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（写真）大統領府 “Covid-１９感染拡大防止システム「Semaforo de Acceso」の使用方法を聞く関係者” 

 

 

２０２１年１０月８日（金曜） 

 

政 治                     

「EU 外交政策委員長 監視団を派遣し野党支援 

～マドゥロ政権、CNE から撤回要請～」 

「タチラ州市長 与党の方針に従わず解任」 

経 済                     

「コロンビア国境封鎖 ベネズエラ経済に悪影響」 

「BCV ２１年９月までインフレ率を更新」 

社 会                     

「１０人に８人は食事満足に取れず」 

「コロンビア盗難車 ベネズエラで販売される」 

「チャカオ市 信号無視の取り締まりを強化」 

21 年 10 月 9 日～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「祖国システムを通じた入場制限システム導入 

～Covid-１９ワクチン接種で人を識別～」 

「州知事・市長選の模擬選挙を実施」 

「与野党協議４回目 １０月１７日～２０日」 

「COVAX ワクチン ２回目の到着」 

経 済                    

「英国銀行 近日中に GOLD 裁量権を決定か」 

「EMFI ２１年のベネズエラ GDP６．２％増」 

社 会                    

「ラム酒カルパノ 英品評会で４つの賞を受賞」 
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２０２１年１０月８日（金曜）             

政 治                       

「EU 外交政策委員長 監視団を派遣し野党支援     

    ～マドゥロ政権、CNE から撤回要請～」       

 

１０月８日 欧州連合のボレル外交政策委員長はマド

リッドで開催された「新経済フォーラム」で登壇。 

 

１１月にベネズエラで行われる全国州知事選・市長選に

EU が選挙監視団を派遣する件について見解を述べた。 

 

「この選挙には多くの野党関係者が参加している。グア

イド氏が所属する政党も参加している。もし、彼らが選

挙に参加すると決めたならば、その選挙を詐欺選挙と言

うことが出来るだろうか？ 

 

この選挙に監視団を派遣することは、マドゥロを正当化

することを意味していない。選挙が正当だったのかを決

めるのは選挙監視団だ。」 

と述べた。 

 

この発言について、マドゥロ政権、ベネズエラの「選挙

管理委員会（CNE）」が強く反応。ボレル EU 外交政策

委員長に発言の撤回と謝罪を求めている。 

 

マドゥロ政権側からすると主な問題は２つ。 

 

１つ目は、EU は中立的な立場で選挙監視団を派遣して

おらず、野党を応援するために選挙監視団を派遣してい

ることを明言していること。 

 

２つ目は、外国の選挙監視団は、選挙を正当なものかど

うか決める権限はないにもかかわらず、欧州の選挙監視

団が選挙の正当性を判断すると発言したこと。 

 

 

ボレル外交政策委員長の発言の意図は 

「ベネズエラの選挙は与党に有利な仕組みになってお

り、その差を埋めるために欧州が支援する必要がある」

ということと 

「選挙が EU のスタンダードで認められる内容だった

かどうかの判断は、ボレル外交政策委員長が決めるわけ

ではなく選挙監視団が判断するもの」 

と言いたかったのだろう。 

 

しかし、この２点を理由にマドゥロ政権側は EU が「選

挙管理委員会（CNE）」と署名した監視団派遣の合意に

違反していると指摘。 

 

ベネズエラ外務省は、「欧州連合が、厳格に中立性と独

立性を遵守し、介入主義的な外交方針を諦め、選挙結果

を操作しようとする試みを放棄するよう強く求める。」 

との声明を発表した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長、ディオスダード・カベジ

ョ PSUV 副党首らは、欧州の選挙監視団に対して「来な

くてよい」と述べており、このまま状況が悪化すれば EU

からの選挙監視団が派遣されないことも考えられる。 

 

そうなれば主要野党が選挙に参加することは無くなる

だろう。 

 

「タチラ州市長 与党の方針に従わず解任」         

 

１０月８日 コロンビアと国境を接するタチラ州ボリ

バル市のウィリアム・ゴメス市長が辞任を表明した。 

辞任の理由について自身のツイッターで「政治的な理由」

と説明している。 

 

ゴメス氏は野党系の市長ではなく、与党 PSUV に所属

する市長だった。 
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ゴメス市長は１１月の市長選で再選を目指していたよ

うだが、ボリバル市の与党候補はサンドラ・サンチェス

氏が選ばれた。 

 

この一件でゴメス市長は、選定プロセスに不正行為があ

ったと訴えており、与党と対立する格好になり、８月に

一度、国軍から事情聴取を受けていたようだ。 

 

経 済                        

「コロンビア国境封鎖 ベネズエラ経済に悪影響」           

 

１０月４日 マドゥロ政権はコロンビアとベネズエラ

の国境での商取引を再開すると発表。両国をつなぐ橋に

設置していたコンテナの撤去を始めた。 

 

本件について、「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」タ

チラ支部のマックス・ベラスケス代表は、両国の国境で

の商取引が出来なくなったことで近隣の多くの企業が

倒産したとの見解を示した。 

 

また、ベラスケス代表は、「国境封鎖はベネズエラだけ

でなく、コロンビアにも悪影響を与えた」と指摘。 

 

「５年前には約３万人のコロンビア居住者が国境を越

えてタチラ州の工場などで仕事をしていたが、国境が封

鎖されたことでコロンビアの人々は失業した」 

と訴えた。 

 

同時に、今回の国境封鎖の解除について肯定的に評価。 

 

現在、会社を閉めている企業の中には国境の封鎖が解除

されれば営業を再開する企業もあると指摘。 

 

コロンビアから原材料を調達することで工場も再開し、

雇用が回復するとの見通しを示した。 

 

 

「BCV ２１年９月までインフレ率を更新」                  

 

ベネズエラ中央銀行が２１年９月までのインフレ率を

更新した。 

 

中銀によると、２１年 9 月のインフレ率は先月比７．

１％増。野党国会が公表した同月のインフレ率は９．

７％だったのでやや低くなっている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.662」）。 

 

２１年１月～９月までの累計インフレ率は５３１．２％。 

野党国会は同期間の累計インフレ率を５２５．７％とし

ているため、ほとんど同じ。 

 

また、２０年１０月～２１年９月までの１２か月分のイ

ンフレ率は１，９４６％となっている。 

ちなみに、野党国会は１，４５６％としているため、中

銀の方がインフレ率が高くなっていることになる。 

 

以下は１８年６月～２１年９月までのインフレ率推移。 

紺色のラインが野党国会の公表しているインフレ率。 

黄色のラインが中銀公表のインフレ率。 

一般的に言えば、まだ高いが、２１年に入ってからイン

フレは収束傾向にある。 

 

 

（写真）TalCual 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05488c2c7e8974d9335016702c5f93ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05488c2c7e8974d9335016702c5f93ca.pdf
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社 会                        

「１０人に８人は食事満足に取れず」           

 

世論調査会社「Consultores２１」は、国民生活について

アンケート調査を実施した（調査期間は９月７日～２０

日）。 

 

その結果、回答者の３３％は「食事を摂るのが困難」、

４９％は「食事を摂るのがとても困難」と回答。 

つまり、８２％は「満足な食事を摂取するのが難しい」

との結果が出た。 

 

 

（写真）Consultores２１ 

 

また、所得階層別で食料摂取状況を分けたのが以下のグ

ラフ。高所得者層に属する「AB 世帯」でも「食事摂取

が困難」と回答した人が４８．４％いる理由は理解でき

ないが、一様に厳しい状況にあると言えそうだ。 

 

 

（写真）Consultores２１ 

 

 

 

 

「コロンビア盗難車 ベネズエラで販売される」         

 

犯罪情報を専門に扱うメディア「Insight crime」は、コ

ロンビアで盗まれた高級車がベネズエラに流れている

と報じた。 

 

同メディアによると、コロンビアのククタ市議の SUV

「TOYOTA Prado TXL」が盗まれた。当時のニュース

によると、盗難時にボディーガードが人質にされ、犯罪

者はそのままベネズエラ国境側に逃亡したという。 

また、この事件から２日もたたない間にククタで３台の

車が盗難被害にあったという。 

 

どうやら車を盗むことを専門にした集団がいるようで、

今年に入りククタで８４台の自動車、４２１台のバイク

が盗難被害にあっているという。 

 

「Insight crime」は、これら盗まれた車、バイクの９０％

はベネズエラに流れていると報じた。 

 

また、同メディアが入手した情報によると、他の州で盗

まれた車もククタの犯罪グループが買い取り、ベネズエ

ラに横流ししているという。 

 

加えて、この密売にはベネズエラ国土交通省の職員らも

関与しており、偽の証明書を発行しているという。 

 

「チャカオ市 信号無視の取り締まりを強化」                  

 

１０月７日 チャカオ市のドゥケ市長は現地メディア

「Venevision」のインタビューに応じ「同市内で信号を

無視した人は罰せられる」と警告した。 

 

ベネズエラに住んだことのない人であれば、当たり前の

発言に見えるがベネズエラで信号を守る人は稀だ。 

「信号に惑わされてはいけない」との認識さえある。 
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ベネズエラは治安が悪く、夜間に信号を守り停車すれば

後ろから来た犯罪者に襲われる可能性がある。このよう

な懸念から（特に夜間は）信号が赤色だったとしても車

を止めるのは危険な行為と考えられている。 

 

ただ、感覚がマヒしてしまい日中の大通りでも信号無視

が常態化している。 

 

ドゥケ市長はこの状況を危惧。 

「信号無視やシートベルトを着用しないのが常態化し

ている。信号無視の理由について、ガソリン不足だから

と反論する人もいるが、ガソリン不足は信号無視をする

理由にはならない。 

 

チャカオ市の住民の中には規律を求める声が多い。チャ

カオ市はベネズエラで最も規律のある都市であるべき

だ。信号無視には厳格な罰則を科す。」 

と述べた。 

 

 

（写真）Traffic Caracas 

 

 

 

 

２０２１年１０月９日～１０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「祖国システムを通じた入場制限システム導入     

   ～Covid-１９ワクチン接種で人を識別～」        

 

マドゥロ大統領は Covid-１９感染拡大防止のための新

しい仕組みを発表した。この仕組みは「semáforo de 

acceso（アクセス信号）」と呼ばれている。 

 

このシステムを使用するため、商業店は自身の携帯電話

などに「VeQR」というアプリケーションをダウンロー

ドする必要がある。 

 

この「VeQR」というアプリは、マドゥロ政権が進めて

いる身分管理システム「祖国システム」と連携しており、

祖国カードをスキャンすることで、対象者のステータス

を色で識別するという。 

 

具体的には、 

「Covid-１９に感染している人」は、赤色 

「Covid-１９のワクチンを接種していない人」は、黄色 

「Covid-１９ワクチン接種済みの人」は、緑色 

が表示されるようだ。 

 

そして、ステータスが「赤色」「黄色」「緑色」のどの状

態にあるかによって、店舗への入場可否が決まるという。 

 

なお、ワクチン接種完了後すぐにステータスが変わるわ

けではなく、「黄色」から「緑色」に変わるまでに２１

日ほど時間を要するようだ。 

 

現時点ではまだ不明な点も多く、詳細は今後明らかにな

っていくことだろう。 
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（写真）VeQR アプリ 

 

「州知事・市長選の模擬選挙を実施」           

 

１０月１０日 ベネズエラで模擬選挙が行われた。 

 

模擬選挙は、有権者に１１月の選挙がどのような流れで

行われるかを体験してもらうためのもの。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」から見ると、選挙当日に運

用する予定の選挙システムが適切に機能するかどうか

を確認するための機会としても機能している。 

 

あくまでテスト的な扱いのため本番と全く同じ環境で

行うわけではない。報道によると、全国に４４６の投票

場を設置し、模擬選挙を行ったという。 

 

もちろん、この模擬選挙の結果が１１月の選挙当日に何

らかの影響を与えることはない。また、模擬選挙の結果

が公表されることもない。 

 

報道を見る限り、模擬選挙は特に大きな騒動なく終わっ

たようだ。 

 

 

 

 

 

（写真）Ultimas Noticias “模擬選挙で投票する有権者” 

 

「与野党協議４回目 １０月１７日～２０日」         

 

与野党協議の仲介役を務めるノルウェー政府は、４回目

の与野党協議が１０月１７日～２０日にメキシコで行

われると発表した。 

 

なお、この発表に先駆けて与党側の代表団のメンバー

Genifer Garvett 氏が１０月１５日～協議が始まると記

者らに説明したようだが、この説明が誤りであることも

補足した。 

 

現時点では、４回目の協議のテーマは公表されていない。 

 

ただし、前回９月に行われた３回目の与野党協議は目

立った進展がなかった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.658」）。 

 

そのため、次の協議では前回話がまとまらなかった

「司法制度」と「国家主権」について改めて議論する

のではないだろうか。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3233e3c1d10cdcefa3b01346b7f55558.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3233e3c1d10cdcefa3b01346b7f55558.pdf
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「COVAX ワクチン ２回目の到着」         

 

１０月１０日 ベネズエラのカルロス・アルバラード保

健相は、COVAX から２回目のワクチンが届いたと発表

した。 

 

今回 COVAX から届いたワクチンは２５９．５万個。 

ワクチンのブランドは発表されなかったが、前回と同様

中国のワクチン「Sinovac」だろう。 

 

マドゥロ大統領は現時点でベネズエラのワクチン接種

率は５０％（カラカス市内は６０％）に達しており、１

０月末には７０％に引き上げることを目標にしている

と説明している。 

 

 

（写真）Reporte Ya 

“COVAX のワクチン到着を発表するアルバラード保健

相” 

 

 

 

経 済                       

「英国銀行 近日中に GOLD 裁量権を決定か」            

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、英国裁判所が近

日中にベネズエラ中央銀行が英国銀行に保管している

GOLD の裁量権について発表を行うと報じた。 

 

現在、同国に保管されている GOLD について、グアイ

ド政権とマドゥロ政権が裁量権を争っている。 

 

英国政府はグアイド政権をベネズエラの正当な政府と

認識しており、基本的に裁判はグアイド政権が有利に進

んでいるように思えるが、実態としてはマドゥロ政権が

ベネズエラの政府として機能している。 

 

裁判所がグアイド政権に GOLD の裁量権があるとの判

決を出した場合、判決と現実が一致しておらず、司法の

独立性の観点から望ましくないとの意見もある。 

 

また、英国の司法に独立性がないことが露見することで、

「英国は資産を保管するのに安全な国」という世界の認

識に疑問が生じるとの懸念もある。 

 

「EMFI ２１年のベネズエラ GDP６．２％増」         

 

英国の金融情報サービス会社「EMFI」は、２０２１年

のベネズエラの GDP 成長率を前年比６．２％のプラス

と予想した。 

 

これまでは２０２１年のベネズエラの GDP 成長率を２．

０％と予想しており、４．２ポイント引き上げたことに

なる。 

 

経済見通しを大幅にプラス修正した理由について 

「２０２０年よりも Covid-１９による移動制限が緩和

されたこと」 
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「経済ドル化の浸透」 

「民間セクターへの規制緩和」 

「原油価格の高騰」 

などを挙げた。 

 

同社によると、ベネズエラの２１年１月～７月までの輸

入額は前年同期（２０年１月～７月）よりも２０．３％

増加しており、経済が好転しているという。 

 

２１年のベネズエラの原油輸出量は平均で日量６１．１

万バレルと前年（同６３．１万バレル）より３．１％減

少するとしたが、原油価格の上昇が輸出減をカバー。 

 

原油輸出の収入は、２０２１年は１０２．４億ドルで前

年（６４．９億ドル）よりも５７．７％増えると予想し

た。 

 

 

（写真）EMFI 

 

 

 

 

社 会                       

「ラム酒カルパノ 英品評会で４つの賞を受賞」            

 

ロンドンで開催されたアルコール類品評会「DB & SB 

Autumn Blind Tasting」でベネズエラのラム酒メーカー

「 Ron Carupano 」 の 「 Ron Carúpano 18 Reserva 

Limitada」が最も高い評価「マスター」の賞を受賞した。 

 

また、他に「Ron Carúpano 6 Reserva Especial」 

「Ron Carúpano 12 Reserva Exclusiva」 

「Ron Carúpano 21 Reserva Privada」 

の３ブランドが同イベントで金賞を受賞したという。 

 

「Ron Carúpano」はベネズエラではよく知られたラム

酒メーカー。今年に入り同社のブランドは１０の賞を受

賞しているという。 

 

 

（写真）Ron Carupano 

以上 


