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（写真）情報通信省 “鉄拳オペレーションを開始、与党関係者・軍人も含めて汚職・麻薬の取り締まり” 

 

 

２０２２年１月２８日（金曜） 

 

政 治                     

「Bloomberg 野党 米国に制裁緩和を要請？ 

～与野党協議を再開するためか～」 

「グアイド拘束がマドゥロ政権の最良オプション」 

「アルカラ氏 米国政府は事前に知っていた」 

「マドゥロ政権 ホンジュラスと外交関係回復」 

経 済                     

「家賃不払い商業店舗の強制退去が可能に」 

「金融業界 ２０１６年から３万人超の職員減」 

社 会                     

「元在ベネズエラ・西大使 妻を介して汚職取引？」 

22 年 1 月 29～30 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 与党政治家・軍人を拘束 

～ガソリン汚職・麻薬取引などの容疑～」 

「新たな最高裁判事が決まるのは４月予定」 

「２０１７年以降、有権者の支持政党は変化」 

経 済                    

「２０２２年 経済学者のビジネスアドバイス」 

「マドゥロ政権 民間金融機関代表らと協議」 

「キューバ 米経済制裁６０年の抗議デモ実施」 

社 会                    

「ベリーズ ベネズエラ入国者にビザを義務化」 
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２０２２年１月２８日（金曜）             

政 治                       

「Bloomberg 野党 米国に制裁緩和を要請？     

      ～与野党協議を再開するためか～」       

 

米国メディア「Bloomberg」は、グアイド暫定政権が米

国政府に対して制裁の緩和を要請したと報じた。 

 

理由はマドゥロ政権との協議を再開、進展させるためだ

という。 

 

これまで米国政府は、与野党協議の進展に応じて制裁を

緩和するとの方針を示してきた。グアイド暫定政権も同

様の方針を示してきた。 

 

今回の記事の特徴は、協議を再開するために制裁を緩和

することを要請したという点だろう。 

 

本件の事実関係について「Bloomberg」は、ベネズエラ

の米国代表大使を務めているジェームス・ストーリー氏

に確認を試みたが、「ベネズエラに民主主義と適切な行

政が戻るようであれば制裁を緩和する用意がある。」と

回答。 

これまでの方針を繰り返すのみで明確な回答はなかっ

た。 

 

また、グアイド議長は「Bloomberg」の記事に否定こそ

していないが、自身のツイッターで「制裁緩和は合意事

項の順守に応じて段階的に緩和される」とこれまでのス

タンスを改めて繰り返している。 

 

客観的にみて、「Bloomberg」の記事が事実である可能性

はあるだろう。 

 

 

 

現在マドゥロ政権は安定しており、早急に与野党協議を

再開しなければならないインセンティブがない。 

 

イランなど同盟国の支援もあり、経済制裁直後の最も苦

しい時期は脱した印象。現状を維持したとしても政権を

維持することができるだろう。 

 

一方、主要野党は罷免投票での政権交代を諦め、２０２

４年の大統領選に注力する方針を示した。 

 

つまり、今後２年間で選挙を通じて政権交代できる環境

を作らなければならない。現状維持では、政権交代はで

きず、与野党協議が必須だ。 

 

対話と制度変更はすぐにできるものではなく、２年は必

要だろう。 

 

そもそも経済制裁の影響が無くなった状況でなければ

マドゥロ政権側が「平等な条件」と認識しない可能性も

あるので、２年だけでは不十分。いずれにせよ、野党は

早急に与野党協議を再開する必要がある。 

 

力関係的に言えば、マドゥロ政権側が有利な状況にあり、

先に譲るのは米国（グアイド暫定政権）ということにな

る。 

 

「グアイド拘束がマドゥロ政権の最良オプション」         

 

ここ最近、マドゥロ政権は野党政治家、特にグアイド議

長の拘束に向けた動きを本格化させている。 

 

１月２８日 政治評論家のアントニオ・デ・ラ・クルス

氏は、「EVTV」に出演。 

グアイド議長の拘束について「マドゥロ政権は本気でグ

アイド議長を拘束しようとしており、それが最良のオプ

ション」との見解を示した。 
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クルス氏は、その理由について国内・国外の２つの視点

から説明している。 

 

国内側の視点について、「仮にグアイド議長が拘束され

たとしても一般大衆が反応しない」と説明。 

グアイド議長の支持率が大きく落ち込んでいることを

指摘した。 

 

国外について、「米国の動きが重要になるが、米国政府

は現在ウクライナ問題が最重要課題でグアイド議長の

拘束に強く反応することはないだろう。」 

との見解を示した。 

 

また与野党協議について 

「現在の条件でマドゥロが対話に戻る可能性はない。」 

と指摘。「グアイド議長を拘束すれば、制裁緩和を求め

る交渉カードになる」と述べた。 

 

「アルカラ氏 米国政府は事前に知っていた」                  

 

１月２８日 クリベル・アルカラ氏の弁護士は裁判所に

「Gedeon 作戦は、米国政府の国務省、CIA、国家安全

保障省の高官レベルまで十分に認識されていた」との訴

えを提出。 

 

米国へのコカイン密売を理由とした拘束を撤回するよ

う求めたという。 

 

クリベル・アルカラ氏は、２０年５月に起きたマドゥロ

政権倒壊計画「Gedeon 作戦」の首謀者の一人。現在、

米国政府に拘束されている。 

 

しかし、彼の拘束理由はクーデター計画ではなく、麻薬

取引への関与。 

 

 

 

アルカラ氏は「Gedeon 作戦」が実行される２カ月前の

２０年３月にコロンビアで拘束された。 

 

しかし、逮捕される前にアルカラ氏はビデオメッセージ

を公開。自分は米国とグアイド暫定政権と共にマドゥロ

政権倒壊作戦を進めていると訴えていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.424」）。 

 

この時点でアルカラ氏の発言の真偽は定かではなかっ

たが、彼の拘束から２カ月後に「Gedeon 作戦」が実行

され、アルカラ氏が言っていたことが事実だったことが

確認された。 

 

事実関係を調べる限り、米国政府は、「Gedeon 作戦」を

間接的に支援していたが、マドゥロ政権に作戦の情報が

洩れていることを知り、作戦を止めるため２０年３月に

クリベル・アルカラ氏を拘束した可能性が高い。 

 

首謀者のアルカラ氏が拘束され、作戦はとん挫したかに

見えたが、結局、別の首謀者である米国人ジョーダン・

ゴドレウ氏を中心に作戦が決行されたという説が濃厚

だ。 

 

米国は「Gedeon 作戦」の存在を知っていた可能性が高

いが、米国政府は本件については明言せず、アルカラ氏

についても「麻薬取引への関与」を理由に起訴しようと

している。 

 

なお、アルカラ氏は２０年３月に拘束されたが、裁判が

動いている気配はなく、筆者の理解ではまだ起訴もされ

ていない。 

 

アルカラ氏が麻薬密売の関与を否定しており、米国政府

も起訴できる明確な証拠がないのかもしれない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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「マドゥロ政権 ホンジュラスと外交関係回復」         

 

１月２８日 ベネズエラのフェリックス・プラセンシア

外相は、ホンジュラス政府との外交関係を再開すると発

表した。 

 

２１年１１月 ホンジュラスで大統領選が行われ、左派

候補のシオラマ・カストロ氏が当選した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.684」）。 

 

カストロ候補は、故チャベス大統領の盟友の１人だった

マニュエル・ヤラセ元大統領の妻。マドゥロ政権を支持

する人物。 

 

１月２７日 シオラマ・カストロ氏が大統領に就任。 

カストロ新大統領の就任翌日に国交回復を宣言したこ

とになる。 

 

経 済                        

「家賃不払い商業店舗の強制退去が可能に」              

 

非営利団体「Acceso a la Justicia」のアリ・ダニエレス代

表は、マドゥロ政権が不動産不退去令を更新しなかった

と発表した。 

 

２０２０年、マドゥロ政権は、Covid-１９対策の一環と

して様々な生活保護に関する法令を公布した。 

 

その中に、家賃不払いを理由とした不動産の強制退去を

禁止する趣旨の法令も含まれていた。 

 

ダニエレス代表によると、この法令の有効期限が切れ、

マドゥロ政権は法令の更新をしなかったため、商業店舗

に限り不動産退去が可能になったという。 

 

 

 

当該法令には、商業店舗だけではなく、住居用賃貸の強

制退去を禁止する趣旨の定めも書かれていた。 

 

この法令が失効したことで、一般住居も強制退去をする

ことが出来るように見えるが、この法令とは別に最高裁

が２０１５年に一般住居の強制退去を禁止する決定を

しており、この決定が現在も有効だという。 

 

従って、居住用の住宅は今も退去を命じることは出来ず、

商業店舗のみ可能になったという。 

 

ただし、強制退去を行うには裁判所や管轄官庁に対して

賃貸料の不払いを証明し、承認を受ける必要がある。 

 

「金融業界 ２０１６年から３万人超の職員減」                  

 

「金融労働者組合（Fetrabanca）」のクラウディオ・リバ

ス書記長は、ラジオ番組「Fe y Alegria」に出演。 

 

現在金融業界で働く従業員は４１，７６０名で、２０１

６年と比較すると３３，２４０名も減ったと述べた。 

 

「この数年間、金融業界の従業員はコンスタントに減少

しており、店舗数も減っている。 

 

ハイパーインフレと政府の金融規制強化の影響で金融

業界は打撃を受けており、従業員を維持することが出来

なくなっている」と説明。 

 

金融業界を去った従業員の多くはインフォーマルな商

業セクターに流れたり、外国に移住したりしていると説

明した。 
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社 会                        

「元在ベネズエラ・西大使 妻を介して汚職取引？」           

 

２００４年～０７年にかけて在ベネズエラ・スペイン大

使を務めていたラウル・モロド元大使は、大使在任時代

に汚職をした容疑がかけられている。 

 

「El Nacional」が確認した資料によると、モロド元大使

の妻クリスティーナ・デ・ソラ氏が「MS Trading Espana 

SL」という会社を所有しており、同社に対して、PDVSA

高官が手数料として数百万ユーロを支払ったという。 

 

また、彼らの息子の自宅の所有権は、クリスティーナ・

デ・ソラ氏にあり、その住所を利用して複数の会社が登

記されていたという。 

 

これらの会社を利用し、PDVSA との汚職資金を洗浄し

ていた容疑がかけられている。 

 

なお、モロド氏が在ベネズエラ・西大使を担っていたの

は、マドゥロ政権と良好な関係を維持しているロドリゲ

ス・サパテロ氏がスペインの大統領だった時。 

 

モロド氏の汚職にサパテロ氏が絡んでいる可能性も疑

われている。 

 

２０２２年１月２９日～３０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 与党政治家・軍人を拘束       

   ～ガソリン汚職・麻薬取引などの容疑～」        

 

１月２９日 アイサミ石油相（兼経済担当副大統領）は、

汚職取り締まり作戦「Operación Mano de Hierro（鉄拳

オペレーション）」を発表。 

 

 

１月２９日、３０日と、ガソリン販売の汚職に関与した

とされる複数の与党関係者を逮捕している。 

軍人も逮捕されており、汚職取り締まりを強めている印

象がある。 

 

逮捕された与党関係者は、アンソアテギ州インデペンデ

ンシア市のカルロス・ラファエル・ビダル氏（PSUV 所

属）。ボリバル州のマニュエル・ヒル・デ・シルバ検事。

国家防衛隊のアントニオ・ホセ・バリオス・ゴンサレス

大将。 

 

ガソリン販売の汚職取り締まりに加えて、麻薬関連の取

り締まりも強化されている。 

 

１月２８日 検察庁は、スリア州ヘスス・マリア・セン

プラン市の市長を務めていたケリネス・フェルナンデス

市長、与党国会のタニア・ゴンサレス議員（スリア州）、

ルイス・ビロア・チリノス議員（タチラ州）を麻薬所持

の容疑で拘束したと発表した。 

 

所有していた麻薬量の多さから個人使用ではなく、販売

用の線で捜査される見通し。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は「今後も汚職の

取り締まりを強化する」と説明しており、与党関係者か

ら新たな逮捕者が出る可能性はありそうだ。 

 

２０２２年１月１５日 マドゥロ大統領は与党国会で

演説を実施。ガソリン汚職を根絶するようアイサミ石油

相に命じた。これを受けて、汚職取り締まりが強化され

ている。 
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「新たな最高裁判事が決まるのは４月予定」           

 

１月１８日 与党国会は最高裁判所の判事の数を減ら

すため「最高裁組織法」の改定を承認した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.705」）。 

 

この改定により３２名いる最高裁判事の人数が２０名

に減ることになった（判事の人数は２０名だが、補欠判

事も２０名決めるため、合計で４０名の判事・補欠判事

を決めることになる。）。 

 

最高裁組織法の改定が承認されたことを受けて、与党国

会は新たな判事を決めるための検討委員会を発足した。 

 

同委員会の副委員長を務めるグレゴリオ・コレア議員は、

新たな判事が決まる時期について４月頃になるとの見

解を示した。 

 

なお、コレア議員は元々「行動民主党（AD）」の政治家

でアジュップ氏とも関係の近い人物だった。 

 

最高裁判事の任命に、コレア議員を介して、主要野党の

意向が反映される可能性は決して低くないだろう。 

 

「２０１７年以降、有権者の支持政党は変化」         

 

経済学者フランシスコ・ロドリゲス氏は、２０１７年か

ら現在までに行われた選挙の投票数を政治グループに

分けてまとめたグラフを公表。 

 

２０１７年～現在にかけて、ベネズエラ国民の民意は多

様化しており、与野党協議は民意の多様性を認めた形で

行われるべきだと訴えた。 

 

 

 

 

以下はロドリゲス氏が公表したグラフ。 

 

 

 

左から「与党連合」「野党連合」「穏健野党」「その他」

と並んでいる。 

 

棒グラフについて、 

２０１７年の州知事選の選挙結果（紺色）、 

２０２０年の国会議員選の選挙結果（赤色）、 

２０２１年の州知事・市長選の選挙結果（灰色） 

 

２０１７年には「与党連合」vs「野党連合」の構図がは

っきりしていたが、その後「野党連合」が選挙をボイコ

ットし、２０２１年の時点で「野党連合」「穏健野党」

「その他」の獲得票数には大きな差がないとしている。 

 

この状況で、２０１７年当時と同じように「与党連合」

「野党連合」だけの協議を行うことは、民意を反映して

いると言えないという指摘だ。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a55b991e56e08a61c83d74b6b6fd013.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a55b991e56e08a61c83d74b6b6fd013.pdf
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経 済                       

「２０２２年 経済学者のビジネスアドバイス」            

 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥル

バル・オリベロ氏は、ベネズエラでのビジネス活動につ

いて５つのアドバイスをした。 

 

１つ目は「その事業のメイン通貨を決めること」 

 

どの通貨を使用するかで金融的な戦略が変わるためだ

という。 

 

２つ目は「融資を期待しないこと」 

 

２０２２年も引き続き融資を得るのが困難な環境が続

くと説明。融資をあてにしない形でビジネスが運営でき

る仕組みを検討するべきだと提案した。 

 

３つ目は「人材への支出をおろそかにしないこと」 

 

人材は企業成長のかなめであり、労働者の給料をおろそ

かにしないよう述べた。 

 

４つ目は「政府は課税を増やすということ」 

 

２０２２年、政府は今までより多くの税金を集めると指

摘。将来的に増税が予見されており、その前提で金融戦

略を立てるよう提案した。 

 

５つ目は「ドル建ての経費は今後増加するということ」 

 

ドル建て経費が増加する可能性があり、事業を圧迫する

可能性があると指摘。市場の動きには気を付けるよう提

案した。 

 

 

 

「マドゥロ政権 金融機関代表らと協議」         

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、金融機関の代表らと

協議した。 

 

協議は「ベネズエラ国営銀行」の本店で行われ、「銀行

監督局（SUDEBAN）」のアントニオ・モラレス局長、

ベネズエラ中央銀行のカリスト・オルテガ頭取らも出席

した。 

 

民間銀行からは「Provincial」「Mercantil」「Banesco」

「Banca Amiga」「Banpuls」などの代表者が出席した。 

 

ボリバル通貨の使用を拡大するための方策、外貨との共

存、金融システム全般などのテーマについて協議したと

いう。 

 

「キューバ 米経済制裁６０年の抗議デモ実施」         

 

１９６２年 ソ連が核弾頭ミサイル基地をキューバに

建設していることが明らかになり、米国はミサイルを積

んだソ連船のキューバ港到着を阻止するための海上封

鎖を行った。 

 

この一件は「キューバ危機」と呼ばれ、米国・ソ連の政

治的な緊張が最高潮に達した事件と言われている。 

 

米国とキューバの対立が悪化する中、１９６２年、米国

はキューバとの貿易を全面的に禁止する経済制裁を発

動。この措置は現在も続いている。 

 

１月３０日 経済制裁発動から６０年を受けて、キュー

バを中心に世界各国でキューバを支持するグループが

米国に対して経済制裁を解除するよう求める抗議行動

を行った。 
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ベネズエラもキューバと近いレベルの制裁を受けてい

るが、この状況が６０年続くことを想像すると悲劇でし

かないだろう。 

 

 

（写真）キューバ外務省 

“米国による対キューバ経済制裁を反対する抗議デモ” 

 

社 会                       

「ベリーズ ベネズエラ入国者にビザを義務化」            

 

中央アメリカにある国「ベリーズ」は、１月２９日から

ベネズエラ人入国者にビザの提出を求めるようになる。 

 

ビザ提出の義務はベネズエラ人に対してだけではなく、

エクアドル、ドミニカ共和国のパスポートでの入国者に

も科せられる。 

 

２０２１年に入り、メキシコから米国への越境を試みる

不法移民が増加している。この不法移民の多くはベネズ

エラ人とされている。 

 

 

これらの不法移民がメキシコに移動するまでのルート

として、パナマを経由し、COPA 航空に乗り、空路でベ

リーズに入国、ベリーズを起点にメキシコへ移動するル

ートが主流になっているという。 

 

そのため外国から入国管理を強化するよう求める声が

出ており、その要請に答えた形になる。 

 

以上 

 


