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（写真）BOD 銀行 “BOD 銀行 銀行ライセンス抹消される。ベネズエラで正式に活動停止” 

 

 

２０２２年７月８日（金曜） 

 

政 治                     

「英国裁判所 マドゥロ政権に支払い命令 

～マドゥロ政権 英国は GOLD を略奪した～」 

「米民主党議員２２名 TPS 延長を要請」 

経 済                     

「Bloomberg Chevron PDVSA 役員と交渉 

～PDVSA に株式４９％以下になるよう提案～」 

「CITGO ベネズエラからの原油輸入を検討」 

「アムアイ製油所 稼働再開」 

社 会                     

「海洋汚染 魚とペットボトルの数が同じに？」 

22 年 7 月 9～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「ラウル・ゴリン氏 マンション費支払い成功」 

「第一正義党 各州代表を決める内部選挙実施」 

「FARC イバン・マルケス氏 生存」 

経 済                    

「SUDEBAN BOD 銀行のライセンス抹消 

～３０日以内に BOD は全ての活動を停止～」 

「イランと電力問題で協力協議」 

「Sambil Canderaria１１月末にオープン目標」 

社 会                    

「交通事故死 １０万人のうち３３人」 
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２０２２年７月８日（金曜）             

政 治                       

「英国裁判所 マドゥロ政権に支払い命令         

 ～マドゥロ政権 英国は GOLD を略奪した～」       

 

英国最高裁判所は、マドゥロ政権に対して、グアイド暫

定政権のベネズエラ中央銀行の GOLD 訴訟に関する支

払いを全て引き受けるよう命じた。 

 

現地メディア「El Nacional」によると、最高裁はグアイ

ド暫定政権の中央銀行に対して４０万ポンド（ドルに換

算して約４８万ドル）を支払うよう命じたという。 

 

加えて、グアイド暫定政権の弁護士費用・諸手続き費用

など裁判にかかる諸手続き費用も追加で支払う必要が

あるようで、この金額は追って計算されるようだが、総

額で１００万ドルを超える見通しだという。 

 

グアイド暫定政権は、米国にあるベネズエラ中央銀行の

預金だけしかコントロール権を持っておらず、資金的な

余裕に乏しい。また、この預金は FRB の口座で保管さ

れており、米国政府の許可がなければ支出することが出

来ない。 

 

グアイド暫定政権の手続きが遅いのか、米国政府の手続

きが遅いのか理由は定かではないが、グアイド暫定政権

は訴訟に関する支払いの多くを遅延しており、この裁判

に関わらず、多くの裁判で不利な状況になっている。 

 

今回の判決に至った詳細は理解できていないが、グアイ

ド政権側に資金的な余裕がないため、GOLD 裁判の費

用をマドゥロ政権側に持たせるよう命じたように見え

る。 

 

 

 

グアイド暫定政権は今回の結果について「勝利」と宣伝

しているが、訴訟にかかる代金を支払えない中央銀行と

正当性を争うことに個人的には違和感を覚えるところ

だ。 

 

同判決を受けて、デルシー・ロドリゲス副大統領は英国

を非難。「英国政府はベネズエラ国民の１６億ドル超に

相当する GOLD を盗もうとしている」と非難。 

 

「全ての外国政府はベネズエラが受けた被害に学び、検

討しなければいけない。英国銀行に GOLD を保管する

ことは、歴史的に略奪行為にあうリスクを負っているこ

とを意味する。 

 

英国は中立的な国ではない。ベネズエラ中央銀行が顧客

として預けていた資産を盗んだ。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

「米民主党議員２２名 TPS 延長を要請」         

 

７月８日 米国民主党議員ら２２名はバイデン政権に

対して、ベネズエラ人の米国滞在を許可する「一時保護

資格（TPS）」を延長するよう要請した。 

 

TPS があればビザなどが無くても一定の期間米国に滞

在することが可能になり、労働許可を与えるもの。人道

危機などで保護対象となった国民に適用される。 

 

ベネズエラ人も TPS で保護対象になっているが、２０

２２年９月に TPS の有効期限が切れる。 

 

ベネズエラと米国の政治関係は、大きく変わっておらず、

普通に考えれば更新されることになるだろう。 
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経 済                        

「Bloomberg Chevron PDVSA 役員と交渉       

 ～PDVSA に株式４９％以下になるよう提案～」           

 

「Bloomberg」は Chevron がマドゥロ政権と PDVSA の

株式保有割合の引き下げについて交渉を行っていると

報じた。 

 

「Bloomberg」が関係者から入手した情報によると、５

月末以降「Chevron Venezuela」のハビエル・ラ・ロサ

社長は、タレク・エル・アイサミ石油相と会合。新たな

契約条件について交渉をしているという。 

 

交渉内容は「合弁会社の支配権を Chevron が保有する」

という内容。また、取引相手との交渉、融資、支払いな

どに Chevron も関与することなどを求めているという。 

 

具体的には PDVSA が保有している５０％超の合弁会

社の持ち株比率を４９％以下に下げるよう要請してい

ると理解されている。 

 

米国の経済制裁はベネズエラ政府および国営企業に科

しているもので、ベネズエラ国営企業の定義はベネズエ

ラ政府が５０％超の株式を保有していることである。 

 

つまり、Chevron が資本参加している合弁会社の株式保

有率でベネズエラ政府が４９％以下になれば、制裁対象

から外れると理解されている。 

 

ただし、石油産業においてベネズエラ政府が５０％超の

株式を保有することは同国の「炭化水素法」で定められ

た決まりであり、持ち株比率を４９％以下に下げる場合

は基本的に炭化水素法の改定が必要になる。 

 

 

 

 

仮に交渉が成立し、米国政府が Chevron の合弁会社を

制裁対象から外すようなことがあれば、Chevron は６カ

月以内に同合弁会社の産油量を日量１５万バレルから

日量２０万バレルに増やすことが可能だという。 

 

「CITGO ベネズエラからの原油輸入を検討」         

 

CITGO 役員らは PDVSA との原油取引再開の可能性に

ついて言及した。 

 

CITGO のカルロス・ジョルダ社長は、 

「エネルギー市場でより競争力をつけるためには、より

安価で精製施設に適した原油を調達する必要がある。

我々が不利な状況でいるべきではない。」 

と発言。 

 

また、CITGO のオラシオ・メディア役員も 

「もしベネズエラ原油が米国の湾岸に到着することを

米国政府が許可するのであれば、もちろん我々は購入の

可能性について検討する。」「我々はそこまで過激に取引

を拒絶する合理的な理由を見出していない。」 

と発言。 

 

事実上、米国政府が制裁を解除すれば PDVSA との原油

取引を再開する用意があることを示唆したという。 

 

CITGO の製油所は、ベネズエラ産原油を精製すること

を前提に設計されており、ベネズエラ産原油を精製する

のが同社にとって最も効率が良い。 

 

米国政府とマドゥロ政権の交渉によっては、ベネズエラ

産原油の CITGO 向け輸出が再開することも考えられ

そうだ。 
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「アムアイ製油所 稼働再開」               

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.776」で紹介した通り、ベ

ネズエラで最も大きなアムアイ製油所が停電で稼働を

停止していた。 

 

２番目に大きなカルドン製油所も施設の故障で稼働を

停止しており、燃料不足の深刻化が懸念されていた。 

 

本件について、経済系メディア「Bancaynegocios」は、

アムアイ製油所の稼働が再開したと報じた。 

 

稼働が再開したのはアムアイ製油所の１号機であり、日

量６．５万バレルの原油を精製することが出来るという。 

 

また、数日内に新たな施設で稼働が再開し、精製量が増

える見通しとしている。 

 

社 会                        

「海洋汚染 魚とペットボトルの数が同じに？」           

 

海洋学者のアンドリアナ・カロリーナ・ガンボア氏は、

ベネズエラの海岸に大量のプラスチック製品が浮かん

でおり、海洋汚染が深刻な状態にあると警鐘を鳴らした。 

 

海洋汚染の原因の８０％は陸上での生活で生じるもの

で、漁業など海での仕事に従事することで生じた汚染は

全体の２０％だという。 

 

また、ベネズエラのリサイクル率の低さも指摘。２０１

１年時点の調査では、ベネズエラのリサイクル率は２％

程度だという。 

 

他、このまま海洋汚染が進めば、海の魚の数と海に浮か

ぶペットボトルの数が同じになると警鐘を鳴らした。 

 

 

２０２２年７月９日～１０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ラウル・ゴリン氏 マンション費支払い成功」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.767」で、マドゥロ政権の

協力者とされ米国政府から個人制裁を受けているラウ

ル・ゴリン氏（「Globovision」のオーナー）がマンハッ

タ ン に 所 有 す る マ ン シ ョ ン 「 Baccarat Hotel & 

Residences」が競売にかけられるとの記事を紹介した。 

 

競売される理由は、制裁により同マンションの入居者が

支払うべき共益費などの経費を支払うことが出来なく

なったためだった。 

 

７月８日 ラウル・ゴリン氏はロイター通信に対して、

本件について、「米国政府から６５万ドルの支払いライ

センスを受けた。」と言及。 

 

未払いになっていた費用を支払うことが出来たと説明

した。この支払いにより７月６日に予定されていた競売

は実施されなかったという。 

 

「第一正義党 各州代表を決める内部選挙実施」           

 

７月９日 「第一正義党（PJ）」は、全国２３州・１首

都区の代表を決める内部選挙を実施した。 

 

結果は以下の通り。 

 

１．Amazonas: Freddy Esqueda 

２．Anzoátegui: Carlos Andrés Michelangeli 

３．Apure: Emma de Luna 

４．Aragua: Rodrigo Campos 

５．Barinas: Pedro Castillo 

６．Bolívar: Rachid Yasbek 

７．Carabobo: Néstor Olleros 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a4753ad805b5d81fac7305189a058b1c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c6bffb44e2c3c418693302346f744c1.pdf
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８．Cojedes: Yusmaro Jiménez 

９．Delta Amacuro: Bernalda Suárez 

１０．Falcón: Gregorio Graterol 

１１．Distrito Capital: José Guerra 

１２．Guárico: Wilfredo Pérez 

１３．La Guaira: Johan Ugueto 

１４．Lara: Alfonso Marquina 

１５．Mérida: Alexis Paparoni 

１６．Miranda: Andrés Schoelter 

１７．Monagas: José Antonio Mendoza 

１８．Nueva Esparta: José Nicasio Narvaez 

１９．Portuguesa: José David Angulo 

２０．Sucre: Milagros Paz Fuenmayor 

２１．Táchira: Karim Vera 

２２．Trujillo: Emilio Fajardo 

２３．Yaracuy: Alí Mendez 

２４．Zulia: Avilio Trocóniz 

 

この中で有名な人物と言えば、カラカス首都区の代表に

なったホセ・ゲラ氏（２０１５年に当選した国会議員で、

故チャベス政権前にベネズエラ中央銀行の役員を務め

ていた人物）だろう。 

 

「FARC イバン・マルケス氏 生存」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.775」で、コロンビアのゲ

リラ組織「コロンビア革命軍（FARC）」のリーダー格の

１人であるイバン・マルケス氏が抗争の末に殺害された

との記事を紹介した。 

 

本件について、７月１０日に FARC 部隊はコロンビア

メディア「Cambio」にビデオメッセージを送った。 

その内容は、マルケス氏は生存しているというものだっ

た。 

ビデオメッセージによると、「マルケス氏はコロンビア

警察とコロンビア軍による攻撃を受けた」という。 

 

ビデオでは、米国の「中央情報局（CIA）」や「麻薬捜査

局（DEA）」、ドゥケ政権が攻撃していたと確信している

と言及。マルケス氏は、生命の危機にあったが生き残っ

たと発表した。 

 

 

（写真）Cambio 

 

経 済                       

「SUDEBAN BOD 銀行のライセンス抹消      

 ～３０日以内に BOD は全ての活動を停止～」            

 

６月下旬に、ベネズエラの金融機関大手「BOD 銀行」

がベネズエラの金融機関「BNC 銀行」に株式を売却し、

吸収された（「ベネズエラ・トゥデイ No.772」）。 

 

既に顧客のシステム移行は完了しており、BOD 銀行の

顧客は BNC 銀行の顧客になっている。 

 

本件について、「銀行監督局（SUDEBAN）」は、BOD 銀

行の銀行ライセンスを正式に抹消したと発表。 

 

BOD に対して今後３０日以内に全てのベネズエラ国内

での活動を終了させるよう命じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29d0c378cbec03d5b1ceefd4467901b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d3f0ff7515b44a404594a61eddbbb6a1.pdf
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（写真）SUDEBAN 

“BOD 銀行の銀行ライセンス抹消を決定” 

 

「イランと電力問題で協力協議」           

 

ネストル・リベロール電気エネルギー相は、イランと共

に電力システム分野で戦略関係を築くことを検討して

いると発表した。 

 

「我々は在ベネズエラ・イラン大使およびイラン電力省

と戦略的関係の構築について協議を行っている。 

協議に含まれている内容は技術移転やベネズエラ電力

網の安定化などについてだ。」 

と説明。 

 

既に石油産業ではイランがベネズエラ市場にしっかり

入り込んでいるが、今後は電力分野でもイランが参入す

る可能性を示唆した。 

 

 

 

 

「Sambil Canderaria１１月末にオープン目標」         

 

２０２２年３月、マドゥロ政権は２００８年に故チャベ

ス政権が接収したカンデラリア地区の大型ショッピン

グセンター「Sambil」を元オーナーに返却した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.730」）。 

 

元オーナーは、出来るだけ早く同ショッピングセンター

の稼働を再開させると述べており、実際に工事は進んで

いる。 

 

７月９日 「Sambil」のオーナーであるアルフレド・コ

ーヘン社長は、インスタグラムにて、同ショッピングセ

ンターが２０２２年１１月末にオープンを目指してい

ると発表した。 

 

同ショッピングセンターは６階建てで、３２のエスカレ

ーターが設置されている。 

 

また、「Rio」というスーパーマーケットが設置される予

定だという。 

 

 

（写真）alfredocohen 社長インスタグラム 
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社 会                       

「交通事故死 １０万人のうち３３人」            

 

「交通安全観測所（OSV）」のダヤナ・ベタンコート氏

は、ラジオ番組「Fe y Alegria」に出演。 

 

ベネズエラについて、世界で最も交通事故による死者が

多い国の１つと説明した。 

 

交通事故は、ベネズエラでの死因として３番目になると

いう。 

 

２０１２年～１８年にかけてベネズエラで起きた交通

事故の９４～９８％は人為的なミスが引き起こしたも

ので、残りは自然現象などが理由だという。 

 

また、ベネズエラで交通事故が多い理由について、道路

がきちんと整備されていないためと指摘。 

 

他、最近では自動車を運転する人が少なくなったことで、

スピードを上げて運転する人が増えたと指摘。その結果、

激しい衝突事故が起きやすくなっていると述べた。 

 

なお、マドゥロ政権は交通事故死に関する公式な統計を

２０１５年以降、更新していないが、「世界保健機関

（WHO）」の数字を引用すると、ベネズエラでは１０万

人のうち３３人が交通事故で亡くなっているという。 

 

以上 


