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（写真）Colprensa “「コロンビア革命軍（FARC）」幹部ヘスス・サントリッチ氏 ベネズエラで死亡” 

 

 

２０２１年５月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「カプリレス元知事 トランプ前大統領を痛烈批判 

～トランプがいなければ選挙は機能する～」 

「マルケス新 CNE 役員 次の選挙はある程度透明」 

「フレディ・ゲバラ議員 選挙参加もあり得る」 

「シモノビス氏 グアイド政権グループから離脱」 

「El Nacional 本社 メディア大学として使用？」 

「チリ 憲法改定選挙で与党勢力が伸び悩み」 

経 済                     

「PDVSA ポルトガル企業に４０００万ドル」 

「バルキシメト～プエルトカベジョ 地上鉄道再開」 

２０２１年５月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「FARC ヘスス・サントリッチ氏が死亡 

～実行犯は離反部隊？ベネズエラ軍？～」 

「行政監査総長 公職選出馬禁止措置を支持」 

「野党議員 Covid-１９感染で死亡 与党を非難」 

経 済                    

「CITGO コロンビアからの原油調達６５％減」 

「与党議員 ラグアイラで輸出促進策を協議」 

「CENDAS-FVM ４月の基礎食糧費３２１ドル」 

社 会                    

「大手食品会社ポラール 新商品を続々投入」 
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２０２１年５月１７日（月曜）             

政 治                       

「カプリレス元知事 トランプ前大統領を痛烈批判    

  ～トランプがいなければ選挙は機能する～」       

 

５月１７日 スペイン系メディア「El Pais」は、「第一

正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知

事のインタビュー記事を公開した。 

 

その中で、カプリレス元知事は、トランプ政権を痛烈に

批判している。 

 

カプリレス元知事は、インタビューで 

「新たな『選挙管理委員会（CNE）』役員は、過去２２

年で最も悪くないメンバーになっている。」 

と言及。選挙への信頼を回復させ、選挙を通じて政権交

代を目指す必要性を説いた。 

 

この主張を受けて、記者から「どうして過去はダメで、

今は選挙で変えることができるのか？」との質問を受け

ると 

 

「トランプがいないからだ。」と回答。 

「トランプ政権下で、米国政府の影響を非常に強く受け

ることになり、ベネズエラの野党はとても複雑になった。 

 

国連の世界食料計画からの支援をベネズエラに送ると

いうテーマでも野党内で非常に激しい衝突があった。 

 

あるグループは、食料がベネズエラに入ることはマドゥ

ロに酸素を与えることだと考えていた。医薬品がベネズ

エラに入ることはマドゥロに酸素を与えることだと考

えていた。しかし、窒息したのはマドゥロではなく、国

民だ。」 

と回答。 

 

続けて、 

「野党の分裂がひどい理由は、それだけ野党に深刻な問

題があるからだ。 

 

本来政府は国民の生活を改善させるものでなければな

らない。野党がしてきたことはマドゥロを弱体化させる

ものではなく、国民を弱体化させるものだ。ガソリン・

食料・医薬品がなくなってもマドゥロは国を去らない。 

 

トランプが米国の政権に就いていた当時、この考えを口

にすることは米国への攻撃と認識された。誰もトランプ

政権に逆らおうとしなかった。 

 

ベネズエラ国内に住むベネズエラ人からすれば、トラン

プの方針は無駄なものだった。トランプの方針はフロリ

ダ州の票を得るために有益だっただけで、ベネズエラの

国を考えた行動ではなかった。」 

との考えを示した。 

 

筆者もカプリレス元知事と同じ認識だが、野党政治家と

してここまでトランプ前大統領を批判してしまって良

いのかは難しいところだ。 

 

少なくとも、グアイド政権はトランプ政権の方針を１０

０％反映した政権であり、グアイド議長との協調が困難

になる可能性がある。 

 

また、カプリレス元知事はグアイド議長が発表した「国

家救済合意」の提案を歓迎すると言及。 

 

「今週末にグアイド議長と協議を行う予定だ。グアイド

議長は方針を変えたと考えている。」と述べた。 
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「マルケス新 CNE 役員 次の選挙はある程度透明」         

 

５月１７日 与党国会が任命した「選挙管理委員会

（CNE）」の副代表に就任したエンリケ・マルケス氏は、

１１月２１日に予定されている州知事選・市長選につい

て「ある程度透明と言える選挙だ」との見解を示した。 

 

また、「与野党交渉が実現し、近いうちに野党政治家の

公職選への出馬禁止が解除されることを願っている」と

言及。 

 

他、選挙の参加率が低い理由について 

「CNE に対する信頼がないことだけが有権者が投票に

参加しない理由ではない。選挙の信頼を失わせるために

野党の政治家が投票しないようキャンペーン活動を行

っていることも原因だ。」 

と述べた。 

 

「フレディ・ゲバラ議員 選挙参加もあり得る」                  

 

５月１７日 「大衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ

議員は、与野党協議について言及。新たな協議は外国で

行われるだろうとの見解を示した。 

 

また、「今後数カ月の動きによっては野党が１１月の選

挙に参加する可能性もある。」と言及。 

 

グアイド議長は１１月の選挙の参加には懐疑的な意思

を示していたが、その方針を戻した印象だ。 

 

また、グアイド議長は、交渉のテーマについて 

「大統領選・国会議員選・州知事選・市長選のスケジュ

ールの合意」と発表していたが、ゲバラ議員は与野党交

渉のテーマについて「州知事選・市長選のスケジュール

で合意する」と説明。大統領選・国会議員選については

特に言及しなかった。 

 

なお、交渉に関する議論が挙がり始めてからフレディ・

ゲバラ議員がメディアに度々登場している。 

 

個人的には、ゲバラ議員がグアイド政権の交渉窓口にな

る可能性もあると考えているが、ゲバラ議員自身は 

「私はパスポートも持っていない。外国での交渉には参

加できない」と述べており、交渉窓口になる可能性につ

いて否定している。 

 

「シモノビス氏 グアイド政権グループから離脱」         

 

５月１７日 グアイド政権下で情報戦略特別アドバイ

ザーを務めていたイバン・シモノビス氏が辞職した。 

 

シモノビス氏は、２００２年４月に起きた故チャベス政

権へのクーデターに関与したとして２００４年に逮捕

され、懲役３０年の判決を宣告されていた。 

 

２０１４年に自宅軟禁措置に切り替わったが、１９年５

月に自宅を脱出（「ベネズエラ・トゥデイ No.292」）。 

米国に亡命し、そこでグアイド政権の情報戦略特別アド

バイザーとして活動していた。 

 

辞職の理由は明らかにされていないが、彼は急進的な思

想を持っており、「国家救済合意」を提案したグアイド

政権と方針が合わなくなったことが理由と考えらえる。 

 

 

（写真）Maduradas 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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「El Nacional 本社 メディア大学として使用？」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.600」で紹介した通り、野

党系メディア「El Nacional」本社が、ディオスダード・

カベジョ PSUV 副党首への賠償金支払いのため差し押

さえられた。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のタニア・

ディアス議員は、「El Nacional」本社をメディア系の大

学にすることを検討していると言及した。 

 

つまり、野党系メディアの本拠点と言われる「El 

Nacional」を与党系のメディアを教える大学にしようと

しているということになる。「El Nacional」にとっては

屈辱だろう。 

 

カベジョ PSUV 副党首も「El Nacional」本社を差し押

さえた暁には、そこを大学にすると述べており、実現す

る可能性は高そうだ。 

 

「チリ 憲法改定選挙で与党勢力が伸び悩み」                  

 

５月１５日～１６日にかけて、チリで新憲法を作るため

の制憲議会選挙が実施されていた。５月１７日 開票率

９９．９１％時点の結果が公表された。 

 

選挙の結果、１５５議席のうち４８議席は独立系の無所

属候補が当選。最大グループとなった。 

 

一方、現在の与党系の候補は票が伸び悩み３７議席。 

新憲法草案について、大きな影響力は行使できない見通

し。 

 

中道左派は２５議席、急進左派は２８議席となった。 

また、先住民枠として１７議席が確保されている。 

 

 

基本的には独立系の候補が新憲法草案をリードする形

が、独立系はまとまった団体ではないので、取りまとめ

が容易ではなく、新憲法作成は困難なものになりそうだ。 

 

経 済                        

「PDVSA ポルトガル企業に４０００万ドル」           

 

ニューヨーク南部地区裁判所は、ポルトガル企業

「Cimontubo」の訴えを認め、PDVSA に対して４００

０万ドルを支払うよう命じた。 

 

「Cimontubo」は、過去行った石油パイプラインの設置

工事費の不払いを理由に PDVSA を提訴していた。 

 

「Cimontubo」の訴えによると、PDVSA は 3，５７２

万ドルを滞納していたという。 

 

PDVSAは制裁により支払いができていないと主張して

いたが、その主張を正当化するためには銀行に送金を試

みた履歴を PDVSA が証明する必要があった。 

 

しかし、証明できる書類が PDVSA 側から提示されなか

ったため、判決に至ったという。 

 

４０００万ドルは不払い費用に加えて、弁護士費用、延

滞利息などを加算したもの。 

 

「バルキシメト～プエルトカベジョ 地上鉄道再開」                  

 

ララ州のバルキシメトからアラウレを経由し、カラボボ

州のプエルトカベジョまでを結ぶ地上鉄道の路線「シモ

ン・ボリバル区間」の稼働が再開しており、鉄道で輸出

用の農産品がプエルトカベジョに送られているという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
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イポリト・アブレウ陸運相は、自身のツイッターに 

「同鉄道でララ州から４０コンテナ、１，００４トンの

農産品がベトナム、トルコ、シンガポール、香港、米国

に輸出される」 

と投稿した。 

 

 

（写真）イポリト・アブレウ陸運相 

 

２０２１年５月１８日（火曜）              

政 治                       

「FARC ヘスス・サントリッチ氏が死亡            

    ～実行犯は離反部隊？ベネズエラ軍？～」        

 

５月１８日 コロンビアのディエゴ・アポンテ国防相は、

「コロンビア革命軍（FARC）」の Seuxis Hernandez-

Solarte 氏（通称、ヘスス・サントリッチ）がベネズエラ

で死亡したと発表した。 

 

サントリッチ氏が亡くなったという点では、どの報道も

一致しているが、誰に殺害されたかは報道が一致してい

ない。 

 

 

最も有力と思われる報道は、FARC の離反グループ、ヘ

ンティル・ドゥアルテ氏の一派がサントリッチ氏を襲撃

し殺害したというもの。 

 

報道によると、５月１７日の夕方６時頃、サントリッチ

氏がアプレ州を車で移動中に待ち伏せしていたドゥア

ルテ氏一派に攻撃され亡くなったという。 

 

マドゥロ政権の軍部がサントリッチ氏を殺害したとの

説も報じられている。 

 

特に現在アプレ州でマドゥロ政権が衝突している

FARC の離反グループとされるメンバーは、ベネズエラ

の軍人８名を誘拐しており、８名を解放する代わりにサ

ントリッチ氏を引き渡すよう求めていたという。 

 

ただし、マドゥロ政権はサントリッチ氏を匿っていたと

認識されており、もしそうだとすれば報道とつじつまが

合わない。 

 

 

（写真）La semana 

“写真左ヘンティル・ドゥアルテ氏、右がヘスス・サン

トリッチ氏” 
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「行政監査総長 公職選出馬禁止措置を擁護」           

 

５月１８日 エルビス・アモロソ行政監査総長は、 

「世界中どの国でも自国の治安を不安定化させようと

する政党は存在しない。ベネズエラ人の殺害に参加しよ

うとする政党は当然存在しない。」と言及。 

 

社会を不安定化させ、汚職を行った政治家は公職選出馬

の禁止措置を受けるのが妥当との見解を示した。 

 

また、 

「私は政党の利害を理由に人が生きたまま焼かれるの

を見た。ある政党はその犯罪を支持した。このような政

党をベネズエラ人が認めてはいけない。 

 

現在、政治活動が認められていない政党は国家に対する

反逆を企てた。刑務所に入るのがふさわしい。」 

と言及。 

 

加えて、ファン・グアイド議長、フリオ・ボルヘス PJ 幹

事長について、高級ヨット、高級マンションを所有して

いると指摘。「両名の汚職は明らか」とした。 

 

５月１１日 グアイド議長は「国家救済合意」を提案。 

 

提案の中には、一部の野党政治家の公職選出馬禁止を解

除することも含まれている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.598」）。 

 

この提案について、「野党政治家の出馬禁止措置を解除

する意思はない」と間接的に示していると思われる。 

 

 

 

 

 

 

「野党議員 Covid-１９感染で死亡 与党を非難」           

 

５月１４日 野党議員 Yolanda Tortolero 氏が Covid-１

９に感染し亡くなった。Tortolero 氏は「新時代党

（UNT）」に所属する議員だった。 

 

５月１８日  グアイド議長は自身のツイッターで

Tortolero 氏の死亡について触れ 

「Yoland Tortolero 議員の家族に哀悼の意を示す。ワク

チンは全てのベネズエラ人にとって緊急的に必要なも

のだ。現状はワクチン接種の計画も存在しない。彼らは

ワクチン調達を妨害している。これは犯罪行為だ。」 

と投稿した。 

 

ただし、カプリレス元知事が指摘しているように、グア

イド政権は、「ベネズエラの国内情勢を改善させること

がマドゥロを延命させることにつながる」と考え、経済

制裁を強化し、人道支援に積極的ではなかったはずだ。

マドゥロ政権にも責任はあるが、グアイド政権にも責任

があることも受け入れなければ対話は成立しない。 

 

 

（写真）ファン・グアイド議長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
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経 済                       

「CITGO コロンビアからの原油調達６５％減」            

 

エネルギー専門メディア「Petroguia」は、CITGO のコ

ロンビアからの原油輸入量が減っていると報じた。 

 

２１年１月～２月に CITGO がコロンビアから調達し

た原油量は、平均で日量２万５，８６６バレル。 

 

一方、１年前に CITGO がコロンビアから輸入した原油

量は日量８．３万バレルで、この１年間で６５％減少し

たという。 

 

関係者の情報によると現在 CITGO は米国とカナダか

らの原油調達を増やしているという。 

 

「与党議員 ラグアイラで輸出促進策を協議」         

 

５月１８日 与党国会の経済財務委員会メンバーは、ラ

グアイラ商工会議所の代表らと会合。 

 

「経済特別地域法」について協議。投資と輸出を増やす

ための方策について検討した。 

 

経済財務委員会のヘスス・ファリア委員長は、中国・ベ

トナム・ロシアなどの経済モデルを参考にし、投資の信

頼と税制の優遇措置を講じ、国内産業を活性化させると

説明した。 

 

また、マドゥロ大統領の息子のニコラス・マドゥロ・ゲ

ラ議員（経済財務委員会の副委員長）は、ベネズエラ企

業と国民にとって Win-Win な関係になるような仕組み

づくりをすると言及。生産活動に必要な人材を育成する

ための教育施設を経済特別区に設置するとした。 

 

 

 

他、外国からの投資について「欧州、アフリカ、ベトナ

ム、日本から投資を受け入れ、新たな経済モデルを作り

たい」と述べた。 

 

「CENDAS-FVM ４月の基礎食糧費３２１ドル」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２１年４月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送

るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２１年４月の基礎食料費は

先月比３１．１％増の BsS.８０３，３７２，６１０。 

先月のインフレ率は１４．４％だったので、インフレが

加速したことになる。 

 

４月の平均レート（１ドル BsS.２５０万）でドルに換算

すると３２１，３４ドルになる。２１年３月の基礎食料

費は３２３．４ドルだったので、ドル建てで見ると先月

よりやや低くなっている。 
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社 会                       

「大手食品会社ポラール 新商品を続々投入」            

 

ベネズエラの大手食品メーカー「ポラール」は、２つの

新商品を発表した。 

 

１つ目は「Yukeys」というマンゴーオレンジ味ジュース。 

２つ目は「Margarita」というブランド名のツナ缶。 

 

ポラールは、３月にも３つの新商品を発表しており、精

力的に商品（パームオイル「Primor」、パッションフル

ーツ味のジュース「Konga」、バニラ味、チョコレート味

のアイスクリーム「Efe」２リットルサイズ）を開発し

ている。 

 

経済がドル化したことで為替リスクがなくなったため、

生産コストと利益の見通しが立てやすくなったと思わ

れる。国民の購買力は著しく低くなったが食料販売ビジ

ネスは可能な環境になっているのかもしれない。 

 

 

 

 

（写真）Polar 

“新商品「Yurkeys」と「Margarita」” 

 

以上 


