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（写真）在ベネズエラ・ロシア大使館 “ベネズエラの Rosneft 事業はロシア政府が直接運営すると発表” 

 

 

２０２０年３月２７日（金曜） 

 

政 治                     

「アルカラ元将軍 コロンビア警察が拘束 

～コロンビア 米国 DEA に身柄を引き渡し～」 

「アルカラ氏逮捕前のラジオインタビュー内容」 

「ロドリゲス情報通信相 アルカラ氏について説明」 

「ホンジュラス マドゥロ政権の麻薬取引関与非難」 

経 済                     

「ラミレス元国連大使 PDVSA 民営化を訴え」 

社 会                     

「ベネズエラ国鉄 ロステケスで火災」 

「野党 Covid-１９生活アンケートを公表」 

20 年 3 月 28～29 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 国家緊急政府の発足を提案 

～麻薬犯との共同政府は否定～」 

「Covid-１９感染確認者 １２９名」 

「カルバハル氏弁護士 米国への引き渡し拒否」 

「マドゥロ政権 中国から追加医療支援を受領」 

経 済                    

「Rosneft PDVSA の事業売却を発表 

～露政府１００％出資会社が事業引き継ぎ～」 

「ベネズエラ産原油 １バレル１５．９３ドル」 

「ガソリン不足感 一層深刻に」 
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２０２０年３月２７日（金曜）             

政 治                       

「アルカラ元将軍 コロンビア警察が拘束        

 ～コロンビア 米国 DEA に身柄を引き渡し～」       

 

３月２６日 米国「麻薬捜査局（DEA）」は、マドゥロ

大統領、カベジョ制憲議長、カルバハル元国会議員（前

回、制憲議員と記載したが、正しくは国会議員）、クリ

ベル・アルカラ元将軍を麻薬取引の元締めとして懸賞金

をかけた。 

 

この発表の直後、アルカラ氏は自身のツイッターにビデ

オメッセージを発表。自身はグアイド政権と米国アドバ

イザーとの合意の上で「軍事同盟」を組織し、マドゥロ

政権を倒壊しようとしていたと訴えた。 

 

また、コロンビア政府は今回の事件に関与していないこ

と、既にコロンビア政府には事情を説明済みで、自分の

居場所（後にコロンビアのバランキージャの自宅にいる

ことが判明）も伝え、コロンビア政府による拘束を受け

入れると説明していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」

参照）。 

 

この公表から翌日の３月２７日、アルカラ氏はバランキ

ージャでコロンビア警察当局に拘束され、そのまま米国

麻薬捜査局の専用機で米国へ搬送された。 

 

 

（写真）Infobae 

“コロンビア政府、米国へアルカラ氏の身柄引き渡し” 

報道によると、今後アルカラ氏は DEA の情報協力者

になるようだ。 

 

「アルカラ氏逮捕前のラジオインタビュー内容」         

 

３月２７日 アルカラ氏がコロンビア警察に拘束され

る直前、アルカラ氏はコロンビアのラジオ局「W」のイ

ンタビューに音声出演し、今回の事件について釈明して

いる。 

 

その内容を紹介したい。 

 

司会： 

米国が FARC との関係を理由に極めて強い罰則を科し

た。その罰則を科せられた人の一人、クリベル・アルカ

ラ氏に出演してもらう。わざわざベネズエラから今回の

インタビューを受けてくれてありがとう。 

 

アルカラ氏： 

私はベネズエラにはいない。バランキージャの自宅にい

る。だいぶ前にコロンビア政府に事情説明し、バランキ

ージャの自宅で彼らを待っているところだ。 

私は米国に懸賞金１，０００万ドルを科せられたが、私

は逃げていない。自宅でコロンビア当局を待っている。 

 

司会： 

あなたとマドゥロ政権との関係はどのようなものか？ 

 

アルカラ氏： 

私は２０１２年まで軍人だったが、辞めることを決めた。

その後、私は反政府派として活動した。それは過去の記

事を見れば誰でも分かる。 

 

司会： 

どうしてチャベス政権後に離反したのか？ 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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アルカラ氏： 

チャベス大統領とマドゥロは政治の運営手法が異なる。

考え方の違いから私は政権内で活動できなかった。 

それが離反した理由だ。マドゥロ政権は憲法に違反し、

人権をないがしろにした。今では、ベネズエラを空腹に

陥れ、医薬品を不足させた。軍人や野党政治家を刑務所

に入れている。 

 

司会： 

あなたにとって今回の懸賞金リスト入りは意外なもの

だったか？ 

 

アルカラ氏： 

過去、制裁リストに入ったことがあった（チャベス政権

時代の２０１１年に入ったが、後に撤回されている）。

しかし、米国政府関係者と７回は面談し、 

「私はどの麻薬団体にも属していない。私がチャビスタ

であることが理由でリストに入れられるのは不当だ」と

説明した。そして今回の懸賞金が科せられた。 

 

司会： 

話を元に戻しましょう。 

３月２３日、ベネズエラ人が武器の密輸を行いコロンビ

アで逮捕された。 

 

アルカラ氏： 

違う、違う。彼はコロンビア人だ。私が彼を選んだ。 

あの武器はグアイド大統領と米国アドバイザーとの合

意に基づきマドゥロ政権の倒壊のために輸送した武器

だ。 

 

司会： 

あなたは、あの武器を「Pantera」という人物に渡そうと

していた（武器の密輸で拘束された人物の証言では

「Pantera」という人物に武器を渡す予定だったという）。 

この「Pantera」とは誰か？ 

 

 

アルカラ氏： 

「Pantera」は軍人で、ベネズエラの解放を目指す同志

だ。他にも９０名の同志がいる。これは３カ月前にグア

イド政権との合意に基づき始まった計画だ。 

 

私は４８時間前に今回の詳細についてコロンビアの特

別警察部隊に説明した。そして、（グアイド政権と米国

政府との合意で行ったにもかかわらず）今回の事件の責

任は全て私に押し付けられた。あの武器は私のものでは

なく、彼ら（グアイド政権と米国）のもので、私が率先

して行ったことではない。 

 

司会： 

今回の事件についてコロンビア政府の関係者は事前に

知っていたのか？ 

 

アルカラ氏： 

もちろん。だから誰も１，０００万ドルを貰うために私

のもとに来ない。私は自宅にいる。私の隣人も私のこと

はよく知っている。 

 

司会： 

あの武器の用途について改めて確認したい。 

 

アルカラ氏： 

あの武器はグアイド政権と米国アドバイザーの契約に

基づき運んだもので、あの武器はベネズエラ人のものだ。

あの武器は犯罪行為のため使用されるのではない。マフ

ィアが使用するわけではない。マドゥロ独裁政権に対峙

する勇士が使用する武器だ。 

 

司会： 

しかし、コロンビア政府はこれまで一度も軍事的にマド

ゥロ政権を倒壊させることに支持を表明したことはな

い。米国も武力行使については明確に支持していない。 

つまり、あなたが言っていることは、実態はコロンビア

政府が武器密輸に関わっているという事か？ 
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アルカラ氏： 

違う。コロンビアは参加していない。ドゥケ大統領も参

加していない。今回の武器取引の唯一の責任者はグアイ

ドと米国アドバイザーだ。 

 

司会： 

しかし、グアイドがコロンビア国内での武器取引につい

て、米国アドバイザーと合意するのはおかしい。 

 

アルカラ氏： 

しかし、事実は否定できない。私は彼らと交わした契約

書を持っている。私はこの契約書をもって正義と自身の

罪免除を求める。 

 

私はコロンビアに対して知らせる作業を省いてしまっ

た。それは私の間違いだった。この点については、４８

時間前にコロンビア当局に説明をした。 

 

また、もう１つ説明したいことがある。 

今回、武器の密輸で逮捕されたコロンビア人は荷物の中

に何が入っているのかを知らなかった。私は彼のことを

知っている。彼には何の罪もない。 

 

司会： 

あなたの言っていることは、マドゥロ政権が主張する

「コロンビアでマドゥロ政権の倒壊をもくろんでいる」

という訴えを裏付けることになる。 

 

アルカラ氏： 

計画はコロンビアで動いているが、コロンビア政府が関

与しているわけではない。米国アドバイザーとベネズエ

ラ人が計画している。 

 

司会： 

コロンビア政府の認識のもとで活動しているのか？ 

 

 

 

アルカラ氏： 

（少し沈黙）その回答はしない。 

 

司会： 

その答えが回答に思える。 

 

司会： 

あの武器を買うお金はどこから来たのか？ 

 

アルカラ氏： 

契約書の内容では、武器の資金はベネズエラから来てい

る。なぜならベネズエラの正当な大統領はグアイド大統

領だからだ。 

 

 

この後、FARC や ELN との関係について質問が続くが、

アルカラ氏は「米国アドバイザーから連絡がきた」と説

明し、電話を切った。 

 

話の辻褄はあっているが、このインタビューはマドゥロ

政権の訴えをかなりサポートしているように思える。 

 

そうなると、アルカラ氏はマドゥロ政権の２重スパイの

ようにも思えるが、最終的にコロンビア政府に助けを求

め、米国に身柄を引き渡されたことを考えるとマドゥロ

政権側の２重スパイとは思えない。 

 

敢えて言えば、マドゥロ政権の２重スパイと見せかけた

３重スパイであれば分からなくもない。ただ、そうだと

すると米国を敵に回すような今回の発言は不可解とい

うことになる。 

 

個人的な推測だが、一連の発言から想像するにアルカラ

氏は米国・野党の味方ではなく、コロンビア政府側の利

害に基づき動いている人物のように感じる。 
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「ロドリゲス情報通信相 アルカラ氏について説明」                  

 

３月２７日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はアルカラ

氏とコロンビア政府、米国政府、グアイド政権によるマ

ドゥロ大統領暗殺計画を改めて訴えた。 

 

マドゥロ政権は以前から同様の訴えをしており、コロン

ビアにマドゥロ政権を倒壊させる３つの工作員養成施

設があると主張。 

その施設の場所は既に特定済みでコロンビア政府に対

応を求めているが、コロンビア政府がマドゥロ政権側の

求めを無視していると訴えた。また、取り締まらないだ

けではなくコロンビア政府の庇護の下で活動をしてい

ると主張した。 

 

ロドリゲス情報通信相は、クリベル・アルカラ氏につい

て、彼の妻がコロンビア北部で有名な麻薬取引の元締め

の娘であると主張。アルカラ氏が工作員養成施設の活動

を支援し、クーデターを起こそうとしていると説明した。 

 

工作員グループの一人、フェルナンド・フィゲラ氏は既

にマドゥロ政権に逮捕されており、彼から情報を聴取し

たところ、「コリン・イバラ」という人物が養成施設の

ボスの一人で、彼のあだ名は「Pantera」だと説明した。 

 

（写真）ベネズエラ国営報道局（VTV） 

“情報通信相 アルカラ氏が今回の首謀者と説明” 

 

なお、この「コリン・イバラ」という人物は、過去ベ

ネズエラで観光相を務めていたアンドレス・イサラ氏

のボディーガードだったという。 

 

アンドレス・イサラ氏は筆者が駐在していた時にも観

光相を務めていた。チャベス政権下では比較的、話の

出来る人物と評判があったが、彼も潜在的には野党派

だったということかもしれない。 

 

なお、フェルナンド・フィゲラ氏の証言によると「コ

リン・イバラ氏」の更に上司がクリベル・アルカラ氏

だという。 

 

また、これらの情報はフィゲラ氏の証言によるものだ

が、マドゥロ政権は既に彼らの通信を傍受し、コロン

ビア政府の内情を定期的に報告するチャネルをもって

おり、コロンビア側の動きを掌握していると主張し

た。 

 

一連の経緯を見る限り、マドゥロ政権側の主張は辻褄

があっている。 

 

ただし、マドゥロ政権側の主張に辻褄が合いすぎてい

る一方で、米国側の対応にお粗末な部分が多すぎる。 

 

これが逆にマドゥロ政権側の主張を怪しく感じさせて

しまうくらいである。 

 

また、ロドリゲス情報通信相は学者で、彼の専攻分野

は「心理学」だ。 

 

心理学の知識を活かして情報を操作していることも考

えられ、その点も一連の事件を疑わしく感じさせる部

分ではある。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年３月２７日～３月２９日報道            No.４２５   ２０２０年３月３０日（月曜） 

6 / 10 

 

「ホンジュラス マドゥロ政権の麻薬取引関与非難」         

 

３月２７日 ホンジュラス外務省は、米国政府が発表し

たマドゥロ政権による麻薬取引について声明を発表。 

マドゥロ政権を非難した。 

 

ホンジュラス政権は、リマグループの一員としてベネズ

エラでの麻薬取引を強く非難し、ホンジュラスの安定を

脅かしていることを訴えた。 

 

ホンジュラスは、マドゥロ政権による麻薬取引を撲滅す

るために可能な手段を行使するとした。 

 

この声明を受けて、アレアサ外相はツイッターで 

「ホンジュラス政府は、米国麻薬捜査局のグループで、

ホンジュラスの大統領はホンジュラス国民ではなくト

ランプ政権と麻薬密売人に選ばれている。」 

と反論した。 

 

米国 DEA の訴えでは、マドゥロ政権の麻薬取引はホン

ジュラスなどカリブ海地域を経由し、米国に麻薬を密売

しているとしている。 

 

米国によるマドゥロ政権への訴えについては次号の「ウ

ィークリーレポート」で詳細を紹介したい。 

 

経 済                        

「ラミレス元国連大使 PDVSA 民営化を訴え」           

 

２０年２月、米国政府がロスネフチに制裁を科した翌日、

マドゥロ大統領は「PDVSA 改革委員会」の発足を発表

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.409」参照）。 

 

３月２７日 ラミレス元国連大使（PDVSA 総裁を務め

た）は、同委員会が PDVSA を民営化しようとしている

と訴えた。 

 

「委員会の目的は、石油産業を民営化する準備をするこ

とだ。以前から私は中国、ロシア、シェブロンによる事

実上の PDVSA の民営化検討を訴えてきた。」 

と訴えた。 

 

社 会                        

「ベネズエラ国鉄 ロステケスで火災」           

 

３月２７日 ミランダ州ロステケスのベネズエラ国鉄

で火災が発生した。 

 

報道によると、電線のショートが火災の原因のようだ。 

また、現在は鎮火されており、電車と乗客には被害は無

かったという。 

 

 

（写真）Metro Comunidad 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf
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「野党 Covid-１９生活アンケートを公表」         

 

３月２７日 グアイド政権は、Covid-１９を受けて国民

の生活実態アンケート調査の結果を公表した。 

 

以下では、調査結果の一部を紹介したい。 

 

３月２６日時点で、マスクを「持っていない」との回答

は３０．７７％。「持っている」との回答は６９．２３％。 

 

 

 

ガソリン不足について、「ガソリン供給がない」と回答

したのは８０．４７％、「ガソリン供給が不安定」と回

答したのは１６．０２％、「ガソリン供給がある」と回

答したのはわずか０．５８％だった。 

 

 

 

他、食料品について「店舗の運営・商品供給が不安定」

と回答したのは８７．２５％。「通常通り運営しており、

供給も安定している」と回答したのは７．１３％。 

「食料品が無い」と回答したのは４．９１％となってい

る。 

 

調査結果の詳細は「Maduradas」のサイトを参照された

い（スペイン語）。 

 

 

 

２０２０年３月２８～２９日（土曜・日曜）              

政 治                        

「グアイド議長 国家緊急政府の発足を提案       

       ～麻薬犯との共同政府は否定～」        

 

３月２９日 グアイド議長は「国家緊急政府」の発足を

提案した。 

 

「国家緊急政府」とは、Covid-１９に対応するために組

織する与野党共同政府のようだ。 

 

野党側の支持団体「Frente Amplio」も「国家緊急政府」

の発足に賛成する意志を示した。 
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Covid-１９問題に対応するため政治的な対立を緩和し

ようという考えは素晴らしいことだが、グアイド議長の

提案には大きな問題が１つある。 

 

グアイド議長は、国家緊急政府について 

「麻薬犯をトップに置く政府を承認することはできな

い。しかし、野党だけが政権を運営することはない。」 

と説明している。 

 

個人的には、マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長らを含

まない政権が発足できるとは思えない。この主張を譲歩

できない限り、グアイド議長の提案はただの提案で終わ

るのではないか。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター抜粋 

 

「Covid-１９感染確認者 １２９名」           

 

３月２９日時点でベネズエラの Covid-１９感染者は１

２９名に達した。また、Covid-１９を理由とした死者は

３名となった。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.424」以降の Covid-１

９確認ペースは以下の通り。 

 

２６日時点では１０７名。 

２７日に６名増え、１１３名。 

２８日に更に６名の感染確認を発表し１１９名。 

２９日に１０名の感染確認を発表し１２９名となって

いる。 

 

「カルバハル氏弁護士 米国への引き渡し拒否」         

 

米国政府が懸賞金をかけた一人、ウーゴ・カルバハル氏

は１９年２月にマドゥロ政権に反旗を翻し、スペインへ

逃亡。同年４月にスペイン警察に逮捕された（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.278」参照）。 

 

その後、米国政府はスペインに対してカルバハル氏の身

柄引き渡しを要求してきたが、現時点では引き渡しは完

了していない。 

 

今回、懸賞金をかけたことで米国政府の身柄引き渡し圧

力が強まっているようで、近いうちにスペイン政府はカ

ルバハル氏の身柄を米国に引き渡すと報じられている。 

 

この報道を受けて、カルバハル氏の弁護士が声明を発表。 

 

現段階でカルバハル氏の身柄を米国に引き渡す意思は

無いと主張した。 

 

（写真）Magazine Latino 

“ウーゴ・カルバハル元国会議員” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57449bb8ffd647b398d629cf8af46ef5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57449bb8ffd647b398d629cf8af46ef5.pdf
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「マドゥロ政権 中国から追加医療支援を受領」         

 

３月２８日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１

９対策班長）は、中国から人道支援として５０万個の

Covid-１９検査キット、１０万着の医療服などを受領し

たと発表した。 

 

３月１９日にも中国から医療支援を受けており、中国か

らの支援は今月２度目となる。 

 

これまで中国とマドゥロ政権との関係が希薄化してい

る印象があったが、中国はマドゥロ政権を引き続きベネ

ズエラの政府と認識するスタンスを証明したと言えそ

うだ。 

 

 
（写真）副大統領府 

“中国からの支援受領式を行うロドリゲス情報通信相” 

 

経 済                       

「Rosneft PDVSA の事業売却を発表           

  ～露政府１００％出資会社が事業引き継ぎ～」            

 

３月２８日 Rosneft はベネズエラでの事業を全て終了

し、全ての資産を清算すると発表した。 

 

Rosneft が保有する資産は全てロシア政府が１００％出

資する会社に引き継がれるという。 

 

ロイター通信によると、Rosneft 子会社が出資金の９．

６％分だけを受け取り、新たなロシア会社に事業を引き

継ぐようだ。 

 

Rosneft はベネズエラで PDVSA と多くの合弁会社を組

織し、石油事業を行っていた。 

 

Rosneft が関与する合弁会社は「Petromonagas」

「Petropiar」「Boquron」「Petromiranda」「Petrovicttoria」

などが挙げられる。 

 

２月１８日、米国政府はマドゥロ政権に資金的なサポー

トをしていることを理由に PDVSA の原油の輸出を仲

介していた「Rosneft Trading」に制裁を発動（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.408」参照）。 

 

その後、３月１２日には「Rosneft Trading」の役割を引

き継いだとされる「TNK Trading」にも制裁を発動して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.418」参照）。 

 

今回の Rosneft の決定は、米国政府の制裁解除を目的と

したものであることは間違いないだろう。 

 

なお、今回の決定はロシアのマドゥロ政権離れと報じる

記事は少ない。むしろ、ロシア政府とマドゥロ政権との

関係が強化されると報じる向きが強い。 

 

特に４月２２日にはベネズエラでエネルギー事業を続

ける「Chevron」などの制裁ライセンスが期限を迎える

（「ベネズエラ・トゥデイ No.395」参照）。 

 

トランプ政権はライセンスを更新しないとの見方が強

い状況下で、Chevron の穴をロシア政府が埋めると懸念

されている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8ce0d147bef6f5da313d3827507430a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd8027bf0fbd9083fcaeeeb09698f018.pdf
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「ベネズエラ産原油 １バレル１５．９３ドル」         

 

石油省は、３月２３日~２７日の週のベネズエラ産原油

平均価格を公表した。 

 

３月２３日~２７日の平均価格は、１バレル１５．９３

ドル。先週が１バレル１９．５３ドルだったので、先週

比１８．４３％減になる。 

 

２０年３月の平均原油価格は１バレル２５．６６ドルに

なる。 

 

ベネズエラ産原油に限らず、WTI 原油、ブレントの価

格も下落している。 

 

ベネズエラ石油省の公表では、同週の WTI は先週比１

２．０７％減の１バレル２３．３８ドル。 

ブレントは先週比７．６％減の１８．４３ドルとなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

「ガソリン不足感 一層深刻に」              

 

ベネズエラのガソリン不足については、ここ数日繰り返

し報じてきたが、その深刻さは増している。 

 

本稿「Covid-１９生活アンケートを公表」でも触れた通

り、回答者の８割が「ガソリン供給がない」、１６％が

「ガソリン供給が不安定」と回答している。 

 

つまり、回答者の９６％超がガソリン不足を感じている

ことになる。この状況は極めて異常事態だろう。 

 

３月２８日、カラカスにはガソリンスタンドに長蛇の列

が出来ているという。しかも、列に並んでいる車は本当

にガソリンが給油できるかもわからない状態で列に並

んでいるという。 

 

以下の写真は、カラカス「ラス・メルセデス地区」で給

油を待つ車の行列。Covid-１９で外出が制限される中、

暴動が起きるかどうかは定かでないが、Covid-１９がな

ければ大きな社会混乱が起きていただろう。 

 

 

（写真）Oliver Fernandez 記者 
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グラフ： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～２０年３月）

（出所）ベネズエラ石油省


