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（写真）Siempre en Objetivo@AlejandroEFigue “１．２万人のオーケストラ団 フエルテ・ティウナで演奏” 

 

 

２０２１年１１月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「Monomeros ロペス党首母親の会社に支出 

～国会コミュニケーションアドバイザリー費～」 

「OAS 加盟国 ベネズエラ政府の認識分かれる」 

経 済                     

「Monomeros 債権者の強制差し押さえを停止」 

「OPEC １０月の産油量は日量５９万バレル」 

「野党国会 ２１年第３四半期 GDP は９．４％増」 

「マドゥロ政権 観光業界と会合」 

社 会                     

「エクアドル サアブ氏調査に着手しなかった」 

21 年 11 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「ウスカテギ候補 MUD 候補として出馬できず 

～ミランダ州知事選 MUD への投票は無効～」 

「CNE 倉庫放火未遂で４名逮捕 野党が関与？」 

「アルゼンチン議会選挙 与党連合が大敗」 

「１１月１５日 キューバで抗議行動を予定」 

経 済                    

「El Palito 製油所で火災発生」 

社 会                    

「１．２万人のエルシステマ・オーケストラ 

～世界最大オーケストラ ギネス記録に挑戦～」 
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２０２１年１１月１２日（金曜）             

政 治                       

「Monomeros ロペス党首母親の会社に支出      

  ～コミュニケーションアドバイザリー費～」       

 

１１月１１日 野党系記者 Sebastiana Barraez 記者（軍

部テーマが専門）は、自身のツイッターで２０２０年１

０月に「Monomeros」が「Llorente ＆ Cuenca Colombia」

に対して「コミュニケーションアドバイザリー費」の名

目で１億４，８００万コロンビアペソ（約３．８万ドル）

を支出していたと告発した。 

 

「Monomeros」は、コロンビアにあるベネズエラの国営

石油化学公社「Pequiven」の子会社。２０１９年にグア

イド暫定政権が発足して以降 Monomeros のコントロー

ルはグアイド政権側に移っている。 

 

「Llorente ＆ Cuenca（LLYC）」はスペインのマドリッ

ドに本社があるメディアコミュニケーションを専門と

するコンサルタント会社。 

 

グアイド政権の実質的なトップ「大衆意思党（VP）」の

レオポルド・ロペス党首の母親アントニエッタ・メンド

ーサ・デ・ロペス氏は LLYC ラテンアメリカの副社長

（法務担当）を務めており、不適切な取引疑惑が浮上し

ている。 

 

Barraez 記者の投稿には支払い実績と思われる詳細が添

付されており、名目は「国内コミュニケーションアドバ

イザリー費」と書かれている。 

 

本件について LLYC のコロンビア社長は「問題となっ

ている Monomeros との契約とアントニエッタ・メンド

ーサ・デ・ロペス氏は無関係」と釈明している。 

 

 

ただし、支払いが行われた２０２０年１０月は「大衆意

思党（VP）」のロペス党首と関係が近いとされていたカ

ルメン・エリサ・エルナンデス氏が社長を務めていた頃。 

 

ロペス党首の母親が LLYC ラテンアメリカの副社長と

知らなかった可能性は低く、優先的に契約が結ばれた可

能性が高い。 

 

なお、本件について、Orlando Avendano 記者がエルナ

ンデス社長に確認を行ったところ、エルナンデス社長は

ロペス党首の母親が LLYC ラテンアメリカの副社長を

務めていたことは知らなかったと説明。 

仮に知っていれば契約は締結しなかったと述べている

という。 

 

 

（写真）Sebastiana Barraez 記者ツイッターより抜粋 

 

「OAS 加盟国 ベネズエラ政府の認識分かれる」         

 

１１月１２日 グアテマラで「米州機構（OAS）」会合

が開催された。 

 

ベネズエラに関しての議論で争点になったのは政府の

認識について。 

 

メキシコ、ボリビアは、OAS 会合にグアイド暫定政権

の代表が参加していることに異議を提示。 
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ベネズエラの政府はマドゥロ政権であり、マドゥロ政権

は２０１７年に正式に OAS を脱退したと主張した。 

 

この提案に、アルゼンチン、ニカラグア、ドミニカ国、

アンティグアバーブーダ、べリース、トリニダードトバ

ゴらが賛同。合計 8 カ国が、グアイド暫定政権が任命し

たグスタボ・タレ代表は同会合に出席するべきではない

との見解を示した。 

 

一方、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリ

カ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、

ホンジュラス、パラグアイ、米国、ウルグアイの１３カ

国は、マドゥロ政権について「人権侵害と民主主義を否

定した」との認識に賛同。 

 

両グループの意見が対立した。 

なお、OAS 加盟国は全部で３４カ国（ただし、キューバ

には投票権がない）なので、キューバを除き１２カ国は

どちらの見解も支持しなかったという。 

 

経 済                        

「Monomeros 債権者の強制差し押さえを停止」           

 

コロンビア系メディア「Portafolio」は、「Monomeros」

がバランキージャ商工会議所で主要債権者との協議を

開始したと報じた。 

 

この協議は、２０２０年にコロンビア法人監督局が公布

した「破産手続きに関する法令５６０号」の枠組みで行

われるもの。 

 

同日をもって、Monomeros の資産差し押さえなど債権

回収のための全ての措置は当面停止されるという。 

 

 

 

 

Monomeros は今回の対応について 

「一部の個人の利害を受けて、意図的に作り出された問

題から会社を保護するための対応」 

と説明している。 

 

「OPEC １０月の産油量は日量５９万バレル」                  

 

OPEC は加盟国の２１年１０月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、１０月のベ

ネズエラの産油量は先月から日量５．７万バレル増えて、

日量５９万バレル。 

 

また、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した１０月の

産油量は先月から１０．６万バレル増えて、日量７５．

６万バレルだという。 

 

 

 

 

（写真）OPEC 

“OPEC Monthly Oil Market Report、２１年１１月号” 
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「野党国会 ２１年第３四半期 GDP は９．４％増」         

 

野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は２０２１年第３四半期（６月～９月）の経済成長率に

ついて前年同期比９．４％増と発表した。 

 

ただし、２０２１年全体で見ると引き続き前年同期比２．

７％のマイナス成長だという。 

 

２１年第３四半期の GDP が前年同期比で大きくプラス

になった要因は石油産業。 

 

２０２０年６月～９月、米国はロシア、イラン、スペイ

ン、イタリアなど制裁下でも PDVSA と取引を続けてい

た企業に対して取引を停止するよう圧力をかけた。 

 

この圧力を受けて２０年６月～９月のベネズエラの原

油輸出は著しく少なかった。当時と２１年６月～９月を

比べると原油輸出量は６０．７５％増加した。 

 

また、２０２０年は原油価格が低迷しており、６月～９

月の平均原油価格は１バレル３０．５８ドルだった。 

一方、２１年６月～９月の原油価格は１バレル５３．７

３ドル。 

 

原油輸出量と原油価格の増加を受けて GDP もプラスと

評価された。 

 

「マドゥロ政権 観光業界と会合」                  

 

１１月１２日 デルシー・ロドリゲス副大統領およびア

リ・パドロン観光相は、ベネズエラの観光関連業界（ホ

テル・旅行代理店など）の代表らと会合を行った。 

 

ロドリゲス副大統領らは観光業界からの提案を受け取

り、経済回復の方策について議論を行った。 

 

同会合後、ロドリゲス副大統領はマドゥロ大統領に会合

の内容を報告。マドゥロ大統領の指示を仰ぐという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「エクアドル サアブ氏調査に着手しなかった」           

 

カボベルデから米国に身柄を引き渡されたアレックス・

サアブ氏について、「ベネズエラ・トゥデイ No.676」で

エクアドルでもサアブ氏が経営する「Foglocons」とい

う会社を通じてマネーロンダリングが行われていたと

の記事を紹介した。 

 

この問題は、だいぶ前から確認されていたがエクアドル

の検事総長が意図的に捜査に着手しなかったと報じら

れている。 

 

１１月１２日 エクアドルの Galo Chiriboga 元検事総

長が国会に召喚され、サアブ氏の捜査に着手しなかった

理由について証言した。 

 

本件について「Infobae」によると、「法令違反により罰

金を支払うべき案件であり、金融犯罪に該当するものと

認識しなかったため」と説明したという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee735cceacf43d33642cc62c71f97ea5.pdf
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２０２１年１１月１３日～１４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ウスカテギ候補 MUD 候補として出馬できず     

 ～ミランダ州知事選 MUD への投票は無効～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.677」で紹介した通り、

「野党統一連合（MUD）」のミランダ州知事選候補とし

て出馬していたカルロス・オカリス氏が選挙出馬を辞退

すると表明した。 

 

これを受けてミランダ州知事選は「隣人の力（FV）」か

ら出馬していたダビッド・ウスカテギ候補と与党「ベネ

ズエラ社会主義統一党（PSUV）」のエクトル・ロドリゲ

ス現ミランダ州知事の一騎打ちとなる。 

 

ただ、「隣人の力」は「野党統一連合（MUD）」と比べ

ると政党としての知名度は圧倒的に小さい。 

 

そこでウスカテギ氏は MUD からの推薦候補になるよ

う提案。オカリス候補の辞退届けと同時にウスカテギ氏

を MUD 候補にするよう修正を試みた。 

 

結論から言うと、この試みは失敗。 

「選挙管理委員会（CNE）」によると、オカリス候補の

出馬辞退により MUD からの出馬は無くなり、ミランダ

州知事選に MUD 投票した場合は無効になるという。 

 

CNE のペドロ・カルサディージャ代表の説明によると、

候補者の変更は１１月１１日午後１２時まで受け付け

られていたようで、候補者の変更は１２日午前３時に

CNE に送られたという。 

 

つまり、ウスカテギ候補に投票するためには、「隣人の

力（FV）」およびウスカテギ候補を当初から支持してい

た政党に投票しなければならない。 

 

 

「CNE 倉庫放火未遂で４名逮捕 野党が関与？」         

 

１１月１３日 国軍レミヒオ・セバジョ平和市民安全担

当官は、ミランダ州フィラ・デ・マリチャにある「選挙

管理委員会（CNE）」倉庫を放火しようとした４名を拘

束したと発表した。 

 

逮捕されたのは Dimas Alberto González 氏、José Miguel 

Acuña 氏、Francisco Javier Moya 氏、Kenmer Gutierrez

氏。彼らは爆発物、燃料、「米州大陸作戦２０２０

（Operación Continente Americano 2020）」と書かれた

パンフレットなどを所持していたという。 

 

この倉庫には１１月２１日の全国州知事選・市長選で使

用する投票機が保管されており、選挙実施を妨害する試

みだったと訴えた。 

 

 

（写真）内務司法省 “逮捕された４名と彼らの所持品” 

 

セバジョ担当官は、今回の計画にはスペインに亡命して

いる「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首と

米国に亡命したイバン・シモノビス氏が関与していると

主張。選挙実施を妨害しようとする野党の試みだったと

説明した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7868f0c9dcf0ed055f54c52624ea035.pdf
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「アルゼンチン議会選挙 与党連合が大敗」           

 

１１月１４日 アルゼンチンで議会選挙が行われた。 

 

アルゼンチンには上院と下院があるが、今回の選挙はア

ルゼンチン上院７２議席の３分の１（２４議席）、下院

２５７議席のうち約半分の１２７議席を争う選挙だっ

た。 

 

開票率９７％時点で、下院についてはフェルナンデス大

統領率いる左派系の与党連合「Frente de Todos（FDT）」

の得票率は３３％。 

一方、中道右派の野党連合「Juntos por el Cambio」は４

２％と野党連合が大きくリードした。 

 

上院は与党陣営 FDT が更に劣勢で、野党が２０ポイン

ト近くリードしている。 

 

この選挙を受けて与党連合は上院・下院の両議会で過半

数を下回る見通しだという。 

 

「１１月１５日 キューバで抗議行動を予定」         

 

米国の目と鼻の先にありながら共産主義国を維持して

いるキューバ。 

 

米国から経済制裁を受けて長期の経済低迷にあり国民

の不満は強いが、強権的な統治を続けていることもあり、

キューバ国内の治安は長年落ち着いている。 

 

しかし、数カ月前から状況に変化がみられる。 

７月１１日 反カストロ政権系の「アルチピエラゴ・グ

ループ」が抗議行動を実施。それから数日後に抗議行動

は落ち着いたが１０月１２日に再び抗議行動を行うよ

う宣言。１１月１５日の「平和デモ」に参加するよう呼

び掛けていた。 

 

つまり、明日キューバで「平和デモ」が開催される。 

 

キュ―バ政府は「アルチピエラゴ・グループ」を米国政

府の支援を受けて国内の治安を不安定化させるテロ集

団と認識し、抗議行動と徹底対決する意思を示しており、

治安の悪化が懸念される。 

 

ベネズエラとキューバは政治的に密接な関係があり、ベ

ネズエラ国内の治安維持活動にはキューバ人アドバイ

ザーが関与していると言われている。 

 

キューバが倒れればベネズエラも無事では済まないと

言われており、キューバの問題はベネズエラには無関係

ではないだろう。 

 

経 済                       

「El Palito 製油所で火災発生」            

 

１１月１３日 カラボボ州プエルトカベジョにある「エ

ルパリート製油所」で火災が発生した。ツイッターなど

ソーシャルメディアで火災の映像が投稿されており、か

なり大きな煙が出ていたようだが、火災は数時間後に消

火されたという。 

 

火災の原因、被害状況について PDVSA から発表はされ

ていないが、ゴミ処理施設での火災ではないかとの指摘

がある。 

 

その指摘が正しかったのか火災後もエルパリート製油

所の稼働は続いているという。 
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（写真）@ReportaYa“エルパリート製油所で起きた火災” 

 

社 会                       

「１．２万人のエルシステマ・オーケストラ         

 ～世界最大オーケストラ ギネス記録に挑戦～」            

 

日本でも大きく報じられていたので既に知っている方

も多いと思うが、今週ベネズエラで最も話題になったニ

ュースは、「エルシステマ」のオーケストラだろう。 

 

１１月１３日 カラカスの軍人士官学校前の広場フエ

ルテ・ティウナに１．２万人のオーケストラ団が集結。 

 

「世界で最も大きなオーケストラ」のギネス記録に挑戦

した。ギネス記録が成功したかどうかは審査員が検討の

上、後日発表されるという。 

 

当日は、ベネズエラ国家に加え「Venezuela」「Alma 

llanera」などベネズエラの伝統曲に加えて、ロシアの音

楽家チャイコフスキーの「スラブ行進曲」などが演奏さ

れた。 

 

 

なお、現在のオーケストラの世界記録はロシアが保有し

ている８０９７人だという。特に違反がなければギネス

記録になることだろう。 

 

「エルシステマ」は、ベネズエラ人音楽家アントニオ・

アブレウ氏が始めた社会プログラムで、貧しい子供たち

に無償で音楽を教えて健全な成長を促すという試み。 

 

１９７５年から同プログラムをはじめ、これまでに９０

万人の児童が「エルシステマ」を通じて音楽を習ってき

た。なお、チャベス政権が「エルシステマ」を支援した

ことでチャベス政権の社会開発事業としても知られて

いる。 

 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

“フエルテ・ティウナに集結した１．２万人のオーケス

トラ団” 
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