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（写真）800 Noticias “MUD 統括秘書官 野党の選挙参加決断が遅いことを理由に辞任を表明” 

 

 

２０２１年８月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「野党統一連合 代表が辞任を表明 

～主要野党の決断遅延が理由～」 

「CNE 役員 選挙実施日の延期を否定」 

「列国議会同盟（IPU） ベネズエラ訪問」 

経 済                     

「マラカイボで原油流出事故」 

「賃貸市場が活況 ドル建契約の合法化が必要」 

社 会                     

「Hotel Tamanaco インターコンチの名前削除」 

「ラグアイラ州で全国空手大会を実施」 

２０２１年８月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 CIP に制裁被害を訴え 

～制裁は食料・医薬品の流通に影響～」 

経 済                    

「トヨタ販売広報部長 インタビュー記事 

～数カ月内に新モデルを投入？～」 

「PDVSA 小規模企業と契約し、訴訟」 

「カラカスで計画停電 電力流通網が原因」 

社 会                    

「メリダ州で大洪水 １５名が死亡」 

「東京パラリンピック ベネズエラ２６名出場」 
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２０２１年８月２３日（月曜）             

政 治                       

「野党統一連合 代表が辞任を表明            

       ～主要野党の決断遅延が理由～」       

 

２０２１年６月 「選挙管理委員会（CNE）」は、２０

１８年に政党としての認識を撤回した「野党統一連合

（MUD）」の政党登録を復活させた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.619」）。 

 

MUD は、２０１５年１２月に行われた国会議員選で野

党が圧勝した時に使用した政党名。 

 

野党には「第一正義党（PJ）」「大衆意思党（VP）」「行動

民主党（AD）」「新時代党（UNT）」など多くの政党が存

在するが、これらの党員が MUD から出馬することで候

補者を統一していた。 

 

CNE が MUD の政党登録を復活させたことで、再び野

党が MUD を介して統一候補を擁立し、１１月の州知事

選・市長選に参加することが出来る状態になっている。 

 

復活後も MUD の統括秘書官（代表）は２０１８年当時

のまま、ラモン・ホセ・ピレイラという人物が務めてい

た。 

 

８月２３日 ピレイラ統括秘書官は主要野党（統一プラ

ットフォーム）に対して、辞任を表明する声明文を公表

した。声明文によると、「１１月の選挙に参加するかど

うかの決断が遅い」ことが辞任の理由だという。 

 

声明文には 

「現時点で、あなた方は１１月２１日に予定されている

州知事選・市長選に参加するかの決断をしていない。 

CNE の選挙出馬の受付期間はあと５日で終了する。 

 

この短い期間で求められる義務を果たすことはできな

いため、私は正式に MUD の統括秘書を辞任しなければ

ならない。」 

と書かれている。 

 

ピレイラ統括秘書官の辞任により、野党は新たな統括秘

書官を探す必要が生じた。出馬申請時間が残り僅かであ

るにも関わらず、決断が遅いがゆえに更に仕事を増やし

ている印象だ。 

 

「CNE 役員 選挙実施日の延期を否定」         

 

ベネズエラ人ジャーナリスト、ウラディミール・ビジェ

ガス氏が、「未確定情報だが、CNE は州知事選・市長選

の実施を１２月第２週に延期、州議会・市議会議員選を

来年に延期することを検討している」とのツイッターを

投稿したことで、選挙が延期されるのではないかとの憶

測が広がっている。 

 

 

 

８月２３日 CNE 役員を務めているエンリケ・マルケ

ス氏（野党系）は噂を否定。１１月に予定されている州

知事選・市長選の延期は検討していないと発表した。 

 

マルケス氏は「選挙を延期する理由はない。現時点では

すべてが予定通り進んでいる。延期をするのであれば、

それは作業スケジュールの問題ではなく、対話の結果に

なる。」とコメントした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/970498bd1730b1d2c031dee809381d0a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/970498bd1730b1d2c031dee809381d0a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年８月２３日～８月２４日報道            No.６４３   ２０２１年８月２５日（水曜） 

3 / 8 

 

「列国議会同盟（IPU） ベネズエラ訪問」                  

 

８月２３日 「列国議会同盟（IPU）」のミッション団が

ベネズエラに到着した。 

 

IPU とは各国の議会による国際組織でジュネーブに本

部を置く多国間政治組織である。 

 

IPU のミッション団は、ベネズエラの政治問題について

意見交換を行うため８月２３日～２７日までベネズエ

ラに滞在する。 

 

２３日、２４日の政府発表を見る限り、マドゥロ大統領

やホルヘ・ロドリゲス国会議長など与党系の議員は、ま

だ IPU のミッション団と会合をしていない。 

 

ただし、８月２３日には穏健野党のメンバーとして与党

国会の議員となったオスカル・ロンデロ議員（AD）な

どはミッション団と協議を行っている。 

 

翌８月２４日 IPU はグアイド政権関係者と協議。 

グアイド議長は、IPU のミッション団に謝意を表明。 

独裁政権がどのようにベネズエラの正当な国会に攻撃

をしてきたかについて伝えたという。 

 

 
（写真）グアイド議長 “IPU ミッション団と会合” 

 

 

 

前述の通り、IPU は各国の議会によって構成される組織

である。つまり、グアイド政権の野党国会かマドゥロ政

権の与党国会のいずれの国会がベネズエラの国会かを

決める必要がある。 

 

本当かどうかは分からないが、今回のミッションで IPU

は野党国会、与党国会、どちらの国会をベネズエラの国

会と認識するかを決めると報じられている。 

 

経 済                        

「マラカイボで原油流出事故」             

 

８月２３日 環境専門家の Eduardo Klein 氏（シモン・

ボリバル大学海洋生態系センターの調整員）は、スリア

州マラカイボ湖で原油漏れが起きていると訴えた。 

 

Klein 氏によると PDVSA の鉱区から漏れ出した原油が

海上に流れ込んでおり、マラカイボ湖が変色していると

いう。 

 

少し見えにくいが、陸上から汚染物質が海上に流れ出し

オレオのように白黒になっている。 

 

 

（写真）Diodon histrix 
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「賃貸市場が活況 ドル建契約の合法化が必要」                  

 

「ベネズエラ不動産商工会議所」のフランシスコ・ロペ

ス・ドミンゲス代表は、不動産の賃貸市場が拡大してい

るとコメントした。 

 

以前、ベネズエラでは不動産売買が比較的多く行われて

いたが、現在は不動産を購入する人はほとんどいなくな

り、売買は成立しなくなったという。不動産オーナーが

売却を諦めて賃貸を始めるようになったことが理由の

ようだ。 

 

また、記事には書いていないが、公共インフラ（電力・

水道など）の問題から地方からカラカスに移住する人が

増えており、賃貸需要が増加していることもあるだろう。 

 

２０１８年に賃貸市場は底を打ち、１９年には前年比

５％増、２０年には９％増、２１年前期に入ってからは

現時点で既に前年比１５％増になっているという。 

 

ベネズエラでは本来ドル建ての家賃契約は違法となっ

ている。しかし、ボリバル通貨はインフレにより価値を

失うため、中期的な契約をボリバル建てで結ぶことは事

実上不可能。そのため、ドル建ての契約が一般的となっ

ている。 

 

ドミンゲス代表は、現在の法律を維持することで違法契

約が増加しており、結果的に所得隠しが起き、税金徴収

に問題が起きていると指摘。我々は不動産団体として、

ベネズエラ政府に対してドル建ての契約を認めるよう

要請しているとコメントした。 

 

なお、ドル建ての契約を合法化するために現在の不動産

関連法を抜本的に見直す必要はなく、２つ３つの条文を

修正すれば良いだけで、大きな変更の必要はないと指摘

した。 

 

社 会                        

「Hotel Tamanaco インターコンチの名前削除」           

 

１９５３年 軍事独裁政権と悪名高いペレス・ヒメネス

政権下にカラカス・ラスメルセデス地区に建設された

「ホテル・タマナコ」。 

 

同ホテルは世界的に知られる「インターコンチネンタ

ル・ホテル」のブランド管理を行う英「InterContinental 

Hotels Group」が管理をしており、「InterContinental 

Hotels Tamanaco」の名前で運営が続いていた。 

 

しかし、「InterContinental Hotels Group」は、数カ月前

に「Hotels Tamanaco」との契約を解除していたことが

判 明 。 こ れ に よ り 「 Hotels Tamanaco 」 か ら

「「InterContinental」のブランドが無くなったという。 

 

「InterContinental Hotels Group」は、契約を解除した

理由について「Hotels Tamanaco」が、「InterContinental」

のブランドを維持するに足る水準に達していなかった

ためとしている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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「ラグアイラ州で全国空手大会を実施」                  

 

ベネズエラでは、「カラテ」は子供の習い事として比較

的メジャーなスポーツだ。 

 

８月２３日 ラグアイラ州で「全国空手大会」（ベネズ

エラ・空手道連盟が主催）が開催され全国１８州から４

００人の空手選手が出場した。 

 

同大会には、東京オリンピックに出場したベネズエラ人

選手も来ていたという。 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

 

２０２１年８月２４日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 ICC に制裁被害を訴え            

    ～制裁は食料・医薬品の流通に影響～」        

 

８月２４日 デルシー・ロドリゲス副大統領は「国際刑

事裁判所（ICC）」に対して、米国の経済制裁がベネズエ

ラに悪影響を与えているとの報告書を提出した。 

 

既に２１年２月に一度同様の訴えを提出しており、今回

の訴えは２回目になる。 

 

 

ロドリゲス副大統領は、過去の食料供給量の推移、医薬

品流通量の推移などの統計を用いて、「２０１５年に米

国がベネズエラに制裁を科して以降、ベネズエラ経済が

悪化していった」と主張。 

 

米国の制裁がベネズエラ国民の人権を侵害していると

訴えた。 

 

なお、米国は２０１５年にベネズエラに制裁を科したが、

当時の制裁はマドゥロ政権の政府関係者に対する個人

制裁だった。 

この時点で Citibank などはベネズエラ政府機関の送金

を停止するなどの対応を始めていたが、本格的に制裁の

影響が出始めたのは１７年８月の金融制裁以降だろう。 
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他、ロドリゲス副大統領は、米国の経済制裁を理由に英

国にある３１トンの GOLD が凍結され、外国にある７

０億ドル超の口座を使用できなくなっていると指摘。 

 

これまでに１９２人、１５０社が制裁を受け、企業につ

いては国営企業が１０社、民間企業が１４０社と制裁は

民間企業を標的にしていると訴えた。 

 

他、これまでに５８機の飛行機、３０件の燃料差し押さ

え、６９件のその他差し押さえ被害を受けたとした。 

 

また、外国企業に PDVSA の原油を購入させないことで

潜在的に数百億ドルの収入を失ったと訴えた。 

 

経 済                       

「トヨタ販売広報部長 インタビュー記事        

      ～数カ月内に新モデルを投入？～」           

 

８月２４日 経済系メディア「Bancaynegocios」は、

「Toyota de Venezuela」のアナ・マリア販売広報部長の

インタビュー記事を公開した。 

 

その記事の内容について一部を紹介したい。 

 

＜御社は如何に Covid-１９に対応していますか？＞ 

 

パンデミックが始まって以降、「Toyota de Venezuela」

はオペレーションを一度も止めていない。常に我が社の

メンバーの安全を最優先に考えながら、規則を遵守し、

世界とベネズエラの衛生当局の指示に従い活動をして

いる。 

 

また、代理店に対しても労働者・顧客にとって安全なオ

ペレーションが継続的にできるよう衛生管理プロトコ

ールの実施を求めている。 

 

 

＜ドル化に対してどのように対応している？＞ 

 

トヨタ社は、活動する地域で守るべき法規則の範囲内で

求められる状況に適応する DNA を持っている。 

 

＜２０２１～２２年にベネズエラ市場でどのようなイ

ノベーションが起きるか？＞ 

 

今後数カ月のうちにベネズエラ市場に投入していない

新しいモデルを紹介することになりそうだ。加えて、他

国市場で流通している最新の自動車をベネズエラの顧

客の需要に応じて提供するために尽力している。 

今後数週間のうちに Toyota de Venezuela は国内市場に

対して新しい発表をいくつか共有することになるだろ

う。 

 

＜今後、数年単位でどのような投資を想定しているか？

＞ 

 

引き続きベネズエラを重視している。Toyota 社はベネ

ズエラで６３年以上の歴史がある。ベネズエラの顧客と

関係者に対して約束をしている。今後もベネズエラでの

活動を継続する。 

 

＜ベネズエラの消費者に対して提供できる価値は？＞ 

 

トヨタ社のモットーとして顧客第一主義がある。 

そのために所有者が車を保有する全ての期間で商品と

サービスを提供している。２年間保証、５万キロ保証、

メンテナンスサポート、全国の販売代理店に正規の部品

を提供する。 

 

この約束を確認するためには我が社のウェブサイトを

確認してほしい。 
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＜部品販売についてどのような状況ですか？＞ 

 

我々は正規品の部品を全国の販売代理店網でのみ提供

している。また、正規の部品の数を増やすためにロジス

ティクス的な改善も行っている。 

 

＜ベネズエラで売られているモデルについて紹介して

ほしい＞ 

 

Toyota de Venezuela では現在１６のモデルを販売して

いる。セグメントは、セダンとピックアップ車。 

 

セダンでは Yaris が３モデル。好評を得ており、販売も

多い。また、新しいモデルで Carolla SEG がある、これ

が世界で最も売れているセダンで、ベネズエラ市場でも

好まれている。 

 

ピックアップでは、顧客の需要に適応し、様々な種類が

ある。新しいモデルでは Land Cruiser Prado があり、好

評を得ている。また、快適性と品質、馬力を重視した

Land Cruiser ２００、舗装されていない道でも移動で

きることで知られる 4 Runner、エレガンスな Fortuner 

SW4 などのモデルがある。 

 

＜Toyota de Venezuela の統計情報を教えてほしい＞ 

 

現在 Toyota 社はベネズエラで最も市場占有率が高い。

また、最も広い販売代理店網を持っており、最も商品ラ

インナップが多い。 

 

＜ソーシャル・レスポンサビリティについて Toyota de 

Venezuela の活動を教えてほしい＞ 

 

現在の世界が直面している問題は、様々な活動に影響を

与えている。しかし、Toyota 社は教育、スポーツ、環境

活動など社会的責任の長い歴史がある。 

これらの活動は状況が許せば強化されることになる。 

 

「PDVSA 小規模企業と契約し、訴訟」         

 

ロイター通信は、PDVSA が原油と食料の交換取引を行

った企業役員を、契約不履行で訴えたと報じた。 

訴えられたのは「Superaquimic CA」という会社の社長

と役員。 

 

PDVSA は、２０２０年１２月に６００万バレル超（市

場価格で６００万ドル超）の原油を送り、「Superaquimic 

CA」は、CLAP の食料システムで配給する食料を輸出

するという契約だった。 

 

しかし、PDVSA は「Superaquimic CA」の役員２名

（Oscar Garcia 社長、Jose Llamozas 氏）を訴えたとい

う。ロイター通信が確認した PDVSA の内部資料による

と、彼らが訴えられた理由は、２名が政府の資金を不正

に得ようとしたためだという。 

 

米国の制裁を受けて以降、PDVSA はこれまで原油を輸

出していた顧客を失った。また、一部の企業とは物々交

換をしていたが米国が制裁を強化したことで物々交換

も止まり、伝統的な顧客との関係は切れた。 

 

その後、PDVSA は原油取引の経験がない小規模な企業

と取引を行うことで米国の制裁を回避するようになっ

て現在に至っている。 

 

「カラカスで計画停電 電力流通網が原因」         

 

８月２３日 国営電力公社「Corpoelec」は、カラカス

の複数の地域の住民に対して、電気の計画停電を行うと

発表した。 

 

とりあえず８月２３日は計画停電が行われたようだが、

今後も続くのかは分からない。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年８月２３日～８月２４日報道            No.６４３   ２０２１年８月２５日（水曜） 

8 / 8 

 

計画停電の対象地域は La Paz, Las Fuentes, Loira, 

Washington, Bella Vista, La Guayanita, La Quebradita 

Arvelo, Vista Alegre, Brisas de Propatria, La Vega, Los 

Pinos, La Veguita, Pueblo La Vega Casco Central, Las 

Torres, Los Mangos,Montalbán, El Paraíso, Colinas de 

Vista Alegre, Terrazas de Bella Vista, barrio La 

Coromoto。 

 

計画停電を行う理由については公表されていない。 

 

ベネズエラは水力発電が主な電力供給源。 

ダムの水位が下がると発電量が減少するため、電力不足

に陥るが、現在のダムの水位は十分高く、水不足が原因

ではない。 

 

「Corpoelec」で働く匿名の専門家は、「カラカスは常に

優先的に電力を供給されており、今回のように水不足と

は別の理由でカラカスの電力制限をするのは珍しい」と

指摘。 

 

大雨の影響で電力供給に問題が起きているのに加えて、

機械のメンテナンス不足が理由との見解を示した。 

 

社 会                       

「メリダ州で大洪水 １５名が死亡」            

 

８月２３日夜～２４日早朝にかけてベネズエラは激し

い豪雨に見舞われ、メリダ州では１５人が亡くなった。 

 

メリダ州の中でも特に被害がひどかったのは Tovar 市。

同市では１１名が亡くなった。また、Santa Cruz de Mora

では２名の児童が亡くなったという。 

 

８月２４日 マドゥロ大統領は現在確認できている被

害状況を発表。 

 

 

同発表によると、８，０９８の住居が浸水、９，３２２

世帯が影響、４名が救出され、１１６の道路が崩壊、１

０の橋に被害が出たという。 

 

 

（写真）@jquinteronews 

 

「東京パラリンピック ベネズエラ２６名出場」         

 

８月２４日 東京パラリンピックが開幕した（９月５日

に閉幕）。ベネズエラからは２６名の選手が出場する。 

 

柔道の種目では２名が参加する予定。 

他、円盤投げ、砲丸投げ、やり投げ、高跳び、卓球、重

量挙げなど１６の種目に参加するという。 

 

 

(写真)在日ベネズエラ大使館 

以上 


