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（写真）ShutterStock “米国裁判所 CITGO の持ち株会社 PDV Holdings 売却プロセスの開始を承認” 

 

 

２０２２年３月２日（水曜） 

 

政 治                     

「国連総会 ロシア非難決議を承認 

～マドゥロ大統領 欧米の経済制裁を非難～」 

経 済                     

「米国裁判所 CITGO 売却プロセスを承認 

～実際の売却実行には OFAC 承認が必要～」 

「米国裁判所 一部債権者の要請を棄却」 

「マドゥロ政権 デリバリー業界の監視強化」 

「Cedice １カ月の基礎生活費は４７４ドル」 

社 会                     

「雇い主暗殺を計画した家政婦を逮捕」 

２０２２年３月３日（木曜） 

 

政 治                    

「米国政府 ベネズエラ制裁を１年延長」 

「バリナス州知事選与党候補 コミューン相に」 

「暫定政権 ロシア非難の抗議行動を実施」 

経 済                    

「大規模金融取引税を改定 

～特筆するような変更点はなし～」 

「最低賃金 ０．５ペトロに引き上げ？」 

「BanPlus 頭取 国内では２４億ドルが流通」 

社 会                    

「Metamask ベネズエラ人アカウント使用制限」 
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２０２２年３月２日（水曜）             

政 治                       

「国連総会 ロシア非難決議を承認          

  ～マドゥロ大統領 欧米の経済制裁を非難～」       

 

３月２日 国連総会が開催され、ロシアによるウクライ

ナ侵攻を非難する決議が賛成多数で可決された。 

 

加盟国１９３カ国のうち、ロシア非難の決議に賛成した

のは１４１カ国、反対に票を投じたのは５カ国（ロシア、

ベラルーシ、シリア、韓国、エリトリア）、棄権は３５

カ国だった。 

 

棄権国の中で特筆するべきは、中国、キューバ、インド、

南アフリカ。 

 

ベネズエラとモロッコとエチオピアについては、総会自

体に欠席したため、棄権にカウントされている。 

 

ベネズエラが棄権したのは、反対に票を投じて、制裁の

二次被害を受けるのを避けようとしたためだろう。 

 

なお、マドゥロ大統領自身は、ベネズエラの国営放送で

ロシアのウクライナ侵攻について言及。 

 

ロシアの軍事行動自体については特に触れなかったも

のの、米国率いる「北太平洋条約機構（NATO）」がロ

シアうぃ脅迫していると指摘。 

 

経済制裁について、「ロシア国民を攻撃するものだ」と

の見解を表明した。 

 

また、ロシアとの経済関係を続けると主張。 

「ベネズエラはロシアが必要な財・サービスを提供する

意思がある」と表明した。 

 

なお、ロシアの一部の金融機関が「国際決済ネットワー

ク（SWIFT）」から抹消された点について言及。 

 

「ベネズエラは SWIFT とは異なる仕組みで決済を行っ

ており、欧米の制裁はベネズエラに影響を与えない」と

主張しているが、さすがに影響が全くないということは

あり得ないだろう。 

 

経 済                        

「米国裁判所 CITGO 売却プロセスを承認      

  ～実際の売却実行には OFAC 承認が必要～」           

 

米国紙「ウォールストリートジャーナル」は、米国ワシ

ントン DC 裁判所のレオナルド・スターク判事が、

Crystallex と ConocoPhillips に対して CITGO の持ち株

会社「PDV Holdings」の売却手続きを進めることを許

可したと報じた。 

 

Crystallex は、ベネズエラで GOLD 開発をしていたが、

故チャベス政権時代に接収を受けて撤退を余儀なくさ

れた。Conoco Phillips もベネズエラで資源開発を行っ

ていたが、故チャベス政権時代に接収を受けて撤退を余

儀なくされた。 

 

両社ともに国際投資紛争解決センターで故チャベス政

権に勝訴し、賠償金支払いの判決が出ていた。 

 

現在は米国にある PDVSA 子会社 CITGO の持ち株会

社である「PDV Holdings」の株式で賠償金を回収しよ

うとしている。 

 

ただし、最終的には米国の「外国資産管理局（OFAC）」

が承認をしなければ、売却自体はできない。つまり、あ

くまで準備を進めることを許可されただけとなってい

る。 
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実際のところ、１年ほど前の２０２１年１月にスターク

判事は上記の承認を一度していた。しかし、グアイド暫

定政権はこの決定に対して、「売却プロセスを始めるこ

と自体、OFAC の許可がなければできない」と反論。 

 

つまり、グアイド暫定政権側の要請が棄却されたことに

なる。 

 

「米国裁判所 一部債権者の要請を棄却」         

 

上記以外に米国ワシントン裁判所は、CITGO について

別の案件にも決定を下している。こちらの判決はグアイ

ド暫定政権側に有利なものとなった。 

 

レオナルド・スターク判事は、接収賠償金の回収のため

CITGO（正確には PDV Holdings）の株式売却を求めて

いた「Huntington Ingalls, ACL」「Owens Illinois」の２

社の要求を棄却した。 

 

両社の賠償金支払い義務を負っているのは、PDVSA で

はなく、ベネズエラ政府だ。 

 

両社は、「ベネズエラ政府と PDVSA は事実上、同一の

存在」という主張から、PDVSA の米国子会社 CITGO

の持ち株会社「PDV Holidng」の株式売却による賠償金

回収を求めていた。 

 

この要求に対して、グアイド暫定政権（正確にはグアイ

ド暫定政権に任命された PDVSA 役員）は「PDVSA の

経営はグアイド暫定政権と独立しており、実質的に同一

の存在という主張は受け入れられない」と反論。 

 

米国裁判所が、グアイド暫定政権側の要求を認めたこと

になる。 

 

 

 

「マドゥロ政権 デリバリー業界の監視強化」         

 

３月２日 マドゥロ大統領は、「Vitrinavenezuela.com」

というウェブサイトのオープンを発表した。 

 

これはデリバリーサービスに関するウェブサイトで、同

サイトを通じてベネズエラの国産商品、中小・零細企業

のデリバリー販売をプロモーションするという。 

 

また「ボリバル通貨の利用を促進する」としており、基

本的に使用通貨はボリバル建てになりそうだが、下の

Vitrinavenezuela.com のサイトを確認したところ「Bs」

と「$」のマークがあり、ドルでの支払いも可能なよう

だ。 

 

マドゥロ大統領によると、現在「Vitrinavenezuela.com」

では３０の商品・サービスが販売されているという。 

 

また、マドゥロ大統領は、デリバリー業者の多くがベネ

ズエラの労働法を守っていないと指摘。 

 

デリバリー業界の経営者に対して、２４時間以内に労働

者を保護するための一連の措置を講じるよう命じた。 

 

 

（写真）Vitrinavenezuela.com 
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「Cedice １カ月の基礎生活費は４７４ドル」                  

 

ベネズエラの非営利団体「Cedice Libertad」は、現在の

ベネズエラの生活費（食費・その他生活費全般）が４７

４ドルと発表した。 

 

なお、以下は CEDICE が調査している生活費の推移（ド

ル建）。２０２１年２月から２０２２年２月までの調査

結果が並んでいるが、グラフの通り、ドル建ての生活コ

ストが上昇していることが確認できる。 

 

 
（写真）Cedice Libertad 

 

社 会                        

「雇い主暗殺を計画した家政婦を逮捕」           

 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」は、アラグア州で家政婦

をしていた Betzaira Ludmila Ávila Iztúriz 氏（５４歳）

を逮捕した。 

 

本件は１週間ほど前の２月２５日に遡る。 

２月２５日  アラグア州ビジャ市で Wilmer Rafael 

Bolívar Cueva 氏（５９歳）が頭部を殴打され殺害され

た。 

 

その結果、殺害された Bolivar 氏の家政婦を務めていた

Betzaira 氏が犯人と特定されたという。 

 

 

CICPC のドグラス・リコ局長の説明によると、Betzaira

氏は Bolivar 氏が自宅に大金を保管していることを知っ

ていたという。 

 

そして、「El Gordo」というあだ名の人物とともに

Bolivar 氏の殺害を計画。Bolivar 氏は殺害され、金銭を

奪われた。 

 

ただ、盗まれた現金は５００ドルだったという。 

 

ベネズエラの駐在員は家政婦を雇うことは多いが、家政

婦の素性は最も注意した方がいい点だろう。車の運転手、

マンションの管理人（監視員）など、生活に直結する人

物が犯罪を計画しているという話はベネズエラではよ

く聞くことだ。 

 

２０２２年３月３日（木曜）              

政 治                        

「米国政府 ベネズエラ制裁を１年延長」        

 

３月３日 米国のバイデン大統領は、２０１５年にオバ

マ元大統領が承認した大統領令１３６９２号を１年間

更新した。 

 

この大統領令は「ベネズエラはアメリカの国家安全保障

上の脅威」として、ベネズエラに制裁を科すことを承認

する大統領令。 

 

米国がベネズエラに科している制裁は全て、この大統領

令を根拠にしている。 

 

オバマ元大統領が承認した法律の多くを拒否していた

トランプ元大統領も、この大統領令は毎年１年ずつ更新

をしていた。 
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「バリナス州知事選与党候補 コミューン相に」           

 

３月３日 マドゥロ大統領は、２２年１月に行われたバ

リバス州知事選のやり直し選挙で与党候補として出馬

していたホルヘ・アレアサ氏をコミューン相に任命する

と発表した。 

 

アレアサ氏はマドゥロ政権重鎮の一人で、マドゥロ大統

領の側近でもある。 

 

トランプ政権がベネズエラに経済制裁を科し始めた２

０１７年８月～２１年８月まで、４年間ベネズエラの外

相を務めていた。 

 

２１年８月に国内生産工業相に就任したが、２２年１月

にバリナス州知事選に出馬。野党統一候補のセルヒオ・

ガリド候補に敗れた。 

 

「暫定政権 ロシア非難の抗議行動を実施」           

 

３月１日 グアイド議長は、ロシアのウクライナ侵攻を

非難する抗議行動を実施すると発表。 

 

３月３日にベネズエラの欧州連合支部の前で抗議行動

が行われた。 

 

ただし、同日の抗議行動を報じているメディアはほとん

どない。 

 

グアイド議長のツイッターを見る限り、何となく賑わっ

ているようにも見えるが、遠目で見た写真は無く、大勢

いるように見えているだけかもしれない。 

 

メディアの扱いの小ささから考えると、治安維持部隊と

の目立った衝突などは無かったと思われる。 

 

 

 

（写真）グアイド議長 

 

経 済                       

「大規模金融取引税を改定             

      ～特筆するような変更点はなし～」            

 

ドル建て取引やデジタル通貨建ての取引に税を課す「大

規模金融取引税」が改定された。 

 

同官報自体は２月２５日付の官報なので、改定は１週間

ほど前に署名されていたことになる。 

 

１カ月前の２月３日 与党国会は「大規模金融取引税」

の改定案を承認した（「ベネズエラ・トゥデイ No.711」）。 

 

この改定は「これまで現地通貨ボリバル建ての取引にの

み適用されていた課税の対象範囲が外貨・デジタル通貨

にも適用される」というもの。 

 

適用税率は２～２０％と大きな開きがあるが、どのよう

な取引に何％の税率が適用されるかなど詳細は決まっ

ておらず、細則が決まるまでは一律３％の税率が適用さ

れるというものだった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8357bc173a21fd46f99ca9bc45ec4f.pdf
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現在、ベネズエラでは外貨建ての決済が一般的であり、

この変更は多くのベネズエラ個人・企業に影響を与える

ため大きな批判があり、与党国会は内容を見直す予定だ

った。 

 

そして、今回改定案が発表されたわけだが、驚くことに

適用税率の部分も税率細則が決まるまでに課せられる

税率も重要な部分は何も変っていなかった。 

 

なお、この法律は官報発効から３０日後に有効になる

（つまり３月２７日）と定められており、各金融機関は

期限までにシステム的な要件をクリアしなければなら

ないと書かれている。 

 

しかし、３０日でこのような大規模な修正が出来るかど

うかは不透明。再び運用が延期されることもありそうだ。 

 

「最低賃金 ０．５ペトロに引き上げ？」         

 

３月３日 マドゥロ大統領は最低賃金引き上げを発表

した。 

 

この発表は、一般労働者らが参加する政治イベントで行

われた。 

 

オスワルド・ベラ労働相がマドゥロ大統領に対して、現

在「祖国カード」保有者に支給している補助金を給料に

組み込み、最低賃金と年金支給額を０．５ペトロにする

よう提案。 

 

マドゥロ大統領がベラ労働相の提案を受け入れる形で

発表された。 

 

マドゥロ政権は１ペトロ＝６０ドルと評価している。 

つまり、０．５ペトロは３０ドル相当。 

 

 

３月２日時点の為替レートで換算するとボリバル建て

で BsD.１２６．３２になる。 

 

BsD.１２６．３２で支払われる場合はいいが、０．５ペ

トロで給料を支払われた場合、問題だろう。 

 

ペトロはマドゥロ政権が運営するデジタル通貨だが、そ

の信頼性に大きな疑念がある。マドゥロ政権は１ペトロ

６０ドルと認識しているが、ペトロが本当にそのような

価値があるのか疑問。 

 

ペトロ決済を受け入れない店舗もあり、どのような最低

賃金の仕組みになるのかは不透明だ。 

 

なお、最低賃金と併せて法定福利の「食料補助」の引き

上 げ 議 論 も あ る と い う 。 経 済 系 メ デ ィ ア

「Bancaynegocios」は食料補助の支給額が BsD.４５に

上がる可能性があると報じている。 

 

その場合、最低賃金と併せて BsD.１７１．３２（約３

９．２９ドル）と公務員の待遇が大きく改善する可能性

がある。 

 

「BanPlus 頭取 国内では２４億ドルが流通」         

 

３月３日 現地金融機関「Banplus」のディエゴ・リコ

ール頭取はセミナーで登壇。 

 

ベネズエラの金融業界について、「この１５年で多くの

変化があった」と指摘。 

 

「我々は１５年前には想像できなかったような世界に

生きている。例えば、今は小切手などほとんど使用しな

い。デジタル取引が増え、現金取引も減った。我々の変

化は他の国の先進事例になる。」との見解を表明した。 
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また、金融業界を圧迫している預金準備率について、 

「当初の目的（インフレの終息）は達成しつつある。預

金準備率は徐々に引き下げられていくだろう。 

 

現在、金融機関は融資能力があまりないが、遅かれ早か

れこの問題は改善していくだろう」と述べた。 

 

他、現在のベネズエラ国内でのドル流通について 

「現在、ベネズエラ経済には約２４億ドルの現金が流通

している。 

 

銀行が保有しているだけでも７．５億ドルある。 

つまり、銀行は国内に流通している外貨の２８％を保有

している。そして、８２％は個々人のポケットの中にあ

る。」と述べた。 

 

社 会                       

「Metamask ベネズエラ人アカウント使用制限」            

 

仮想通貨を使用するためのウォレット機能を提供する 

ソフトウェア「Metamask（メタマスク）」は、ベネズエ

ラ人のイーサリアムアカウントへのアクセスを禁止し

た。 

 

ただし、VPN 接続（定められたユーザーのみが使用で

きるネットワークで接続するもの）でのアクセスは可能

だという。 

 

この運用は既に始まっており、実際に「Metamask」を

利用するベネズエラ人からウォレットが使用できなく

なっているとの声が出ている。 

 

ログインしようとすると「Cargando Tokens（トークン

をダウンロード中）」と表示され、そこから動かないよ

うだ。 

 

 

報道を見る限り、この措置は欧米がロシアに対して金融

制裁を行ったことで始まったようで、ロシアの同盟国で

あるベネズエラも対象になったのではないかと報じら

れている。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

以上 


