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（写真）Somostuvoz “グアイド政権に解任を宣告されたカルデロン在コロンビア・ベネズエラ大使” 

 

 

２０１９年１１月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 在コロンビア大使解任 

～急進野党と主要野党 全面対決の予兆～」 

「穏健野党も主要野党の方針を非難」 

「日本政府 ベネ移民対策でエクアドルに寄付」 

経 済                     

「並行レート １ドル BsS４万突破 

～中央銀行からのユーロ供給が縮小～」 

「マドゥロ政権 人民元で制裁回避か」 

「キューバに９億ドル相当の原油を輸出」 

「Clorox 従業員 工場の稼働率低下を訴え」 

２０１９年１１月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「ウルグアイ 現野党ラカジェ候補が当選 

～マルティネス候補も敗北認める～」 

「コロンビア政府 ベネズエラ人５９名を送還 

～国内の抗議デモを拡大させたと主張～」 

経 済                    

「観光評議会 観光産業の状況を説明」 

「経済学者 経済のドル化についてコメント」 

社 会                     

「ベネズエラ移民 ４６２．７万人」 

「ベネズエラ FIFA ランキング２５位に浮上」 
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２０１９年１１月２７日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 在コロンビア大使解任         

  ～急進野党と主要野党 全面対決の予兆～」       

 

１１月２６日 グアイド議長は、在コロンビア大使館の

大使を務めるウンベルト・カルデロン大使を解任すると

発表した。 

 

この一件で野党が大混乱している。 

 

翌２７日 カルデロン大使解任の理由についてメディ

アが報道。解任の理由は、カルデロン大使がグアイド議

長引きずりおろしを画策していたからだという。 

 

どうやらカルデロン大使は急進野党のリーダー格であ

る「ベネズエラ主導党（VV）」のマリア・コリナ・マチ

ャド党首に近い人物で、野党のリーダーをマチャド党首

にすり替えようとしていたという。 

 

なお、ベネズエラのメディアは情報操作が非常に多いた

め、この報道が事実かも不明。 

 

とは言え、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.375」でも

述べたが、今週に入りグアイド議長へのメディアの風当

たりが急に強くなった印象を受けており、辻褄が合う印

象はある。 

 

カルデロン大使の解任を受けて、急進野党派に属する政

治家（ディエゴ・アリア元国連大使、アントニオ・レデ

スマ元カラカス大首都区長、米国ベネズエラ難民団体代

表、Panampost の記者、リチャード・ブランコ議員）ら

がグアイド議長を非難。 

 

マチャド党首も今回の解任を「残念に思う」とビデオメ

ッセージを投稿している。 

１１月２７日 カルデロン大使は「１１月２９日に今回

の解任の真相を明らかにする」と説明しており、グアイ

ド議長率いる主要野党側との対決が始まりそうな状況

になっている。 

 

なお、カルデロン大使の後任はまだ公表されていないが、

先日制憲議会に議員の不逮捕特権をはく奪されたトマ

ス・グアニパ議員、あるいはフレディ・スペルラノ議員

らと報じられている。 

 

「穏健野党も主要野党の方針を非難」         

 

穏健野党のリーダーの一人で、１８年５月の大統領選の

野党側の対抗馬であったヘンリー・ファルコン氏も主要

野党の方針を非難している。 

 

ファルコン党首が特に指摘しているのはグアイド議長

よりもフリオ・ボルヘス第一正義党（PJ）幹事長。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.375」で、穏健野党と

与党の交渉団が欧州に行き、欧州の議員らに対して対話

の進捗について説明していた。 

 

本件について、ボルヘス幹事長が、交渉団は野党ではな

いので面談してはいけないと議員らに書簡を送ってい

た。 

 

この件について、ファルコン党首は 

「マドゥロがベネズエラ国内政治の独裁者なら、フリ

オ・ボルヘスは、ベネズエラ国際政治の独裁者だ。 

マドゥロが思想の違いで我々を攻撃するように、ボルヘ

スも思想の違いを理由に我々を攻撃している。 

我々はベネズエラの状況改善のために努力しており、誰

と会うことも非難されるべきではない。」 

と主張した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b680a4455807364fee4fafddaa131686.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b680a4455807364fee4fafddaa131686.pdf
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「日本政府 ベネ移民対策でエクアドルに寄付」                  

 

１１月２７日 日本政府がベネズエラからの移民の対

策費として、エクアドルに３．５億円（約３２０万ドル）

を寄付すると報じられた。 

 

この寄付金は、国連の「世界食糧計画」という機関を通

じてエクアドルに移住したベネズエラ人向けの食糧配

給に使用されるようだ。 

 

エクアドルのホセ・バレンシア外相によると、この寄付

金は１９年１２月～２０２０年３月までの食料配給に

充てられるとしている。 

 

日本政府は、ブラジル、ペルーなど他国にもベネズエラ

移民対策費として国連を通じ寄付をしている。 

 

経 済                        

「並行レート １ドル BsS４万突破            

    ～中央銀行からのユーロ供給が縮小～」           

 

並行レートが再び高騰している。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」によると、１

１月２９日時点のレートは１ドル BsS.４１，５９４。 

数日前までは１ドル BsS.３万だったので、一気に上昇

したことになる。 

 

 

 

 

並行レートの高騰の後を追うように公定レートも上昇。 

１１月２８日時点の平均公定レートは１ドル BsS.３８，

２０４となっている。 

 

急激なレート変動の理由は以下の２つだろう。 

 

１つは中央銀行が市中銀行への両替用ユーロの供給を

減らしたため。１１月２７日から中央銀行からのユーロ

供給が減っているという。 

 

２つ目の理由は、１２月に近づきボーナスを支払う時期

になっているため。 

 

ボリバルを大量に受け取った人々は、インフレで価値が

減る前に安全資産である外貨に両替をする。外貨への両

替需要が高まることで、為替レートが高騰することにな

る。 

 

例年、１１月～１２月は為替レートがボリバル安に傾き

やすい。中央銀行の対応次第ではあるが、レートの上昇

圧力はしばらく高いままだろう。 

 

「マドゥロ政権 人民元で制裁回避か」         

 

ロイター通信は、関係筋からの情報として、マドゥロ政

権と PDVSA が人民元建てでの取引を提案していると

報じた。 

 

人民元建ての取引を進めようとしている理由は、米国の

経済制裁を回避するため。 

 

ただし、具体的にどの会社に対して人民元建ての取引を

提案しているかは不明。 
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「キューバに９億ドル相当の原油を輸出」                  

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオット・エ

イブラムス担当官は、マドゥロ政権がキューバに対して

９億ドル相当の原油を輸出したとコメントした。 

 

エイブラム担当官は、 

「もし、このお金があればベネズエラの食料・医薬品不

足が幾分か解消できたはずだ。しかし、マドゥロ政権は

この資金を中国やロシアへの借金支払いのために使用

している。 

 

マドゥロ政権は、今年ロシアに対して約１５億ドル返済

した。また、ロシア軍と約２．１億ドルの契約を締結し

た。 

 

また、中国に対して３０億ドル弱の原油を輸出した」 

と述べた。 

 

「Clorox 従業員 工場の稼働率低下を訴え」                  

 

清掃用品などを製造する「Clorox」という会社がある。 

 

この会社は元々、米国の会社だったが２０１４年に撤退

を発表。マドゥロ政権は Clorox 従業員に対して「工場

の一時的占拠」を認めた。 

 

それ以降、Clorox は従業員の手により操業を続けてい

る（とは言え事実上、ベネズエラ政府のコントロール下

にある）。 

 

１１月２７日 Clorox の従業員は、工場の稼働率低下

を訴え、同社役員の交代を求めた。 

 

 

 

 

労働組合代表のホセ・ロドリゲス氏は 

「経営陣が政府にコントトールされている。生産稼働率

は低下し、従業員は低い賃金で働かされている」 

と訴えた。 

 

ロドリゲス代表によると、Clorox の経営陣が交代して

から Clorox が生産した商品は４万箱になるという。 

１箱に１２個の商品が入っているので、４万個しか生産

していないことになる。 

 

特に今年の生産量は減少しており、現時点で６，４００

箱しか生産していないという。 

 

２０１９年１１月２８日（木曜）             

政 治                       

「ウルグアイ 現野党ラカジェ候補が当選       

     ～マルティネス候補も敗北認める～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.374」で、ウルグアイの大

統領選について紹介した。 

 

現野党のラカジェ候補と与党側のマルティネス候補の

一騎打ちとなったが、両者の票差はほとんどなく、１１

月２８日（木曜）あるいは２９日（金曜）に最終結果を

発表するとしていた。 

 

１１月２８日 ウルグアイの選挙委員会は、最終結果を

発表。現野党のルイス・ラカジェ候補が当選した。 

 

ラカジェ候補の得票率は４８．７１％。対するマルティ

ネス候補の得票率は４７．５１％とかなり拮抗していた。 

 

拮抗すると相手が結果を認めないと主張し始め、社会が

混乱することがよくあるが、マルティネス候補は敗北を

認め、ラカジェ候補の当選を祝福すると表明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca914967d160274e53c1403b2917f6fc.pdf
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マルティネス候補が敗北を認めたことで、ウルグアイの

大統領選は穏便に終了しそうだ。 

 

なお、ラカジェ候補はベネズエラの政府をグアイド政権

と認識するとみられる。 

 

グアイド議長からの祝辞に対して、 

「人権と民主主義を擁護する」 

と返答している。 

 

なお、「ウィークリーレポート No.125」では、１９年に

実施された大統領選を受けた、ベネズエラの国際政治関

係について紹介している。 

 

 

（写真）ルイス・ラカジェ次期大統領ツイッター 

 

「コロンビア政府 ベネズエラ人５９名を送還      

   ～国内の抗議デモを拡大させたと主張～」           

 

コロンビア政府は、国内で起きている抗議行動を扇動し

たとしてベネズエラ人５９名を追放すると発表した。 

 

１１月２８日 アレアサ外相はコロンビア政府の発表

に反論。 

 

 

 

「コロンビア政府は自国で起きた問題をベネズエラの

責任にすり替えようとしている。ベネズエラを悪者に仕

立て挙げることで、自国の本当の問題を隠そうとしてい

る」 

と訴えた。 

 

経 済                       

「観光評議会 観光産業の状況を説明」            

 

ベネズエラ観光評議会（Consuturismo）のレウド・ゴン

サレス代表は、ベネズエラの経済混乱を受けて国内の観

光産業が著しく停滞しているとコメント。 

 

「ベネズエラのホテル業界の平均稼働率は３０％以下

になっている。昨年は５０％弱だったため、大きく低迷

している。１２月の観光シーズンに入るが、今年の観光

産業は厳しい。 

 

外国からのベネズエラ旅行者も減っている。理由はベネ

ズエラのイメージだ。治安が悪く、混乱したニュースが

多い中、外国人がベネズエラへの旅行を敬遠する風潮が

拡大している。」 

と指摘した。 

 

「経済学者 経済のドル化についてコメント」         

 

ベネズエラのドル化については、これまでも様々な記事

で触れてきた。 

 

ベネズエラ中央大学の教授で経済学者レオナルド・ベラ

氏は、ドル化について見解を示した。 

 

ベラ氏は「ドル化によりベネズエラの販売業者は大きな

メリットを受けている」とコメントした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/53210acbc86177a68433a27e4b63c3ac.pdf
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商品の販売価格がドル建てになったことで、インフレの

問題から解放され、商売の見通しが立てやすくなったと

指摘。 

 

ベラ氏によると、ベネズエラ国民の１５％はドル建てで

全ての生活需要を満たすことが可能。また、３５％は生

活費の全てを賄うことはできないが、外国に住む家族か

らの送金などで一定の外貨を入手する手段を持ってい

るという。 

 

他方、残りの５０％は引き続きボリバルで生活をしてお

り、彼らの生活はハイパーインフレに見舞われたままで

非常に厳しいとしている。 

 

また、マドゥロ大統領がドル化を好意的に見ており今後

もベネズエラの経済のドル化が進行するだろうとの見

解を示した。 

 

社 会                       

「ベネズエラ移民 ４６２．７万人」            

 

１１月２８日 国連の難民高等弁務官事務所は、ベネズ

エラの移民状況について最新の数字を公表した。 

 

１１月５日時点で、ベネズエラの移民数は４６２万６，

９６８名。 

 

この数字は難民、移民と難民申請中のベネズエラ人の合

計だという。不法滞在など各国政府が把握できていない

移民もいるため、実際の移民数は４６２万人よりも多い

という。 

 

国別で最も多いのは、コロンビアで１４８万８，３７３

名。次いで、ペルーが８６万３，６１３名。 

 

 

 

エクアドルが３８万５，０４２名。 

チリが３７万１，１６３名。 

米国が３５万１，１４４名。 

ブラジルが２２万４，１０２名。 

アルゼンチンが１４万５，０００名だという。 

 

「ベネズエラ FIFA ランキング２５位に浮上」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.372」で、サッカーの日本

対ベネズエラ戦について紹介した。この試合では４対１

でベネズエラが勝利していた。 

 

１１月２８日 FIFA はベネズエラのランキングを２６

位から２５位に変更。今回の変更は、日本戦の勝利がき

っかけになったと報じられている。現在の FIFA ランキ

ングは以下の通り。 

 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/656899cc4106be77a0c8a7b3141f1f79.pdf

