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（写真）国連 “ベネズエラの移民・難民数が３００万人を越えたと発表” 

 

 

２０１８年１１月７日（水曜） 

 

政 治                     

「コロンビア政府 ベネズエラ軍の越境行為を非難」 

「メキシコ議会 マドゥロ大統領の宣誓式出席抗議」 

経 済                     

「ベネズエラ企業 上海国際見本市に出展」 

「コンビアサ ボリビア・ニカラグア便運航開始」 

「ビンボーパン労働者 賃金改定を求め抗議行動」 

「ミランダ州知事 イランのコーラ工場建設を発表」 

「２０１８年 ３０のメディアが事業停止」 

「国会 １０月のインフレ率先月比１４８．２％」 

「５７回目 DICOM １ドル BsS.６５．１」 

２０１８年１１月８日（木曜） 

 

政 治                    

「国連 ベネズエラ移民数を３００万人に更新」 

「UNT サパテロ元西首相決議を非難」 

経 済                    

「保険会社チューリッヒ ベネズエラ撤退を発表」 

「米シェブロン ベネズエラ事業撤退の検討？」 

「英国 GOLD の返還を拒否」 

「並行レート取引協力を理由に証券会社を告発」 

「大統領息子 コルタン取引でマフィアと関係か」 

社 会                    

「ベネズエラの水道事情」 
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２０１８年１１月７日（水曜）             

政 治                       

「コロンビア政府 ベネズエラ軍の越境行為を非難」       

 

１１月７日 コロンビア外務省は、ベネズエラの軍人が

国境を越えてコロンビアに侵入したとの声明を発表し

た。 

 

数日前にはコロンビアのゲリラ勢力「民間解放軍（ELN）」

とベネズエラ国軍が衝突し、ELN の幹部が逮捕された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.212」１１月５日付の記事

参照）。 

 

また、９月末にはベネズエラ軍がコロンビア国境に多数

の軍人を配置しているとして米国政府、コロンビア政府

が訴えていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.196」９月２

８日付の記事参照）。 

 

以下はコロンビア外務省が発出した声明文の翻訳。 

 

 

コロンビア外務省はコロンビア政府の名において１８

年１１月１日に起きた領土侵害行為を訴える。 

 

同日、ノルテ・デ・サンタンデール県 Picadel Dos にベ

ネズエラの軍人複数名が侵入したとの情報があり、コロ

ンビア国軍、防衛省が情報の真偽を確認したところ、こ

の情報が事実であったことが確かめられた。 

従って、国家領土違反が行われたことになる。 

 

コロンビア外務省はコロンビア政府の名において、自国

主権を侵害する行為を非難する通知を渡した。 

 

 

 

 

「メキシコ議会 マドゥロ大統領の宣誓式出席抗議」         

 

メキシコのロペスオブラドール新大統領の就任が１２

月１日に迫っている。 

 

就任式には外国政府要人が招待されているが、参加者リ

ストの中にマドゥロ大統領の名前も入っている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.208」１０月２６日付の記事参照）。 

 

１１月７日 複数のメキシコ議会議員はオブラドール

新大統領の就任式にマドゥロ大統領を招待しないよう

要請した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6eebaf63ee21032b0399ec3571991968.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１１月７日～１１月８日報道            No.２１３   ２０１８年１１月９日（金曜） 

3 / 9 

 

 

（写真）Resistencia Venezuela 

“「マドゥロ大統領、あなたは歓迎されていない」のプ

ラカードを掲げるメキシコ議員たち” 

 

経 済                        

「ベネズエラ企業 上海国際見本市に出展」           

 

１１月５日～１０日にかけて、中国上海で国際見本市が

開催されている。同見本市は１７２カ国から３，６００

の外国企業が出展する大規模なビジネス見本市となる。 

 

９月 マドゥロ大統領は訪中後に同展示会に５００社

のベネズエラ企業を出展させると発表していたが、国営

報道局（VTV）によると、同イベントには公的・民間セ

クター約１００社が出展したようだ。 

 

ジョマナ・コテッチ貿易国際投資相は、漁業や農業関連

で中国企業の投資を期待する旨の発言をしている。ベネ

ズエラの肥沃な土地を使用し、中国の食糧事情に貢献し

たいとの意向を示した。 

 

特に何か大きなニュースがあるわけではないが、ベネズ

エラと中国の関係を紹介する重要なイベントではある

ので、貿易国際投資省が公開している写真を通じて見本

市の様子を紹介したい。 

なお、より多くの現地の写真を見たい方は「貿易国際投

資省の公式 Twitter」で確認できる。 

 

 

 

（写真）貿易国際投資省ツイッターより抜粋 

 

https://twitter.com/mincomerciove
https://twitter.com/mincomerciove
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「コンビアサ ボリビア・ニカラグア便運航開始」                  

 

１１月７日 ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」は

友好国であるボリビア、ニカラグアとの往復便を運行さ

せると発表。運航開始イベントを行った。 

 

同イベントに参加した在ベネズエラ・ボリビア大使によ

ると、ボリビア（カラカス―サンタクルス間）行きの便

は１２月４日から運行を開始、週４便（火曜・水曜・土

曜・日曜）を予定しているという。 

 

使用する機体名は確認できなかったが、年間で２２，４

００名の移動が実現すると発表していた。 

週４便ということは年間に１９２回（往復で３８４回）

運航することになる。 

 

２２，４００名の数字は片道換算なのか、往復換算なの

かは分からないが、片道（１９２回）で２２，４００席

を割ると１１６席ある機体、往復（３８４回）で計算す

ると５８席ある機体を利用することになる。 

 

また、コンビアサのラモン・ベラスケス社長によると、

近いうちにニカラグアの首都マナグア間の便も運航さ

せる予定のようだ。所要時間は約２時間５０分。コスト

は往復４７０ドルを予定しているようだ。 

 

他、１９年度中には国際線を更に１０カ国増やしたいと

の意向を示した。 

 

マイケティア国際空港の運航予定表を確認したところ

現在、コンビアサがカラカスから定期運航をしているの

はアルーバ、ハバナの２カ国のみ。 

 

 

 

 

 

「ビンボーパン労働者 賃金改定を求め抗議行動」         

 

筆者が駐在していたところ、スーパーで度々目にした

「ビンボーパン」というパンがある。メキシコ拠点のパ

ン・菓子類メーカーで南米では多く普及しているようだ。 

 

１１月７日 「ビンポー・

デ・ベネズエラ」の労働者

が賃金改定および販売促

進費などの支払いを求め

て抗議行動を行った。 

 

同社労働組合の代表は 

「ビンボーは３０年間、

ベネズエラで事業を行っ

ている。彼らは我々への

支払い条件を改悪しよう

としている。」と訴えた。 

（写真）Grupo BIMBO 

 

「ミランダ州知事 イランのコーラ工場建設を発表」                  

 

１１月７日 ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は

国営放送局（VTV）で、イランの飲料メーカー「Zam Zam」

がミランダ州カウカグアで炭酸飲料工場を建設すると

発表した。 

 

ロドリゲス知事曰く、工場建設・機材設置等の投資額は

８００万ドル。同工場の建設により２００名の雇用が創

出されると強調した。 

 

既に工場の機材設置段階に入っており、ロドリゲス知事

がイラン企業関係者らとともに工場内部を視察する映

像が流された。 
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「Zam Zam」はコーラによく似た炭酸飲料（下写真参照）

などを生産している。イランではポピュラーな会社のよ

うだ。 

 

 

（写真）Zam Zam 社 HP より抜粋 

 

「２０１８年 ３０のメディアが事業停止」                  

 

全国報道労働者組合（SNTP）は１８年中に全国で３０

のメディアが事業を停止したと発表。今後も更に増える

と警鐘を鳴らした。 

 

SNTP によると、１３年からメディアの閉鎖が増え始め

ているという。 

 

１３年は８社。１４年は５社。１５年は８社。１６年は

５社。１７年は５９社。１８年は現時点で３０社。 

つまり、１３年から現在までに１１５社が事業を継続で

きなくなったことになる。 

 

「国会 １０月のインフレ率先月比１４８．２％」                  

 

１１月７日 国会財務経済委員会のラファエル・グスマ

ン議員は１８年１０月のインフレ率が先月比１４８．

２％だったと発表した。 

 

９月の２３３．３％よりは低いが、それでも先月比１４

８．２％と言う数字が異常であることは変わらない。 

 

２０１８年１月～１０月までの累積インフレ率は２８

万７，６２３．９％増。 

 

２０１７年１１月～２０１８年１０月までの１２カ月

分のインフレ率では８３万３，９９７％。 

このままだと１８年の年間インフレ率が１００万％を

超える可能性はかなり高いと言える。 

 

グスマン議員は 

「食料品の物価は先月比８６．４％も上昇しており、政

府はインフレを抑制するための対応を取れていない。」 

と非難した。 

 

「５７回目 DICOM １ドル BsS.６５．１」                  

 

DICOM は通常であれば、月曜、水曜、金曜に週３回行

われることになっているが、１１月５日（月曜）は

DICOM が行われなかった。 

 

１０月末からユーロ建てでの外貨割り当てが始まって

おり、送金に障害が起きているか、あるいはユーロ建て

での送金状況について分析していたのかもしれない。 

 

１１月５日の DICOM は実施されなかったが、７日は

これまで通り DICOM（５７回目）が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６５．１（１ユーロ BsS.

７４．７）。前回の１ドル BsS６４．８９から少しボリ

バル安になったことになる。 

 

外貨供給額は合計で５９９万５，０８３．４２ドル。 

前回の３６６万ドルより増えたことになるが、１１月５

日分の DICOM が行われなかったことを踏まえれば、

これまでよりも多い金額になるのは自然だろう。 
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５７回目もユーロ建ての割当額が多かった。 

 

法人について、ユーロ建てでの割り当ては１０５社、割

り当て総額は３５０万９，３８７．６１ユーロ。ドル建

ては７１社で割り当て総額は１８１万ドルだった。 

 

個人について、ドル建てが多く１０５名が１５万８，２

９７．３４ドル。１名が１００ユーロの割り当てを受け

た。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、タイヤ販売会社

「Covencaucho」で２０万ユーロ。使用用途は債務返済。 

 

次いで、「Prestige Empire Import & Export」が１５万ユ

ーロ（１７万ドル超）の外貨供給を受けた。ウェブサイ

トを見る限り、同社は自動車のレンタカーサービスを行

っている会社のようだ。外貨の使用用途は原材料輸入と

書かれている。 

 

自動車盗難が多いベネズエラでレンタカーは無理だと

思っていたので、少し意外な気がする。 

もしかするとレンタカーを借りるには運転手も依頼し

なければいけないのかもしれない。 

 

３番目は「FTG Investing & Consulting」が１７万ドル

の外貨供給を受けた。同社は食料品の輸入販売業者でス

ーパーマーケット「Central Madeirense」にコメなどの

食料品を卸している。 

 

２０１８年１１月８日（木曜）             

政 治                       

「国連 ベネズエラ移民数を３００万人に更新」        

 

１１月８日 国連の難民高等弁務官事務所（UNHCR）

および国際移民機構（IMO）はベネズエラの移民数を３

００万人超と更新した。 

 

これまで国連として公表していたベネズエラの移民数

が２３０万人だったので、少なくとも７０万人は増えた

ことになる（詳細は「ウィークリーレポート No.62」参

照）。 

 

移民の８０％（約２４０万人）はラテンアメリカ地域に

移住しているという。 

 

最も移民受け入れが多いのはコロンビアで１００万人

超。次いでペルーが約５０万人。エクアドルが２２万人

超。アルゼンチンが１３万人。チリが１０万人。ブラジ

ルが８．５万人とした。 

また、カリブ海地域ではパナマが最も多く、移民受け入

れ数は９．４万人という。 

 

国連でベネズエラ移民・難民問題の担当となったエドゥ

アルド・ステイン氏は 

「南米・カリブ海地域はベネズエラの移民を積極的に受

け入れる政策を維持しており、賞賛されるべきものだ。」 

と各国の取り組みを褒めたたえた。 

 

他方、 

「移民の受け入れには限界がある。現在のような寛容な

受け入れ方針を近隣国が維持するには諸外国の緊急的

な支援が必要である。」 

と外国からの支援金を要請した。 

 

「UNT サパテロ元西首相決議を非難」           

 

サパテロ元西首相を「ペルソナ・ノン・グラタ」に認定

するかどうかの決議については、賛成多数で承認された

が、賛成した側が反対意見を示した議員らを攻撃する状

況になっている。 

 

逆に反対意見を示した議員が賛成派を非難する意見は

少ない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf
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野党に属する限り政府の擁護者とレッテルを貼られた

サパテロ元西首相を公に支持できない面があり、穏健派

が自身の考えを明言することをためらっていることが

理由と思われる。 

 

その中で新時代党（UNT）が声明を発表。 

 

「UNT は、実現出来ないことを国民に期待させるイニ

シアティブを支持しない。急進的な訴えはベネズエラの

危機的な現状を解決させず、むしろ悪化させる。 

 

外国から持ち込まれた野党の団結を妨げる動きを非難

する。彼らの行動は野党の合意を壊し、仲間の不信感を

助長し、政府がけしかけた野党分断説を促進している。」 

との見解を示した。 

 

UNT の党員はデルサ・ソロルサノ副党首を除き、１１

月６日に行われたサパテロ元西首相に対する国会での

決議で「反対」を投じていた。 

なお、デルサ・ソロルサノ副党首は「棄権」に票を投じ

ていた。 

 

経 済                       

「保険会社チューリッヒ ベネズエラ撤退を発表」            

 

１１月８日 スイスの保険会社「Zurich」はベネズエラ

子会社を売却したと発表した。つまり、ベネズエラ事業

からの撤退を発表したことになる。 

 

現時点では、売却相手は明らかになっていない。 

事業撤退理由についても明言していないが、長引くベネ

ズエラの経済低迷が理由であることは想像に難くない。 

 

事業売却にあたり、約２億５，８００万ドルの為替調整

差損を計上すると発表した。 

 

 

現地経済情報サイト「BancayNegocios」によると、

「Zurich」は１９９６年からベネズエラで事業を始めた

という。全国に４８ある保険会社の中で「Zurich」は１

３位だったようだ。 

 

「米シェブロン ベネズエラ事業撤退を検討？」         

 

１１月８日 米国紙「Wall Street Journal」は情報筋から

の証言として、米国の石油開発会社「Chevron」がベネ

ズエラ事業からの撤退を検討していると報じた。 

 

「シェブロンの経営陣はベネズエラ事業から撤退する

かどうかを議論している。シェブロンは倫理的にベネズ

エラ政府と事業を続けることと商業的な利益のジレン

マに直面している。 

 

シェブロンは自社のベネズエラ事業撤退が PDVSA、あ

るいは政府の財務に甚大な影響を与えることを認識し

ている。 

他方、ベネズエラ政府への支援を継続することで自社の

評判に傷がつくリスクを懸念している。 

 

他にも支払い遅延、政府が呼びかける政治集会への参加

強要、汚職への関与懸念、２名の自社従業員逮捕など撤

退を検討するだけの理由がある。」と報じた。 

 

「英国 GOLD の返還を拒否」                

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.212」１１月５日付の記事

で、ベネズエラ政府が英国から GOLD１４トン（５．

５億ドル相当）を戻そうとしているとの記事を紹介した。 

 

同報道の続報として英国メディア「The Times」は、英

国政府が「マドゥロ大統領が個人的な利害のために

GOLD を売却してしまう懸念がある」として、GOLD

の返還を拒否したと報じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
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完全に拒否したわけではなく、汚職を回避できるだけの

スタンダードを講じなければ、GOLD を返還しないと

説明しているようだ。 

 

とは言え、ベネズエラ政府がこの要求に答えることもな

いと思われ、仮にベネズエラ政府がこの要求に答えたと

しても英国が返還するとも思えず事実上の差し押さえ

と言えそうだ。 

 

米国政府は１１月１日にベネズエラ政府の GOLD 取引

に制裁を科しており、この影響も小さくなかったと思わ

れる（「ベネズエラ・トゥデイ No.210」１１月１日付の

記事参照）。 

 

「並行レート取引協力を理由に証券会社を告発」         

 

サアブ検事総長は、外国にある証券会社２，１４４社が

送金のための資金を受け入れており、ベネズエラ国内で

違法行為に当たると告発。 

 

この違法行為で１．５億ドル～２億ドルの資金が不正に

両替されたと説明した。 

 

これらの証券会社が最も多かったのはコロンビアで６

００社。他にチリ、ペルー、アルゼンチン、メキシコ、

スペイン、パナマ、エクアドル、コスタリカ、ドミニカ

共和国、ボリビア、米国、ブラジルの名前が挙がった。 

 

サアブ検事総長は、これらの国の政府に対してベネズエ

ラ検察庁は近日中に調査への協力を要請し、同時に違法

行為をとどめるための適切な手段を取るよう求めると

発表した。 

 

また、本件に関連してベネズエラ国内で違法取引をサポ

ートしていたとされる７０名に指名手配命令を発出し

たという。 

 

「大統領息子 コルタン取引でマフィアと関係か」         

 

ボリバル州の地方政党「La Causa R（LCR）」のアメリ

コ・デ・グラシア議員は Instagram を通じて、ニコラス・

マドゥロ・ゲラ氏がレアメタル「コルタン」の取引でマ

フィアと結託していると訴えた。 

 

なお、ニコラス・マドゥロ・ゲラ氏はマドゥロ大統領の

息子。メディアでは「ニコラシート」と呼ばれている。 

 

「私はニコラシートで知られるニコラス・マドゥロ・ゲ

ラがガイアナで行っている犯罪行為を確認した。 

 

ニコラシートは、コルタン産業でマフィアと通じ「Wall 

Marketing」というボリバル州南部パラワサにあるペー

パーカンパニーで汚職を行っている。 

 

マドゥロがアンドレス・

ベラスケスLCR党首と私

を攻撃している理由は、

我々がこの汚職行為を発

見したからだ。」 

と訴えた。 

 

（写真）WikiCommons 

”ニコラス・マドゥロ・ゲ

ラ氏” 

 

アンドレス・ベラスケス党首もツイッターで「SEBIN に

後を付けられている」と政府による迫害行為を投稿して

いる。 

 

１１月２日 マドゥロ大統領は演説の中でアンドレス・

ベラスケス党首とアメリコ・デ・グラシア議員が資源マ

フィアを資金的に援助していると非難していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.211」１１月２日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0e216a05d706944123862c519a5a077.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0e216a05d706944123862c519a5a077.pdf
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社 会                       

「ベネズエラの水道事情」                 

 

ベネズエラの水道水に不純物が多く入っていることは

ベネズエラに住んでいる人であれば誰でも知っている。 

 

筆者は駐在中に浄水器を付けていたが、数週間してフィ

ルターを開けてみると大量の土汚れがフィルターに付

着していた。また、お風呂にお湯をためれば土が沈殿し

た。 

 

ただ、状況は当時よりも悪化しているのだろう。 

 

ヌエパ・エスパルタ州の映像だが、一般人が上水道の水

から珈琲のような濁った水が出ている映像をTwitterに

投稿し、話題になっている。 

 

短期的に経済状況が改善する可能性は低く、インフラ設

備は益々劣化していくことが懸念される。 

 

 

（写真）Federico Black 氏ツイッター 

 

以上 

 


