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（写真）アンドレス・アラウス氏ツイッター “エクアドル大統領選１位通過、４月１１日に決戦投票予定” 

 

 

２０２１年２月５日（金曜） 

 

政 治                     

「ロドリゲス議長 国会爆破未遂事件の詳細説明 

～コロンビア関係者から依頼を受けた～」 

「マドゥロ大統領 野党に選挙参加を要請 

～スリア州、ボリバル州野党候補は決まった？～」 

「オランダ ベネズエラは危険国」 

経 済                     

「CITGO 社債６．５億ドルの発行を発表」 

「ディーゼル燃料不足で砂糖が収穫できず」 

「Argus ２１年１月の産油量日量４４万バレル」 

「PDVSA 元幹部 機密情報提供の罪で懲役５年」 

2021 年 2 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「エクアドルで大統領選挙 反米左派が優勢 

～４月１１日に決選投票を実施～」 

「FARC 幹部ら ベネズエラで活動を継続」 

経 済                    

「Consecomercio 接収企業を元オーナーに戻す」 

「製紙メーカーPaveca 工場で火災発生」 

「ボリバル州で GOLD 違法採掘業者が拡大」 

社 会                     

「アジャクチョ高速道路 水道管破裂で洪水？」 

「ラグアイラ シートベルト非着用などに罰金」 
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２０２１年２月５日（金曜）             

政 治                       

「ロドリゲス議長 国会爆破未遂事件の詳細説明    

   ～コロンビア関係者から依頼を受けた～」       

 

２月４日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、国

会爆破未遂の罪で、国会の監視員を務めていた人物を拘

束したと発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.557」）。 

 

２月５日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、本件につい

て追加情報を発表した。 

 

ロドリゲス議長によると、拘束した人物は、リチャード・

グリジェット・アルバレス氏。元アラグア州ヒラルド市

の警察官で、１２年から国会の監視員として勤務してい

たという。 

 

事件が起きたのは１月２６日午後。アルバレス氏は国会

内に２つの爆発物を設置しようとしていたという。 

 

ロドリゲス議長は、アルバレス氏の証言映像を公開。 

証言映像によると、アルバレス氏は、ヒラルド市警察署

に務めていた仕事の関係でマリアノ・ホセ・ウガルテ・

モリージョ氏と知り合ったという。 

 

国会の監視員になってから、モリージョ氏と接触はして

いなかったが、２０年中頃にモリージョ氏からコンタク

トがあり、「あなたに相談をしたい人がいる」というこ

とで、連絡先を伝えられた。 

 

その後、連絡先を伝えられた人からコンタクトがあった

が、彼はコロンビア諜報員のようだった。そして、その

後、彼と Whatsup のビデオチャットを行ったが、横に

はモリージョ氏も同伴していた。その人物からベネズエ

ラ国会の爆破を求められたという。 

しかし、国会中心部は護衛が多く、爆発物を置くのは不

可能だと説明。国会の中の管理事務所などへの爆発物設

置を提案し、彼からゴーサインを受けた。計画が成功す

れば５，０００ドルを受け取る約束だったという。 

 

ロドリゲス議長は、一連の事件にコロンビア政府が関与

していると指摘。また、グアイド議長、レオポルド・ロ

ペス党首、米国「中央情報局（CIA）」が関与していると

訴えた。 

 

これらの告発を事実と認識するに足る客観的な材料は

現時点では不足しているだろう。 

 

 

（写真）国営放送局 “拘束されたアルバレス氏” 

 

（写真）国営放送局 マリアノ・ホセ・ウガルテ氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdbd1407d8ed56b91d893d23e3af2a66.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdbd1407d8ed56b91d893d23e3af2a66.pdf
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「マドゥロ大統領 野党に選挙参加を要請        

 ～スリア州、ボリバル州野党候補は決まった？～」         

 

２０２１年は全国州知事選と全国市長選が予定されて

いる。 

 

２月５日 マドゥロ大統領は、グアイド議長および野党

関係者に対して選挙に参加するよう要請した。 

 

グアイド議長については、ラグアイラ州（旧バルガス州、

グアイド議長の出身地）の知事選に出馬するよう要請。 

 

「グアイド議長がラグアイラ州の知事選に出馬したい

のであれば出馬すればよい。愚かな行為を止めて出馬し

ろ。」と言及した。 

 

他 

「スリア州については、マニュエル・ロサレス（新時代

党）が知事選に出馬すると聞いた。 

また、カルロス・オカリス（第一正義党）は既にミラン

ダ州の選挙キャンペーンを開始している。 

アンドレス・ベラスケス（LCR）もボリバル州知事に出

馬しようとしている。 

ラモス・アジュップ（行動民主党）も候補者を指名し始

めている。」 

とコメントした。 

 

他、市長選については、リベルタドール市長に「新時代

党」のスターリン・ゴンサレス議員が出馬しようとして

いると述べた。 

 

ベラスケス氏（ボリバル州知事候補）は、主要野党の中

でも選挙参加やマドゥロ政権との交渉に否定的な考え

を持っており、マドゥロ政権下での選挙に参加する可能

性は低そうだが、他の人物は十分に考えられるだろう。 

 

 

「オランダ ベネズエラは危険国」                  

 

グアイド政権のオランダ代表を務めるイサック・サラマ

氏は、オランダの情報機関「総合情報保安局（AIVD）」

が、ベネズエラを「国家の安全に危害を及ぼす国リスト」

に加えたと発表した。 

 

オランダはベネズエラと近い ABC 諸島（アルバ・ボナ

イレ・クラサオ）を領有している。 

 

ベネズエラが危険国と認識された理由について、サラマ

氏は、 

「ベネズエラの犯罪グループや軍人らが麻薬の密輸や

ベネズエラの GOLD・武器などの密売を行っており、

ABC 諸島の治安を脅かしているとオランダが認識した

ため」 

と説明した。 

 

本件は、AIVD が発表したレポートを基にしているとい

う。２日前に AIVD が公表したレポートでは、 

「ベネズエラは政治・経済・治安など極めて厳しい状況

にあり、今後も数年間この状況が続くと思われる。 

また、この危機はベネズエラだけではなく、近隣地域に

も波及しており、その影響はオランダのカリブ諸島にも

影響を与える。 

 

犯罪グループや軍人らの麻薬の密輸やベネズエラの

GOLD・武器などの密売が地域を不安定化している。」 

と書かれている。 

 

他方、 

「ベネズエラは米国・ロシア・中国など大国の地政学的

な利害の影響を強く受けており、これらの異なる立場の

利害が地域を不安定な状況にし、オランダにも影響を及

ぼし得る。」 

とも指摘されている。 
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経 済                        

「CITGO 社債６．５億ドルの発行を発表」           

 

２月５日 グアイド政権側の PDVSA 役員を務めるオ

ラシオ・メディナ氏は、PDVSAの米国子会社「CITGO」

が社債を発行したと述べた。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、CITGO が

発行した社債は額面６．５億ドル。２０２２年７月が満

期で年利６．２５％だという。 

 

メディナ氏は、エネルギー専門メディア「Petroguia」に

対して、 

「CITGOの社債発行には金融市場で知名度の高い投資

家・組織らが参加し、成功裏に終わった。 

 

我々は６．５億ドルの社債を発行したが、我々の需要よ

りも６倍もの購入希望があった。これは２０１９年の役

員交代移行、CITGO が金融市場から信用されているこ

との証明と言える。」とコメントした。 

 

今回の社債発行は債務の借り換えで、社債発行により債

務総額は増えないという。むしろ、以前より利率が低く

なったことにより債務負担は減ったと説明している。 

 

「ディーゼル燃料不足で砂糖が収穫できず」         

 

農業専門誌「Minuta Agropecuaria」は、ディーゼル燃料

が不足しており、ポルトゥゲサ州のさとうきびの収穫が

出来ない可能性があると報じた。 

 

ポルトゥゲサ州はベネズエラで最も大きな農産地で、さ

とうきびについては国内生産量の９０％を占めている。 

 

 

 

 

「全国さとうきび連合会（Fesoca）」のアミリオ・カル

ガス代表は、ポルトゥゲサ州でディーゼル燃料不足が起

きており、５０万トンのさとうきびが収穫できない恐れ

がある」 

と言及した。 

 

また、燃料不足はさとうきび生産に従事する７５０～８

００の中小生産者に影響を与えていると指摘。 

本来であれば、この時期は日量９万リットルのディーゼ

ル燃料が必要になるとした。 

 

「Argus ２１年１月の産油量日量４４万バレル」                  

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、２１年１

月のベネズエラの産油量が日量４４万バレルだったと

報じた。 

 

「Argus」が予想している２０年１２月の産油量は日量

４１万バレルだったので、先月よりも３万バレル増えた

ことになる。 

 

ベネズエラは米国の経済制裁により売り先がほとんど

ないが、アジア、特に中国が原油を引き続き購入してい

ると報じた。 

 

「PDVSA 元幹部 機密情報提供の罪で懲役５年」                  

 

２０年２月 米国に PDVSA の機密情報を売却してい

た罪で、アルフレド・マルシアル・チリノス・アスアヘ

氏（特別オペレーション長）、アジェニス・トーレアル

バ氏（原油オペレーション総括）の２名が逮捕されてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.414」）。 

 

逮捕から約１年が経過した２月５日 サアブ検事総長

は、２名について懲役５年の実刑判決が下されたと発表

した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42b8edf8dd0815d02d33708f868717b2.pdf
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「両名が PDVSA の機密情報を売っていた３５の証拠

が提出された。最も決定的な証拠は、「PLATTS OIL」

（恐らく S＆P 系の情報サイト）に対して両者が提供し

ていた証拠だ。彼らは、燃料オイルの在庫、PDVSA の

精製システム、タンカーの運航状況などについて情報を

公開していた。」 

と説明した。 

 

２０２１年２月６～７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「エクアドルで大統領選挙 反米左派が優勢      

      ～４月１１日に決選投票を実施～」        

 

２月７日 エクアドルで大統領選が行われた。 

 

１６名の候補者が出馬していたが最有力候補は、反米左

派でマドゥロ大統領の盟友とされるラファエル・コレア

元大統領の後継者であるアンドレス・アラウス氏。経済

学者で元知識・人的能力調整相。 

 

７日深夜、エクアドルの選挙管理当局は、一次速報を発

表。 

 

前評判通り、アラウス氏の得票数が最も高く、得票率３

１．５％。 

次いで、先住民系の環境活動家ジャク・ペレス氏が得票

率２０．０４％。 

３位に、事前の世論調査では２位だった右派のギジェル

モ・ラソ元銀行頭取が１９．９７％と続いた。 

 

エクアドルの大統領選は、１位の候補が得票率４０％以

上を獲得し、２位と１０ポイント以上の差を付けなけれ

ば決戦投票を行うことになっている。 

 

最終結果は出ていないが、恐らく４月１１日の決選投票

にもつれ込むことになりそうだ。 

 

注目されるのは決選投票の相手だろう。 

 

一次速報の時点では、ペレス氏が２位につけているが、

ペレス氏とラソ氏の得票差は０．０７％とほぼ同数と言

ってよい状況。 

 

ペレス氏は左派系の候補と言われており、仮にペレス氏

が決選投票に進むのであれば、左派 Vs 左派の対決とな

る。 

 

現在、エクアドルの大統領はレニン・モレノ氏が務めて

いる。彼はコレア政権時代の副大統領。コレア元大統領

の推薦を受け、大統領選に出馬、当選したが、大統領就

任後にコレア大統領と決別。ベネズエラ問題については、

反マドゥロ政権側のスタンスを取っている。 

 

仮にアラウス氏が大統領に就任した場合、エクアドルの

対ベネズエラ方針は変わると思われる。 

 

「FARC 幹部ら ベネズエラで活動を継続」           

 

コロンビア誌「Semana」は、「コロンビア革命軍（FARC）」

の残党らがベネズエラで活動している写真などを公表

した。 

 

写真は、FARC 幹部のイバン・マルケス氏や、ヘスス・

サントリッチ氏なども含まれている。 

 

「Semana」によると、コロンビア政府は FARC 残党ら

の所在地と動きを正確に把握しているという。 

 

FARC は１６年１１月にコロンビア政府（サントス政権）

と合意をしたが、ドゥケ政権になり合意が守られていな

いとの理由で合意破棄を宣言。１９年 8 月から戦闘を再

開するとのビデオメッセージを公表していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.337」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年２月５日～２月７日報道               No.５５８   ２０２１年２月８日（月曜） 

6 / 7 

 

FARC 幹部らがベネズエラで活動を継続しており、マド

ゥロ政権が彼らの活動を擁護しているとの報道は以前

から存在している。 

 

「Semana」は、米国政府も FARC 活動家の所在特定に

協力しており、２０年６月時点で３６グループ、４，９

２７名の武装勢力を特定していると報じた。 

 

この報道を受けて、グアイド議長は「ベネズエラがテロ

勢力の避暑地になっており、米州地域を不安定化させて

いる」と主張。 

 

マドゥロ大統領は「この報道は、ウリベの働きかけで掲

載された記事で、本当の問題に蓋をしようとする犯罪者

らの工作行為だ」と主張している。 

 

（写真）Semana “FARC 関係者らの写真” 

 

 

 

 

 

経 済                       

「Consecomercio 接収企業を元オーナーに戻す」            

 

「全国商業・サービス組合（Consecomercio）」の Felipe 

Capozzolo 代表は、「La Prensa de Lara」のインタビュ

ーに対応。 

 

「もし、法律・政治・経済・社会の抜本的な改革が行わ

れず、本当の意味での民主主義への移行が行われなけれ

ば、経済界は国民の生活を向上させるための活動を進展

させることはできない。」 

とコメントした。 

 

「現在のベネズエラの政治・経済・社会危機の責任者に

関する我々の結論は、マドゥロ政権が横柄な態度で自分

たちの都合の良いように選挙を操作したことだ。 

また、選挙を放棄し、国民に投票棄権を呼びかけた野党

にも責任がある。 

 

深刻な危機の中で公的セクターと民間セクターが問題

解決のために協議する状況になっている。 

現時点では、まだ具体的な提案は行っていないが、政府

が過去に接収した企業を元のオーナーに戻すための検

討も出来る状況だろう。」 

との見解を示した。 

 

「製紙メーカーPaveca 工場で火災発生」         

 

２月７日 カラボボ州グアカラ市の製紙会社「Paveca」

で火災が発生した。 

 

グアカラ市の Johan Castaneda 市長によると、火災はグ

アカラ市消防団の迅速な活動により鎮火され、建物・資

材など物質的な被害は出たものの、人命に影響は無かっ

たという。出火の原因は判明しておらず、現在調査中と

した。 
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（写真）Paveca “Paveca の商品” 

 

「ボリバル州で GOLD 違法採掘業者が拡大」         

 

GOLD が埋蔵されているボリバル州で、違法採掘業者

が拡大しているようだ。 

 

先住民族ペモン族の Alirio Amaya 氏は、武装勢力が

GOLD の採掘作業員らを引き連れて先住民の領土（サ

ン・ルイス・デ・モリチャル）を占領していると訴えた。 

 

急進野党系の人権活動家タマラ・スジュ氏は、違法採掘

を行うための作業員をボリバル州の鉱区に派遣してい

る武装勢力の映像を公開。生態系を破壊し、先住民の領

土を奪っていると非難した。 

 

（写真）タマラ・スジュ氏ツイッター 

 

社 会                       

「カラカス 水道管破裂で洪水？」            

 

２月５日 ミランダ州のカグア－グアティレ間を結ぶ

「グラン・マリスカル・デ・アジャクチョ高速道路」で

国営水道公社「Hidricapital」の水道管が破裂し、洪水が

起きていると報じられた。 

 

現地メディア「El Pitazo」は、水道管が破裂し洪水が起

きている映像を投稿している。下の白い塊は噴出してい

る水で、道路が水浸しになっている。 

 

 

（写真）El Pitazo 

 

「ラグアイラ シートベルト非着用などに罰金」         

 

現地メディア「La Verdad」は、ラグアイラ州で「市民

共存法」という罰金に関する法律が制定されたと報じた。 

 

同紙によると、抗議行動や道路に障害物を置く行為は

BsS.２０００万の罰金。信号無視は罰金 BsS.２０００万。 

シートベルトを装着していない場合は罰金 BsS.４００

０万。飲酒運転は罰金 BsS.９０００万。大音量を流しな

がらの運転は罰金 BsS.６０００万。ラグアイラ州は、マ

イケティア空港がある土地でシートベルト非装着など

はありそうなので移動時は注意されたい。 

以上 


