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（写真）Federico Alves 教授ツイッター抜粋 “１２月２７日 カラボボ州バレンシア付近で地震発生” 

 

 

２０１８年１２月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「ポンペオ国務長官 コロンビア訪問予定 

～対ベネズエラ方針について協議～」 

経 済                     

「Good Year の占領 官報で正式に発表」 

「カカオ産業 ベネズエラ政府の介入に警戒」 

「７７回目 DICOM １ドル BsS.５６３．９８」 

社 会                     

「外国人の美容整形需要が拡大 

～経済危機で整形費用は外国の半分以下～」 

２０１８年１２月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「カリブ共同体 ガイアナの訴えを支持 

～ベネズエラ政府 遺憾の意を示す～」 

経 済                    

「ブラジル ベネズエラへの貿易保険を停止」 

社 会                     

「カラボボ州で地震 マグニチュード最大６．１ 

～余震も２０回超～」 

「OVV 殺人発生件数は１０万人に８１．４人」 

「コロンビア ベネズエラ人越境ビザを発行」 
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２０１８年１２月２６日（水曜）             

政 治                       

「ポンペオ国務長官 コロンビア訪問予定       

      ～対ベネズエラ方針について協議～      

 

コロンビアのイバン・ドゥケ大統領は、来週水曜に米国

のポンペオ国務長官がコロンビア（カルタヘナ）を訪問

すると発表。 

 

コロンビア大統領府の発表文では「ベネズエラ独裁政権

が引き起こした混乱に対して両国がどのように協力す

るかを議論する」としており、ベネズエラ問題について

議論することになる見通し。 

 

１２月２４日 ドゥケ大統領は各国に対して外交的に

マドゥロ政権を孤立させるよう求めていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.233」１２月２４日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ問題について、米国とコロンビアの方針は一

致しており、共同で今後のプランを相談することになり

そうだ。 

 

経 済                        

「Good Year の占領 官報で正式に発表」           

 

１２月１０日 米国系のタイヤメーカー「Good Year」

はベネズエラ事業からの撤退を発表した。これを受けて

ベネズエラ政府は同社のカラボボ工場を同社労働組合

（Sutrenec）によって再開させる方針を示している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.232」参照）。 

 

１２月２６日 官報４１，５５２号、労働省決議で

「Good Year」カラボボ工場の占領と生産活動再開が正

式に発表された。 

 

官報によると、同決議が公表されてから５日以内に新た

なボードメンバーを決定するという。通常であれば、労

働省の幹部クラスの人間が社長に就任し、数名は労働組

合代表者、ほかの数名は労働省関連の職員が役員になる

ことが多い。 

 

「Good Year」はベネズエラで事業を開始して３２年が

経過していた。 

撤退の発表は突然だったものの、「Good Year」側はベネ

ズエラの労働法に即した方法で労働者を解雇している

と主張。また、同日以降、「Good Year」の許可なくカラ

ボボ工場で同社の製品を生産することはできないと主

張している。 

 

「カカオ産業 ベネズエラ政府の介入に警戒」         

 

ベネズエラは高品質のカカオ産地として有名だ（同国の

カカオについては「ウィークリーレポート No.33」参照）。 

 

ロイター通信は、政府の介入を受けてカカオ農家が危機

感を募らせているとの記事を報じた。 

 

カカオ栽培に１９年間従事してきたフレディ・ガリンド

氏はカカオ豆輸送中に路上でコントロールをしていた

軍部にカカオが入った袋を押収されたという。また、政

府にカカオ豆を引き渡すよう強制されたという。 

 

１８年はこれら政府の介入を受けて８７トンのカカオ

がなくなったと非難。価値にして１３万ドルに相当する

と訴えた。 

 

また、ミランダ州政府は政府主導でカカオ産業の開発を

行う姿勢を示している。 

 

ここ最近、ミランダ州では、異常に安い価格でカカオ豆

を州政府に販売するよう圧力をかけられているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27508597c90c2883105b418071c06c6c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27508597c90c2883105b418071c06c6c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413343772106a42759ae587743ede75a.pdf
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政府は、税金逃れが横行しており、政府がカカオ産業に

介入する必要があると主張している。 

 

過去の歴史からすれば、政府による農業介入はよい結果

を生まない。 

 

砂糖、コーヒーについても、政府が商売に参入すること

により利益が出せなくなり、農家が栽培を放棄するよう

になった。 

ベネズエラは過去にも、政府がカカオ産業に介入したこ

とがあったが、これが理由でカカオ産業が衰退した歴史

がある。 

 

「７７回目 DICOM １ドル BsS.５６３．９８」                  

 

１２月２６日に７７回目の DICOM が実施された。  

 

DICOM レートは１ドル BsS.５６３．９８。  

 

前回の１ドル BsS.５０４．３７から１１．８％ボリバル

安に傾いた。  

 

ここ最近、DICOM レートは毎回１０％超ボリバル安に

振れており、平行レートとの乖離はかなり縮小してきた。

平行レートの参考サイト「Dolar Today」では１２月２

８日時点のレートは１ドル約BsS.７１０になっている。 

 

 

外貨供給額はドル建てで５４万８，７５２．０７ドル。  

 

１１月頃から１回の DICOM では２００～３００万ド

ルほど外貨が割り当てられることが多かったが、年末だ

からか通常より少なくなっている。 

 

法人３６社に対して２２万３２６ドル、１３万３，０９

９ユーロが割り当てられた。  

 

また、４１９名の個人に対して１４万３，９８４．３９

ドル、２万９，３６８．６３ユーロが割り当てられた。  

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Coca Cola-

FEMSA」で１０万ドル。原材料輸入が目的。  

 

次いで、「Alimento Heinz」(食品業)で５万１，３５５ド

ル。原材料輸入が目的。  

 

３番目が「Nos Maracay」（業種不明）で４万５，７５０

ユーロ。債務返済が目的だった。 

 

社 会                        

「外国人の美容整形需要が拡大             

  ～経済危機で整形費用は外国の半分以下～         

 

経済不況を受けて最近は状況が変わってしまったが、ベ

ネズエラは美容大国として有名だ。多くの女性が美容院

によく通い、化粧品が多く売れる国だった。 

 

美容整形も盛んだ。国際美容整形協会によると、ベネズ

エラは整形外科医の多い国トップ２０に入っている。 

 

なお、美容外科として正式に登録されているベネズエラ

人医師は６００名だが、実際は１，０００人以上が整形

外科医として活動しているという。 

 

ベネズエラ美容整形の権威といわれるラモン・マリン氏

によると、経済低迷を受けてベネズエラの整形費用は他

国と比べて非常に安価になっており、マイアミやコロン

ビア、アルーバ、パナマなど多くの外国人がベネズエラ

に整形手術を受けに来るという。 
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たとえば、豊胸手術はベネズエラであれば２，０００～

３，０００ドルで受けられるが、欧米などでは８，００

０～１５，０００ドルほどかかるという。 

 

マリン氏いわく、手術費用は安価だが、手術で使用され

る製品の９０％は外国から輸入した製品を使用してお

り、技術も設備も最新鋭だとコメントしている。 

 

外国人で問題になるケースが、滞在期間。整形手術は最

低でも２５日～３０日の期間が必要だが、それほど長い

日数をネズエラにとどまれないケースも多いという。 

 

２０１８年１２月２７日（木曜）             

政 治                       

「カリブ共同体 ガイアナの訴えを支持        

    ～ベネズエラ政府 遺憾の意を示す～」      

 

１２月２２日 ガイアナの排他的経済水域で原油探査

活動を行っていたとされる Exxon Mobil の船がベネズ

エラ海軍の船に活動を妨害されたとの報道を紹介した。 

 

ベネズエラ政府はガイアナ政府の訴えに対して、海軍が

Exxon Mobilの船を停止させたのはベネズエラの海域に

侵入していたからだと反論し意見が衝突していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.232」１２月２２日付の記事参

照）。 

 

１２月２４日 カリブ共同体（CARICOM）は本件につ

いて「ガイアナの領有権は国際法で守られており、今回

の一件はガイアナ経済発展の脅威になる。」としてガイ

アナ側の主張を支持する方針を示した。 

 

１２月２６日 ベネズエラ政府は CARICOM のスタン

スについて以下のような見解を表明した。 

 

 

 

 

「ベネズエラ政府は CARICOM 議長国が１２月２４日

に発出した声明を認識した。ベネズエラ政府は

CARICOM 議長国の訴えが事実に基づいていないこと

を訴える。 

 

ベネズエラ政府は CARICOM とはよい政治関係を構築

しているが、CARICOM 議長国とは本件について議論

をしておらず、今回の声明はベネズエラ側の主張を聞く

ことなく一方的に発出された声明で公平性を欠いてい

る。 

 

ベネズエラ海軍が船を停止させたのはデルタアマクロ

沖であり、ベネズエラ領土であることを改めて主張す

る。」 

 

 

CARICOM に加盟している国の多くは、以前はベネズ

エラの友好国として位置づけられていた。ベネズエラは

低金利で長期にわたる融資条件でガソリンを販売する

など、カリブ海各国にとってメリットのある条件で原油

を輸出していた（「ウィークリーレポート No.18」参照）。 

 

しかし、原油価格の低迷を受けて、ベネズエラがこれま

でのような原油供給を継続できなくなったこと、マドゥ

ロ政権の独裁イメージが深化していったことなどを受

けてベネズエラとの関係は疎遠になっていった。 

 

現在でもベネズエラ政府に友好的なカリブ海諸国は、エ

ルサルバドルとセントビンセント・グラナディン諸島、

ドミニカ共和国くらいではないか。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
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経 済                       

「ブラジル ベネズエラ向け貿易保険を停止」            

 

１２月２７日 ブラジルの現地紙「Folha de Sao Paulo」

は、ブラジル政府がベネズエラ向けの貿易保険を停止す

ると報じた。 

 

ベネズエラだけではなくキューバにも同様の措置を講

じる。 

 

ブラジルで貿易保険サービスを提供している政府系組

織「BNDES」は、キューバ向けの貿易保険の求償を受

けて近日中に６００万ドルを支払う予定。BNDES が提

供する保険サービスとは言え、実質的にブラジル政府が

支払うことになると報じている。 

 

ベネズエラやモザンビークも支払いが滞っており、

BNDES の保険の支払いが増加している。 

 

「Folha de Sao Paulo」によると、ブラジル政府は１９

年中にこれらの国の保険金支払いのために３億８，３０

０万ドル相当を支出すると報じている。 

 

社 会                       

「カラボボ州で地震 マグニチュード最大６．１    

            ～余震も２０回超～」            

 

１２月２７日午前４時５９分 カラボボ州バレンシア

付近で大きな地震が発生。 

 

首都カラカス、空港のあるバルガス州などでも揺れが確

認された。 

 

 

 

 

ベネズエラの地震観測機関はマグニチュード４．９と発

表したが、米国の地震観測局はこの揺れをマグニチュー

ド５．６、コロンビアの地震観測当局はマグニチュード

６．１と観測している。 

 

大きな揺れの後も２０回ほど余震が続いているという。 

 

ベネズエラの建物は地震を想定して設計されていない

のか揺れに弱い。 

 

今回の地震を受けて、大きな亀裂が入っている建物もあ

り、多くの住民が避難している。 

 

そこまで深刻ではないようだが、カラボボの PDVSA 施

設も壁が崩壊するなど被害が出ている模様。 
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「OVV 殺人発生件数は１０万人に８１．４人」              

 

ベネズエラ暴力観測団体（OVV）のロベルト・ブリセー

ニョ氏は、２０１８年にベネズエラで起きた殺人発生件

数は２３，０４７件だったと発表。全国平均では１０万

人に８１．４人が殺人被害にあったと発表した。なお、

ラテンアメリカ地域では１０万人に１０名が平均だと

いう。 

 

２０１７年は２６，６１６件（１０万人に８９人）の殺

人が起きたとしており、前年よりは少なくなったが、そ

れでも世界トップクラスの殺人件数であることには変

わりない。 

 

ベネズエラでは、カラカスなど２０地域の殺人発生件数

は特に高く、１０万人に２００人を超えているとコメン

トした。 

 

殺人発生件数が減少した理由について、ブリセーニョ氏

は「殺人犯が少なくなったので殺人発生件数が減った。

殺人犯はリスクと見返りを天秤にかけている。ベネズエ

ラは経済不況により資産を持っている人が減り、殺人を

犯して得られるものが少なくなっている。移民の増加に

より犯罪者が減っているのも要因だろう。」との見解を

示した。 

 

都市別で最も殺人発生件数が多いのはボリバル州カジ

ャオ市で１０万人辺り６１９．８人。同じくボリバル州

のロシオ市は同４５８人。２つの都市は GOLD 採掘の

盛んな地域で、マフィアが幅を利かしている。 

 

３番目はアラグア州のサントス・ミチェレナ市で同４４

４．９人。アラグア州のウルダネタという地域は「公務

執行妨害」を理由とする公務員による殺人が他の地域の

平均よりも５倍ほど高いという。 

 

 

州単位ではアラグア州の殺人発生率が最も高く同１６

８人。次いでミランダ州が同１２４人。ボリバル州が同

１０７人。カラカス首都区が同１００人。スクレ州が同

９７人と続く。 

逆に治安が比較的良いとされる地域はメリダ州で同２

４人という。 

 

「コロンビア ベネズエラ人越境ビザを発行」              

 

１２月２７日からコロンビアは、コロンビアを超えてペ

ルーやエクアドルに渡るベネズエラ人を対象に越境ビ

ザを発行する。越境ビザの有効期間は１５日。 

 

今後、ベネズエラ人は国外に移動する予定であっても越

境ビザを取得しなければコロンビアを通ることはでき

ない。 

 

コロンビアの移民当局は、国内の入国管理をより安全で

秩序だったものにするためと説明している。 

 

コロンビア政府はこれまで、２年間の滞在を許可する一

時滞在許可証（PEP）やベネズエラとコロンビアの国境

を往復する国境移動証明書（TMF）を発行している。 

 

コロンビア移民管理当局によると、現在コロンビアには

約１１０万人（約６３．４万人がビザや一時滞在許可を

保有、約１７．３万人がビザ、滞在許可の申請中、２９．

６万人が不法に滞在）のベネズエラ人が滞在しており、

日々３，０００人ずつ増えていると説明した。 

 

以上 

 


