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（写真）Sebastiana Barraez 記者 “マドゥロ政権倒壊作戦に参加した米国傭兵２名 米国へ送還か” 

 

 

２０２２年１２月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「米国最高裁 不法移民の追放措置を延長 

～越境待ちの不法移民から強い失望の声～」 

「カプリレス元知事 暫定政権の終了を提案」 

「ELN クリスマス～新年まで休戦を宣言」 

経 済                     

「Fedecamaras 最低賃金２００～３００ドル提案」 

「私立病院 Grupo Santa Paula 危機下も病院継続」 

「マドゥロ政権 クリスマス補助金を支給」 

社 会                     

「グアイド議長妻 高級服の着用で非難受ける」 

２０２２年１２月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「Gedeon オペレーション実行犯 米国へ送還？」 

「アレックス・サアブ氏 米国で裁判 

～２０２２年中に外交特権の判決を下す～」 

「マドゥロ大統領 拳銃工場の建設を発表」 

「ペルー議会 大統領選の前倒しを承認」 

経 済                    

「ボリバル法はシンボリックな法律」 

「TAP リスボンーカラカス路線を増便」 

社 会                    

「ベネズエラ 経済ドル化で格差が拡大？」 
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２０２２年１２月１９日（月曜）             

政 治                       

「米国最高裁 不法移民の追放措置を延長        

  ～越境待ちの不法移民から強い失望の声～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.846」で紹介した通り、１

２月２１日に米国の不法移民追放措置の期限が満了す

る。 

 

２２年１０月 米国政府はメキシコから流れてくる不

法移民をメキシコへ追放すると発表。本来、難民受け入

れを拒否することは人道的な観点から禁止されている

が、Covid-１９感染拡大防止策の延長線でこの措置を行

っている。 

 

米国最高裁は前述の措置について、「Covid-１９感染拡

大防止の趣旨と異なっている」との見解を示し、追放措

置を停止するよう決定。１２月２１日に追放措置が満了

する予定となっていた。 

 

しかし、１２月１９日 最高裁判所は前述の決定を撤回。

追放措置を延長すると決定した。 

 

判決を覆した理由は、米国１９州が最高裁の前述の決定

に不服申し立てを行ったため。１９州は、「不法移民が

流入することで国家に甚大且つ修正不可能な結果が生

じる」と訴えていた。 

 

メキシコ国境付近では、１２月２１日の追放措置満了を

待っていた大量の不法移民がおり、今回の決定に強い憤

りを感じているという。 

 

現地メディア「Bancaynegocios」は、越境待ちをしてい

たベネズエラ人男性 Juan Delgado 氏のインタビュー記

事を投稿。 

 

Delgado 氏は、越境のために何日も気温０度の屋外で待

機しており、今回の追放措置延長について「我々は人間

であり、生きている。どのように裁判官、米国政府に伝

えればよいのか」と強い失望感を訴えた。 

 

筆者の知る限り、米州のどの国も多かれ少なかれベネズ

エラ移民の急増で政治的な被害を被っているが、米国の

ような対応を取っている国はない。 

 

ベネズエラ移民の増加はベネズエラの急激な経済低迷

に端を発しており、経済低迷は米国の制裁が大きな理由

であることは間違いない。 

 

ベネズエラ不法移民が急増する要因を作った主な責任

者である米国が上記のような対応を取り、その米国が正

義を標榜していることは皮肉と言わざるを得ないだろ

う。 

 

「カプリレス元知事 暫定政権の終了を提案」         

 

１２月１９日 「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプ

リレス元ミランダ州知事は、グアイド暫定政権を終了さ

せるよう呼び掛けた。 

 

「暫定政権の発足という戦略は失敗した。暫定政権は一

部の政治家の私腹を肥やすための道具になっており、ベ

ネズエラ国民の幸せをもたらすツールになっていない。 

 

もし私が（暫定政権の存続あるいは消滅について）決め

る権利があるのであれば、茶番はもうやめろと言いた

い。」と主張。 

 

暫定政権が外国のベネズエラ政府資産を保護している

との暫定政権の主張について 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94cd5dee699a111ec62e75b79d9f4d05.pdf
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「CITGO は暫定政権によって保護されていない。

CITGO は米国の行政命令によって保護されている」と

指摘した。 

 

２０２１年末にも同様の呼びかけを行っており、当時は

PJ のフリオ・ボルヘス幹事長も暫定政権の終了を呼び

かけていた。 

 

２０２３年１月５日に野党国会が開催され、暫定政権の

継続あるいは消滅について採決する予定となっている。 

 

なお、カプリレス元知事は、予備選に出馬する可能性が

報じられているが、彼自身は「迷っている」と発言。参

加について決めかねていた。 

 

１２月１９日 カプリレス元知事は、予備選挙への参加

について「まだ決定はしていない。従って、肯定も否定

も出来ない。検討している段階だ。私も含めて現在も出

馬を禁止されている政治家がいる。その措置がどうなる

か見守る必要がある。」と述べた。 

 

「ELN クリスマス～新年まで休戦を宣言」                  

 

１２月１９日 コロンビア系ゲリラ「国民解放戦線

（ELN）」は、２０２２年１２月２４日午前６時～２０

２３年１月２日午前６時までの休戦を宣言した。 

 

コロンビア政府と ELN は和平協議を行っているが、両

者の衝突自体は続いている。 

 

今回の休戦宣言により、２０２３年１月２日までコロン

ビア政府当局との衝突をしないと表明したことになる。 

 

ただし、「自衛権は留保する」と補足。攻撃された場合

には攻撃し返すことも宣言した。 

 

 

今回の発表に先立ちコロンビアのペトロ大統領は、「ク

リスマス及び新年は一方的な攻撃を辞めろ」と要請。 

 

ELN の宣言は、ペトロ大統領の要請に応じた形になる。 

 

経 済                        

「Fedecamaras 最低賃金２００～３００ドル提案」           

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は、マドゥロ政権

に対して最低賃金を月額２００～３００ドルに引き上

げるよう提案。 

 

最低賃金を引き上げることで、２０２３年の経済がさら

に発展するとの見解を示した。 

 

Fedecamaras カラボボ州の Rafael Trejo 代表は、 

「政府に対して Fedecamaras が最低賃金の引き上げを

求めるのはベネズエラ史上初めてのことだろう」と述べ

た。 

 

なお、実際はそのような措置は困難と思われる。 

 

最低賃金を月額２００～３００ドルに引き上げるため

には、マドゥロ政権が公務員にその金額を支払うことが

出来るだけの歳入がなければいけない。 

 

しかし、原油輸出によるドル収入が制限された現状だと、

ボリバル紙幣を乱発するという手段しかそのような大

盤振る舞いは出来ない。 

 

ボリバル紙幣の乱発は、ボリバル通貨の価値下落を意味

し、ハイパーインフレに逆戻りのシナリオしかない。 

 

秩序だった最低賃金引き上げを実現するためには、歳入

増加、つまり原油輸出収入の増加が必須ということにな

る。 
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「私立病院 Grupo Santa Paula 危機下も病院継続」         

 

スペイン系の医療機関「Keralty」のグループ会社「Grupo 

Santa Paula」は、ベネズエラで最新鋭の医療設備を備え

た病院の１つと言われている。 

 

「Grupo Santa Paula」は、カラカス南東部にある病院

で、２０１６年～２０年のベネズエラで最も経済的に厳

しい時期も経営を続けた。 

 

当時は経営が極めて厳しい状況だったが、２０１８年、

１９年に「Banco Nacional de Credito（BNC 銀行）」が

融資をしてくれたことで、継続を出来たという。 

 

レオポルド・キンテロ病院長は、「現在も状況は厳しい

が、当時の危機を乗り越えた経験を生かして、今後もベ

ネズエラで活動を続ける」との姿勢を示した。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

「マドゥロ政権 クリスマス補助金を支給」                  

 

１２月１９日 マドゥロ大統領は、祖国カードの保有者

を対象にクリスマス補助金「希望の再誕（Renace La 

Esperanza）」を支給すると発表した。 

 

 

支給予定額は４４ボリバル。現在の為替レートでドルに

換算すると約２．７５ドルと少額だが、ベネズエラ国民

にとっては小さくない金額だろう。 

 

１２月１９日～２３日にかけて支給されるという。 

 

社 会                        

「グアイド議長妻 高級服の着用で非難受ける」           

 

マドゥロ政権高官が高級ブランドに身を包んでいるこ

とで非難を受けることは度々あるが、今回は野党側で同

じような非難が起きている。 

 

グアイド議長（暫定大統領）の妻ファビアナ・ロサレス

氏が、「KOALA」というブランドのハンドバックを持っ

ている映像が流れたという。 

 

一般人がソーシャルメディアで、このバックが３３８ド

ルと投稿。「人道支援？CITGO？Monomeros？これら

は全て選ばれたグループの懐に流れる。チャビスタと同

等かそれよりたちが悪い」と投稿。炎上している。 
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２０２２年１２月２０日（火曜）              

政 治                       

「Gedeon オペレーション実行犯 米国へ送還？」        

 

１２月２０日 軍部に詳しい記者 Sebastiana Baraez 氏

は、米国元軍人 Luke Alexander Denman 氏と Airan 

Berry氏がマイケティア国際空港に移送されていると投

稿した。 

 

Luke Alexander Denman 氏と Airan Berry 氏は、２０２

０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊作戦「Gedeon 

Operation」の実行グループの一員。 

 

両名は一般犯罪の部類に入るので、政治犯という扱いで

報じられることは少ない。ベネズエラ検察庁は、クーデ

ター計画に加担したことを理由に両名に対して懲役２

０年を求刑していた。 

 

このままマドゥロ政権に拘束されるものと思っていた

が、米国に送還される可能性が浮上している。 

 

「Gedeon Operation」の主犯格は、ジョーダン・ゴドレ

ウ氏という米国警備会社「Silvercorp」の社長で、彼らは

ゴドレウ氏の協力者ということになる。 

 

なお、もう１人の主犯格であるクリベル・アルカラ氏は

「Gedeon Operation」が起きる２カ月前の２０年３月

に米国政府に拘束された。 

 

ゴドレウ氏は「Gedeon Operation」実行後はインタビュ

ーなどに出演していたが、現在は米国にいるのか完全に

雲隠れしている。 

 

米国以外の国に隠れているのか、都合の悪い情報が表に

出ないよう米国政府が匿っているのか、実態は不明であ

る。 

 

この件はグアイド暫定政権が深く関与しており、

「Silvercorp」のゴドレウ社長とグアイド議長の契約書

も存在している。 

 

また、米国政府が間接的に関与していた可能性も報じら

れており、米国政府にとっては騒がれたくないテーマの

１つとなっている。 

 

 

（写真）Sebastiana Baraez 記者 

 

「アレックス・サアブ氏 米国で裁判         

  ～２０２２年中に外交特権の判決を下す～」           

 

１２月２０日 マドゥロ政権のフィクサーとして米国

で拘束されているアレックス・サアブ氏の裁判が行われ

た。 

 

Robert M. Scola 裁判官は、「サアブ氏がマドゥロ政権の

外交官かどうか」について、「来週末までに判決を下す」

と説明。２０２２年中に決定するとの意向を示した。 
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仮に米国裁判所が「サアブ氏はマドゥロ政権の外交官」

と認識した場合、ウィーン条約により外交特権が成立し、

サアブ氏を解放する可能性が出てくる。 

 

前述の通り、確定情報ではないもののマドゥロ政権は

Luke Alexander Denman 氏と Airan Berry 氏を米国に送

還する可能性が報じられている。 

 

このタイミングで、サアブ氏の判決が出ることに何らか

の関係があると考えるのが普通だろう。 

 

なお、１１月に米国政府は、マドゥロ大統領の妻シリ

ア・フローレス氏の甥２名を釈放。交換の形でマドゥ

ロ政権は CITGO 元役員５名を解放していた。 

 

サアブ氏と Luke Alexander Denman 氏・Airan Berry

氏の人質交換が行われても不思議ではないだろう。 

 

一方で、Scola 裁判官は、今回の裁判について興味深い

問題提起をしている。 

 

それは「米国政府は、外国の政府を認識する権利を有し

ている。そして、米国政府はグアイド暫定政権をベネズ

エラ政府と認識し、マドゥロ政権を違法政権と認識して

いる。」との発言。 

 

つまり、「サアブ氏はマドゥロ政権の外交官である」と

米国裁判所が判決を下したとしても、米国政府がマドゥ

ロ政権をベネズエラ政府と認識しなければサアブ氏の

解放が実現しない可能性もあるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

「マドゥロ大統領 拳銃工場の建設を発表」         

 

１２月２０日 マドゥロ大統領は、「国家警察（PNB）」

にて演説。PNB の警官が使用する銃をベネズエラ国内

で製造するための工場建設を承認した。 

 

ただし、マドゥロ大統領は、内務司法平和省に対して、

工場建設の必要経費を提案するよう求めており、現時点

ではどれほど具体的な話が出ているかは未知数だ。 

 

過去もロシア政府の銃「カラシニコフ」をベネズエラ国

内で製造すると発表していたが、何年も保留になってお

り、今回も実現するかどうかはわからない。 

 

「ペルー議会 大統領選の前倒しを承認」         

 

１２月２０日 ペルー議会は、大統領選・国会議員選含

む一斉選挙を２０２４年４月に実施することを承認し

た。賛成は９３票、反対は３０票、棄権１票だった。 

 

ペルー議会は、カスティジョ前大統領を罷免。 

これを受けて、カスティジョ政権下で副大統領を務めて

いたディナ・ボルアルテ氏が大統領に繰り上がり、カス

ティジョ前大統領の任期まで政権を運営する予定だっ

た。 

 

しかし、一連の解任劇に抗議するカスティジョ前大統領

支持者らと警察当局が衝突。混乱を鎮静化させるため、

ボルアルテ新大統領は、２０２３年１２月に大統領選を

行うことを提案したが、必要な賛成票が得られず、提案

は否決された。その後、２４年４月の選挙実施について

採決が取られ、承認したようだ。 

 

なお、ボルアルテ大統領の任期は２４年７月２８日まで。 

議会は同年７月２６日までのようだ。 
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経 済                       

「ボリバル法はシンボリックな法律」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.847」で紹介した通り、

米国上院は「ボリバル法」を承認。米国政府機関とマド

ゥロ政権との取引を禁止する法案を可決した。 

 

１２月２０日 ベネズエラ人経済学者フランシスコ・ロ

ドリゲス氏は、「ボリバル法」について、「シンボリック

な意味合いしかない」と指摘。ベネズエラ経済に与える

影響は限定的との見解を示した。 

 

「ボリバル法は、米国政府がマドゥロ政権やマドゥロ政

権関係企業との取引を制限するという法律である。しか

し、現行の制裁は同様の効力を発揮している。つまり、

現在と変わらない。」と説明した。 

 

また、ボリバル法により「Chevron」のベネズエラでの

事業再開が阻害されることはないと補足した。 

 

「TAP リスボンーカラカス路線を増便」         

 

ポルトガルの航空会社「Air TAP」は、リスボン―カラ

カス便を増便すると発表した。 

 

TAP は２、２年６月２１日からリスボン―カラカス便

の運航を再開しており、現在は週２便が運航している。 

今後、１便を増やし、週３便にするという。 

 

なお、米国への運航便も増やすと発表。 

 

今後は、ボストン行きが週１４便、シカゴ行きが週５便、

マイアミ行きが週１０便、サンフランシスコ行きが週５

便、ワシントン行きが週５便になるという。 

 

 

 

社 会                       

「ベネズエラ 経済ドル化で格差が拡大？」            

 

ベネズエラ人経済学者オマール・サンブラーノ氏は、ベ

ネズエラの３０～５０％は昨今の経済回復の恩恵を受

けておらず、格差が拡大しているとの見解を示した。 

 

サンブラーノ氏によると、２０２２年の経済成長は前年

比２桁台と言われており、大きく見えるが、長年の経済

縮小で母数が小さくなっており、実際はそこまで成長し

ているわけではないと指摘。 

 

その大きくない成長の恩恵は富裕層が受けており、２０

２２年の経済成長は不平等なものだったと訴えた。 

 

サンブラーノ氏は、不平等が起きた主な原因の１つに経

済のドル化を挙げ「ドル収入を定期的に得られる層は生

活が一定程度向上したが、その割合は全体で見ると少数

で、多くは未だにボリバルをベースに生活している」と

指摘。 

 

「経済ドル化は不平等を生み出すツール」との見解を示

した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f71ddfcf01418a366865b7bc9005c02.pdf

