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（写真）大衆意志党 ”１８年８月１５日時点でベネズエラ移民は２３０万人” 

一 

 

 

    ベネズエラの移民問題       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

年前 国際社会にとってベネズエラ問題は

「反政府デモ」だった。 

最近の国際社会の関心事は「ベネズエラ移民」だろう。 

 

９月５日 米州機構（OAS）臨時会合、その後、国際

司法裁判所へのマドゥロ政権提訴が予見されている。

マドゥロ政権の非人道性を示すポイントとして「移

民問題」が注目されることになりそうだ。 

 

本稿ではベネズエラの移民状況について、現状をお

さらいしたい。 

 

 

ベネズエラの移民問題については国内外、多くのメデ

ィアで取り扱われている。 

 

筆者も関連記事には目を通しているが、読んでいると

数字がブレており、どの情報が正しいのか判断に迷う

ことがよくある。 

 

今回は情報がしっかりしていそうな、国連の公表値を

基にベネズエラの移民情報について紹介したい。 

 

次ページの表は国連の下部組織「国際移民機関（OIM）」

が公表するベネズエラの移民状況に関するレポート

を抜粋したもの。 

経済危機により近隣国に逃げる移民が増加 
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ＯＩＭは１７年末時点で１６２．２万人のベネズエラ

人が国外で暮らしていると発表している。 

 

移民の増え方は注目に値する。 

この調査の通りであれば、１５年には７０万人弱だっ

たとされるベネズエラ移民は１７年末には約１００

万人増加したことになる。 

 

しかも移住先には、これまでと異なる傾向が見られる。 

 

これまで移住先として選ばれていたのは米国、スペイ

ンなど先進国だった（次ページの図参照）。つまりベ

ネズエラ移民の多くは富裕層だったと言える。 

 

しかし、１５年以降この傾向は大きく変わる。南米へ

の移住が増え始めたのだ。 

 

１５年末時点で南米へ移住したベネズエラ人の数は

９万人弱とされている。それが、１７年末には８９万

人弱と約８０万人増加した。 

つまり、多くの報道の通り陸路で移動できる近隣国へ

ベネズエラ人が移住していることが分かる。 

 

 

 

 

 

＜陸路・空路の移動ルート＞ 

 

表：　ベネズエラの移民数推移

０５年 １０年 １５年 １７年

世界 437,280 556,641 697,562 1,622,109

主な目的地 380,790 496,352 630,839 1,552,407

うち南米 54,616 62,240 88,975 885,891

南米割合 12.5 11.2 12.8 54.6

（出所）Tendencias Migratorias Nacionales en America

del Sur -Venezuela-
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以下の図では、１５～１７年の南米主要国のベネズエ

ラ移民受け入れ数の推移が示されている。 

 

ただし、このレポートにも書かれていたがベネズエラ

移民の推移を各年で示す資料がない国は多い。以下の

資料では可能な限り公式情報から数字を取っている。 

 

ただし、１６年・１７年の数字は難民および難民申請

中のベネズエラ人が数に含まれない。 

他、不法移民や旅行目的で入国した長期滞在者も含ま

れていない。 

 

 

１７年時点でベネズエラ人移民の受け入れが多い国 

１位は「コロンビア」で６０万人。 

２位は「米国」で２９万人。 

３位は「スペイン」で２０．８万人 

 

コロンビアはこの２年で５５万人増と急増と呼べる

数字だろう。他方、ベネズエラの移民急増で問題視さ

れている「ペルー」や「エクアドル」は同資料を見る

限り人数としては決して多くない。 

後述するが、１７年末時点で両国のベネズエラ移民

はもっと多かったと思われる。 

図： ベネズエラ人移民数の推移（１５～１７年） 

（出所）Tendencias Migratorias Nacionales en America del Sur -Venezuela-（１８年２月作成）
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８月２３日 国際移民機関（OIM）の Fillippo Grandi

ハイレベル委員は「ベネズエラ人移民は１５年から

１６０万人増え、８月１５日時点で２３０万人と推

測している。」と発言した。 

 

１５年が７０万人だったことになり、２ページ目の

表と一致する。その前提で言えば、１８年に入ってか

ら７０万人ほど移民が増えたことになる。 

 

この数字の内訳はどのようになっているのかを「コ

ロンビア」「エクアドル」「ペルー」の移民レポートな

どを基に調査してみた。 

 

８月に入りコロンビア外務省は同国に居住するベネ

ズエラ人の数は９３万５，５９３名（うち約１０万人

は不法滞在者）だと発表した。 

つまり、１７年時点の６０万人から更に３４万人近

く増加したことになる。 

 

エクアドルについては「ラテンアメリカ持続可能開

発観測団体（OLDS）」という組織が１８年６月時点

でベネズエラ移民が１６．８万人エクアドルにいる

だろうとのレポートを公表している。 

 

情報ソースはエクアドル当局の入出国履歴をもとに

している。出所も確認したが情報は正しそうだ。 

なお、国際移民機関（OIM）のレポートでは１７年時

点のエクアドルへの移民が４万人弱と記載していた

が、同資料を見る限り、１７年末時点でベネズエラ移

民は９．７万人ほどエクアドルに滞在していたと思

われる。 

 

 

 

 

８月２８日 ペルーのエドゥアルド・セビジャ移民

監督局長は、８月時点で４１．４万人のベネズエラ人

がペルーに滞在していると発表した。 

 

なお、セビジャ移民監督局長は１７年末時点には１

０万人のベネズエラ人がペルーに滞在していたと補

足した。国際移民機関（OIM）が公表した１７年の数

字よりも６万人多い。 

 

前ページ「図：ベネズエラ移民数の推移」から 

コロンビアの移民数を３４万人増やし（９４万）、 

エクアドルの移民数を１３万人増やし（１６．８万）、 

ペルーの移民数を３８．８万人増やす（４１．４万）

と８５．８万人増えたことになる。 

 

国際移民機関（OIM）の Fillippo Grandi 委員の発言

する２３０万人の数字はこの３カ国だけで１６万人

も越えてしまっている。 

 

なお、ベネズエラ移民数を各国の人口比で割った結

果は以下の通り。ベネズエラ移民総数（２３０万人）

をベネズエラの人口で割ると７．２％に相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

個人的にはペルーの数字が多すぎる印象があるが、

いずれにせよ、同３国の移民の増え方はすさまじい。 

表：　各国人口と人口に占めるベネズエラ移民の割合

（単位：千人、％）

２０１８年 ベネズエラ 移民数

人口 移民数 割合

コロンビア 49,834 946 1.9

エクアドル 17,023 168 1.0

ペルー 32,168 414 1.3

ベネズエラ 31,828 2,300 7.2

（出所）人口はIMF参照

国名

１８年時点のベネズエラ移民は２３０万人 
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８月に入り、ペルーもエクアドルもベネズエラ移民

の受け入れを制限する方向で動いている。 

 

ペルーはこれまでベネズエラ人の入国時にベネズエ

ラで使用される身分証明書（セデュラ）の提示を求め

ていたが、８月２５日からベネズエラ人の入国時に

パスポートの提示を求めるようになった（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.181」８月２５日付の記事参照）。 

 

エクアドルも一時は入国の際にパスポートの提示を

求めるよう制度を変更したが、人道的な観点から非

難を受け、エクアドル政府が認めた特定の組織が身

分を証明する書類の提示を求める制度に切り替えた。 

 

コロンビアについてはまだこれまで通り入国を認め

ているが、この状況をいつまでも続けられるもので

もないだろう。 

 

これらの国ではベネズエラ人差別的な風潮も拡大し

ている。各国政府としても放置し続けておくわけに

はいかない状況と言えそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にベネズエラ政府の主張も紹介したい。 

 

ベネズエラの移民が急増しているという報道は「ベ

ネズエラ政府が非人道的な政府である」との印象を

国際社会に植え付けるための欧米諸国の戦略だと主

張している。 

 

以下のグラフは、ソーシャルメディアで流れる「人道

危機（Crisis Humanitaria）」というキーワード数を国

別に比較したもの。 

 

ベネズエラ（赤色の棒グラフ）とシリア（青色）とリ

ビア（黄色）の状況を比較している。 

 

同資料によるとベネズエラは１４万回超「人道危機」

という言葉が用いられている。対するシリアは３万

弱。リビアは４，０００回に留まる。 

シリアの４．７倍、リビアの約３５倍にあたる。 

 

これは欧米諸国や反マドゥロ政権の近隣国が意図的

に「人道危機」という言葉を用いてベネズエラ政府を

攻撃しているからだと主張している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難民報道は諸外国のメディア戦略？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
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また、ベネズエラ政府は国連の難民高等弁務官事務

所が発表した「グローバル・トレンド・レポート（年

間統計報告書２０１７）」の資料を用いて、コロンビ

アの方がベネズエラよりも状況は深刻だと訴えた。 

 

以 下 の 図 は 「 国 内 避 難 民 （ Internally Displaces 

Persons、略称 IDP）」の数値（１７年末時点）。 

 

IDP とは 

「政治的な迫害、武力紛争、内乱、武力による強制立

ち退きや自然災害などの理由から自宅に住むことが

出来ず、遠方での生活を余儀なくされている国民」 

のこと。 

 

南米地域の大きなマル印はコロンビア。コロンビア

には６０４万人の「IDP」が存在しており、シリア（７

６３万）、イラク（３６０万）と並ぶ。コンゴやソマ

リアよりもはるかに多い。 

 

コロンビアは麻薬栽培やテロ組織が存在し、多くの

国内避難民を生み出している。 

コロンビア政府は非難されるべき状況だが、同国は

米国政府に追随する姿勢を見せているためメディア

攻撃の対象になっていない。 

 

加えて、コロンビア国境に移動する人々の写真がセ

ンセーショナルに報じられるが、ベネズエラ政府の

統計によると、国境通過者の半数以上はコロンビア

人だと主張。 

 

ベネズエラに関する報道のほとんどは米国、近隣諸

国による現政権を崩壊させるための悪意をベースに

したメディア戦略だと訴えている。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


