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（写真）PDVSA “PDVSA 米国の制裁を受けてオペレーションの混乱続く” 

 

 

２０１９年１０月９日（水曜） 

 

政 治                     

「米国外交誌 トランプ政権は政策変更を検討？ 

～露の支援により小康状態に入ったと認識～」 

経 済                     

「グアイド政権 PDVSA２０の無効化を検討」 

「PDVSA ガスの社長 逮捕される」 

「海運業者 PDVSA の未払金は１５億ドル超」 

「CNPC ベネネズエラでの混合事業を再開」 

「１９年９月の産油量 ６４．４万バレル」 

「クラサオ BOD 銀行 ドル預金消滅の懸念」 

「PDVSA ブラジル近海での原油漏れを否定」 

２０１９年１０月１０日（木曜） 

 

政 治                    

「エクアドルの抗議行動 

死者５名、負傷者５５４名、９２９名拘束」 

「国会 エクアドル混乱とベネ政府の関与調査」 

経 済                    

「オラクル ベネズエラでのサービスを停止」 

「英国コンサルタント 

英国に凍結されている GOLD 回収に協力」 

「国会 １９年９月のインフレ率２３．５％増」 

社 会                    

「最高裁 反チャベスドキュメントを犯罪視」 
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２０１９年１０月９日（水曜）             

政 治                       

「米国外交誌 トランプ政権は政策変更を検討？        

 ～ロシアの支援により小康状態に入ったと認識～」       

 

１９年１月に米国政府が PDVSA に制裁を科して以降

も PDVSA は曲がりなりにも輸出を継続している。 

 

PDVSAがかろうじて原油輸出を継続できているのはロ

シアの石油会社「Rosneft」の支援があるからというのは

周知の事実だろう。 

 

米国外交専門誌「Foreign Policy」は、制裁を通じた政権

交代が暗礁に乗り上げていることをトランプ政権が認

識し始めており、戦略見直しを迫られていると報じた。 

 

「１９年７月時点で、Rosneft は PDVSA の輸出の４

０％を扱っており、８月には６６％まで増えた。 

 

また、PDVSA は欧州支店をモスクワに開設し、ロシア

の協力先への支払いを行っている。 

 

これによりRosneftはPDVSAに対する債権残１１億ド

ルの返済を受けている。 

 

現在の調子でPDVSAがRpsneftへの債務返済を継続し

た場合、２０１９年末か２０２０年初めごろには全額を

返済するだろう。」 

と報じた。 

 

また、ロシアにとってベネズエラを支援する行為は、（現

時点では）メリットが多く、今後もロシア政府はマドゥ

ロ政権への支援を継続するだろうとした。 

 

 

経 済                        

「グアイド政権 PDVSA２０の無効化を検討」           

 

ロイター通信は、グアイド政権が１０月２７日に一部償

還を迎える社債「PDVSA２０」を無効にするよう米国

裁判所に求める可能性があると報じた。 

 

なぜPDVSA２０の無効化を正当化できるのかというと、

PDVSAが当該社債を発行した２０１６年に野党多数の

国会が「国の資産を担保とする債券発行に反対を表明し

ていた」というもの。 

 

ベネズエラ憲法では政府の債務は国会の承認を経るこ

とが義務付けられている。 

 

国会の承認なく当該社債が発行されたため、無効と宣言

しようとしているようだ。 

 

ただし、PDVSAは会社でありベネズエラ政府ではない。

ベネズエラ憲法の定める承認が必要な案件かどうかは

疑問だろう（筆者の認識では、PDVSA の債務には国会

の承認は必要ではない）。 

 

いずれにせよ裁判が始まれば、判決が出るまで CITGO

の差し押さえを引き延ばすことができる。判決が出る前

にマドゥロ政権を崩壊させればよいと考えているのか

もしれない。 

 

ロイター通信が内部関係者から入手した情報によると、

現在グアイド政権の債務再編チームはPDVSA２０債権

団と交渉をしているようだ。 

 

債権団との交渉は順調に進んでおり、合意に至る可能性

もあるので、現時点では裁判所に PDVSA２０の無効化

を求めることが第一オプションにはなっていないが、可

能性は留保しているという。 
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PDVSA２０の債権団はグアイド政権に対して、９．１

億ドルの返済を履行させるために融資をすることを提

案しているという。 

 

ただし、PDVSA が新たに債券を発行し、それを債権団

が購入するには米国の制裁が障害となっているため、制

裁の緩和を求めているとされている。 

 

「PDVSA ガスの社長 逮捕される」           

 

軍部の警察組織「DGCIM」は、汚職容疑で PDVSA Gas

のNemrod Contreras Mejias社長（PDVSA役員を兼務）

を逮捕した。 

 

公式な説明では入札の過程で不正行為が行われたため、

汚職防止法の第５４条、６０条、７０条、テロ融資、犯

罪組織対策組織法の第３７条に抵触したという。 

 

Nemrod Contreras 氏は、PDVSA のケベド総裁が

PDVSA 総裁に就任した直後の１７年１２月に PDVSA

役員に就任していた。 

 

「海運業者 PDVSA の未払金は１５億ドル超」                  

 

PDVSA の原油輸送を行う「PDV Marina」の下請けを

している「Blue Oceanic」の Juan Marval 部長は、「PDV 

Marina」が２００超のサブコントラクターに対して総

額１５億ドルの負債を抱えているとコメントした。 

 

また、１０月３日 「PDV Marina」のオスワルド・バ

ルガス社長は、PDVSA の収入悪化を理由に下請け業者

への支払いが遅れていることを認めたという。 

 

Juan Marval 部長は、状況は進展しており遅くとも今週

の金曜までに支払いが実行される可能性があると述べ

た。 

 

「CNPC ベネネズエラでの混合事業を再開」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.352」にて、中国の「中国

天然気集団（CNPC）」が PDVSA との合弁会社

「Petrosinovensa」で行っている原油混合作業を停止し

たとの記事を紹介した。 

 

ロイター通信は、稼働を停止していた原油混合作業が再

開したと報じた。 

 

「Petrosinovensa」では、オリノコ流域で産出される超

重質油と軽質油を混合し、Marey 原油を生産している。 

 

ロイター通信が確認した内部資料によると、１０月８日

の時点で日量１０．５万バレルの Merey 原油を生産し

たという。 

 

なお、現在「Petrosinovensa」は、ベネズエラ国内で唯

一、原油混合作業を続けている会社のようだ。 

 

これまでは、PDVSA と Chevron による合弁会社

「Petropiar」が混合作業を行っていたが、９月から稼働

を停止している（「ベネズエラ・トゥデイ No.345」参照）。 

 

PDVSA はアジア地域の需要に沿った仕様にするため、

今年６月からMerey原油の生産に注力しているようだ。 

 

「１９年９月の産油量 ６４．４万バレル」                  

 

１０月９日 OPEC は毎月更新している原油市場レポ

ートを公開した。 

 

同レポートの第三者調べによると、１９年９月のベネズ

エラの産油量は日量６４．４万バレル（暫定値）。 

先月の日量７２．７万バレルから８．２万バレル減少し

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/260506a08dcb83a6a2bd3a8eddb841f3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7b178538edb25fd25b7d6c614a51b0e.pdf
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また、ベネズエラ自身が自己申告している１９年９月の

産油量は日量７４．９万バレル。 

先月の９３．３万バレルから１８．４万バレルと大きく

減少した。 

 

 

 

「クラサオ BOD 銀行 ドル預金消滅の懸念」                  

 

ベネズエラの民間金融機関「BOD 銀行」のクラサオの

系列会社「Banco del Orinoco NV」は、クラサオ裁判所

から倒産の決定を受けた。 

 

「Banco del Orinoco NV」は、虚偽の会計報告を作成し、

会社がまだ倒産に至らない状態であるように見せかけ

ていたようだ。 

 

この決定について、「BOD 銀行」は上告すると公表した。 

 

 

「BOD 銀行」の法務担当者は、１１億６，５００万ド

ルに相当する「Banco del Orinoco NV」の資産を守ると

発表している。 

 

他方「Banco del Orinoco NV」に口座を持つ顧客は預金

がなくなるとの懸念を強めている。 

 

ベネズエラの消費者保護団体「Anauco」には同行に口座

を持つ顧客から「Banco del Orinoco NV」に預けた預金

を銀行に返金させるよう大量の訴えを受けているとい

う。 

 

「PDVSA ブラジル近海での原油漏れを否定」                  

 

１０月９日 ブラジルの Ricardo Salles 環境相は、ベネ

ズエラとの国境に近いブラジル北東部の浜辺１３０カ

所に原油が漂着していると発表。PDVSA が原油を流出

させていると訴えた。 

 

PDVSA のケベド総裁は、この訴えを否定。 

 

「訴えた地域の周辺で PDVSA が原油を漏出させてい

るとの証拠は存在しない。 

 

我々の施設は訴えのある地域から６，６５０キロ離れて

いる。また、この地域で原油漏れが起きているとの報告

は一切受けていない。 

 

ブラジル側の訴えは虚偽の訴えで、ブラジル側が環境を

悪化させている」 

との姿勢を示した。 
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２０１９年１０月１０日（木曜）             

政 治                       

「エクアドルの抗議行動               

  死者５名、負傷者５５４名、９２９名拘束」        

 

燃料補助金の廃止を受けてエクアドルで１０月３日か

ら始まった抗議行動は鎮静化していないようだ。 

 

エクアドルの国民保護局によると、１０月１０日時点で

抗議行動を理由とした死者は５名、負傷者は５５４名、

逮捕者は９２９名にのぼる。 

 

なお、負傷者５５４名は病院で治療を受けた人数であり、

実際の負傷者はこの数字よりも多いとされる。 

 

エクアドルのモレノ大統領は、この抗議行動はマドゥロ

政権とエクアドルのラファエル・コレア元大統領が裏で

手を引いていると訴えている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.354」参照）。 

 

また、エクアドルの Otto Sonnenholzner 副大統領は外

国人が４０～５０ドルを受け取り、治安を悪化させる目

的で抗議行動に参加していると訴えた。 

 

また、エクアドル人ジャーナリストのマリア・パウラ氏

は、自身のツイッターに以下の写真を投稿。 

 

 

（写真）@マリア・パウラ記者ツイッター 

 

１７名の外国人がキトで拘束され、その拘束された外国

人の多くはベネズエラ人だったという。 

 

彼らはモレノ大統領と副大統領がこの空港を使用する

との情報を持っていたと訴え、マドゥロ政権からこの情

報を入手したと訴えた。 

 

なお、マドゥロ大統領とコレア元大統領は、モレノ大統

領の訴えを否定。抗議行動が起きたのは、国民の意志に

背き IMF の指示に従ったエクアドル政府の失策だと訴

えている。 

 

「国会 エクアドル混乱とベネ政府の関与調査」           

 

１０月１０日 ベネズエラ国会の外交政策委員会のカ

ルロス・バレロ議員は、エクアドル政府と協力し、マド

ゥロ政権が抗議行動に資金的な援助をしているか事実

関係を調査すると発表した。 

 

「我々はエクアドル政府当局と連絡を取り、ベネズエラ

人グループが本当に抗議行動に参加していたのか確認

をしている。 

 

また、本当にマドゥロ政権が資金的に抗議行動を支援し

ていたのかを調査する。」 

と発表した。 

 

経 済                       

「オラクル ベネズエラでのサービスを停止」            

 

１０月１０日 コンピューター関連の専門誌「Bleeping 

Computer」は、ビジネス用ソフトウェアを提供する米

国企業「オラクル」が、米国政府の制裁規定を守るため、

ベネズエラに関連するすべての契約を終了すると報じ

た。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/624bf3d6c3c5b9feef84d07050c0439c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/624bf3d6c3c5b9feef84d07050c0439c.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１０月９日～１０月１０日報道          No.３５５   ２０１９年１０月１１日（金曜） 

6 / 7 

 

「オラクル」は既にベネズエラの契約先にサービス終了

を通知しているようだ。 

 

１０月７日には、PDF などのソフトウェアを提供する

アドビ・システムズもベネズエラでのサービスを停止す

ると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.354」参照）。 

 

ベネズエラ国民は今後もシステム会社がサービスを停

止するのではないかと懸念している。 

 

「英国コンサルタント                

  英国に凍結されている GOLD 回収に協力」         

 

１９年６月時点でベネズエラ中央銀行の外貨準備のう

ち、６割近くは GOLD で保有している（「ウィークリー

レポート No.113」参照）。 

 

しかし、その GOLD のうち１５億ドルは英国に保管さ

れており、米国の制裁を受けてマドゥロ政権側の意志で

移動させることが出来なくなっている。 

 

この GOLD について、「Bloomberg」は、Charles Vincent

氏という英国人が制裁を回避し、英国にある GOLD を

引き出す手伝いをしていると報じた。 

 

Charles Vincent 氏は、「Pipaud ＆ Partners」という組

織の代表だという。 

 

８月７日に Charles Vincent 氏がカラカスで制裁を回避

しながらマドゥロ政権に資金を流す手段について提案

したという。 

 

詳細は不明だが、Charles Vincent 氏はベネズエラ政府

がシンガポールの銀行に対して、５０億ドルの債券を発

行するよう提案したという。 

 

 

同時に資金をマドゥロ政権に流した後の報酬について

も相談したという。 

 

米国政府は既にこの情報を認識しており、財務省が同組

織の動向を注視していると報じた。 

 

「国会 １９年９月のインフレ率は２３．５％増」         

 

国会の財務委員会は９月のインフレ率を公表した。 

 

９月のインフレ率は先月比２３．５％増。８月のインフ

レ率は先月比６５．２％増だったので、物価上昇スピー

ドが減速したことになる。 

 

２０１９年１月～９月までの累積インフレ率は３，３２

６％。１８年１０月～１９年９月までの１２カ月間の累

積インフレ率は５０万１，０００％だという。 

 

 

（写真）国会 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/624bf3d6c3c5b9feef84d07050c0439c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9efcf31142ad3c8bc5de573224472f97.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9efcf31142ad3c8bc5de573224472f97.pdf
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社 会                        

「最高裁 反チャベスドキュメントを犯罪視」           

 

２０１８年半ばに「Chavismo, la pesta del siglo XXI（チ

ャベス主義者、２１世紀の黒死病）」というドキュメン

タリー番組が公開された。 

 

急進野党系のコロンビア・メディア「NTN２４」、ベネ

ズエラの野党メディア「El Nacional」らによる作品でタ

イトルの通り、故チャベス元大統領の政策を痛烈に批判

する内容となっている。 

 

ベネズエラの有名私立大学「シモンボリバル大学（私立

大学）」では、同作品を見てベネズエラの政治について

考える映画フォーラムを予定していたが、ベネズエラの

司法当局が同映画の上映をしないよう命令。 

シモンボリバル大学の教授団体は、同決定について思想

の侵害として抗議の意思を示した。 

 

なお、筆者も同ドキュメンタリーを見たが、チャベス政

権を批評する有識者が、米州機構（OAS）のアルマグロ

事務局長やベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・

マチャド党首などで偏っている部分はあるだろう。 

 

 

（写真）「Chavismo, la pesta del siglo XXI（チャベス主

義者、２１世紀の黒死病）」タイトルより抜粋 

以上 


