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（写真）ファン・グアイド議長 Twitter “国連ベネズエラ難民数を更新、７１０万人で世界１位に” 

 

 

２０２２年１０月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 ベネズエラ人の就労枠２．４万人拡大 

～違法入国者への追放措置を厳格化～」 

経 済                     

「マドゥロ政権 CITGO 競売手続き承認を非難 

～米国政府と野党の共謀による売却？～」 

「OPEC ９月の産油量は日量６５．９万バレル」 

「ベネズエラ Wells Fargo 口座にアクセス不可」 

「経済専門家 IMF の SDR を使用できない理由」 

社 会                     

「制裁対象者の資産を悪用したカップルを逮捕」 

２０２２年１０月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「バイデン政権 ベネズエラ移民を墨に移送 

～野党関係者 米国に方針の再考を要請～」 

「国連 世界のベネズエラ難民数は７１０万人」 

経 済                    

「ラム酒メーカー買収に７．２５億ドル」 

「コロンビア国境賃貸 国境解放で３０％増」 

「Fedenaga とうもろこし、根菜類豪雨で不作」 

社 会                    

「国連 ８，０００人超の児童が栄養失調」 

「豪雨災害から５日目の Las Tejerias の様子」 
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２０２２年１０月１２日（水曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラ人の就労枠２．４万人拡大        

    ～違法入国者への追放措置を厳格化～」       

 

１０月１２日 米国の「国土安全保障省（DHS）」は、

ベネズエラ人の米国での就労枠を新たに２．４万人拡大

すると発表した。この仕組みはウクライナ人へも設けて

おり、同じ仕組みをベネズエラ人にも採用したようだ。 

 

なお、この就労枠の有効期間は２年間。許可された人は

陸路ではなく、空路で米国に入国するという。 

 

DHS の Alejandro Mayorkas 秘書官は、合法的にベネズ

エラ人が米国に入国する手段が存在すると説明。違法入

国を試みず、正規ルートで申請を行うよう呼びかけた。 

 

また、正規の就労枠を拡大する理由は、違法入国者を減

らすためと説明。違法入国をしたベネズエラ人に対する

追放措置を厳格化するとした。 

 

昨今ベネズエラ人が、パナマのダイレン地峡を渡り、メ

キシコから米国へ向かっており、移動途中に死者が出る

など、その過酷さなどが頻繁に報じられている。 

 

もちろんこのような手段での入国は基本的に違法入国

であり、見つかった場合は原則国外追放などの処分を受

けることになる。 

 

報道によると、米国国境警備により２０２１年１０月～

２２年８月までの間に１５万５，５５３人のベネズエラ

人の違法入国が確認されている。 

 

上記の数字からも分かるように、２．４万人はベネズエ

ラ不法移民のほんの一部しか補っておらず、不十分とし

て否定的な報道が多いように思える。 

なお、就労申請はベネズエラ人なら誰でも申請できるわ

けではなく一定の要件がある。 

 

１．米国・パナマ・メキシコから５年間送還された履歴

が無い人物。 

２．ベネズエラ以外の国に永住権・国籍がない人は申請

できない。 

３．公的なワクチン証明ができること。 

 

他、米国で生活を保障できる人物を証明しなければいけ

ないという。 

 

 

（写真）DHS 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 CITGO 競売手続き承認を非難    

    ～米国政府と野党の共謀による売却？～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.818」にて、米国裁判

所が CITGO の持ち株会社「PDV Holdigns」の株式売

却手続きを許可したとの記事を紹介した。 

 

本件について、マドゥロ政権側の PDVSA が米国裁判所

の決定を非難する声明を公表した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1146de44dc364f6736ca2b1ffc56f42b.pdf
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声明では「この野蛮な決定は国際法の違反であり、米国

当局と結託したファン・グアイドとホセ・イグナシオ・

エルナンデス（グアイド暫定政権の元会計監査総長）に

よる違法な謀略である。」と指摘。 

 

米国と野党の共謀により CITGO 資産が奪われると警

鐘を鳴らした。 

 

また、「違法行為を認めず、ベネズエラ政府として権利

を放棄することなく引き続きベネズエラ国民の資産を

救うための活動を続ける」とした。 

 

事実を見る限り、この指摘は正しいだろう。 

 

米国の経済制裁が無ければマドゥロ政権は現在も対外

債務の履行をしていただろう。 

 

経済制裁を科すことで債務不履行に陥らせ、ベネズエラ

政府をグアイド暫定政権としたことでマドゥロ政権の

法的な対応を阻害しているのが実態と言える。 

 

（写真）ベネズエラ国営放送局（VTV） 

 

「OPEC ９月の産油量は日量６５．９万バレル」                  

 

１０月１１日 OPEC は、加盟国の２２年９月の産油量

を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、９月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量１．９万バレル減り、日

量６５．９万バレル。 

 

 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した９月の産

油量は先月から５．７万バレル減り、日量６６．６万バ

レルだったとしている。 

 

ベネズエラ石油省側の報告する数字と第３者の専門家

の報告する数字の差がほとんどない状況となっている。 

 

「ベネズエラ Wells Fargo 口座にアクセス不可」         

 

１０月１２日 ベネズエラの Fran Monroy 記者（通信

分野の専門）は、米国の金融機関「Wells Fargo」がベネ

ズエラからの口座ログインを拒絶していると報じた。 

 

この現状は Movistar、Digitel など複数のインターネッ

トサービスプロバイダーの利用者で確認されていると

いう。 
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Jose Miguel Lombardo という人物によると、 

Wells Fargo は、「米国の法律で禁止されている国ついて、

２２年１１月３０日から口座へのアクセスができなく

なる」と口座利用者に対して通知を出していたという。 

 

ただし、現時点ではまだ１０月半ばであり、１１月末で

はない。また、ベネズエラが米国の法律上「アクセスが

禁止されている国」というわけではないだろう。 

 

情報が錯綜しており、混乱していたが恐らく技術的な理

由だったと思われる。 

 

その後 Wells Fargo は「技術的な問題で障害が発生して

おり、問題解決に当たっている」と説明。「ラテンアメ

リカで口座へのアクセスを制限している国は存在しな

い。」と補足した。 

 

「経済専門家 IMF の SDR を使用できない理由」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.818」にて、マドゥロ政権

が「国際通貨基金（IMF）」に対して、マドゥロ政権をベ

ネズエラ政府と認識するよう書簡を送ったとの記事を

紹介した。 

 

本件について、ベネズエラ人経済専門家のタマラ・エレ

ラ氏は現状について説明。 

 

エレラ氏によると、「IMF 役員はベネズエラ政府が誰か

についてこれまで投票を行っていない」という。 

 

「マドゥロ政権が IMF に対して政府認識を求めるのは、

これが最初ではない。 

 

ベネズエラは IMF に５１億ドルの特別引出権（SDR）

を保有しており、政府が必要に応じてその資金を引き出

すことができる。 

 

大きな問題は IMF 役員が“ベネズエラ政府が誰か“につ

いて投票を行ったことがないことだ。 

 

政府認識が定まらない以上、ベネズエラの代表が定まら

ない。従って、マドゥロ政権側の書簡さえも政府からの

要請として手続きを進めることが出来ない。 

 

IMF 役員が投票を行わない限り、SDR を引き出すこと

は出来ない。」と説明した。 

 

社 会                        

「制裁対象者の資産を悪用したカップルを逮捕」           

 

ベネズエラ人カップルの Carlos Castañeda 氏と Génesis 

Martusciello 氏が、制裁対象者が米国フロリダ州に持つ

不動産に関連して複数の詐欺を働いたとして逮捕され

た。 

 

「The Real Deal」によると、両名は制裁で凍結されてい

る元ベネズエラ政府関係者、フロリダ州のエリート企業

家の資産を用いて不当に融資を得たという。 

 

具体的な詐欺の手法は不明だが、２０１９年～２０年に

かけて、これらの資産の名義を偽り、資産を担保に１，

０００万ドルの融資を得たという。 

 

不当に得た融資は彼らの生活費に充てられており、ラス

ベガスで豪遊するなどで使用されたという。 

 

また、「ウォールストリートジャーナル」によると

Jonnathan González 氏と Katherine Hansen 氏という人

物も制裁による凍結資産（マドゥロ大統領の親族の資産

隠しに協力していたとされる人物の不動産）に不法に入

居していたことで逮捕されたという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1146de44dc364f6736ca2b1ffc56f42b.pdf
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２０２２年１０月１３日（木曜）              

政 治                       

「バイデン政権 ベネズエラ移民を墨に移送      

   ～野党関係者 米国に方針の再考を要請～」        

 

前述「米国 ベネズエラ人の就労枠２．４万人拡大」の

通り、米国はベネズエラ人を対象とした就労枠を拡大す

る一方で、不法入国者を国外に追放する措置を厳格化す

ると発表した。 

 

１０月１３日 早速バイデン政権が違法入国したベネ

ズエラ人をメキシコに追放したと報じられた。 

 

Foxnews の Griff Jenkins 氏は、自身のツイッターにて

ベネズエラ人がメキシコに追放されている映像を投稿。 

 

 

（写真）@GriffJenkins 

 

この対応について複数の野党関係者が非難をしている。 

 

「第一正義党（PJ）」のミゲル・ピサロ氏（グアイド暫

定政権の国連代表大使）は、 

「ベネズエラ入国者は空腹と政府の崩壊と抑圧を理由

に国を追われた。好んで移住したわけではない。障害を

増やすことは人身移動や不法入国を増やす効果しかな

い。」と投稿した。 

 

また、「大衆意思党（VP）」のカルロス・ベッキオ大使は

自身のツイッターで見解を表明。 

「ベネズエラの人道危機を解決しようとするバイデン

大統領の努力を認識する。しかし、２．４万人の就労ビ

ザは問題の大きさを考えると不十分である。この問題に

ついて再考を求める。」と投稿した。 

 

「国連 世界のベネズエラ難民数は７１０万人」           

 

国連は２０２２年９月時点のベネズエラ難民数を更新。

世界にいるベネズエラ難民を７１０万人とした。この数

は世界一だという。 

 

７１０万人のうち約８０％（５９６万人）はラテンアメ

リカ・カリブ海地域にいるという。 

 

中でもコロンビアへの移住が多く、約２４８万人。 

次いでペルーが１４９万人、エクアドルが５０．２万人、

チリが４４，８万人、ブラジルが３６．５万人としてい

る。 

 

他、中米ではパナマが最も多く１４．５万人。 

メキシコは８．３万人、コスタリカが３万人だという。 

 

 

（写真）R4V 

“主要１７カ国のベネズエラ難民数（２２年 9 月）” 
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経 済                       

「ラム酒メーカー買収に７．２５億ドル」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.816」にて、ベネズエラの

老舗ラム酒メーカー「Ron Diplomático」が米国「Brown-

Forman Corporation」に買収されたとの記事を紹介した。 

 

報道によると、「Brown-Forman Corporation」は、７億

２，５００万ドルで「Ron Diplomático」を買収したと

いう。 

 

また、「米国証券取引委員会（SEC）」によると、買収費

用に加えて、事業移行にかかる手続き諸費用として５，

０００万ドルを追加で支払ったという。 

 

「コロンビア国境賃貸 国境解放で３０％増」         

 

コロンビアとベネズエラの国境移動が再開したことで、

同地域の経済活性化を予見し、不動産市場が活況のよう

だ。 

 

「タチラ州不動産商工会」の Regal Labrador 代表によ

ると、国境近隣の賃貸需要が増加しており、特に商業・

工業用地の需要が増えているという。 

 

需要の増加に伴い賃貸価格も上昇しており、現在は国境

封鎖の時から３０％ほど賃料があがっているという。 

 

不動産の購入需要も増えているが、元の価格がかなり安

価であり買い時と指摘。ベネズエラ側の国境付近の不動

産価格はコロンビア側の国境の不動産の価格の２分の

１程度で取引されているとした。 

 

なお、現在のところ貨物車は国境を通過できているが、

一般車の移動は許可されていないという。 

 

 

「Fedenaga とうもろこし、根菜類豪雨で不作」         

 

ベネズエラで続いた豪雨の影響で作物に甚大な被害が

出ているようだ。 

 

１０月１３日 「全国畜産業連合（Fedenaga）のルイス・

パラド代表は、「根菜類・とうもろこし、家畜栽培用の

牧草が壊滅的な打撃を受けた」と説明した。 

 

スリア州マラカイボ湖南部ではスリア川が氾濫し、１５

万ヘクタールが浸水。４月に同地の壁が崩壊し、修理が

完了しないまま今回の豪雨被害を受けたと説明した。 

 

畜産業では「３７５の農家の被害が確認されている」と

説明。 

 

「３７５社は土地の面積でみるとかなり大きく、間違い

なく乳製品・牛肉の価格に影響を与えることになるだろ

う」との見解を示した。 

 

社 会                       

「国連 ８，０００人超の児童が栄養失調」            

 

「国連人道問題調整事務所（OCHA）」は、ベネズエラ

での支援状況（２０２２年１月～８月）について報告。 

 

栄養改善分野について、３４万４，３００人を支援した

とした。なお、このうち４，６００人は妊婦あるいは授

乳期の女性などだったという。 

 

また、８，１９９名の５歳以下の児童に対して栄養改善

の支援を実施したと説明。支援を受けた児童らは深刻な

栄養失調状態にあったとした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7aa7c168ee704481a732aa01348e3d9e.pdf
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他、Covid-１９を理由とする世界的な物流の混乱を理由

に支援に障害が出たと補足した。 

 

OCHA は栄養だけでなく、医療など様々な分野でベネ

ズエラ人を支援しており、２２年１月～８月の間に何ら

かの形で同組織の支援を受けたベネズエラ人は１８０

万人に上ると説明した。 

 

「Las Tejerias 豪雨災害 現在の状況」         

 

１０月９日に起きたアラグア州 Las Tejerias の豪雨災害

だが、引き続き軍部・警察ら３，２００人超が駐屯し、

同地で活動を行っているという。 

 

１０月１３日のレミヒオ・セバジョス内務司法平和相の

発表によると、死者数は少なくとも５０人になったとい

う（行方不明者の人数は発表されなかった）。 

 

他、デルシー・ロドリゲス副大統領の説明によると、現

在は同地域の電力の９５％が復旧しているという。 

 

国際的な支援状況だが、確認できているもので、「米州

保険機構（OPS）」が Las Tejerias に災害対策用の医薬

品を送ったという。 

 

他、国連のミッション団が１０月１２日に Las Tejerias

を訪問。国連として可能な支援を実施すると約束したと

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Jackson Vodopija 

“Las Tejerias、豪雨災害から５日目の様子” 

 

以上 


