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（写真）アドビ・システムズ “米国の制裁によるベネズエラでのサービス停止について Q＆A サイトを開設” 

 

 

２０１９年１０月１１日（金曜） 

 

政 治                     

「スイス マドゥロ政権関係者に追加制裁」 

「国連資金難 ベネズエラは負担金を未払い」 

経 済                     

「銀行監督局 BOD 銀行への介入措置を延長 

～ベネズエラ債券の運用損が健全性毀損？～」 

「BOA ベネズエラ人口座閉鎖の噂流れる」 

「シェブロン 原油混合作業を再開」 

「原油価格 １バレル５０．２２ドル」 

社 会                     

「故チャベス元大統領娘 NY での生活報じられる」 

19 年 10 月 12～13 日（土・日） 

 

政 治                    

「アルゼンチン政府 ベネズエラ外交官を追放」 

「グアテマラ次期大統領 

ベネズエラへの入国を拒否される」 

「エクアドル 抗議行動収束か 

モレノ大統領 抗議グループとの合意を発表」 

経 済                    

「アドビ・システムズ 

１０月末からのサービス停止を撤回？」 

「印リライアンス PDVSA との取引再開」 

「Merey 原油の価格上昇」 
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２０１９年１０月１１日（金曜）             

政 治                       

「スイス マドゥロ政権関係者に追加制裁」       

 

１０月１１日 スイス政府は、以下のマドゥロ政権関係

者７名に制裁を科した。 

 

・ Carlos Calderón (Sebin) 

・ Rafael Antonio Franco Quintero (Sebin) 

・ Alexis Enrique Escalona Marrero (Sebin) 

・ Néstor Blanco Hurtado (Dcgim) 

・ Rafael Ramón Blanco Marrero (Dgcim) 

・ Alexander Enrique Granko Arteaga 

・ Hannover Esteban Guerrero Mijares (Dgcim) 

 

スイスは、制裁に関して欧州連合と歩調をそろえており、

これまで欧州連合が制裁を発動すると、数週間後に同様

の制裁を科す傾向がある。 

 

９月２７日 欧州連合はマドゥロ政権関係者７名に制

裁を科していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.350」参照）。 

 

今回、スイス政府が制裁を科した７名は当時 EU が制裁

を科した７名と同じ人物。 

 

今回の制裁により欧州連合、スイスともにマドゥロ政権

関係者２７名に個人制裁を科したことになる。 

 

「国連資金難 ベネズエラは負担金を未払い」         

 

最近、日本でも国連の資金難が報じられた。 

 

国連が２０１９年に予定している収入見通しは２８．５

億ドルだが、現時点で１９．９億ドルしか受け取りが完

了していないという。 

 

更に前年度からの未収金が合計で１３億８，５００万ド

ルあるという。 

 

国連の財務部長によると、現在、負担金を支払っていな

い国は全部で６５カ国。 

特に７カ国が未収金の９７．５％を占めているという。 

 

同７カ国は米国、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、

イラン、イスラエル、ベネズエラ。 

 

最も未払金が多いのは米国。 

米国は国連予算の２２％を負担することになっている

が、前年度３億８，１００万ドルの未払いがあり、今年

度も６億７，４００万ドルの支払い遅延があるという。 

 

トランプ政権の外交方針が、国連の方針と異なっている

ことが支払いを遅らせている理由だろう。 

 

また、友好国のイスラエルの支払いが遅れているのも政

治的な理由かもしれない（アルゼンチンは債務問題を抱

えており支払う資金がないということだろう）。 

 

イラン、ベネズエラも制裁を受けて資金は枯渇しており、

支払いが遅延するのは自然なことと思われる。 

 

経 済                        

「銀行監督局 BOD 銀行への介入措置を延長           

 ～ベネズエラ債券の運用損が健全性毀損？～」           

 

SUDEBAN は、９月に「BOD 銀行」への査察実施を発

表した。 

 

１０月１０日 SUDEBAN は査察期間を更に１２０日

延長すると発表した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/935e3e2d2899720018c1df6f30029994.pdf
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また、BOD 銀行に対して、新たな投資の禁止。 

配当金支払の禁止。 

外国に新たな口座を開設することの禁止。 

企業の株式購入の禁止。 

不動産の売却、物々交換の禁止。 

など資金を動かすことを制限する措置を科した。 

 

SUDEBAN は同行の顧客のうち６３，０９３名（顧客全

体の１．５％）は資産がなくなる危険性が高いと認識。 

他、２，４５５名も資産がなくなる懸念があるとしてい

る。 

 

以前から噂されていたことだが「BOD 銀行」は外国で

ベネズエラの外貨建債券を運用しており、マドゥロ政権

が支払いを継続していた時は莫大な利益を享受してい

た。 

 

しかし、１７年８月に米国が制裁を発動。マドゥロ政権

は１１月に債務返済を停止した。これを受けて、債券価

格は暴落。その後も経済状況が悪化し、国債は額面の１

０％程度の市場価値しかなくなっている。 

 

債券価格の下落を受けて「BOD 銀行」の資金力は急激

に悪化したといわれている。 

 

「BOA ベネズエラ人口座の閉鎖の噂流れる」         

 

「Noticia TT」というメディアは、米国銀行「Bank of 

America（BOA）」が制裁を理由にベネズエラ人の口座

を閉鎖していると報じた。 

 

同ニュースには「Bank of America（BOD）」の名前が入

った口座閉鎖通知文の写真が添付されており、ベネズエ

ラ人の間で懸念が広がっていた。 

 

 

 

一方井「El Diario de Caracas」はツイッターで、この噂

を否定。 

 

BOA は、そのような発表をしていないと報じた。確か

に顧客に向けて口座閉鎖を通知したとされる通知文は

簡易なもので偽物の雰囲気が強い（以下が偽物と思われ

る通知文）。 

 

 

 

 

「シェブロン 原油混合作業を再開」                  

 

１０月１１日 ロイター通信は、米国のエネルギー会社

「Chevron」と PDVSA の合弁会社「Petropiar」が原油

の混合作業を再開したと報じた。 
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米国の制裁を理由に、既存の顧客が相次いで PDVSA か

らの原油購入を敬遠するようになった。 

これが理由で、原油の在庫が増加し、貯蔵施設の容量が

限界に達したため、作業を停止したとされていた。 

 

関係筋の情報によると、「Petropiar」は現在日量１０万

バレル近くの原油を生産しているという。 

 

１０月９日には CNPC も原油混合事業を再開していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.355」参照）。 

 

「原油価格 １バレル５０．２２ドル」                  

 

石油省によると、１０月７日～１０月１１日までのベネ

ズエラ産原油の平均価格は１バレル５０．２２ドル。 

 

先週の１バレル５２．３８ドルから下落した。 

 

以下は１７年１月から現在までの原油価格の推移。 

 

１７年と比較するとだいぶ回復しているが、全体として

は１バレル５０ドル代後半から６０ドル代前半で推移

している。 

 

 

社 会                        

「故チャベス元大統領娘 NY での生活報じられる」           

 

米国メディア「Diario de las Americas」のカスト・オカ

ンド記者は、故チャベス元大統領の娘、マリア・ガブリ

エラ・チャベス氏（元国連ベネズエラ代表大使代行）が

ニューヨークに住んでいた頃の贅沢な暮らしに関する

記事を報じた。 

 

マリア氏は、恋人である Roberto Leyba 氏の口座を使っ

て贅沢な暮らしをしていたという。 

 

同氏の支払い履歴では、マンハッタンのシャネルの店で

９，０００ドル、ビクトリア・シークレットで１，００

０ドルの購入、タイムススクウェアの「MAC」で１，６

００ドル超の購入、他にも数えきれないほどのブランド

品を買っていたという。 

 

また、レストランで６００ドル、演劇チケットに２，２

００ドルなどの支出履歴があるという。 

 

マリア氏は、１９年１月に国連代表大使代行を辞任して

おり、ニューヨークを離れ、カラカスに帰国しているよ

うだ。 

 

２０１９年１０月１２～１３日（土・日）             

政 治                       

「アルゼンチン政府 ベネズエラ外交官を追放」        

 

アルゼンチンのマクリ大統領は、マドゥロ政権の外交官

を国外に追放するよう命じた。 

 

以前からアルゼンチンはマドゥロ政権に対して批判的

な姿勢を示していたが、外交官は追放していなかった。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年１０月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b37605fc9fd26c8ec5a510e67886c487.pdf
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９月に行われた国連総会で TIAR 加盟国は、マドゥロ政

権への圧力強化の方針で一致。今回の措置はその一環と

思われる。 

 

他方、アルゼンチンは１０月２７日に大統領選が実施さ

れる。左派のアルベルト・フェルナンデス元首相が有利

と考えられており、フェルナンデス元首相はベネズエラ

問題についてマドゥロ政権に友好的な措置を取ると見

られている。 

 

今回の外交官追放は一時的な措置になるかもしれない。 

 

「グアテマラ次期大統領                

      ベネズエラへの入国を拒否される」           

 

１０月１２日 マドゥロ政権はベネズエラに入国しよ

うとしたグアテマラの Alejandro Giammattei 次期大統

領の入国を禁止した。 

 

Giammattei 次期大統領は、グアイド議長と面談するた

めにベネズエラに訪問したが、空港で職員に止められ、

送還させられたようだ。 

 

今回の措置について、グアテマラ外務省はマドゥロ政権

の対応を非難する声明を公表した。 

 

なお、ベネズエラ側のホルヘ・アレアサ外相は、

Giammattei 次期大統領の入国を禁止した理由について、

Giammattei 次期大統領がイタリア籍のパスポートで入

国しようとし、訪問理由について尋ねると公用と説明し

たとコメント。 

 

しかし、ベネズエラ政府は Giammattei 次期大統領を招

待していなかったので入国を禁止したと説明した。 

 

 

 

Giammattei 次期大統領は、ツイッターでマドゥロ政権

の対応を非難。また、グアテマラ国民はグアイド暫定大

統領を支持していると訴えた。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“送還された Alejandro Giammattei 次期大統領” 

 

「エクアドル 抗議行動収束か               

 モレノ大統領 抗議グループとの合意を発表」         

 

燃料補助金撤廃の発表を機にエクアドルで大混乱が続

いている。 

 

１０月１２日時点で死者７名、負傷者１，３４０名、逮

捕者１，１５２名、夜間外出禁止令が発令するなどかな

りひどい状況。 

 

１０月１３日 エクアドルのモレノ大統領と抗議行動

グループ（Movimiento indigena）が会談。 

 

エクアドル政府は、燃料補助金の撤廃を撤回、抗議行動

グループは抗議行動を収束させることで合意した。 

 

今回の合意でエクアドルの状況は鎮静化に向かうとみ

られる。 
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経 済                       

「アドビ・システムズ                 

     １０月末からのサービス停止を撤回？」            

 

現地メディア「La Patilla」は、アドビ・システムズ（以

下、Adobe）が１０月末以降のサービス停止を撤回した

と報じた。 

 

以下がその通知文だという。 

 

この文章を読む限り、１０月７日に顧客へ送ったサービ

ス停止の通知文について同社の誤りだったと説明し、混

乱させてしまったことを謝罪。今後もサービスの利用を

継続できるとしている。 

 

（写真）La Patilla 

 

しかし、Adobe の公式サイトにはそのような通知は確認

できず、ほとんどのメディアがこの情報について報じて

いない。 

 

また、筆者はカラカス駐在時代に Adobe に E-mail を登

録していたため、１０月７日のサービス停止の通知文も

E-mail に届いていた。 

しかし、サービス停止を撤回する通知文は届いていない。 

 

これらを踏まえると、この報道は偽情報の可能性が高い。 

 

ただし、「ベハンス（Behance）」と呼ばれる Adobe が提

供するソーシャルメディア・プラットホームは、１０月

末以降も引き続き利用可能のようだ。 

 

なお、Adobe は今回のサービス停止措置について「Q＆

A サイト」を用意している。 

 

「印リライアンス PDVSA との取引再開」         

 

インドのエネルギー会社「リライアンス」の報道担当は、

PDVSA との取引を再開すると発表した。 

 

「リライアンスはベネズエラに対してディーゼルなど

商品を提供してきた。今回、PDVSA との取引を再開す

ることとなった。 

 

リライアンスは、米国の制裁を順守するため購入を控え

ていたが、原油と石油製品の代物交換は許可された。」 

 

リライアンスは、今年３月から PDVSA との取引を停止

していたが、今後は取引が再開することになりそうだ。 

 

 

 

 

https://helpx.adobe.com/la/x-productkb/policy-pricing/executive-order-venezuela.html
https://helpx.adobe.com/la/x-productkb/policy-pricing/executive-order-venezuela.html


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１０月１１日～１０月１３日報道         No.３５６   ２０１９年１０月１４日（月曜） 

7 / 7 

 

「Merey 原油の価格上昇」              

 

OPEC は、９月のベネズエラの原油「Merey 原油」の平

均価格が先月から１２．６２ドル上昇し、６１．７９ド

ル／バレルだったと発表した。 

 

上昇の要因は、中国で硫黄分の高い原油の需要が増えた

ためとしている。エクアドル産の原油も５７．４７ドル

／バレルと先月から１．３８ドル上昇した。 

 

また、米国の原油在庫が減少傾向にあることも価格の押

し上げ要因となっているようだ。 

 

しかし、原油市場全体で言えば、石油施設を攻撃された

サウジアラビアの産油量が想定以上に回復したため、先

月よりも下がったという。 

 

以上 

 

 

 


