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（写真）Lechguino “米国政府 ２０２３年１月にグアイド暫定政権の認識撤回か” 

 

 

２０２２年１０月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「米国政府 グアイド暫定政権の認識撤回か 

～２０２３年１月をもって暫定政権終了？～」 

「グアイド議長 暫定政権終了の噂を否定」 

「マレロ元暫定大統領府担当官 VP 離党を宣言」 

「墨 AMLO 大統領 米・ベネに関係改善を要求 

～墨国境の市に大量のベネズエラ移民が滞留～」 

「Emtrasur 乗組員全員がベネズエラ帰還」 

経 済                     

「Samsung 公共広場で商品の販促活動」 

「CENDAS-FVM ９月の基礎食糧費４４７ドル」 

22 年 10 月 22-23 日（土・日） 

 

政 治                    

「米国 就労ビザ拡大枠でベネズエラ人が入国」 

「ロペス VP 党首 治安当局が自宅で家財押収」 

経 済                    

「コロンビア当局 Conviasa ら５社の運航許可 

～ボゴタ―カラカス間の運航再開間近に～」 

「Favenpa 自動車部品会社７社が倒産」 

「CANTV 株式の一般売却伸び悩み」 

社 会                    

「スクレ州 約千世帯、３７００人が浸水被害」 

「近日中に大型台風４７号が来襲」 
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２０２２年１０月２１日（金曜）             

政 治                       

「米国政府 グアイド暫定政権の認識撤回か      

  ～２０２３年１月をもって暫定政権終了？～」       

 

「CNN」はベネズエラの野党関係者２名からの情報と

して、米国政府が２０２３年１月にグアイド暫定政権の

認識を撤回すると報じた。 

 

この記事の内容について、「Financial Times」も野党関

係者に対して事実かどうか確認。この記事の内容が事実

であると肯定されたという。 

 

この内容が事実であれば、約２カ月でグアイド暫定政権

が終了することになる。 

 

先週、主要野党を中心とする野党連合「統一プラットフ

ォーム」のメンバーは米国を訪問。米国政府関係者らと

協議を行った。 

 

この協議の表向きのテーマは、自由選挙の実現を通じた

政権交代であったが、関係者の証言によると最も重要な

議論は「グアイド暫定政権の消滅」だったという。 

 

ベネズエラの国会議長の任期は１年間。毎年１月５日に

更新される。グアイド議長は現在、２０１５年に行われ

た国会議員選挙で組織された野党多数国会の議長とな

っている。 

 

そして、憲法では「大統領が不在の場合は、暫定的に国

会議長が大統領の職務を負う。」と定められており、野

党・米国政府は２０１８年に行われた大統領選を認めて

いないため、「２０１９年以降、ベネズエラの大統領は

不在」と認識。 

 

 

「大統領が不在なので、新たな大統領が誕生するまで国

会議長が暫定大統領を務める」という筋書きでグアイド

議長を暫定大統領と認識している。 

 

なお、２０２０年には国会議員選が行われたが、主要野

党は同選挙には参加していない。米国政府は「２０２０

年の国会議員選も自由で公平な選挙ではないため無効」

と認識しており、２０２０年の国会議員選で成立した与

党多数国会を認めず、今も野党国会が存在しているとの

認識を維持している。 

 

２０２３年１月をもって米国政府がグアイド暫定政権

の認識を撤回するのであれば、米国の対ベネズエラ政策

の大きな変化と言える。 

 

また、米国のスタンスに倣っていた多くの国も同様のス

タンスを取ることになると予想される。 

 

この報道を受けて、グアイド暫定政権下で会計監査総長

を務めていたホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は 

「ベネズエラ野党国会の多数派が、グアイド暫定政権に

終止符を打つことを決めた。ただし、マドゥロ政権は、

交渉をしない限り、外国にある１６０億ドルの資産につ

いて状況を好転させることはできないだろう。」と投稿

した。 

 

 

（写真）イグナシオ・エルナンデス元会計監査総長 
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「グアイド議長 暫定政権終了の噂を否定」         

 

前述の報道を受けて、グアイド議長はその内容を否定。 

 

「暫定政権は憲法に則り現実に存在している。２０１８

年に政府が存在しなくなったことを受けて、必要が生じ

発足した政権だ。暫定政権は「自由で公平な選挙を実現

する」という明確な目的のために存在している。」 

と主張。 

 

CNN の「暫定政権は消滅しないのか？」との質問に対

して「もちろんだ。自由で公平な選挙が実現するまで（暫

定政権は存在する）」と回答した。 

 

この回答に対して、CNN は「２名の野党政治家がこの

決定は統一プラットフォーム内で協議されることにな

るとコメントしていた。」と指摘すると、 

グアイド議長は 

「我々（暫定政権）が義務を負っている、自由で公平な

選挙が実現するまで（暫定政権が存続する）」と改めて

暫定政権が消滅するとの報道を否定した。 

 

「マレロ元暫定大統領府担当官 VP 離党を宣言」                  

 

１０月２１日 グアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」のロベルト・マレロ氏は、VP からの離党を宣

言した。 

 

マレロ氏は、グアイド暫定政権が発足して間もない２０

１９年２月に暫定政権の大統領府担当官に任命されて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.251」）。 

 

しかし、１９年３月にマドゥロ政権に逮捕された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.268」）。 

 

 

 

逮捕から１年半が経過した２０年８月３１日、マドゥロ

政権はマレロ氏ら野党政治家１１０名に恩赦を与える

と発表。マレロ氏は解放され、米国に移住している。 

 

その後も VP 党員として活動をしてきたが、今回の発表

をもって VP から離党することになるようだ。 

 

離党の理由について「VP は“民主主義のための活動を主

導する”という創設時の目的を遂行することが出来てい

ない。主要野党はイニシアティブ（指導力）を失った。 

 

グアイド暫定大統領は国会を率いておらず、VP の政治

方針だけを代表する存在になった。現在の VP 幹部には

その責任がある。グアイド自身を含めて VP は現在の活

動を抜本的に見直す必要がある」と指摘。 

 

また、暫定政権が終了するとの報道に関して 

「先日行われた米国政府と野党関係者との協議はマド

ゥロ政権を如何に退陣させるかではなかった。彼らの協

議は、憲法２３３条で定められた暫定政権と国会をいか

に終了させるかだった。 

 

２０１８年、マドゥロは詐欺を行った。そのため１８年

に選挙は行われなかった。大統領選が行われない状態で

暫定政権が消滅することは政府不在を意味する。」 

とコメントした。 

 

なお、ロイター通信によると、暫定政権を消滅させると

いう議論は、パナマで野党関係者が集まった際に議論さ

れ、合意に至ったという。 

 

「大衆意思党（VP）」はこの方針に合意していないが、

主要野党の他３党、「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」

「新時代党（UNT）」は合意しており、多数決の原則で

暫定政権が消滅すると考えられている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8055be78e31cfe4417ca89085e771c0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月２１日～１０月２３日報道         No.８２３   ２０２２年１０月２４日（月曜） 

4 / 8 

 

「墨 AMLO 大統領 米・ベネに関係改善を要求    

 ～墨国境の市に大量のベネズエラ移民が滞留～」         

 

１０月１２日 米国政府は、メキシコ経由で米国に入国

するベネズエラ不法移民に歯止めをかけるため、新たに

陸路から入国する不法移民はメキシコに送還すること

を決めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.819」）。 

 

同時にベネズエラ人用に新たに２．４万人分の就労ビザ

を発行するとした。 

 

これを受けて、施行から４日目で既に１，７６８名のベ

ネズエラ不法移民がメキシコに追放されたと報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.822」）。 

 

追放された不法移民には資金的な余裕はなく、米国と国

境を接するメキシコの Tijuana 市長は大量の移民が国

境付近で滞留していると訴えた。 

 

米国系メディア「VOA」によると、約２００名のベネズ

エラ不法移民が「国家移民局（INM）」の施設で宿泊し、

今後の生活について検討しているという。 

 

 

（写真）AP 

 

 

 

 

なお、この施設に伝染病の疑いのある人も泊まっていた

という。現在病院に搬送されたようだが、施設内のベネ

ズエラ人が感染を恐れていると報じられている。 

 

他インタビューに応じた人の中には「ベネズエラへの帰

国を考えているが、これまでの移動で資金を使い果たし、

飛行機代が払えない」と回答。 

 

現在、飛行機でメキシコからベネズエラに移動するため

には２８０ドルが必要になるという。 

 

この状況を受けて、メキシコのロペス・オブラドール大

統領は、記者会見で、米国政府およびベネズエラ政府に

対して「問題の解決は双方の国で行う必要がある」と指

摘。速やかに外交関係を再開するよう要請した。 

 

「米国政府とベネズエラ政府の外交関係を速やかに再

開する必要がある。メキシコは両国の関係を回復するた

めの仲裁を務めているところだ。」 

とコメントした。 

 

「Emtrasur 乗組員全員がベネズエラ帰還」                  

 

１０月２１日 ベネズエラ国営航空会社「Emtrasur」の

乗組員５名がベネズエラに帰還した。 

 

 

（写真）ラモン・ベラスケス国土交通相 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9c2906b04e4e3e7656ab1ac1ac5b3651.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93dd625037c626659824395a0fd6cbe6.pdf
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２２年６月 「Emtrasur」の「Boeing７４７」がアルゼ

ンチンから出国しようとしたが、米国の制裁を理由に出

国が出来ず、その後乗組員の中に米国がテロ組織として

指定している「イラン革命防衛隊」のメンバーがいると

の疑惑が出て、乗組員１９名の出国が禁止されていた。 

 

その後９月に１４名の帰国が承認され、１０月に入り５

名の帰国が承認。これで１９名全員がベネズエラに帰還

したことになる。 

 

ただし、捜査自体は終了しておらず、アルゼンチン当局

と米国政府は引き続き捜査を続けるという。 

 

経 済                        

「Samsung 公共広場で商品の販促活動」           

 

韓国の電子機器メーカー「Samsung」は、カラカスのラ

ス・メルセデス地区の「アルフレド・サデル公園」に同

社製品の」屋外展示スペース「Galaxy Studio」を開設す

ると発表した。 

 

この展示スペースは１０月２０日～１１月１４日まで

設置されるという（月曜～木曜は午前１０時～午後８時、

金曜から土曜は午前１１時～午後９時）。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

 

写真の通り「Galaxy Z Filp4」「Fold４」など携帯電話・

ラップトップ・パソコンなどが展示される。これらの商

品は「Daka」「CLX」など家電量販店で購入することが

出来る。 

 

「Marketing de Samsung」のアリアナ・カサディエゴ

CMO は「ベネズエラ国民、カラカス市民に Galaxy 

Studio を通じて我が社の製品を紹介できることを喜ん

でいる。２５日間で多くの人に製品を体験してもらうこ

とを期待している。」と述べた。 

 

「CENDAS-FVM ９月の基礎食糧費４４７ドル」                  

 

１０月２１日 一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費

を調べている非営利団体「CENDAS-FVM」は、９月の

基礎食糧費がドル建てで月額４４６．８３ドル（ボリバ

ル建てで３，６８１．８７ボリバル）と発表した。 

 

８月の基礎食糧費が月額４５９ドルだったので、ドル建

てで見るとやや食費が減ったことになる。 

 

現在の最低賃金は月額１３０ボリバル（約１５．７ドル）

なので、２８．３倍。つまり、月の最低賃金では１日を

生活できるかどうかということになる。 

 

なお、「CENDAS-FVM」の他に「CENDA」という団体

も同様の調査を行っている。「CENDA」の方がより低所

得者を対象とした調査で必要経費が少なくなっている。 

 

なお、CENDA が公表した９月の基礎食糧費は月額３５

７．６８ドル（２，８７９．３６ボリバル）だった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.822」）。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93dd625037c626659824395a0fd6cbe6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93dd625037c626659824395a0fd6cbe6.pdf
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２０２２年１０月２２日～２３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「米国 就労ビザ拡大枠でベネズエラ人が入国」        

 

１０月２２日 米国の「国家安全保障省（DHS）」は、

ベネズエラ人の就労ビザ枠の拡大を受けて、４人の入国

者が米国に到着したと発表した。 

 

「移民新制度は始まったばかりだが、発表を受けて国境

からの不法移民の入国者数は８５％減少した。 

これにより違法な密入国業者に身をゆだねる人の数を

減少させ、秩序だった入国を実現できることを証明し

た。」としている。 

 

米国のベネズエラ不法移民入国政策についての詳細は

「ウィークリーレポート No.274」を参照されたい。 

 

なお、右上のグラフは米国移民管理局が公表しているベ

ネズエラ不法移民の入国者数の推移である。 

 

２０１９年１０月～２０年９月は４，５２０名。 

２０２０年１０月～２１年９月は５０，４９９名。 

２０２１年１０月～２２年９月は１８９，５２０名。 

 

この１２カ月で約３倍に増えていることが分かる。 

 

もちろんこの数字は、米国移民局が確認できた範囲での

数字であり、全てではないと考えると実際のベネズエラ

不法移民入国者は更に多いことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真）米国国境税関保護機関（CBP） 

 

「ロペス VP 党首 治安当局が自宅で家財押収」           

 

１０月２２日 「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロ

ペス党首は、公安のような機能を持つ「SEBIN」の職員

らが許可なくカラカスの自宅に入り、家財を押収したと

訴えた。 

 

自宅に押し入った際、SEBIN は理由について説明せず、

更に同宅の警備をしていたルベン・ブリセーニョ氏の身

柄を拘束したと主張。民主主義の危機を訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/414ed9d685608429db31939b76bbd5ae.pdf
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経 済                       

「コロンビア当局 Conviasa ら５社の運航許可     

  ～ボゴタ―カラカス間の運航再開間近に～」            

 

コロンビア交通省は、ボゴターカラカス間の路線につい

て５社の運航を許可した。 

 

運航が許可されたのは、コロンビア資本で「Avianca」

「Wingo」「Satena」。 

 

ベネズエラ資本では「Laser」「Conviasa」。 

 

元々９月２６日に両国の空路が再開する予定だった

が、コロンビアは Conviasa が米国の制裁対象になって

いることを理由に Conviasa の運航を不許可（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.811」）。 

 

ベネズエラ側は「Avianca」などコロンビアの航空会社

の運航を許可していたが、「Conviasa」の不許可を受け

て、許可を延期。その後、運航再開が実現しないまま

現在に至っていた。 

 

恐らく、コロンビア当局が米国の OFAC から許可を受

け、今回 Conviasa の運航許可に至ったと思われる。 

 

ベネズエラとしても「Conviasa」の運航が許可されれ

ば、不許可を続ける理由はなくなる。 

 

近いうちにベネズエラの航空当局も「Avianca」などの

フライトを許可することになると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

「Favenpa 自動車部品会社７社が倒産」         

 

「自動車部品製造団体（FAVENPA）」のオマール・バウ

ティスタ代表は、自動車部品業界はこれ以上の税負担を

許容することはできないと指摘。 

 

同業界については、この１、２年で全く状況が改善して

いないとの見解を示した。 

 

「自動車部品製造業は、引き続き沈んだ状況にある。外

国からの部品は品質が疑わしく、それらの製品は課税さ

れることなく、ベネズエラに入ってきており、国内産業

の成長を阻害している。」と訴えた。 

 

他「ここ数年で自動車部品の製造業者７社が倒産した。 

我々の業界は事業を維持するために努力をしているが、

政府当局はこの業界を維持するのとは正反対の制度を

施行している。」と訴えた。 

 

「CANTV 株式の一般売却伸び悩み」         

 

証券会社「Ratio Casa de Bolsa」の Marco Gasperini 社

長は、国営通信公社「CANTV」の株式が第一販売で少

なくとも１０４万７，２４３株売却されたことを明らか

にした。 

 

CANTV は同社株式５％（３，９３５万７，０４２株）

を一般市場で売却したが、全株式が売却できたわけでは

ないようだ。 

 

なお、購入者の人数は４万７，２４３名（社）。購入額

は合計で３３．５億ボリバル（約４０万ドル）だという。 

 

また、Gasperini 社長は「全ての株式を販売するには外

国資本からの購入を呼び込む必要がある」と指摘してい

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1e30a98c3ffa70294c29aed662a8495.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1e30a98c3ffa70294c29aed662a8495.pdf
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社 会                       

「スクレ州 約千世帯、３７００人が浸水被害」            

 

アラグア州で豪雨災害が報じられたが、スクレ州も１０

月２１日豪雨に見舞われ、深刻な水災被害が確認された。 

 

スクレ州のヒルベルト・ピント知事は、「１，０５０の

住居が浸水し、３，７７６人、１，１６０世帯が被害を

受けた」と説明した。 

 

スクレの州都クマナでも１８カ所が浸水、土地崩壊など

が確認されており、政府による支援を求めていると説明

した。 

 

スクレ州以外にメリダ州でも深刻な豪雨災害が起きた。 

 

 

（写真）スクレ州政府 

 

「近日中に大型の台風４７号が来襲」         

 

１０月になり豪雨災害がベネズエラの至る所で報じら

れているが、豪雨は今後も続くことが予想される。 

 

１０月２２日 レミヒオ・セバジョス内務司法相は、「近

日中に大型台風４７号がベネズエラに来襲する。」と発

表。 

 

 

「あらゆる気象観測施設が、台風４７号がベネズエラに

来襲することを示唆している。この台風はかなり勢力が

強いとされる。」と説明。 

 

どの州も長引く雨により地盤が弱くなっており、更に大

雨が降れば、災害が拡大する恐れもある。 

 

以上 


