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（写真）ベネズエラ国営放送 VTV ”対外債務返済のための特別委員会代表メンバー７名” 

 

２０１７年１１月３日（金曜） 

 

政 治                   

 「最高裁 ゲバラ国会第一副議長の裁判を要請」 

「カナダ政府 ベネズエラ政府高官１９名を制裁」 

 「情報通信相、大統領府担当相ら４閣僚を交代」 

 「拘束されていた野党政治家２名を釈放」 

経 済                   

 「債務再編発言で債券価格が大暴落」 

 「アイサミ副大統領 １３日に会合を召集」 

 「大統領 中国債務は引き続き履行」 

「IMF ベネズエラの情報提供停止を非難」 

２０１７年１１月４日（土曜） 

 

政 治                   

 「諸外国 ゲバラ議員の裁判要請を非難」 

 「大統領 ボルヘス議長の逮捕を求める」 

 「２０１８年の国会議長は新時代党議員か」 

経 済                   

 「債務再編についての専門家の見解」 

 「格付会社２社 ベネズエラ国債を格下げ」 

 「原油価格は１バレル５２．９ドル」 

社 会                   

 「出入国管理庁 パスポート料金を値上げ」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月３日～１１月５日報道           No.０５５   ２０１７年１１月６日（月曜） 

2 / 10 

 

２０１７年１１月３日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 ゲバラ国会第一副議長の裁判を要請」       

 

最高裁判所は、フレディ・ゲバラ国会第一副議長は１７

年４月～７月にかけて行われた反政府デモを主導し、社

会を混乱させた罪などで裁判にかけられるべきだとの

声明を発表した。 

 

一方で国会議員には任期中に法廷で裁かれない免罪特

権が存在する。 

そこで、マイケル・モレノ最高裁判庁長官は制憲議会に

対して、ゲバラ国会第一副議長の免罪特権のはく奪と、

同氏の国外への移動禁止を求めた。 

 

この発表に対して、ゲバラ氏が所属する大衆意志党は以

下の声明を発表している。 

 

 

 

最高裁判所が国会第一副議長であり大衆意志党の幹事

長フレディ・ゲバラの免罪特権を剥奪しようとしている。

マドゥロ政権は今一度、その独裁性を証明した。 

 

我々は制憲議会が行う市長選という新たな不正行為へ

の不参加を宣言した。その後に幹事長の拘束を企て、同

時に大衆意志党を不法な政党にしようとしている。 

 

民主主義国では政党が不条理な環境で選挙への参加を

義務付けられることは無い。我々の選挙制度は独裁政権

に乗っ取られている。大衆意志党とフレディ・ゲバラは

政府の不当に屈することは無い。 

 

独裁政権が行うフレディ・ゲバラへの攻撃と、今後起こ

りうるフリオ・ボルヘス議長への攻撃を強く非難する。

また、両名に大衆意志党の連帯の意志を表明する。 

 

我々のリーダー、レオポルド・ロペス党首が証明したよ

うに我々はベネズエラの自由と民主主義のために戦い

を続ける。 

 

第一正義党も同様に政府の独裁制を非難し公権力の独

立性が無いことなどを非難する声明を発表した。 

 

（写真）WikiComons“フレディ・ゲバラ国会第一副議長” 

２０１７年１１月５日（日曜） 

 

政 治                   

 「ゲバラ議員 チリ大使館に亡命申請」 

 「釈放された政治家２名が市長選に出馬」 

 「米国商務省長官 PDVSA 取引企業の株保有」 

経 済                   

 「GM 工場 アジア企業と売却について交渉」 

 「公務員の賞与は基本給１２０日分」 

経 済                   

 「１１月５日 先住民グアイカイプーロ命日」 
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「カナダ政府 ベネズエラ政府高官１９名を制裁」         

 

１１月３日 カナダ政府は「国際的に知られている現政

権が犯している重大な人権侵害」を理由に、ベネズエラ

政府高官１９名に対して、制裁を科した。 

制裁の対象者は、カナダへの渡航が禁止され、カナダ管

轄域内の資産が凍結される。 

 

制裁対象者は以下の１９名。 

 

1. ニコラス・マドゥロ大統領 

2. タレク・エル・アイサミ副大統領 

3. ゴンサレス・ロペス内務司法平和相 

4. アダン・チャベス制憲議員 

5. ルイス・レジェス中央西部開発基金代表 

6. ルッコ・アルビシーニ CENCOEX 代表 

7. アレハンドロ・フレミング元 CENCOEX 代表 

8. ラファエル・ラミレス国連大使（元 PDVSA 総裁） 

9. カルロス・オソリオ国軍大将（元食糧相） 

10. ルイス・モタ・ドミンゲス電気エネルギー相 

11. ホセ・ビセンテ・ランヘル平和委員会の筆頭秘書官 

12. デル・ピノ石油相 

13. ネルソン・マルティネス PDVSA 総裁 

14. ホセ・デビッド・カベジョ徴税庁（SENIAT）長官 

15. マルコ・トーレスアラグア州知事（元財務相） 

16. ビエルマ・モラ元タチラ州知事 

17. ランヘル・ゴメス退役軍人（元バリナス州知事） 

18. リカルド・モリナ制憲議員（元住宅住居相） 

19. アルヘニス・チャベス現バリナス州知事 

 

ディオスダド・カベジョ制憲議員（PSUV 副党首）やシ

モン・セルパ（PDVSA 財務役員）の名前がないのに違

和感を覚える。 

 

 

 

 

「情報通信相、大統領府担当相ら４閣僚を交代」                 

 

１１月３日 マドゥロ大統領はカラカス首都リベルタ

ドール市のホルヘ・ロドリゲス市長を情報通信相に任命

すると発表した。 

 

１２月１０日の市長選で与党からリベルタドール市長

選に参加するのはエリカ・ファリア大統領府担当相にな

っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.54」１１月２日

付の記事参照）。 

 

また、情報通信相だったエルネスト・ビジェガス氏を文

化相に任命した。 

 

エリカ・ファリア氏がリベルタドール市長戦に出馬する

ため大統領府担当相は国家通信委員会（コナテル）のホ

ルヘ・マルケス社長が兼務する。 

 

新閣僚の略歴は「閣僚リスト」で確認できる。 

 

他、これまでファルコン州知事だったステジャ・ルーゴ

氏はフランシスコ・デ・ミランダ諸島領担当相になる。 

フランシスコ・デ・ミランダ諸島領とは、有名な観光地

「ロス・ロケス島」を始め「オルチラ島」「トルトゥー

ガ島」「ラスアベス環礁」などの一帯を指す。 

 

 

（写真）ステジャ・ルーゴ元ファルコン州知事 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
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「拘束されていた野党政治家２名を釈放」             

 

１１月３日深夜 ヨン・ゴイコチェア氏とデルソン・グ

アラテ氏が解放された。両名は大衆意志党の党員で政府

に拘束されていた 

 

ゴイコチェア氏は２０１６年８月末から約１４カ月間

エリコイデ収容所に拘留されていた。 

デルソン・グアラテ氏はアラグア州アリオ・ブリセーニ

ョ・イラゴリー市の市長で今年９月２日から拘束されて

いた。 

 

  

（写真）左はヨン・ゴイコチェア氏。 

右はデルソン・グアラテ氏 

 

経 済                       

「債務再編発言で債券価格が大暴落」          

 

１１月２日にマドゥロ大統領が債務再編について発言

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.54」１１月２日付の

記事参照）。 

 

同発言を受けて翌日のベネズエラ公社債は平均２０％

減と大暴落した。記事によると一日の下げ幅としては２

０年来の大暴落のようだ。 

 

 

 

 

 

なお、取引額は会社によってことなるので、違う数字を

出している場合もある。 

 

「アイサミ副大統領 １３日に会合を召集」        

 

１１月３日 債務再編を検討するための特別委員会の

代表に任命されたアイサミ副大統領は、１１月３日に

PDVSA２０１７年社債の元本および利息１１億６，９

００万ドルを JPMorgan の口座に送金したと発表した。 

 

 

2018 13.625 2018/8/15 39.90 -43.83 
2018(N) 7 2018/12/1 35.73 -43.29 

2019 7.75 2019/10/13 48.83 0.70
2020 6 2020/12/9 30.50 -24.93 
2022 12.75 2022/8/23 31.75 -29.97 
2023 9 2023/7/5 27.97 -21.50 
2024 8.25 2024/10/13 35.88 2.84
2025 7.65 2025/4/21 26.38 -22.50 
2026 11.75 2026/10/21 30.82 -25.73 
2027 9.25 2027/9/15 29.00 -22.42 
2028 9.25 2028/5/7 26.75 -22.93 
2031 11.95 2031/8/5 42.10 2.13
2034 9.375 2034/1/13 26.76 -24.53 
2038 7 2038/3/31 34.13 3.11

利率
％

2017 8.5 2017/11/2 96.37 -0.36 
2020 8.5 2020/10/27 76.27 -10.88 
2021 9 2021/11/17 31.37 -31.92 
2022 12.75 2022/2/17 48.11 2.21
2024 6 2024/5/16 24.78 -15.91 
2026 6 2026/11/15 29.31 1.10
2027 5.375 2027/4/12 25.73 -14.52 
2035 9.75 2035/5/17 37.98 1.74
2037 5.5 2037/4/12 25.86 -14.00 

Elecar債2018 8.5 2018/4/12 45.0 -41.11 

取引
価格

先週比

WTI 55.66 3.11
Brent 62.11 2.80
Venezolano 52.9 4.26

（出所）　Rendivalor、Elec（カラカス電力公社債）はAvSec

取引
価格

先週比利率

原
油

銘柄

満期
取引
価格

先週比

国
債
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債
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https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
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加えて、ベネズエラ政府の債務不履行を誘うための米国

政府による金融迫害を非難した。 

一方でベネズエラ政府は約束に従い債務を支払い続け、

４年間で７１７億ドルの債務を返済した。と協調してい

る。 

 

また、今後の債務再編について、１１月１３日にカラカ

スで債権者と会合を開くと発表した。ベネズエラ政府は

国連総会で承認された方法で債務再編を行う。 

 

なお、アイサミ副大統領の発言でもマドゥロ大統領の発

言でも「対外債務」という発言をしており、外国の商業

債務が含まれるかについてははっきり言及されていな

い。ただし、両名の発言を聞いている限りでは基本的に

金融債務（特に債券）を前提に置いた発言となっている。 

 

なお、アイサミ副大統領の発表時には同委員会を率いる

５人の政府関係者も参列した（下写真）。 

 

写真左からデル・ピノ石油相、ネルソン・メネンデス企

画相、アイサミ副大統領、カストロ・ソテルド経済担当

副大統領、シモン・セルパ経済財務相、ネルソン・マル

ティネス PDVSA 総裁。なお、発表の場にはいなかった

が、レイナルド・ムニョス会計監査総長も特別委員会の

一員だとアイサミ副大統領が発言している。 

 

 

（写真）ベネズエラ国営放送 VTV 映像を抜粋 

 

 

「大統領 中国債務は引き続き履行」         

 

中国外務相の Hua Chunying 報道官はマドゥロ大統領

の債務再編に関する発言を受けて、ベネズエラ政府が問

題に適切に対応すると信じているとコメントした。 

 

「我々は（マドゥロ大統領の債務再編を求めた）発表を

認識している。同時に引き続き債務返済を継続するとの

約束も認識している。 

 

両国の金融機関によって維持されている協力関係は平

等と相互利益、お互いの発展を原則としている。今の段

階では全ての計画が適切に機能しており、引き続き協力

関係を継続する。 

 

ベネズエラ政府は経済社会国の安定を強化するだろう。」

とコメントした。 

 

マドゥロ大統領は３日に中国の債務について引き続き

支払い意志があることを強調した。 

 

「ベネズエラと中国の金融システムには問題がない。中

国への支払いは引き続き問題なく履行する。なぜなら中

国との関係は正常であるべき姿だからだ。」と発言して

いる。 

 

「IMF ベネズエラの情報提供停止を非難」         

 

１１月３日 国際通貨基金（IMF）はベネズエラ政府が

加盟国に義務付けている経済指標の提供を停止してい

ると非難した。 

 

IMF のラガルド専務理事は 

「輸出入の金額、仕向け地、その他経済指標の提供は

IMF 加盟国に定められた義務である。同指標を基に各

国のマクロ経済情勢を評価している。」と発言している。 
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２０１７年１１月４日（土曜）             

政 治                       

「諸外国 ゲバラ議員の裁判要請を非難」        

 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長を裁判にかけるとの発

言を受けて、野党政治家はもちろん諸外国からも非難の

声が噴出している。 

 

米国政府のミシェル・フィッツパトリック南米担当官は 

「米国政府はベネズエラ政府の独裁的な政治を非難す

る。市民に対して組織だった抑圧行為が行われている。

政治的な理由で迫害や拘束を行っている。」と非難した。 

 

また、スペイン外務省は 

「スペインはベネズエラの民主主義と国会を攻撃する

新たな行為を非難する。」と声明を発表した。 

 

メキシコ政府も一連の行為について 

「民意によって組織された国会の権限を制限する行為

は違法である。政府の公権力は独立していなければなら

ない。」との声明を公表した。 

 

マドゥロ政権を強く非難する１２カ国で構成されるリ

マグループも 

「最高裁判所の決定はベネズエラ政府の公権力に独立

性がないことの証明で、民意により組織された国会の通

常のオペレーションを妨げるものである。国会への連帯

の意を示す。」と声明を発表した。 

 

リマグループはアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、

コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、

メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルーで構成されてい

る。 

 

 

 

 

「大統領 ボルヘス議長の逮捕を求める」           

 

マドゥロ大統領はタレク・ウィリアム・サアブ検事総長

に対して「国家への裏切り行為」の罪でフリオ・ボルヘ

ス国会議長を逮捕するよう求めた。 

 

マドゥロ大統領は以前からボルヘス国会議長が米国政

府に経済制裁を科すよう訴えていた人物で、ベネズエラ

経済を悪化させている原因だと非難している。 

 

これに対して、ボルヘス議長は「マドゥロ大統領こそが

無責任に国を借金漬けにし、飢餓を引き起こした国家へ

の裏切り行為だ。ベネズエラは約１，２００億ドルの借

金がある。彼らが盗んだ。彼らが国内産業を破壊し、死

者を出し、飢餓を増やし、悲惨な状況に追いやった。」

とツイッターに投稿している。 

 

 

 

「２０１８年の国会議長は新時代党議員か」              

 

２０１７年も２カ月を切った。国会は一年ごとに役員職

（国会議長、国会第一副議長、国会第二副議長）が交代

するのが決まりだ。 

つまり、２０１８年１月５日から新しい役員による国会

運営が始まる。 
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２０１５年に国会が発足した当初の約束では２０１８

年の国会議長は新時代党（UNT）になる予定だ。また、

国会第一副議長は発展進歩党（AP）所属議員になる。 

 

また、議員団の団長は大衆意志党（VP）。国会秘書長は

行動民主党の議員になる。次席秘書官は La CAUSA R

の議員になる。 

 

UNT と AP は政府との対話に積極的な政党だ。２０１

５年当初の約束通り、この２政党が国会を率いることに

なる場合、２０１８年の国会は方向性が大きく変わる可

能性がある。来年は大統領選が行われ、野党連合にとっ

ては極めて大事な一年になる。PJ や VP から両政党が

代表を務めることに非難の声が上がりそうだ。 

 

経 済                       

「債務再編についての専門家の見解」            

 

ベネズエラの経済調査会社エコアナリティカのアスド

ゥルバル・オリベロ氏は、マドゥロ大統領が発言した債

務再編について 

 

「２０１８年は大統領選の年だ。マドゥロ大統領は再選

を望んでおり、対外債務の返済を如何に減らすかを考え

ている。 

 

債務不履行、高インフレ、経済低迷が起きればベネズエ

ラ経済は極めて厳しい。ベネズエラは底にたどり着かな

い。どこまでも悪くなる。 

 

（PDVSA 社債２０１７年）債券を支払うが、債務再編

を求める。合理的ではないが、それがチャビスモだ。 

マドゥロ大統領の発言は漠然としており、様々な解釈が

出来る。言えることは債務が重いので、政権運営が厳し

くなっていることだ。 

 

 

現在ベネズエラが置かれている状況は複雑で、債務再編

は不可能だ。」と投稿した。 

 

また、アスドゥルバル・オリベロ氏は債券について「ベ

ネズエラ国債と PDVSA 社債の債券発行額は合計６２

０億ドルで、３０％はベネズエラ人。残りの７０％は米

国、カナダ、ヨーロッパに集中している。」と発言した。 

 

同じくエコアナリティカ社のアレンハンドロ・グリサン

ティ氏は 

「マドゥロ大統領は債務の支払いを停止（デフォルト）

するとは発言していない。借り換えと債務再編を行うと

発表した。しかし、金融市場はデフォルトへの第一歩と

認識した。 

もしデフォルトした場合、ベネズエラはクロスデフォル

ト条項が発動し、債券保有者からの訴訟を受ける。Citgo

や PDVSA 原油の差し押さえも起きるだろう 

 

また、大きな問題として国会の承認がないとベネズエラ

政府は債務再編ができない」とコメントした。 

 

「格付会社２社 ベネズエラ国債を格下げ」         

 

国債格付大手の S＆P社はベネズエラ国債の長期発行体

格付（外貨建）を CCC-から CC に下げた。 

 

前日１１月３日には Fitch Ratings がベネズエラ国債の

長期発行体格付（外貨建）を CC から C に下げている。 

 

「デフォルトする可能性がかなり高い」との定義に位

置する。 
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「原油価格は１バレル５２．９ドル」        

 

１０月３０日～１１月２日のベネズエラ産原油の平均

価格は３５０．７５人民元／バレル。ドル建てでは５２．

９ドル／バレルで前週の５０．７３ドルから２．１７ド

ル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４４．９６ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも９．８１ドル高

い。また、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．

３１ドル高い。 

 

 

 

社 会                       

「出入国管理庁 パスポート料金を値上げ」               

 

出入国管理庁（SAIME）は事前の通知なしにパスポート

の料金を改定した。 

 

パスポートの更新料金は５．１万ボリバルから１６．６

万ボリバルに値上げ。 

パスポート手続き時間を短縮する特別料金は６．７万ボ

リバルから２３．４万ボリバルに変更した。 

もし、パスポート更新で短縮サービスを申請する場合は

合計で４０万ボリバルが必要になる。 

 

 

また、パスポート期限を延長させる料金は９万７，８０

０ボリバルになった。ベネズエラは１１月１日から期限

が切れたパスポートを最大２年間延長する手続きを開

始した（「ベネズエラ・トゥデイ No.44」１０月９日付

の記事参照）。 

 

２０１７年１１月５日（日曜）             

政 治                        

「ゲバラ議員 チリ大使館に亡命申請」           

 

大衆意志党（VP）幹事長で国会第一副議長のフレディ・

ゲバラ氏はチリ大使館に亡命を申請した。ゲバラ氏は大

使公邸に到着し、チリ政府の保護下にある。 

 

大衆意志党はチリ政府およびチリ大使館に対してゲバ

ラ氏の受け入れを感謝する声明を発表した。 

 

チリ大使館は国会に任命された最高裁判所の判事５名

も大使公邸でかくまっていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.45」１０月１１日付の記事参照）。 

 

アレアサ外相やディオスダド・カベジョ制憲議員らは 

「ゲバラ氏は若者を駆り立て暴動を引き起こし、国の治

安を悪化させたが、自分に問題が起きると逃げ出す卑怯

者だ。」と非難している。 

 

このままゲバラ氏がチリに亡命した場合は、街頭での反

政府デモを主導する勢力が弱体化することになる。 

 

「釈放された政治家２名が市長選に出馬」         

 

第一正義党（PJ）と大衆意志党（VP）は早い段階で１２

月の市長選に参加しないと表明したが、一部の党員は市

長選に出馬申請をしている。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１０月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5bce9e1bd1ca1f874d95f4916b652ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed600949ed694985d45e0d2cf160d891.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed600949ed694985d45e0d2cf160d891.pdf
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１１月２日に解放されたヨン・ゴイコチェア氏は大衆意

志党に所属していたが、所属政党を発展進歩党（AP）に

鞍替えし、ミランダ州エルアティージョ市の市長選に出

馬申請を出していた。 

 

他、同じく１１月２日に解放されたデルソン・グアラテ

氏は大衆意志党から新時代党（UNT）に鞍替えし、アラ

グア州アリオ・ブリセーニョ・イラゴリー市に出馬申請

している。 

 

UNT 創始者のマニュエル・ロサレス氏も１０月３１日

に選挙への参加権を取り戻し、スリア州知事選に出馬し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.53」１０月３１日付の

記事参照）。 

 

選挙権を回復した政治家が次々と選挙参加を表明して

おり、偶然にしては不自然である。 

 

メリダ州リベルタドール市長のフランシスコ・メレロ氏

は PJ 所属の政治家だが、リベルタドール市の市長選に

出馬している。PJ は同氏を政党から除名すると発表し

ている。 

 

また、エリアス・サジェ氏も第一正義党（PJ）に所属し

ているがエルアティージョ市に出馬申請をしている。PJ

はサジェ氏に対して政党からの除名処分を下した。その

後、サジェ氏はキリスト社会党（Copei）に鞍替えした。 

 

「米国商務省長官 PDVSA 取引企業の株式保有」         

 

米国政府がベネズエラ政府および PDVSA に対して制

裁措置を採ったが、同国の商務省長官が PDVSA を主要

顧客としている会社の株式を保有していることが話題

になっている。 

 

 

 

同情報はパラダイス文書として有名な法律事務所アッ

プルビー（Appleby）による情報流出で判明した。 

 

米国商務省のウィルバー・ロス長官はロンドンが本社の

船会社 Navigator Holdings の株式を保有している。 

 

２０１６年、同社の収入総額の２０％は PDVSA からの

売り上げだった。 

PDVSA の元企画長は「犯罪者と取引することは良くな

いことだと思う。彼らは価値や原則よりも商売を優先す

る人々だ。」と皮肉を述べている。 

 

経 済                       

「GM 工場 アジア企業と売却について交渉」            

 

GM はスリア州の Centro Mercantil Automotriz Latina

社に訴訟を起こされ、カラボボ州バレンシアの組み立て

工場の差し押さえを命じられた。GM は同措置を受けて

ベネズエラからの撤退を発表している。 

 

Centro Mercantil Automotriz Latina 社のペドロ・パロ

マ氏は、この差し押さえられた工場について、アジア企

業との話合いを行っており、金額交渉まで話は進んでい

ると話した。また、本件については産業、運輸、企画相

など多くの省庁にまたがり話を進めていると語った。 

 

GM のバレンシア工場は月産４，０００台の生産能力が

ある。 

 

「公務員の賞与は基本給１２０日分」         

 

特別官報４１，２７０号で公務員には１２０日分の賞与

を支給すると発表した。２０１７年１１月１日時点の給

料をベースに賞与が算出される。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b9f711e0d6068163339fdcf5f97781a.pdf
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賞与の支払いは２回に分ける。１回目の賞与は１１月１

５日までに６０日分、２回目の賞与は１２月１５日まで

に６０日分を支給する。 

 

社 会                       

「１１月５日 先住民グアイカイプーロ命日」          

 

１５６８年１１月５日はベネズエラ先住民の長グアイ

カイプーロが亡くなった日だ。２０１７年で４４７年が

経過する。 

 

ベネズエラの１０ボリバル札と２，０００ボリバル札に

はグアイカイプーロの顔が乗っている。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行“先住民グアイカイプーロ” 

 

参考までに過去に筆者が書いたグアイカイプーロに関

する記事を紹介したい。 

 

 

 

 

ベネズエラでのスペイン人による侵略の過程は原住民

との闘争の過程でもある。 

 

カラカス南部に住むテケス人の指導者グアイカイプー

ロはスペイン人と激しい攻防を展開し、一時はスペイン

人を撃退したと言われている。しかしスペイン人による

2 度目の侵攻で敗北した。 

 

グアイカイプーロは植民地支配をすすめたエリート階

層への抵抗を体現した人物である。故チャベス大統領が

掲げるエリート層からの富の再分配とシンクロするも

のでベネズエラでは英雄化されている。 

 

同国の１０ボリバル札および２，０００ボリバル札には

同氏の顔写真が印刷されている。 

 

 

以上 


