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（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“「Gedeón オペレーション」の捜査状況を公表する情報通信相” 

一週間のまとめ（５月１０日～５月１６日）          

（１）与党陣営の動き ～Gedeón オペレーション捜査進む～          

 

マドゥロ政権は、５月３日に明るみに出た「Gedeón オペレーショ

ン」の捜査を継続している。 

 

５月１６日時点で「Gedeón オペレーション」に関与したとされる

４０名を逮捕。少なくとも８名の死者が出ている。 

 

マドゥロ政権は毎日のように拘束者の証言映像を公表。 

今回の事件とグアイド政権との関係を明らかにし、米国・コロンビ

ア政府も「Gedeón オペレーション」を支援していたと訴えている。 

 

「SilverCorp USA」との契約書の存在が明るみになっていなけれ

ば、マドゥロ政権の主張を本気にする人はほとんどいなかっただ

ろう。 

 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～Gedeón オペレーション捜査進む～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～グアイド議長降ろしの動き～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～沈黙の欧州連合～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

２．「Gedeón オペレーション」後の 

ベネズエラ政治見通し 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

 

 

３．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １４p 

 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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しかし、同契約書の存在が明らかになり、グアイド政権大統領府の戦略担当官

に任命されたファン・ホセ・レンドン氏が契約書にサインしたことを認めたた

め、マドゥロ政権の主張が虚偽ではなかったと認識せざるを得なくなった。 

 

「Gedeón オペレーション」は、グアイド政権への信頼を崩すと同時にオオカ

ミ少年のように嘘を発表し続けると認識されていたマドゥロ政権が実は事実

を述べていたという印象も与えている。 

 

つまり、「Gedeón オペレーション」を追及すればグアイド政権が信頼性を失

い、逆にマドゥロ政権が訴えてきたことに事実が存在したと考える人が増える

結果となっている。今回の一件でグアイド政権が失ったものは大きく、マドゥ

ロ政権が得たものは大きいと言える。 

 

また、経済分野についてはアイサミ経済担当副大統領（兼石油相・国内生産相）

主導でいくつかの変化が見られた。 

 

２８品目の価格統制についてはドル建てで統制されており、ボリバル建ての統

制価格はほぼ毎日のように金額が変わっている。 

つまり、ボリバルの為替レートが上昇することでボリバル建ての商品価格も上

昇するため、インフレ抑制効果はあまりない。つまり消費者にとって歓迎でき

ない価格統制だが、生産者にとってはドル建てで生産見通しを立てられるよう

になるためポジティブな変更と言える。 

 

石油分野では、PDVSA が「Neste Oil」と共同で株式を保有するスウェーデン

の特殊ナフテン系オイルとビチューメン製品のメーカー「Nynas」の株式３

５％を売却した（「ベネズエラ・トゥデイ No.444」参照）。 

 

これまで PDVSA は「Nynas」の株式５０．１％を保有していたが、３５％を

「Nynässtiftelsen」というスウェーデンのファンドに売却したと報じられてい

る。株式３５％の売却により「Nynas」は PDVSA が支配権を持つ会社ではな

くなり米国の制裁対象から外れることとなった。 

 

また、PDVSA は「PDV Puertos」という PDVSA の港湾管理・メンテナンスに

関わるサービス会社を新設した。この会社は「PDV Marina」の役割を引き継

ぐとされている。「PDV Marina」は汚職問題で幹部らが相次いで逮捕されてお

り、汚職問題にメスを入れることが目的なのかもしれない。 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権  

「Gedeón オペレーシ

ョン」の追及を通じて、

グアイド政権の信用を

下げ、これまでの主張

の正当性を主張。 

 

 

経済分野では、アイサ

ミ経済担当副大統領の

指揮で現実的な路線へ

の転換がすすむ。 
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他、ガソリンのドル建て販売が６月にも開始するとの噂が流れている。 

実際に軍事施設「Fuerte Tiuna」ではドル建てのガソリン給油機が設置されて

おり、今後この給油機が普及する可能性はありそうだ。 

 

「カントリーリスク・レポート No.149」「No.150」で PDVSA の組織改革提案

に関する資料を紹介したが、これらの改革案に基づき一定程度の進展が見られ

るという事なのだろう。 

 

経済制裁に関して、５月１２日に米国の外国資産管理局（OFAC）はライセン

ス３６A を更新。 

 

「Rosneft Trading」と「TNK Trading」に対して、５月２０日までベネズエラ

事業撤退に必要な手続きを行うことを許可した。 

つまり、「Rosneft Trading」と「TNK Trading」に対して５月２０日までにベ

ネズエラから完全撤退するよう命じたということになる。 

 

そして５月１５日 「Rosneft」はベネズエラ事業からの完全撤退を正式に発

表。同社が８０％の株式を保有していた「Consorcio Petroleo Nacional（CPN）」

は３月にロシア政府１００％出資会社「Roszarubezhneft」に移譲された後、

ロシアのセキュリティ会社「RN-Okhrana-Ryazan」に売却されたと報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.445」参照）。 

 

（２）野党陣営の動き  ～グアイド議長降ろしの動き～                 

 

「Gedeón オペレーション」を受けてグアイド政権は厳しい状況に追い込ま

れている。 

 

グアイド議長が暫定大統領に就任してから１年４カ月が経過した。 

当初は国内外から高い支持を集め、政権交代の機運が高まったが、今ではグ

アイド政権が政権交代を出来ると考えている人は少ない。 

 

とは言え、マドゥロ政権と違いクリーンなイメージもあり、グアイド政権に

好感を持つ人は多かった。しかし、「Gedeón オペレーション」の関与とその

後のグアイド政権の対応を巡りクリーンなイメージは損なわれてしまった。 

 

 

POINT 

 

 

 

OFAC 

「Rosneft Trading」と

関 係 会 社 「 TNK 

Trading」に対して５月

２０日までにベネズエ

ラ事業からの撤退を要

請。 

 

OFAC 制裁を受けて、

「Rosneft」はベネズエ

ラ事業撤退完了を正式

に発表。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/21aa97b54d8eda80c35c0895d81c93db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5be63288dbab6b9ded91cf4ef0373ce.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
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この状況で現在の方針に不満を持つ野党グループがグアイド議長降ろしに動

き始めたようだ。 

 

５月１５日 フランシスコ・ポレオ記者（「Gedeón オペレーション」の契約

書を暴露したパトリシア・ポレオ記者とは別の人物）は、「PAIZ ZETA」に記

事を投稿。 

 

カプリレス元ミランダ州知事を支持する議員団が、米国政府に対してグアイ

ド議長への支持を見直し、既存の方針を転換するよう求めたと報じた。 

これに対して、米国政府は議員団の求めを拒否し、グアイド議長への支持を

継続する意志を示したという。 

 

先だって５月８日にカプリレス元知事が所属する「第一正義党（PJ）」は

「Gedeón オペレーション」について、国会で独立調査委員会を組織するよ

う要請。同オペレーションに関与した公職者を解任するよう提案していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.443」参照）。 

 

 

 

 

ポレオ記者の記事を読む限り、カプリレス元知事が野党のリーダーになるに

は障害が多く実現できるかどうかは疑問だが、野党内でグアイド議長の政権

運営に対して不満が高まっていることは間違いない。また、このままグアイ

ド議長が継続し、マドゥロ政権が「Gedeón オペレーション」の追及を続け

た場合、野党の立場が厳しくなるだけとの見方もあるだろう。 

 

米国から強い支持を受けるグアイド議長をサポートする方針で一致していた

主要野党だが、ここにきて大きな変化が起きても不思議ではない状況と言え

る。 

POINT 

 

 

 

 

カプリレス元ミランダ

州知事 グアイド議長

降ろしを開始。 

 

 

米国政府に方針転換を

求めるも、米国はグア

イド議長の支持継続を

表明。 

https://elnuevopais.net/2020/05/15/francisco-poleo-capriles-en-campana-para-reemplazar-a-guaido/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a2ca09eeb345c96a42b09a32ee90b54d.pdf
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（３）外国の動き ～沈黙の欧州連合～                      

 

「Gedeón オペレーション」が明るみになったことで、これまでグアイド政権

を明確に支持してきた国も支持を見直す必要に迫られている。 

 

特に重要なのは欧州連合のスタンスだろう。 

 

欧州連合は、グアイド暫定政権をベネズエラの正当な政府と認識している。 

 

しかし、そのグアイド政権が非民主的な手段で政権交代を計画していたことが

明らかになってしまった。 

 

実際のところフランスと英国は、今回の計画を事前に把握し、容認していたと

の情報も流れており、計画の存在自体が欧州連合にとってサプライズだったと

いうより、計画の存在が契約書により否定できないものになったことがサプラ

イズだったというのが正確な表現ではないか。 

 

米国よりも中立的な立場でベネズエラ問題に対応する欧州連合は 

「非民主的な手段で政権交代を目指したことが発覚したグアイド政権を欧州

連合として支持して良いのか」 

という議論に直面している。 

 

欧州連合が再びマドゥロ政権をベネズエラの正当な政府と認識し直すことは

考えられない。かと言って、武力行使による政権交代を画策したグアイド政権

をベネズエラの正当な政府と認識し続けることも欧州連合の基本理念に反す

る。 

 

欧州連合として見解を示さないまま、グアイド政権支持を続けることは、「欧

州連合が憲法に準じない武力による政権交代を容認した」と理解されかねず、

欧州連合の国際的な評判を落とすことにもなる。 

 

欧州連合としては、グアイド議長が辞任し、野党国会で選ばれた新たな議長で

あれば暫定大統領として支持を表明できるだろうが、それは欧州連合が決めら

れるものではないだろう。 

 

 

POINT 

 

 

 

EU 「Gedeón オペレ

ーション」発覚から２

週間近くが経過するも

本件に対する見解を表

明せず。 

 

マドゥロ政権を支持す

る可能性は無いが、グ

アイド議長への支持表

明も難しく、今後の対

ベネズエラ方針を決め

かねている印象。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

来週も特に決まった予定はないが、「Gedeón オペレーション」に関する新たな情報がマドゥロ政権側から発表さ

れることだろう。「Gedeón オペレーション」については、実行グループの中にマドゥロ政権のスパイがいたとさ

れており、５月４日にアラグア州で拘束されたアントニオ・セケア氏の可能性が疑われている。セケア氏は１９年

４月の「自由オペレーション」でマドゥロ政権を離反し、レオポルド・ロペス党首を自宅軟禁から解放した軍人の

一人だが、実はカベジョ制憲議長のスパイという説が流れている。 

 

なお、セケア氏は拘束後に実行グループの内情を証言している（「ベネズエラ・トゥデイ No.444」参照）。 

彼が本当にスパイであれば、グアイド政権や米国が知られたくないような内情・それを裏付ける証拠を隠し持って

いるかもしれない。 

 

 

表：　５月１０日～１６日に起きた主なイベント

内容

５月 １０日 日

１１日 月 レンドン氏、ベルガラ議員　大統領府戦略担当官を辞任

米国　「Nynas」への制裁を完全解除

１２日 火 米国　「Rosneft Trading」の完全撤退期限を５月２０日設定

１３日 水 米国　ベネズエラを「対テロ非協力国」に認定

１４日 木

１５日 金 「Rosneft」　ベネズエラ事業からの完全撤退を正式に発表

PDVSA　「PDV Marina」に代わる組織「PDV Puertos」を新設

１６日 土

表：　５月１７日～２４日に予定されている主なイベント

内容

５月 １７日 日

１８日 月

１９日 火

２０日 水

２１日 木

２２日 金

２３日 土

２４日 日

（出所）各種報道からベネインベストメント作成

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
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（５）債券の元利支払い状況                                         

表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状（５月１５日時点）

（単位：１００万ドル）

種類 債券
猶予期間

失効日
元本 利息 種類 債券

猶予期間

失効日
元本 利息

国債１９ １１月１３日 2,496 483.6 PDVSA２６ １２月１５日 0 675.0

国債２４ ５月１３日 0 514.8 PDVSA２４ １２月１６日 0 750.0

国債２５ １１月２１日 0 306.0 PDVSA２１ １２月１７日 0 538.5

国債２６ １１月２１日 0 881.3 PDVSA３５ １２月１７日 0 731.0

国債２３ １２月７日 0 450.0 PDVSA２２O ３月１７日 1,000 956.3

国債２８ １２月７日 0 462.5 PDVSA２７ 5月１２日 0 403.1

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ 5月１２日 0 206.3

国債２０ １月９日 0 225.0 PDVSA２２ １１月２８日 0 360.0

国債３６ １月２９日 0 812.5 PDVSA２０ １１月２７日 842 71.6

国債３４ ２月１３日 0 351.6 1,842 4,691.7

国債３１ ３月５日 0 1255.0 ５月２３日 0 176.3

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ５月２３日 0 61.1

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 ５月２７日 0 71.6

国債２２ ３月２３日 0 956.3 ５月２８日 0 90.0

国債２７ ４月１５日 0 925.0 ６月７日 0 90.0

国債３８ ４月３０日 0 219.0 ６月７日 0 92.5

4,549 8,090.8 ６月１５日 0 135.0

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6 ６月１６日 0 150.0

650.0 27.6 ６月１７日 0 107.7

7,040.9 12,810 ６月１７日 0 146.3

（出所）ベネインベストメント作成 0.0 1,120.5

7,040.9 13,930.6

  政府組織１００％保有債券

  グレースピリオド期間中

  グレースピリオド切れ（１回目）   グレースピリオド切れ（４回目）

  グレースピリオド切れ（２回目）   グレースピリオド切れ（５回目）

  グレースピリオド切れ（３回目）   グレースピリオド切れ（６回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 12,639.8 電力公社 677.6

PDVSA 6,533.6 合計 19,851.0 20,971.57,234.2

PDVSA２０

PDVSA２２

20,971.5総計

13,059.7

Grace Period

期間中含む

677.6

国債２８

Grace Period

期間中含む

PDVSA２６

PDVSA２４

PDVSA２１

PDVSA３５

P

D

V

S

A

債
国

債

グレースピリオド期間含む未払計

グレースピリオド切れの未払計

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド期間中未払

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド満了未払

国債２６

国債２５

国債２３
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２．「Gedeón オペレーション」後のベネズエラ政治見通し                           

 

グアイド政権が５月３日の「Gedeón オペレーション」実行を指示したかど

うかは別として、グアイド政権が「Gedeón オペレーション」を実行したグ

ループと共に武力による政権交代を画策していたという事実は否定できない

ものとなっている。 

 

今回露見してしまったグアイド政権の嘘と矛盾はグアイド政権への強い不信

感を生み出しており、信頼の回復は修復不能なレベルに達している。 

 

誤解のないよう補足すると「グアイド政権が武力による政権交代を画策した

こと自体が不信感を生み出した」というのは少し違う気がする。 

 

「武力行使しかマドゥロ政権を倒壊させる手段がない」と考える人は多い。

この考え方を持つ人々は政治・経済・メディアに強い影響力を持っており、

野党の主張の仕方によっては武力による政権交代を正当化することもできた

だろう。しかし、グアイド政権はそのような主張はしてこなかった。 

 

グアイド政権が国民の信頼を失った理由は２つ。 

 

１つ目は、マドゥロ政権を非民主的・人権侵害と非難しながら、自分たちも

裏で似たような計画を立てていたという印象が付いてしまったため。 

２つ目は、「Gedeón オペレーション」が発覚した後のグアイド政権の対応が

不誠実だったため。 

 

後者（「Gedeón オペレーション」後の対応）の方が問題だった気がする。 

 

グアイド議長は当初「Gedeón オペレーション」について、マドゥロ政権の

自作自演を訴え、野党は一切かかわりがないと主張した。 

 

しかし、野党と実行グループとの関係を示す契約書など一連の証拠が暴露さ

れるとマドゥロ政権の自作自演説を封印。グアイド政権大統領府の戦略担当

官であるファン・ホセ・レンドン氏は、「Silver Corp USA」と軍事契約につ

いて検討・契約書に署名した事実を認めた。一方、レンドン氏は「グアイド

議長は署名をしていない」と主張。グアイド議長と今回の事件との関係を否

定した。グアイド議長も自身の関与を否定している。 

POINT 

 

 

Gedeón オペレーショ

ンの結果、グアイド政

権の信頼は失墜。 

 

信頼を失った原因は 

① マドゥロ政権の憲

法規定違反を訴えなが

ら似たようなことをし

ていた偽善性が露見し

たため 

 

②オペレーション発覚

後のグアイド政権の対

応が不誠実だったため 
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しかし、普通に考えて２．１億ドルの最重要機密契約を交わすにあたり、グ

アイド議長が承認していないはずがない。 

 

仮に暫定大統領であるグアイド議長がこの契約を承認していなかったとした

ら、政権交代後どのように２．１億ドルを「SilverCorp USA」に支払うのだ

ろうか。どう考えてもグアイド政権の主張は無理がある。 

見え透いた嘘をつき通そうとするグアイド政権の姿勢が信頼を失わせたとい

うのが正しいだろう。 

 

一度失った信頼を取り戻すことは難しい。 

今回の一件を受けて野党は政治方針を大幅に転換する必要に迫られる。 

今後、以下のようなシナリオが考えられるのではないだろうか。 

 

2021年

１月

　カプリレス元ミランダ州知事

第一正義党（PJ）

グアイド議長（暫定大統領）

大衆意志党（VP）

民主党

１１月３日

米国大統領選

トランプ大統領

共和党

2020年

５月 １１月

国会議員選？

マチャドVV党首

バイデン元副大統領

与野党協議

再開

・国会議員選

参加条件協議

グアイド議長

続投

・経済圧力強化

・協議拒否

・選挙不参加

低

中

中

中

高

高

中

POINT 

 

 

グアイド議長の関与は

明白だが、グアイド議

長は関与を否定。 
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基本的にはグアイド議長が続投も年内に野党リーダーが変わる可能性も                   

 

グアイド政権の信頼は揺らいだが、トランプ政権がグアイド議長を支持して

いる限り、グアイド議長が暫定大統領を継続するのではないだろうか。 

 

トランプ政権もグアイド議長の求心力低下は認識しており、２１年１月以降

は別のリーダーを置きたいという考えはあるだろうが、筆者が知る限り適任

者がいない。適任者がいない以上、少なくとも２０年中はグアイド議長を支

持すると思われる。 

 

他方、別の可能性も存在する。 

 

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が野党のリー

ダーに返り咲く可能性だ。カプリレス元知事は１２年、１３年の大統領選の

野党統一候補だった人物。当時は人気があったが穏健的なレッテルを貼られ

てしまい支持を大きく失った。 

 

このカプリレス元知事が主要野党のリーダーとなり、国会議員選のための与

野党協議に乗り出すというシナリオだ。 

 

野党の主要４党（「第一正義党（PJ）」「大衆意志党（VP）」「行動民主党

（AD）」「新時代党（UNT）」）の中で、AD、UNT は基本的に選挙への参加を

支持する政党。カプリレス元知事が所属する PJ はマドゥロ政権下での選挙参

加に否定的な政治家が多い。VP は主要野党の中では急進派の方針に近いグル

ープになる（野党政治図は本稿１１ｐ参照）。 

仮にカプリレス元知事が PJ の方針を変えることが出来れば、VP を除く３党

一致で選挙に向けた協議に乗り出すことは可能と思われる。 

 

なお、今回の「Gedeón オペレーション」に関して、「SilverCorp USA」の計

画参加を VP のレオポルド・ロペス党首に推薦したのはレスター・トレド議

員（VP 所属）だったという。「SilverCorp USA」と契約を締結した議員はセ

ルヒオ・ベルガラ議員（VP 所属）。グアイド議長も VP 所属。 

今回の一件は VP の暴走といった印象を受ける。VP は今回の失敗の責任から

３党の方針に黙って従う可能性もあるだろう。 

主要野党が歩調を合わせて与野党協議と選挙参加を働きかければ、国民の選

挙参加意欲を一定程度は上げることができるだろう。 

POINT 

 

 

 

基本的なシナリオ： 

２０年中 グアイド議

長が続投。 

 

 

他方、カプリレス元知

事をリーダーとして、

国会議員選に向けた与

野党協議の再開もあり

得る。 
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ただし、「ベネズエラ主導党（VV）」のマチャド党首など急進派グループが

黙っていることは無い。また、米国政府もマドゥロ政権との協議を好意的

に受け止めることは無いだろう。 

 

カプリレス元知事は、米国の経済制裁にも否定的な見解を示しており、ト

ランプ政権と方針が一致していない。 

つまり、カプリレス元知事が野党のリーダになる場合、野党はマドゥロ政

権ともトランプ政権とも対峙することになる。 

 

マドゥロ政権下での選挙参加について、激しいネガティブキャンペーンが

展開されれば、協議はまとまらず、国民の選挙意欲は盛り上がらず、カプ

リレス元知事の思惑は失敗することになる。 

 

カプリレス元知事主導による与野党協議の再開の可能性はあるが、トラン

プ政権の存在が特にネックになる。２０年中はグアイド議長が暫定大統領

を続投し、トランプ政権との関係をこじらせないというのが最もあり得そ

うなシナリオだろう。 

 

なお、グアイド議長が暫定大統領を続投しながら、カプリレス元知事主導

で与野党協議を行うということも出来るが、前述の通りグアイド議長（米

国）とカプリレス元知事のスタンスが違っている。両者が野党のリーダー

として並立した状態で、協議がまとまるとは思えない。まとまらない協議

をするくらいなら、協議はしない方が良いだろう。 

 

米国大統領選の結果次第で野党の今後は大きく変わる                   

 

また、ベネズエラの将来を予想する上で、最も重要なのは２０年１１月の

米国大統領選だ（米国の大統領選については「ウィークリーレポート

No.127」でも触れている）。 

 

トランプ大統領が再選するのであれば、野党のリーダーは「グアイド議

長」あるいは「グアイド議長に代わる別の誰か」になる可能性が高い。 

 

ただし、「グアイド議長に代わる別の誰か」は「暫定大統領になることがで

きる人物」でなければならない。つまり、「国会議長の信任投票で賛成過半

数（８４議席）を得ることが出来る国会議員」でなければならない。 

POINT 

 

 

ただし、与野党協議、マ

ドゥロ政権下での選挙

を否定するグループか

らのネガティブキャン

ペ ー ン は 避 け ら れ な

い。 

 

トランプ大統領が当選

した場合、「グアイド議

長の続投」か「既存の方

針（圧力の強化）を維持

できる新しい議長」が

野党のトップに。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a4f8442659d10500fbb94a7ed5ab20f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a4f8442659d10500fbb94a7ed5ab20f.pdf
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トランプ政権としては、方針が近い急進野党所属の議員が望ましいが、急進

野党の議員は国会に数名（恐らく５名）しかいない。急進野党と主要野党は

仲が悪く、主要野党が急進野党の推薦候補を支持する可能性は低い。 

 

そうなると主要野党の誰か、あるいは急進野党に属さず主要野党と関係の良

好な少数政党から適任者を探す必要がある。もちろん国民の人気が集まる人

物であることも必要。現在ベネズエラ国内で活動している議員を見る限り、

これらの要件を満たしそうな議員は見つからないのが正直なところだ。 

 

一方、民主党のバイデン候補が当選した場合、米国の対ベネズエラ方針は大

きく変わることが予想されるため、グアイド議長は暫定大統領を交代するだ

ろう。 

 

民主党の対ベネズエラ方針は、マドゥロ政権の非人道的な政権運営を非難す

る一方で、制裁については、EU と同様にマドゥロ政権高官への個人制裁に留

めるべきとしており、経済制裁については「ベネズエラ国民を苦しめている

側面がある」として、基本的に反対している。 

 

そうであれば、経済圧力を行使し政権交代を目指してきたグアイド議長（ト

ランプ政権）の方針と一致しないため、グアイド議長は暫定大統領を退くこ

とは避けられない。逆にカプリレス元知事と近い方針になるため、カプリレ

ス元知事が野党のリーダーになると歩調が合うはずだ。 

 

とは言え、カプリレス元知事は国会議員ではないため、「２０年中に国会議員

選が行われ、カプリレス元知事が国会議員に当選し、且つ野党が議席の過半

数を占める」という複数のハードルをクリアしなければ暫定大統領になるこ

とは出来ない。あり得そうなシナリオは、２０年中は国会議員選が行われ

ず、現在の野党多数国会が維持され、カプリレス元知事と近いスタンスをと

る現国会議員の誰かが議長に就任するというところだろう。 

 

なお、バイデン政権は積極的にベネズエラ問題に関与する意思は無いと思わ

れる。カプリレス元知事が野党のリーダーになるようベネズエラ国内外で働

きかけるようなこともしないのではないか。 

 

その場合は、グアイド議長でもなく、カプリレス元知事でもないベネズエラ

国内で合意された第三のリーダーが現れる可能性もありそうだ。 

POINT 

 

 

 

バイデン元副大統領の

スタンスは、カプリレ

ス元知事と一致。 

 

 

ただし、民主党は積極

的にベネズエラ問題に

関与しないと思われ、

カプリレス元知事が野

党のリーダーになるよ

う国内外で働きかける

こともないだろう。 
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協力関係

　　　協力関係

思想近い

ラ

イ

バ

ル

＆

協

力

関

係

必要なら穏健野党

にも協力する

意志あり

本音では方針はほぼ同じ

急進野党 主要野党 穏健野党

参考：野党政治図

協力関係

グアイド議長に対

し、より過激な方針

求める。 付かず離れず

ボルヘス元議長との関係良好

付かず離れず

付かず離れず

ボルヘス元議長 カプリレス元知事

第一正義党のリーダー２名は思想が異なる。

ボルヘス元議長（左）は経済制裁擁護派。

カプリレス元知事（右）は経済制裁反対派。

現在、ボルヘス元議長はグアイド政権下で外

相の役割を担っている。
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３．ベネズエラ債券・原油価格の増減（５月１５日終値）       

 

銘柄 
取引 

価格 
先週比  

国債 8.00 0.00  

         

    取引 

価格 
先週比 

 

     

PDVSA 3.75 0.00  

         

    
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 25.5 13.59   

Brent 30.17 4.90   

OPEC バスケット 23.19 11.33   

Venezolano 14.75 9.67   

（出所）Avsecurity、石油省 

債券指標の動き  解説 

 

 

今週の原油価格は WTI、ブレ

ント、OPEC バスケット、ベ

ネズエラ産原油ともに先週か

ら上昇した。 

 

原油需要が回復しつつあり、

OPEC プラスが原油輸出を縮

小している兆しがあることな

どが理由とされている。 

 

また、国際エネルギー機関

（IEA）も原油市場の見通しが

やや改善したとの見解を示し

ていた。 

 

ベネズエラ債については国

債、PDVSA 社債ともに動きは

無かった。 

 

以上 


