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（写真）大統領府 “４月２７日 与党重鎮アリストブロ・イストゥリス教育相（享年７４歳）が逝去” 

 

 

２０２１年４月２８日（水曜） 

 

政 治                     

「副大統領など務めた現教育相が逝去 

～大臣の逝去 この２週間で二人目～」 

「大衆意思党 与党内通者とされる党員を除名 

～グアイド政権の在ボリビア・ベネ大使経験者～」 

経 済                     

「２０年の自動車組み立て台数は１０７台 

～２１年第１四半期の組み立て台数は１台～」 

「２１年第１四半期 自動車販売台数は４３５台」 

「CENDA ３月の基礎食糧費は２２６．６ドル」 

「通貨切り下げ（デノミ） ２１年中に実施か」 

２０２１年４月２９日（木曜） 

 

政 治                    

「与党国会 １０日以内に CNE 役員を決める」 

「ロドリゲス議長 中国常務委員長と協議」 

「米国 マドゥロ政権の汚職資金の利用法検討」 

「政治犯 Gerardo Cerrero 氏 条件付きで解放」 

「米国 ベネズエラ・メディアへの支援を発表」 

「野党系ジャーナリスト カボベルデで逮捕？」 

経 済                    

「PDVSA 職員１０名 燃料の違法売却で逮捕」 

社 会                    

「トリニダードトバゴへの不法移民 １２名死亡」 
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２０２１年４月２８日（水曜）             

政 治                       

「副大統領など務めた現教育相が逝去            

    ～大臣の逝去 この２週間で二人目～」       

 

４月２７日深夜 デルシー・ロドリゲス副大統領は、与

党重鎮アリストブロ・イストゥリス教育相（７４歳）が

逝去したと発表した。 

 

イストゥリス教育相は、２０１６年～１７年には副大統

領も務めたチャベス政権時代からの与党重鎮だった。 

 

イストゥリス教育相は、１９４６年１２月２０日にミラ

ンダ州で生まれた。 

 

教員大学を卒業し、小学校教師になったが、教員を辞職

し政治家になる。 

 

政治家としてのイストゥリス氏の最初のキャリアは、現

在マドゥロ政権と強く対立している「行動民主党（AD）」

だった。 

 

その後、AD の方針に異を唱え、１９７１年に「LCR」

を発足した。なお、現在「LCR」は主要野党に属してお

り、与党 PSUV と対立している。 

 

イストゥリス氏の政治方針を大きく変えたのは、１９９

２年２月に故チャベス元大統領（当時は空軍中佐）が起

こしたクーデター未遂事件。 

 

チャベス中佐（当時）は、当時のラファエル・カルデラ

大統領（行動民主党（AD）所属）を失脚させるため、

クーデターを実施。 

 

クーデターは失敗したが、イストゥリス氏はクーデター

を行ったチャベス中佐を擁護。 

この事件をきっかけにイストゥリス氏は、徐々に与党寄

りの政治スタンスを強めていくことになる。 

 

１９９２年１２月に行われたリベルタドール市長選で

当選し、１９９６年までリベルタドール市長を務めた。 

 

そして、１９９６年に「LCR」を離れ、中立派（やや与

党寄り）の政党「PPT」を組織。１９９８年１２月の大

統領選では故チャベス大統領を支持した。 

 

その後、国会議員（２０００年～１２年）、アンソアテ

ギ州知事（１２年～１６年）、副大統領（１６年～１７

年）、制憲議会第１副議長（１７年～１８年）、コミュー

ン相（１８年）、教育相（１８年～現在）と与党政治の

第一線で活動した。 

 

イストゥリス教育相の死因は、心臓の疾患。 

２週間ほど前から容体が悪化しており、亡くなった当日

は大規模な手術を行っていたという。 

 

なお、グアイド政権からはイストゥリス教育相の逝去に

ついて特段のコメントはないが、「第一正義党（PJ）」の

カプリレス元ミランダ州知事は、ツイッターで 

「イストゥリスの家族に対して哀悼の意を表明する。彼

は９０年代後半からの知人で、政治的な違いの中でも尊

重した関係にあった。魂の平和を祈る。」と投稿。 

 

他にも「野党統一連合（MUD）」の幹事長を務めていた

ラモン・アベレド氏、「発展進歩党（AP）」のヘンリー・

ファルコン党首らが哀悼の意を表明している。 

 

また、日本企業の関心テーマから外れていると思ったの

で記事で紹介しなかったが、４月１５日にマドゥロ政権

で社会環境相を務めていたオスワルド・バルベラ大臣が

逝去していた。過去記事を確認した限り、死因は分から

なかった。 

この２週間で２人の大臣が亡くなっていることになる。 
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（写真）与党国会 

“アリストブロ・イストゥリス教育相の葬儀” 

 

「大衆意思党 与党内通者とされる党員を除名     

 ～グアイド政権の在ボリビア・ベネ大使経験者～」         

 

４月２７日 「大衆意思党（VP）」は、党の原則と価値

観に違反し、信頼を損なった」として、党員ウィンスト

ン・フローレス議員を除名すると発表した。 

 

ボリビアでヘアニネ・アニェス氏が暫定大統領を務めて

いた際、アニェス政権はグアイド政権をベネズエラの政

府と認識していた。 

 

その際、グアイド政権はウィンストン・フローレス議員

を在ボリビア・ベネズエラ代表大使として派遣していた。 

 

VP がフローレス議員を除名した理由は明確になってい

ないが、「フローレス議員が与党の内通者だった」とい

う可能性が高い。 

 

２０年６月にフローレス議員は、在ボリビア・ベネズエ

ラ代表大使から「アンデス共同体（CAN）」のベネズエ

ラ代表に任命されたが、当時からフローレス議員が内通

者ではないかとの噂は存在していた。 

 

また、４月１３日にホルヘ・ロドリゲス議長が、グアイ

ド政権の２１年度予算の詳細について暴露したが、この

情報は会議中の出席者の音声まで録音されていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.586」）。 

 

録音にはしゃべる声だけではなく、衣類が擦れる音、息

遣い、筆記する音なども入っており、盗聴ではなく、会

議にいた誰かが録音したと考えるのが普通と思えるよ

うな雑音が入っていた。 

 

この録音はフローレス議員が行ったものだったのかも

しれない。 

 

なお、フローレス議員は VP の決定を拒絶。 

「裏切者だという証明を見せろ」 

と反論している。 

 

経 済                        

「２０年の自動車組み立て台数は１０７台        

 ～２１年第１四半期の組み立て台数は１台～」           

 

「ベネズエラ自動車部品協会（Favenpa）」のオマール・

バウティスタ代表は、経済系メディア「Bancaynegocios」

の取材に対応。 

 

２０２０年のベネズエラ国内の自動車組み立て台数に

ついて１０７台だったと言及した。 

 

また、２０２０年第１四半期の自動車組み立て台数は８

６台だったが、２０２１年第１四半期の組み立て台数は

たった１台まで減ったと指摘。 

 

なお、２０１０年には１０万４，３５７台を組み立てて

いたとして、国内自動車産業が著しく衰退したと訴えた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
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自動車産業の衰退について、マドゥロ政権が国内産業を

促進せず、輸入促進策を行っていることが理由の１つと

指摘。 

 

２０１９年に国内生産工業省は、個人利用の中古自動車

の輸入を許可。また、２０１８年からは自動車部品の輸

入関税をゼロにすることで、国内産業の競争力を失わせ

たと訴えた。 

 

バウティスタ代表は、個人利用の中古車輸入の多くは実

際のところ販売目的で輸入されており、彼らは税金など

を支払わずに取引をしていると主張した。 

 

「２１年第１四半期 自動車販売台数は４３５台」         

 

Favenpa のオマール・バウティスタ代表は現地メディア

「Tal Cual」の取材に応じ、ベネズエラの自動車販売状

況について説明した。 

 

バウティスタ代表は、２１年第１四半期の国内産自動車

の販売台数は４３台で、２０年第１四半期と比べて４

３％減少したと説明した。 

 

一方、輸入車は比較的売れており、２１年第１四半期で

３９２台の自動車が販売されたという。 

 

つまり、２１年第１四半期の自動車販売台数は合計で、

４３５台ということになる。 

 

バウティスタ代表は、１５年前には国内の自動車販売台

数は５０万台だったこともあると説明。この１５年で国

内の自動車販売台数は著しく減少したと述べた。 

 

また、ベネズエラの電気自動車の販売状況についても言

及。カラカスや地方都市では電気自動車が売られており、

金額は１．７万～２．５万ドル程度。 

 

比較的売れているという。 

 

なお、電気自動車はコロンビア、イタリア、コスタリカ、

米国から輸入されている。 

 

ベネズエラは、ガソリン、ディーゼル燃料が不足してお

り、電気自動車は１つのオプションになり得るが、電気

の供給も不安定ではある。 

 

「CENDA ３月の基礎食糧費は２２６．６ドル」                  

 

物価の調査をしている民間団体「CENDA」は、２１年

３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。 

 

なお、ベネズエラには「CENDAS-FVM」と「CENDA」

の２つの物価観測団体があり、「CENDA」の方がより大

衆向け（可処分所得の少ないグループ）に向けた価格調

査を行っている。 

 

CENDA によると、２１年３月の基礎食料費は先月比６．

８％増の BsS.４２９，４７１，８０８．６２。 

なお、２月のインフレ率は１５．１％だった。 

 

「CEDAS-FVM」の調査結果と同じく、ベネズエラの水

準から考えると、この２カ月ほどは比較的インフレ率は

落ち着いている（「ベネズエラ・トゥデイ No.589」）。 

 

「Dolar Today」の３月の平均レート（１ドル BsS.１，

８９５，１９８．０５）でドルに換算すると２２６．６

ドル。 

 

２１年２月の基礎食料費は２２１．７ドルだったので、

ドル建てで見るとやや物価が上がったことになる。 
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「通貨切り下げ（デノミ） ２１年中に実施か」                  

 

４月２９日時点の「Dolar Today」の並行レートは１ド

ル BsS.２８５万。 

 

１カ月前の３月２９日は、１ドル２００万だったので、

この１カ月で４２．５％上昇したことになる。 

 

為替レートの上昇は、インフレを引き起こし、ボリバル

通貨の価値を低下させる。 

 

ベネズエラの経済学者アスドゥルバル・オリベロ氏は、

「近いうちにマドゥロ政権は、デノミネーションを発表

するだろう」と述べた。 

 

「デノミネーション」とは、通貨単位の切り下げのこと

で、例えば現在の１０００ボリバルを、今後は１ボリバ

ルと表記するように変更するなど。単に値段の表示単位

を切り下げることを意味する。 

 

慢性的なインフレにより、商品の金額に多くのゼロがつ

くようになり、商品によってはボリバルで表示しようと

すると天文学的な数字になる。 

 

あまりゼロが多いと金融システムにも悪影響をあたえ

るため、ベネズエラのようなインフレ率が高い国では、

定期的にデノミネーションを行う必要がある。 

 

ベネズエラでは、２００８年と２０１８年に２度のデノ

ミネーションを行っている。 

 

２０１８年にデノミネーションが行われた時の並行レ

ートは１ドル BsF.６００万だった。 

 

現在は１ドル BsS.２８５万だが、この勢いなら２０２

１年中にBsS.６００万を超えることはほぼ確実だろう。 

 

なお、デノミネーションには、金融システムを変更する

など、それなりの準備期間が必要だ。 

 

オリベロ氏は、デノミネーションに必要な準備期間は３

カ月と推測している。 

 

２０２１年４月２９日（木曜）              

政 治                       

「与党国会 １０日以内に CNE 役員を決める」        

 

「選挙管理委員会（CNE）」役員の任命作業が佳境を迎

えている。 

 

与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は「１０日以内に新

たな CNE 役員を任命する」と発言。 

 

また、与党国会で野党議員として活動をしているグレゴ

リオ・コレア議員は「４月２９日に新役員が決まる可能

性がある」と発言。 

 

いつ新役員が任命されても不思議ではない状況になっ

ている。 

 

CNE 役員が誰になるかで野党が２１年に予定されてい

る州知事選・市長選に参加するかどうかが決まると言わ

れている。 

 

なお、新たに任命される CNE 役員の任期は７年間。 

与党としては今回の CNE 役員は正当なプロセスで任命

された役員と認識しており、今後７年間は役員が変わら

ない可能性もある。 

 

仮に野党が CNE 役員の任命に納得できず、今後７年間

役員が変わらない場合は、２０２４年に予定されている

次の大統領選にも野党は参加しない可能性が高くなる。 

ベネズエラにとって極めて重要な任命作業と言える。 
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ロドリゲス議長は、野党に対して「唯一の政権交代の手

段は投票を通じた国民の意思表明だけだ。」と警告。 

 

「憲法に則った対話の道を選ぶか、再び誤った道を選ぶ

かを決める時だ」と述べた。 

 

「ロドリゲス議長 中国常務委員長と協議」           

 

与党のロドリゲス国会議長と中国の栗戦書（りつせんし

ょ）全国人民代表大会常務委員長は、インターネットで

会談を実施。組織間の友好的な関係を強化することで合

意した。 

 

ロドリゲス国会議長は 

「我々が経済妨害や金融封鎖など外国の暴力に直面す

るたびに中国は我々に救いの手を差し伸べてくれる。」 

と中国に感謝の意を示した。 

 

これに対して、栗委員長は 

「困難な状況において、我々はベネズエラを支援する。」 

と応じた。 

 

他、以下の点について共通の認識を確認したと報じられ

ている。 

 

１．米国の制裁を拒絶する 

２．二国間の協力関係を発展させる 

３．中国とベネズエラの議会の友好グループ「Grupo de 

Amistad Interparlamentario」を組織する。 

４．両国の自国主権を擁護する。 

５．Covid-１９の対応で協力する。 

 

 

 

 

 

 

「米国 マドゥロ政権の汚職資金の利用法検討」         

 

４月２９日 共和党のテッド・クルーズ議員とマルコ・

ルビオ議員は「国家資産の責任のある保護法（PANA）」

という法案を提案した。 

 

クルーズ氏の説明によると、この法律はベネズエラの汚

職政治家の資産をベネズエラ国民のための使用する法

律で、グアイド政権はこの法案を支持している。 

 

グアイド政権のカルロス・ベッキオ在米ベネズエラ代表

大使は、 

「我々は２０１９年から、マドゥロ政権の汚職犯の口座

を閉鎖し、米国がグアイド政権と協力し、新たな基金を

運営することを提案していた。この基金はベネズエラの

人道支援、Covid-１９対応、将来のベネズエラの再構築

に使用される。」 

と説明した。 

 

また、この資金は「ベネズエラ再構築基金」に預けられ、

国務省が管理し、ベネズエラの民主主義のために使用さ

れるという。 

 

マドゥロ政権の汚職資金をベネズエラ国民のために使

用するのは賛成だが、ベネズエラに住むベネズエラ国民

を支援するにはマドゥロ政権との協議が必要だ。 

 

協議をしないのであれば、ベネズエラ国民のために汚職

資金を使用することはできない。 

 

また、米国の国務省が使用用途を決めるのはおかしいだ

ろう。 
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「政治犯 Gerardo Cerrero 氏 条件付きで解放」         

 

４月２９日 マドゥロ政権は、野党活動家の Gerardo 

Cerrero 氏を条件付きで解放した。 

 

Cerrero 氏は、２０１４年に「大衆意思党（VP）」のロ

ペス党首が主導した学生を中心とする抗議行動に参加

したことで拘束され、３年間拘束されていた。 

 

また、Carrero 氏は、マドゥロ政権の倒壊を計画するラ

ウル・バドゥエル元国防相の娘アンドレイナ・バドゥエ

ル氏と結婚しており、今回の拘束についても「家族に対

する嫌がらせ」とマドゥロ政権を非難している。 

 

Cerrero 氏は、解放されたものの国外に移動することは

禁止されており、引き続き捜査に協力する必要がある。 

 

なお、バドゥエル元国防相の息子のアドルフォ・バドゥ

エル氏は、２０年５月に起きた「Gedeon Operation」に

参加したことで、マドゥロ政権に拘束されている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.441」）。 

 

 

（写真）人道団体「Foro Penal」 

“解放された Gerardo Cerrero 氏（左側の男性）” 

 

 

 

 

「米国 ベネズエラ・メディアへの支援を発表」         

 

米国のアントニー・ブリンケン外相は、報道関係者らに

対して、ベネズエラのメディアに対する支援を行うと発

表した。 

 

ブリンケン外相は 

「ベネズエラの政権は、国内の Covid-１９問題を含め

て情報アクセスを制限している。 

 

民主主義国として、報道の自由を支援し、尊重する必要

がある。我々は改めて現地当局に対して、拘束している

記者らの解放を求めると同時に、彼らの活動を保証する

よう求める。 

 

我々はベネズエラ国民の情報アクセスを拡充するイニ

シアティブを予定している。これらは伝統的な情報ツー

ルの拡充、記者の育成、記者の支援などを含む。」 

と説明した。 

 

マドゥロ政権がメディアを攻撃する政府であることに

異存はないが、米国がベネズエラ問題に従事するメディ

アに支援をするならば十分な透明性が必要だ。 

 

もし米国が、マドゥロ政権を非難すると同時に、米国の

方針を批判できる中立的な記者を育てるのであれば問

題ないだろうが、実際のところは米国の方針に同調する

記者しか支援しないだろう。 

 

そうであれば、本当の意味で報道の自由を擁護している

わけではなく、メディア操作目的の行動と言われても仕

方ないだろう。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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「野党系ジャーナリスト カボベルデで逮捕？」         

 

４月２９日 マドゥロ政権のテスタフェロ（政府関係者

などの資金隠しに協力する人物の総称）とされるアレッ

クス・サアブ氏が拘束されているカボベルデでベネズエ

ラ人記者のロベルト・デニス氏が逮捕された。 

 

デニス記者が逮捕されたのは、自宅軟禁を受けているサ

アブ氏の自宅周辺。 

 

この周辺で不審な動きをしていたとして、デニス記者ら

４名が逮捕されたという。 

 

現地当局によると、デニス記者らは爆発物らしきものを

所持していたと説明している。 

 

ロベルト・デニス記者は、米国で活動するベネズエラ野

党系メディア「Armando.Info」の創設者。 

 

「Armando.info」は、「他国の民主化を支援する」との

目的で１９８３年にレーガン政権が発足した「全米民主

主義基金（NED）」から資金援助を受けており、マドゥ

ロ政権が度 「々米国のエージェント」と非難をしている。 

 

なお、デニス記者らはサアブ氏の状況を報道するためカ

ボベルデを訪れていたとして、逮捕後しばらくして解放

されている。 

 

経 済                       

「PDVSA 職員１０名 燃料の違法売却で逮捕」            

 

４月２９日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

ハイオクガソリンの違法販売を理由に１０名のPDVSA

職員を逮捕したと発表した。 

 

 

 

ベネズエラは深刻な燃料不足にあり、地方では特にガソ

リンの給油が困難となっている。 

 

サアブ検事総長によると、逮捕された１０名は、ガソリ

ンをスリア州、メリダ州、トゥルヒージョ州、タチラ州

などに横流しし、不当に利益を得ていたという。 

 

なお、職員の中には国内販売管理担当者も含まれており、

管理職を含めた汚職が行われていたと説明している。 

 

社 会                       

「トリニダードトバゴへの不法移民 １２名死亡」            

 

２０年１２月 トリニダードトバゴへの入国を試みた

ベネズエラ人らが船で遭難し、少なくとも３３名が亡く

なったとの記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.539」）。 

 

この事件は、トリニダードトバゴ政府が、違法入国した

ベネズエラ人を国内で捕まえ、簡易なボートでベネズエ

ラへ強制送還させたことが事故の原因と言われている。 

 

この事件をきっかけにマドゥロ政権とトリニダードト

バゴ政府は拘束した不法入国者をベネズエラに送還す

る際には情報共有を行うようになった。 

 

しかし、移民問題が解決したわけではなく、引き続き多

くのベネズエラ人が違法な手段で入国を試みている。 

 

４月１９日にベネズエラのデルタ・アマクロ州からトリ

ニダードトバゴへの入国を試みた３２名が遭難。多くの

死者がでている。 

 

４月２９日時点で１２名の死者が確認されたという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf

