）TVV Noticias 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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「米国軍用機 ベネズエラ領空に侵入」         

 

５月８日 「AeroNoticiasVE」は米国の軍用機「Boeing 

RC-135W」がベネズエラの領空に侵入したと報じた。 

 

２０年４月から米国軍はカリブ海周辺での麻薬取締オ

ペレーションを強化しており、ベネズエラ周辺も見回り

をしているが、軍用機がベネズエラ領域に侵入したとの

報道は今回が初めてとなる。 

 

 

（写真）AeroNoticiaVE 

 

経 済                        

「イランとの取引にはコロンビア協力者が関与」           

 

４月に入りマドゥロ政権とイラン政府との接近が目立

っている。特にファルコン州にあるカルドン製油所の改

修のためイラン技術者が頻繁に両国を往来している。 

 

５月８日 「Bloomberg」は、コロンビア人企業家 Alex 

Saab 氏がイランに向かいマドゥロ政権との取引を仲介

したと報じた。 

 

 

取引の内容はカルドン製油所の施設改修だけではなく、

イランからのガソリン燃料の購入も含まれているとい

う。 

 

Alex Saab 氏はアイサミ新石油相と共にイランと交渉を

行い、ベネズエラ中央銀行にある GOLD９トン（５億

ドル相当）を売却することで協力合意を取り付けたとい

う。 

 

本件について「Bloomberg」は Alex Saab 氏の担当弁護

士に確認したところ、 

「顧客は食料関係の企業家だ。関連の取引であれば商売

を行うだろう。」と答えたという。 

 

更に「Bloomberg」がイランの取引について質問したと

ころ、回答をしなかったという。 

 

社 会                        

「マドゥロ政権 ペタレ抗争に参入           

     ～地元住民の多くは Wilexis を支持～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.440」「No.441」でカラカス

最大のスラム街「ペタレ地区」で、マフィア団の抗争が

起きているとの記事を紹介した。 

 

また、５月 7 日にマドゥロ大統領が「ペタレ地区」のマ

フィア団「Wilexis」が米国麻薬捜査局（DEA）と協力関

係にあると指摘していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.442」参照）。 

 

この状況を受けて、５月８日 マドゥロ政権はペタレ抗

争への介入を開始。国家防衛隊（GNB）、国軍特別部隊

（FAES）、犯罪科学捜査班（CICPC）、対汚職テロ取締

班（CONAS）など治安維持部隊がペタレに乗り込んだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年５月８日～５月１０日報道             No.４４３   ２０２０年５月１１日（月曜） 

5 / 8 

 

マドゥロ政権と「Wilexis」との抗争で少なくとも１２名

が死亡したと報じられている。また、ペタレ地区がある

スクレ市の野党系市議も複数名逮捕されている。 

 

「Wilexis」は、自身のツイッターで、１２名の死者が出

たこと。マドゥロ政権への復讐を誓う旨の投稿をしてい

る。 

 

ペタレは複数の地区に分かれており「Wilexis」は６区～

１０区までを管理しているグループだという。 

 

「Wilexis」は当初、マドゥロ政権から「平和地域の監視

人」として指定され、この地を任せられていたようだが、

１９年１月にグアイド暫定大統領を支援するようにな

り、マドゥロ政権と対立を深めていたようだ。 

 

地元住民の多くは「Wilexis」を支持しており、マドゥロ

政権が暴力的に同地域を掌握している格好になってい

る。 

 

（写真）国軍ツイッター 

“ペタレ地区の監視に乗り出す国家防衛軍” 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年５月９～１０日（土曜・日曜）              

政 治                        

「Gedeon オペレーション 拘束者３３名        

 ～Rendon 氏、Godreau 氏らの身柄引渡要請～」        

 

５月９日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

「Gedeón オペレーション」に関連して拘束した人物が

３３名になったと発表した。 

 

なお、５月８日時点での逮捕者リストは公表されている。 

８日の時点では３１名で、９日に追加で２名が逮捕され

たと思われる。 

 

５月８日時点での逮捕者は以下の通り（重要な人物は赤

字でハイライトしている）。 

 

＜５月３日逮捕者＞ 

1.- José Alberto «Pepero» Socorro Hernández. 

2.- José Alvarado. 

3.- Wilmer Salinas. 

4.- Enderson Ríos. 

5.- Gustavo Hernández. 

6.- Martín Álvarez. 

 

＜５月４日逮捕者＞ 

7.- Luke Denman (米国人). 

8.- Airan Berry (米国人). 

9.- Cosme Alcalá. 

10.- Raúl Manzanilla Almao. 

11.- Antonio Sequea. 

12.- Rodolfo Rodríguez. 

13.- Jefferson Díaz. 

14.- Josnar Baduel. 

15.- Víctor Pimienta. 

16.- Fernando Noya. 

17.- Enderson Rumi. 
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18.- Luis Paiva. 

19.- Estewin Rojas. 

20.- Rosmel Méndez 

 

＜５月６日逮捕者＞ 

21.- Dimas Murillo. 

22.- Franklin Leal. 

23.- Ronny Olivares. 

24.- Richard Alemán. 

25.- Víctor Perozo. 

26.- Júnior Ojeda. 

27.- Ángelo Rosales. 

28.- Gerardo Coticcha. 

29.- Roberto Rondón. 

30.- Gilber Padilla. 

31.- Carlos Conde. 

 

また、「Gedeón オペレーション」の契約書にサインした

ことを明言した J.J.Rendon 氏について、金銭を支払う

ことで意図的にベネズエラ社会を不安定化させる行為

を契約したとして、どの国で見ても犯罪行為に当たると

主張。 

 

米国政府およびインターポールに対して J.J.Rendon 氏、

セルヒオ・ベルガラ議員、Jordan Godreau 氏の拘束を要

請した。 

 

また、国連のグティエレス事務局長、人権高等弁務官事

務所に対して、沈黙を続けず「Gedeón オペレーション」

に関して何らかの声明を発表するよう要請した。 

 

国連に関わらず、欧州や南米各国を含めてほぼ全ての国

（今回の作戦の関与を訴えられている米国政府とコロ

ンビア政府以外）が「Gedeón オペレーション」につい

て沈黙を維持している。 

 

 

 

「マドゥロ政権 拘束者の事情聴取映像を公開      

     ～国内外からの人道非難に配慮か～」           

 

５月９日 マドゥロ政権は「Gedeón オペレーション」

の拘束者（拘束された２名の米国人含む）の聴取の映像

を公表した。 

 

事情聴取では、逮捕された人はマスクを着けて事情聴取

を受けており、米国人の取り調べは通訳者を介して行わ

れている。 

 

野党、国際社会がマドゥロ政権の非人道性を指摘してい

る。マドゥロ政権は、米国人の扱いについては特に気を

使っているようで、国際的な非難に配慮して映像を公表

したと思われる。 

 

「情報暴露者へのネガティブキャンペーン」         

 

ベネズエラ・メディアの歪みについては、これまで「ウ

ィークリーレポート No.103」「ウィークリーレポート

No.138」で紹介してきた。 

 

ベネズエラでは、与党を非難する情報を流すと逮捕され

るリスクがあるが、野党に不利な情報を流しても社会的

制裁を受けるリスクが存在する。 

 

「Gedeón オペレーション」に関して、グアイド政権と

Jordan Godreau 氏が交わした契約書を公表したパトリ

シア・ポレオ記者（マイアミ在住ベネズエラ人）は、同

契約書を公表したことで、マドゥロ政権の協力者とのレ

ッテルを貼られ、強い非難を浴びていると訴えている。 

 

また、自身の米国滞在ビザをはく奪するための活動が進

んでいると訴えており、この活動を阻止するため、番組

のリスナーに対して情報提供を求めた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/378cec04385c10ce13456906f892d18f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/378cec04385c10ce13456906f892d18f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1570429364cf42942a745f5238a2b01a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1570429364cf42942a745f5238a2b01a.pdf
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なお、自身は報道者としての倫理観から真実を伝えるた

めに今回の契約書の公表を行ったと主張。マドゥロ政権

の協力者ではないことはこれまでの自身の活動、発言か

らも明白だと自身の無実を訴えた。 

 

他、グアイド政権と契約を締結した「SilverCorp USA」

の Godreau 氏についても、同氏の人間性を否定するよ

うな報道が流れている。 

 

「New Yord Times」の Anatoly Kurmanaex 記者は、

Godreau 氏について、 

「Godreau 氏は精神性トラウマを理由に退役軍人協会

から資金を受け取っていたことがあり、精神を患ってい

る可能性がある」 

と指摘している。 

 

他、「AP 通信」は、「SliverCorp USA」のサイトに書か

れている文章の一部に国防省サイトに書かれている文

章の引用があり「文章の盗作行為」に当たる可能性があ

ると指摘している。また、「SliverCorp USA」のライバ

ル会社のサイトで書かれている記述をそのまま引用し

た文章も存在していると指摘している。 

 

ベネズエラ問題について意見を公表する場合、このよう

なリスクがつきものなのは残念なことだ。 

 

この種の報道が事実を伝えにくい環境を生み、ベネズエ

ラを正しく理解することを阻害しているのは間違いな

いだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Covid-１９感染確認者４１４名、死者１０名」         

 

５月１０日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

数は９日から１２名増え、４１４名（うち死者１０名）

となっている。 

 

感染確認者４１４名のうち 

１９３名は回復済み。 

１００名は国立病院に入院。 

９３名は統合診察センターに入院。 

１８名は民間病院に入院。 

１０名は死亡となっている。 

 

新たに感染した１２名は州別で、アンソアテギ州が４名、

タチラ州、ヌエバ・エスパルタ州が２名、ボリバル州・

カラボボ州・ファルコン州・ミランダ州が１名だった。 

 

一時、ヌエバ・エスパルタ州での Covid-１９感染拡大が

懸念されたが、マドゥロ政権の発表によるとヌエバ・エ

スパルタ州での感染確認者はそこまで大きく増加して

いない。 

 

経 済                       

「統制価格、為替レートに応じて毎日変動か？」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.442」の５月６日付け

の記事で統制品目が２７品目から２８品目に増え、価格

が見直されたと紹介した。 

 

国内商業省は、その後も毎日価格が改定されたリストを

公表している。 

 

マドゥロ政権は明確には言及していないが、統制価格が

ドルで固定されており、為替レートの変動に応じてボリ

バル建ての商品価格が変わっていることを意味してい

るため、毎日統制価格を更新していると思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf
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（写真）国内商業省公式ツイッター 

“５月９日時点の統制価格” 

 

「Fedecamaras 政治社会不安の悪化を懸念」         

 

５月１０日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は、

昨今のベネズエラの著しい社会混乱・暴力行為の拡大に

ついて声明で懸念を表明。 

 

全ての政治アクターに対して、憲法規定に従い平和的な

社会を構築するために有効な対応を取るよう求めた。 

 

１９年頃から経済ドル化を黙認し始めるようになって

おり、民間セクターへの政府介入はかなり減っていたが、

ここ最近、マドゥロ政権は価格統制のため民間セクター

への介入を再び強化するようになっている。 

 

また、「Gedeón オペレーション」に野党が何らかの形で

関与しており、マドゥロ政権が「ペタレ地区」の紛争に

介入し、取り締りに乗り出すなど社会がこれまで以上に

混乱している。 

 

Fedecamaras は、ベネズエラ社会・経済を回復させるた

めには全ての関係者の合意が必要だと訴えた。 

 

「カラカス租税単位がペトロ建てに変更」         

 

５月４日付けの官報で、カラカス首都区で適用される租

税単位の施行が公表された。 

 

新たな租税単位はペトロ建てで、カラカス首都区の納税

者に適用される租税単位は１ペトロの１．７％だという。 

 

ベネズエラ中央銀行によると、５月８日時点のペトロの

為替レートは１ペトロ＝BsS.１０，３１８，１１５．１

８。 

 

従って、カラカス首都区の納税者は１UT＝BsS.１７５，

４０７．９６が適用されることになる。 

 

なお、５月８日時点の「両替レート」の平均値（１ドル

＝BsS.１７９，０１９．２６）で割ると１ペトロ＝５７．

６４ドル。 

 

つまり、１UT＝約０．９８ドルということになる。 

 

以上 

 


