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（写真）米州機構 “９月５日 米州機構（OAS）臨時会合に出席した各国代表大使” 

 

 

２０１８年９月５日（水曜） 

 

政 治                     

「米州機構臨時会合 ベネズエラ移民問題を議論 

～ワーキンググループ組織を決定～」 

「ベネズエラ政府 国連に支援協力求める」 

「マリア・コリナ・マチャド VV 党首訴えられる」 

「ウリベ元大統領 介入を合法にする方法を検討」 

経 済                     

「５カ国からの違法送金で３１６口座を閉鎖」 

「アイルランド Sumarf Kappa 占領に懸念表明」 

「国土交通局への自動車登録特別期間開始」 

「DICOM １ドル BsS. ６１．５７」 

２０１８年９月６日（木曜） 

 

政 治                    

「ブラジル 大統領選最優力候補が刺される 

～ルーラ元大統領支持者による犯行～」 

「政府 帰国推進プロジェクトを開始」 

「市議会議員選 ９月１０日から候補受付開始」 

経 済                    

「Mercantil 銀行 ベネズエラを連結から外す」 

「PDVSA ケベド総裁 改革委員会を組織」 

「PLATTS ８月の PDVSA 産油量は微減」 

「国会 １８年８月のインフレ率２２３．１％」 

「中央銀行 ATM 稼働数の推移を公表する」 
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２０１８年９月５日（水曜）             

政 治                       

「米州機構臨時会合 ベネズエラ移民問題を議論     

     ～ワーキンググループ組織を決定～」       

 

９月５日 米州機構でベネズエラ移民について議論す

るための臨時会合が行われた。 

 

なお、ベネズエラの移民状況については「ウィークリー

レポート No.62」参照。 

 

冒頭はベネズエラのサミュエル・モンカーダ米州機構

（OAS）代表大使とニカラグアの OAS 代表大使が、事

前に当該国に相談もなく、今回の会合を行ったことに非

難の声を上げた。 

 

その後、アルマグロ事務局長が今回の会合の趣旨を説明。

ベネズエラ人は自身の意志に反して外国への移動を強

要されており、「移民」と言うよりも「難民」と言うべ

き状況だと主張した。 

 

ワシントンにある非政府団体の「Migration Policy 

Institute」のアンドリュー・セラ代表はベネズエラの現

状について、移民の増加は始まったばかりで、これから

更に増えると予測。 

 

現在のところ周辺国政府はベネズエラ移民の受け入れ

に対して非常にうまく対応しているが、移民が増加する

に従い国内で異論が拡大する。社会的な問題になること

を念頭に置くべきだと各国代表に警鐘を鳴らした。 

 

その後、関係各国が１０～２０分ほど、自国のベネズエ

ラ難民受け入れ状況やスタンスを説明。 

 

 

 

コロンビアは１００万人近くの移民を受け入れており、

これ以上の負担を一国で負うことは出来ないので、各国

で負荷を共有するようなシステムを検討してもらいた

いと提案した。 

 

また、メキシコは「人道ビザ」の発行を提案した。具体

的にどういうものかは不明だが、移民受け入れを保証す

るビザだろう。 

 

他、ペルーはベネズエラ移民がここ数年急速に増え、現

在４０万人超が同国に居住していると説明した。 

 

また、ベネズエラは人道危機にあるにもかかわらず、そ

の存在を認めず、外国からの人道支援を受け入れないこ

とに懸念を表明した（この主張は他国からも多く指摘さ

れた）。 

 

米国はベネズエラの経済危機が移民の増加を引き起こ

していると説明。ベネズエラ政府に対して一刻も早く人

道支援を受け入れるよう要請した。 

 

また、経済制裁については一時的なものだと説明。マド

ゥロ政権が適切な政策に切り替えた場合には制裁を解

除する意志があると補足した。 

 

なお、同会合ではベネズエラ政府を非難する国だけが発

言をしたわけではない。 

 

エルサルバドル、ボリビア、ウルグアイの大使は同会合

の開催について否定的な印象を受けた。 

 

３カ国とも「ベネズエラに移民問題は存在しない」との

主張はしなかったが、「米州機構がベネズエラ問題を中

立的に扱っておらず、加盟国の総意を無視して一部のグ

ループが議論を勝手に決めている。この偏った裁量が

OAS という組織の信頼性を落としている。」 

との見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf
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最後にベネズエラ OAS 代表大使の演説の時間が設けら

れた。 

 

モンカーダ大使は、我々は各国と協力をして問題を解決

する意志はあるが、米州機構では無理だ。と主張。 

これまで米州機構がベネズエラ問題に対して中立性を

欠いた組織運営をしてきた例をいくつか挙げた。 

 

また「ラテンアメリカ・カリブ海諸国との衝突はしたく

ない」との前提の下で、どうして人道危機を訴えている

各国は、「ボリビア代表大使」を除き米国の経済制裁に

ついては何も言わないのか。 

 

経済制裁がベネズエラの外国口座の送金を妨げた。外国

企業との取引を阻害し、石油産業を衰退させている。 

債券の支払いを止めることでベネズエラの国外資産を

差し押さえの危険にさらし、同国の経済を困窮させてい

るにもかかわらず、なぜどの国も制裁について沈黙を貫

いているのか。 

先週、ブラジル外相は米国の制裁でベネズエラへ支払い

が出来ないとコメントしていたはずだ（「ベネズエラ・

トゥデイ No.183」８月３０日付の記事参照）。 

と訴えた。 

 

最後にアルマグロ事務局長が今後の方針として、ベネズ

エラの移民問題を検討するため、各国代表団によるワー

キンググループを組織すると発表。 

 

同組織は米国に亡命したダビッド・スモランスキー元エ

ル・アティージョ市長（大衆意志党（VP）所属）がリー

ダーになると発表した。 

 

来週にはこのワーキンググループがコロンビアの国境

を訪問するようだ。 

また、同日にはコロンビアの外相がアルマグロ事務局長

と会談。アルマグロ事務局長も近日中にコロンビアに視

察に行くことが決まった。 

 

「ベネズエラ政府 国連に支援協力求める」         

 

９月５日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、国際移民

機構（OIM）に対して、正式に支援協力を要請した。 

 

本号「政府 帰国推進プロジェクトを開始」で後述する

が、政府は外国に移住したベネズエラ人で自国に帰国し

たいと考える人を送還するプロジェクトを始めている。 

 

ロドリゲス副大統領は 

「外国政府が我々の自国民送還プロジェクトを妨げよ

うとしている。OIM には善意をもって送還を希望する

ベネズエラ人を帰国させるための技術的な支援をお願

いしたい。」 

と支援を申し入れた。 

 

国連開発プログラムの Peter Grohmann コーディネー

ターは会合について「建設的だった」と評価。 

「我々は生活が困窮した人々を助ける意思がある」とコ

メントした。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務相 

“国際移民機構（OIM）への協力要請を説明する 

デルシー・ロドリゲス副大統領” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年９月５日～９月６日報道               No.１８６   ２０１８年９月７日（金曜） 

4 / 9 

 

「マリア・コリナ・マチャド VV 党首訴えられる」                  

 

「Movimiento de Abogados Patriotas（愛国者弁護士団）」

がベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド

党首を訴えた。 

 

理由は「ベネズエラ・ボリバリアーナ農業従事者連合」

に関する文書を盗んだ容疑。 

 

訴えられたのはマチャド党首だけではなく、ヘンリー・

アビアレス氏、ウキセス・マチャド氏も含まれている。 

 

彼らの主張によると、公文書を装うことで「ベネズエラ・

ボリバリアーナ農業従事者連合」が所有する書類を入手

したようだ。 

 

「ウリベ元大統領 介入を合法にする方法を検討」         

 

コロンビアのウリベ元大統領（現在はコロンビア議会議

員）はコロンビア議会にてベネズエラ人を受け入れ続け

ると政権が不安定化すると警鐘を鳴らし、ベネズエラに

対して合法的に介入する手段を探るべきだと主張した。 

 

ドゥケ大統領はウリベ派に属する人物でウリベ氏の意

向はコロンビア政治に強く反映する。 

 

「シリア内戦による欧州への移民とベネズエラ問題を

比較したい。ドイツは３９万人の難民を受け入れた。こ

の難民はメルケル政権に大きな問題をもたらした。 

結果的に移民排斥を主張する国粋主義グループの勢力

が拡大した。 

 

チリには４５万人のベネズエラ人が入国した。彼らの多

くはコロンビアを経由し陸路でチリに入国している。 

我 （々コロンビア）は１００万人近いベネズエラ人を受

け入れている。 

 

コロンビアは国際司法裁判所（CPI）に対してマドゥロ

政権を訴える準備をしている。これは人道的に多くのコ

ロンビア人が望んでいることだ。 

 

また、ベネズエラは難民を増やす一方で、テロリストの

難民受入所になっている。テロリストはベネズエラにか

くまわれ、武器の供給を受け、活動を続けている。 

 

この状況でも不介入主義を貫くべきなのだろうか。 

あるいは倫理的、合法的に介入を検討するべきではない

か。」と訴えた。 

 

経 済                        

「５カ国からの違法送金で３１６口座を閉鎖」           

 

銀行監督局（SUDEBAN）のアントニオ・モラレス長官

は不正送金を理由に２０の金融機関の３１６口座を閉

鎖したと発表した。 

 

送金元はコロンビア、ペルー、アルゼンチン、ドミニカ

共和国、米国の５カ国。 

 

モラレス長官は口座閉鎖の理由について合法的な金融

取引を保証するためだと説明した。 

 

「アイルランド Sumarf Kappa 占領に懸念表明」         

 

８月２３日 価格監督局（SUNDEE）のウィリアム・コ

ントレラス長官はアイルランド本社の段ボール製造会

社「Smurfit Kappa 社」を一時的に占領すると発表して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.181」８月２４日付の

記事参照）。 

 

政府による占領は９０日間とされており、９月６日時点

で解除されていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
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本件についてアイルランド外務省が抗議の意志を示し

た（「Irish Times」記事参照）。 

なお、アイルランド政府は数年前にベネズエラの大使館、

領事館を閉鎖しており、領事行為はメキシコで行われて

いる。 

 

「アイルランド政府はベネズエラ政府当局による

Smurfit Kappa 社の占領と２名の逮捕者が出ていること

を懸念している。アイルランド外務省は Smurfit Kappa

社から直接情報を受けている。 

状況は深刻かつ不安定。また悪くなっており、政府とし

ても引き続き進捗を見守っている」 

と説明した。 

 

「国土交通局への自動車登録特別期間開始」                  

 

１８年８月２８日付の官報４１４６９号で、３カ月間の

特別自動車登録期間を実施することを決定した 

（なお、報道では６カ月間との記事が多いが、筆者が当

該官報を読む限り３カ月と書かれていた）。 

 

同期間であれば必要な書類が足りなくても、購入したこ

とが証明できる一連の書類があれば国土交通局に自動

車登録が出来るようだ。 

 

必要な資料は 

「購入資金の源泉が合法なものであるとの宣誓書」 

「販売代理店、メーカーなどからの領収書」 

「輸入した場合は輸入関連書類」 

「中古の場合は権利委譲を証明する契約書」など。 

 

ただし、この方法で国土交通局に登録を行った者は２年

間、自動車を売却あるいは移譲することが出来ない。 

なお、この登録がなければそもそも所有権を移動させる

ことができない。 

 

 

「DICOM １ドル BsS.６１．５７」                  

 

中央銀行は第３３回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６１．５７。 

前回の DICOM レートは１ドル BsS.６１．０２だった

ので BsS.０．５５ボリ安になったことになる。 

 

外貨の割り当て総額は１４８万６，６６９．８４ドル。

前回の２１．１万ドルから７倍増えたことになる。 

 

法人８４社に対して１４４万８８３．５９ドルが割り当

てられ、４６０名に対して４万５，７８６．２５ドルが

割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人はアルミ製品メーカ

ーの「Ferro Alminio」で１５万ドル。 

次いで、食品メーカーの「Maiz Seleccionado（Demaseca）」

とスーパーマーケットの「Central Madeirense」が１０

万ドルだった。 

 

２０１８年９月６日（木曜）             

政 治                       

「ブラジル 大統領選最優力候補が刺される          

 検察庁 テメル大統領に対し汚職で解任要請」        

 

８月６日 １０月に実施されるブラジル大統領選の最

有力候補ボルソラノ下院議員が腹部を刺され、搬送され

た病院で緊急手術を受けた。傷はかなり深いようだが、

現在のところ容体は安定している。 

 

報道によると、ボルソラノ議員は家族を認識することも

できるようだ。 

 

 

https://www.irishtimes.com/business/manufacturing/ireland-protests-at-venezuela-s-seizure-of-smurfit-kappa-mill-1.3616579
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同氏が刺されたのはミナスジェライス州での遊説中。支

持者に囲まれ握手に応じているところ、ナイフを持った

人物がボルソラノ議員を刺した。その直後、警察や支持

者らが犯人を拘束した。 

 

犯人がボルソラノ議員を刺した瞬間の映像はネットに

公開されている。 

 

犯人はアデリオ・ビスポ・デ・オリベイラ氏。 

報道によると、オリベイラ氏はルーラ元大統領を支持し

ており、政治的な理由で犯行に及んだようだ。 

 

ボルソラノ議員はルーラ元大統領と対極のような存在

で「南米のトランプ」とも言われる強硬姿勢で有名。ル

ーラ元大統領支持者からはボルソラノ議員は嫌われて

いる。 

 

ルーラ元大統領が所属する労働者党のジルマ・ルセフ前

大統領は、今回の事件について「ボルソラノ議員は国民

に嫌悪を流布しすぎた」との見解を示した。 

 

なお、ルーラ元大統領は世論調査では一番人気ではある

が、ブラジルの建設業者「Odebrecht」の汚職に関与し

たことで有罪になり、選挙に出馬することが出来ない。 

 

 

（写真）オリベイロ氏 Facebook 

“ボルソラノ議員を刺したとされるオリベイロ氏” 

 

「政府 帰国推進プロジェクトを開始」            

 

ベネズエラ政府は「Plan Vuelta a la Patria（祖国への帰

国プラン）」と題して、外国に移住したベネズエラ人の

帰国を推進している。 

 

ベネズエラへの帰国を望むベネズエラ人を帰国させる

ため政府が飛行機、バスを用意する。 

また、報道では帰国後に祖国カードや公務員としての労

働も約束されているようだ。 

同計画は思いのほか、外国に移住したベネズエラ国民に

響いている様子。 

 

在ペルー・ベネズエラ大使館前には「Plan Vuelta a la 

Patria（祖国への帰国プラン）」を申請するベネズエラ人

が列をなした。 

 

列に並ぶ人の意見として、 

「ペルーは想像していたよりも住みやすい環境ではな

かった。この国では長時間労働をしてもほとんど給料は

もらえない。ベネズエラは働かなくても給料はもらえ、

政府が物資を供給してくれた。」とコメントした。 

 

また、親族がベネズエラに残っており、家族と生活した

いと回答する人も多かったようだ。 

 

（写真）在ペルー・ベネズエラ大使館 

“「祖国への帰国プラン」を申請するベネズエラ人” 
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「市議会議員選 ９月１０日から候補受付開始」         

 

１２月９日に全国３３５市の市議会議員を決めるため

の選挙が予定されている。 

 

当選者は２，４５７名（補欠議員を含めると約４，９０

０名）。１，７０３名が小選挙区制で当選し、６８５名

が比例代表制で当選する。また、先住民枠が６９枠用意

されている。 

 

同選挙に出馬を申請する期間が９月１０日から始まる。 

出馬希望者は１９日までに選挙管理委員会（CNE）のサ

イトより電子申請をする必要がある。 

 

また、CNE は１２月の選挙の有権者数を２，０４９万

５４３名（うち２３万１０名が国外）と発表。ただし、

現時点で、有権者数は暫定値のようでこの数字は今後変

わるようだ。 

 

経 済                       

「Mercantil 銀行 ベネズエラを連結から外す」            

 

民間金融機関で「BANESCO」「PROVINCIAL」に続い

て３番目の規模の「MERCANTIL 銀行」は米国フロリ

ダ州に本社を置く銀行だ。 

 

その「MERCANTIL銀行」は、ベネズエラ「MERCANTIL

銀行」を同行の連結から外すと発表した（同社のオリジ

ナル通達）。 

 

同行の発表によると、今回の決定は米国証券取引所

Nasdaq の許可を受けたとしている。連結から外した理

由について、ベネズエラは為替管理、高インフレ、米国

による制裁など不安リスクが多いためと説明した。 

 

 

 

「PDVSA ケベド総裁 改革委員会を組織」         

 

官報４１，４７４号の石油省決議で「PDVSA 組織改革

委員会」が発足すると発表された。 

 

同委員会のメンバーは５名。 

 

委員会のトップに当たるジェネラル・コーディネーター

は PDVSA 計画・技術担当役員のミヘルゲル・キンタナ

氏。 

 

残りの４メンバーは、軍人で住宅ミッションの代表を務

めていたホセ・グレゴリオ・メヒア氏。メヒア氏は現在

PDVSA Insudtrial 社長と BARIVEN 社長を兼務してい

る。 

 

ロベルト・ペレス氏。役職は不明だが、１６年１２月時

点で住宅省の人事部長だったことが確認できた。 

元住宅相のケベド派閥の人物であることは間違いない。 

 

エクトル・フェリソラ氏。PDVSA の予算計画部長を務

めている人物。過去の経歴は分からなかったが、同氏の

身分番号を確認したところ、自身の子供の養育権を巡り

１２年に訴訟を起こしたことがあるようだ。 

 

ヘンリー・アルディラ氏。PDVSA の販売供給部門の法

務マネージャーを務めている。スウェーデンにある

PDVSA 子会社「Nynas AB」の販売供給部門の法務マネ

ージャーも務めているようだ。 

 

今回の委員会組織によって、政治的な理由で解雇される

PDVSA職員が増えるのではないかとの懸念が出ている。 

 

 

 

 

https://investor.mercantilbank.com/static-files/ca5cc038-0bd5-40dc-becd-f935076e094c
https://investor.mercantilbank.com/static-files/ca5cc038-0bd5-40dc-becd-f935076e094c
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「PLATTS ８月の PDVSA 産油量は微減」         

 

「S＆PGlobal PLATTS」はベネズエラの１８年８月の

産油量は日量１２２万バレルと予想した。 

先月の１２４万バレルから微減したことになる（下表参

照）。 

 

 

（出所）La Patilla 

 

なお、OPEC が公表している最近のベネズエラ産油量は

右上のグラフの通り。 

 

ベネズエラが直接報告している産油量（Direct Sorce）

と専門家による第三者調べによる産油量（Secondary 

Sorce）の２種類がある。 

 

 

 

（出所）OPEC   “Monthly Oil Market Report” 

 

「国会 １８年８月のインフレ率２２３．１％」              

 

野党多数の国会は１８年８月のインフレ率が先月比２

２３．１％増だったと発表した。１カ月で２００％を超

えるインフレ率は今月が初めて。 
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インフレ率は一度上がるとすごい勢いで増えてしまう。 

１８年に入ってから８カ月間のインフレ率は３４，６８

０．７％増で、１７年８月から１２カ月間のインフレ率

は２００，００５％になる。 

一日あたり４％物価が上昇していることを意味する。 

 

この調子でインフレが加速し続けると IMF が予想した

１００万％さえも超えることになる。 

 

「中央銀行 ATM 稼働数の推移を公表する」              

 

これまでの中央銀行の姿勢からすれば不可解な数字が

公表された。 

 

１５年１２月に中央銀行法が変わってから中央銀行は

インフレ率や経常収支、貿易統計など政府にとって都合

の悪い情報を公開しない状態が続いていた。 

 

そのベネズエラ中央銀行が、「オフィシャルレポート」

にて全国で稼働している ATM の数を公表した。 

 

 

 

同資料によると、１８年４月時点で稼働している ATM

の数は全国に９，３８６機。最も多かった時期は１万５

５５機が稼働していたので、当時から１，１６９機減っ

たことになる。 

 

特に１７年１０月頃から稼働率の減少が著しい。 

 

また、カード決済機の稼働数は１８年４月時点で４３万

２，５７９機。最も多かった時期は１７年１１月で４３

万７，７９６機だった。 

 

なお、現金が十分に使用できていた２０１１年頃、カー

ド決済機は全国に１６．５万機だったようだ。 

 

 

 

 

以上 

 

 


