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（写真）大統領府 “債務再編を命じるマドゥロ大統領（写真右）“ 

（写真左は投資家との交渉を主導するアイサミ副大統領） 

１．一週間のまとめ（１０月２８日～１１月４日）          

（１）与党陣営の動き ～重要事項を矢継ぎ早に発表～            

 

今週は政府で重要な動きがいくつもあった。 

 

何より大きかった事件はマドゥロ大統領の「対外債務の借り換えと

債務再編を命じる」という発言（１１月２日）。 

本来であれば、借り換えや債務再編は命じるものではなく、投資家

と交渉して合意するものだ。とは言え、債務再編という言葉は一般

的に債務減免を伴う支払い不履行を意味する。政府の強気な姿勢を

示すためだったのか、国際社会の注目を集めたかったのか、あるい

はあまり深く考えていなかったのか、マドゥロ大統領の「債務再編

を命じる」との発言が、一方的な債務再編を連想させたのだろう。

翌１１月３日の市場はデフォルトしたかのような大暴落に終わった。

同発言については「２．債務再編の分析」で分析する。 

また、１１月３日、債務再編のための特別委員会の代表を務めるタ

レク・エル・アイサミ副大統領は１１月１３日（月曜）にカラカス

で債権者と会合を開くと発表している。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～重要事項を矢継ぎ早に発表～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～野党連合分裂後の新体制を模索～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～カナダ政府が追加制裁～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

２．債務再編の分析 

～債務再編発言の５つの可能性～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

３．デフォルトを決める直近の山場は 

１１月９日（木曜） 

・・・・・・・・・・・・・・ １３p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １４p 
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・・・・・・・・・・・・・・ １５p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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次に重要なのは市長選、スリア州知事選の選挙日の発表だ。 

１１月２日、選挙管理委員会（CNE）は全国３３５の市長を決める市長選とス

リア州知事の再選挙を１２月１０日（日曜）に開催することを発表した。両選

挙への出馬申請期限は１１月２日で終了し、与野党の出馬者がおおむね分かっ

てきた（「ベネズエラ・トゥデイ No.54」１１月２日付の記事参照）。 

 

カラカス首都リベルタドール市は大統領府担当大臣を務めるエリカ・ファリア

氏が出馬する。彼女は 13 年 1 月～16 年 10 月までコヘーデス州知事。その後、

1 年の間にコミューン相、都市農業相、大統領府担当相を経験した。大統領府

担当相は国家電気通信委員会コナテルのホルヘ・マルケス社長が就任する。 

他、現リベルタドール市長のホルヘ・ロドリゲス市長が情報通信相に就任した。

そして、情報通信相を務めていたエルネスト・ビジェガス氏が文化相に就任し

た。新閣僚３名の略歴は「閣僚リスト」で確認できる。 

 

野党への攻撃も目立った。 

１０月１５日の州知事選で野党が大敗北し、その後、当選した行動民主党（AD）

出身の政治家４名が制憲議会に宣誓したことを発端に野党連合は分裂した。主

要な野党政党の第一正義党（PJ）と大衆意志党（VP）は、選挙結果が政府に操

作されたことを理由に市長選への不参加を宣言。また、制憲議会の前で知事就

任を宣誓し、制憲議会の存在を認めたとして AD、特に AD 幹事長のラモス・

アルップ元国会議長を強烈に非難した。加えて、市長選に参加する他の野党政

党のスタンスも非難している。 

 

政府は PJ と VP がベネズエラの選挙制度の信頼性を落とし、国の秩序を乱そ

うとしていると反論。来年に実施される予定の大統領選には PJ と VP の政治

家は出馬できないようにするべきだと提案している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.54」１１月１日付の記事参照）。 

 

また、１１月３日には最高裁が制憲議会に対して、VP の幹事長で国会第一副

議長のフレディ・ゲバラ氏の免責特権を剥奪するよう申請した。 

免責特権とは国会議員の任期中は発言した内容を理由に逮捕、裁判にかけられ

ないという特権。ゲバラ氏は今年４月～７月にかけて街頭での反政府デモを先

導した人物。与党から社会を混乱させた人物として非難されている。 

選挙制度の信頼性を落として選挙参加を妨害し、反政府デモを企て治安を混乱

させた罪としている。ゲバラ氏は野党の主要政治家の一人で欧米を中心とした

外国政府からもマドゥロ政権への非難の声が出ている。 

POINT 

 

 

パンドラの箱とされて

いた対外債務の整理に

ついて発言。翌日の金

融 市 場 は 大 混 乱 に 陥

る。 

 

 

債務再編の発表に加え

て、野党政治家への圧

力を強化。欧米からの

非難は避けられない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecd2e0d118cb29c1611086f59b50082b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
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（２）野党陣営の動き ～野党連合分裂後の新体制を模索～                 

 

野党の分裂状況については「ウィークリー・レポート No.17」で紹介した通り。 

 

今週は各政党のスタンスが明らかになり、新たな野党グループが形成され始め

ている印象を受けた。 

 

まず、野党連合の中で最も規模の大きい第一正義党（PJ）と国民からの人気の

高いレオポルド・ロペス氏が党首の大衆意志党（VP）、ボリバル州の地方政党

La CAUSA R の３政党がスリア州でフォーラムを開催した。 

この３党は政府に選挙結果が操作されているとして、１２月１０日の市長選、

知事選には参加しない。マドゥロ政権との対決姿勢を前面に押しだす野党グル

ープになる。なお、最近はボリバル州知事選に出馬し、与党候補に僅差で敗北

したアンドレス・ベラスケス La CAUSA R 党首が、１８年の野党大統領候補

になるのではとの噂が出ている。 

 

次に政府との対話姿勢に前向きな穏健派の野党グループとして新時代党（UNT）

と発展進歩党（AP）が協力関係を築きそうだ。両政党は１２月１０日の市長選

に参加する。また、UNT 創設者のマニュエル・ロサレス元スリア州知事はス

リア州知事選に出馬した。 

 

そして、方向性がブレている政党が行動民主党（AD）だ。AD は基本的に選挙

への参加に前向きだったが、PJ と VP から強い非難を受けて市長選の出馬を

取り下げた（「ベネズエラ・トゥデイ No.53」１０月３０日付の記事参照）。 

 

したがって UNT、AP の穏健派グループにも属さず、PJ、VP、La CAUSA R の

強硬派グループからも仲間外れにされている。AD は PJ に次ぐ規模の野党政

党。１０月の州知事選までは野党連合を主導していたが、州知事選の大敗と選

挙後の対応を巡り PJ と VP から強烈なネガティブキャンペーンを受けた。政

党としてのスタンスは穏健グループに近いが、野党は PJ と VP の勢力が強く、

彼らと方針をたがえることに異論を唱える党員も多いようだ。 

 

前述の通り野党の中で２つの主要グループが形成され始めているが、このまま

では以前のような巨大連合にはならない。複数の野党グループが出来れば、野

党支持者の意見もバラバラになる。力を集結できなければ、これまでよりも政

権交代が困難になるだろう。 

POINT 

 

 

PJ と VP と La CAUSA 

R は政府との対決姿勢

を打ち出すグループを

組織。 

 

UNT と AP は政府との

対話に前向きな穏健グ

ループとして意見が近

い。 

 

AD は方向性を決めか

ねており、宙に浮いた

状態。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a46a00306cf4f20bac2cc4b7fb851a14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b9f711e0d6068163339fdcf5f97781a.pdf
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（３）外国の動き ～カナダ政府が追加制裁～                 

 

欧米諸国はマドゥロ政権を独裁政権として非難し、野党連合に絶対的な支持を

示してきた。このスタンスは基本的には変わらないが、野党連合の分裂を受け

て、今後の方針を測りかねている印象だ。 

 

コロンビアのサントス大統領は１０月３０日にカナダのオタワ大学でディス

カッションに出席し「我々（マドゥロ政府を非難する諸外国グループ）はベネ

ズエラの問題を解決できなかった。」と発言した。 

 

また、３０日にペルーとカナダの外相はグティエレス国連事務局長と面談し、

国連としてベネズエラの問題に対して積極的に取り組むよう求めた。一方で、

国連事務局長は同日にベネズエラのアレアサ外相とも面談している。 

 

欧米および主要な中南米諸国はマドゥロ政権を独裁政権として非難している

が、中国、ロシア、カリブ海や中東諸国など現政権を支持するグループも一定

規模存在している（「ベネズエラ・トゥデイ No.37」９月２４日付の記事参照）。 

国連は欧米諸国の見解に偏りがちだという非難は常に存在している。ベネズエ

ラの問題は複雑だ。反政府デモに参加する野党支持者の中には暴力的な行為を

行う人物も混ざっている。政府の対応は民主主義と言論の自由の抑圧ではなく、

治安と社会秩序の取締りと認識することもできる。スペイン政府のカタルーニ

ャへの対応は問題なく、ベネズエラ政府の野党への対応は問題があるという線

引きも突き詰めると曖昧だ。過度な加担は国連に不協和音を持ち込む可能性も

あり、対応は慎重になっているのかもしれない。 

 

１１月３日、カナダ政府はマドゥロ大統領、アイサミ副大統領を含む１９名の

ベネズエラ政府高官に制裁を科した。制裁対象者はカナダへの渡航が禁止され、

カナダ管轄域内での資産を凍結される。カナダの追加制裁は州知事選の終了後

から噂されていた（「カントリー・リスクレポート No.17」参照）。 

 

なお、カナダは９月２２日に４０名のベネズエラ政府高官に制裁を科したが、

当時の制裁はカナダ国民、カナダ域内の企業に対して、制裁対象者との取引を

禁止するという内容だった（「ベネズエラ・トゥデイ No.37」９月２２日付の

記事参照）。他１１月３日にアルゼンチンの首都ブエノスアイレスでペルーの

クチンスキ大統領とアルゼンチンのマクリ大統領が会談。両者はベネズエラ政

府に透明性の高い選挙を行うよう求める宣言を発表した。 

POINT 

 

 

コロンビアのサントス

大統領は「ベネズエラ

の問題を解決できなか

った」と失敗を認識。 

 

 

カナダ政府はベネズエ

ラ政府高官１９名にカ

ナダ渡航禁止、金融資

産凍結などの追加制裁

を適用。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd2500ad0a0773700b2939b2c41a93c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
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２．債務再編の分析 ～債務再編発言の５つの可能性～                

 

１１月２日（木曜）は PDVSA２０１７年社債の元本１１．２億ドルの返済期

限だった。多くの市場関係者が PDVSA２０１７年社債は支払われると信じて

いた。１１月２日の夕刻まで政府と PDVSA から１７年社債の償還に関するア

ナウンスが一切なかったにもかかわらず、同日の債券価格は上昇していた。 

 

同日夕刻過ぎにマドゥロ大統領がテレビで債務返済について言及した。 

 

投資家の期待通り PDVSA２０１７社債の元本１１．２億ドルを支払うという

内容だった。支払い手続きの開始日は３日（金曜）早朝で、１日遅れだ。PDVSA

社債の元本返済にはグレースピリオドが設定されていないため、厳密にいうと

PDVSA はデフォルトしたことになる。一方で着金することが分かっていれば、

債権者はわざわざ訴えを起こさないので、問題になる可能性は低い。 

 

しかし、その後の「PDVSA２０１７年社債を支払った後、本日から全ての対外

債務の借り換えと債務再編を命じる。」と発言し、投資家をパニックに陥れた。

この発言の後、債券価格はこれまで見たことのないような大暴落を見せた。 

 

 

POINT 

 

 

 

１１月２日支払い予定

だった PDVSA１７年

債 は 一 日 遅 れ で 支 払

い。大問題は避けられ

る見通し。 

 

 

マドゥロ大統領が借り

換 え と 債 務 再 編 を 命

令。 
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マドゥロ大統領はなぜこのような発言をしたのだろうか。筆者は発言の意図に

ついて以下５つの可能性があると考えている。 

 

（１）本当に外貨が底をつき、政府の意志に関わらず支払い不能 

（２）債務不履行（デフォルト）しても国を維持できる算段が付いている 

（３）しばらくデフォルトを避けられるが、債務再編の必要性を認識している

ので、今から債務再編と新たな借り入れの方法を探る 

（４）債務再編に合意できるとは考えていないが、政治的な目的で利用 

（５）債務再編の合意よりも債券価格を落とし、買い戻すことが目的 

 

デフォルトは「秩序あるデフォルト」と「無秩序なデフォルト」に分けられる。 

 

「秩序あるデフォルト」とは、デフォルト後に債権がどのように処理されるの

か、事前に投資家と合意したうえで実行するデフォルト。既に債権者、債務者

の双方が今後の計画に合意しているので混乱は少ない。 

 

「無秩序なデフォルト」とは、債権者の事前合意なしに債務者が一方的に返済

を放棄するデフォルト。この場合、債権者はあらゆる手段を用いて債権を回収

しようとするので、中期的に債務者側も苦しい状況に追い込まれる。 

 

前述の１～５の場合、（１）と（２）が無秩序なデフォルトが起きるシナリオ。

（３）は秩序あるデフォルトを目指すシナリオ。（４）と（５）はそもそも債

務再編が目的では無く、本当の目的は別にあるシナリオ。に分けられる。 

 

POINT 

 

 

 

 

 

マドゥロ大統領が債務

再編について言及した

理由は５つのどれか、

あるいは複数が理由と

分析。 
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最も避けたいシナリオは（１）と（２）。 

（３）は、債権者にとって望ましいとは言い難いが（１）（２）よりは良いシナ

リオ。（４）と（５）は債務再編の意志が無いシナリオ。債権者にとっては（４）

と（５）は最も望ましいシナリオと言える。 

 

以下では、それぞれのシナリオの可能性について分析したい。 

 

（１）本当に外貨が底をつき、政府の意志に関わらず支払い不能 

 

（１）は、「PDVSA の外貨口座にも中央銀行の外貨口座にもキャッシュがなく、

融資をもらえる算段もない。グレースピリオドに入っている利息を近日中に支

払うことも不可能。もはや、これ以上、金融債務を履行することは出来ず、デ

フォルトは不可避。１１月の利息から即時、対外債務の支払いを停止する。」と

いうシナリオだ。 

 

投資家がパニックに陥ったのは、このシナリオを想定したためではないか。あ

るいは他の投資家がこのシナリオを想定し、債券価格が暴落すると考え、流れ

に乗って債券を売ったかのいずれかだろう。 

 

だが、よく考えてみると１．のシナリオは不自然に思える。 

もし１１月中のデフォルトが不可避であれば、なぜ PDVSA 社債の元本を償還

したのかという疑問が生じるからだ。 

 

無秩序なデフォルトをすれば、ベネズエラ政府、PDVSA はこれまで以上に外貨

のキャッシュフローが制限されることは避けられない。 

仮に筆者がベネズエラ政府の人間であれば、１１月にデフォルトを起こさざる

を得ない状況であれば、今後の事態に備えて可能な限りキャッシュを残してお

きたい。１０月２７日満期の社債、１１月満期の社債の元本を支払うことなく

デフォルトするだろう。 

 

逆の言い方をすると、本当に１．のシナリオが起きたのであれば、ベネズエラ

政府と PDVSA は１１月に支払いを続ける資金がないことに気づかずに元本を

返済したことになる。野党から経済政策の実効性の低さを非難されるベネズエ

ラ政府だが、そこまで馬鹿ではない。政府は債務の支払いはかなりセンシティ

ブに扱っている。元本を支払った後に、今後の支払いが出来ないことに気づく

ほど間抜けではない。１．の可能性は低いと考えている。 

POINT 

 

 

１つ目は返済のための

現金キャッシュが完全

になくなったので支払

い た く て も 支 払 え な

い。 

 

PDVSA 社債を支払っ

たあとにデフォルトす

るのは不自然。 

 

１つ目のシナリオは考

えにくい。 
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（２）デフォルトしても国を維持できる算段が付いている 

 

（２）は、「１１月の利息から支払いを停止し、無秩序なデフォルトを起こす。

債権者が米国の PDVSA 子会社 Citgo を差し押さえ、原油タンカーを差し押さ

えるなど政府の外貨流入を制限するような金融妨害を行うことは想定済み。そ

れでも政権を維持できる算段が付いている。」というシナリオだ。 

 

これも現実的ではないと考えている。中央銀行の現金外貨は１０億ドルを下回

っている（「ウィークリー・レポート No.14」参照）。PDVSA も１７年、２０

年社債の元本を返済したばかりで手持ちの外貨は少ないはずだ。 

 

外貨制度はうまく機能していないどころか、存在すら無い。曲がりなりにも機

能していた外貨制度 DICOM を停止し、新決済システムを採用すると発表した

が、その後は特段の進展が無いまま、すでに２カ月が経過している。 

 

外貨の収入源である原油の輸出先は未だに米国向けが多い。米国向けの原油輸

送船は差し押さえリスクが高い。差し押さえに合えば原油輸出の代金は受け取

れないだろうし、何よりも精油会社は差し押さえリスクが高いベネズエラ産原

油の購入を控える。 

PDVSA は、中国やインドなど差し押さえリスクが抑えられる国に輸出先をシ

フトする必要がある（中国やインドでも差し押さえリスクは存在する）が、現

時点では輸出先をシフトできているとは言い難い。 

 

「ウィークリー・レポート No.17」の（野党の分裂はデフォルトを引き起こす）

でも記載したが、今の状態でデフォルトをした場合、現政権が運営を維持でき

るとは思えない。 

 

（３）しばらくデフォルトを避けられるが、債務再編の必要性を認識している

ので、今から債務再編と新たな借り入れの方法を探る 

 

（３）は、「PDVSA２０１７年社債は支払った。今年中はデフォルトを避けら

れるだけの資金は確保できる見通し。だが、１８年以降も満期を迎える債券が

あり、このまま返済を続けるといずれ資金がショートする。遠くない将来に起

こりうる資金ショートに備えて、今から債務再編の可能性を探りたい。また新

たな借入についても債権者と相談したい。」というシナリオ。 

これは十分にあり得ると思う。 

POINT 

 

 

２つ目は債務再編で債

権者を敵に回しても政

権を維持できると考え

ている。 

 

デフォルトするにはそ

れなりの準備が必要。

現時点でデフォルトを

起こせば政権崩壊の可

能性大。 

 

２つ目のシナリオも考

えにくい。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ae2a42c093d364cb68eb1c51a786b9b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a46a00306cf4f20bac2cc4b7fb851a14.pdf
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ただし、債務再編には多くの障害がある。 

１つ目はベネズエラ政府側の交渉トップがタレク・エル・アイサミ副大統領で

あること。 

彼は中東テロ組織ヒズボラとの関係や麻薬取引に関与している容疑で１７年

２月に米国から制裁を受けた人物。債務再編交渉はニューヨークで行うのが一

般的だが、アイサミ副大統領は制裁により米国に渡航できない。また、米国の

法人・個人がアイサミ副大統領と取引を行うことは禁止されている。 

 

１１月３日 アイサミ副大統領が１１月１３日（月曜）にカラカスで債権者と

債務再編について話し合いを行うと呼びかけたが、米国の債権者は交渉のテー

ブルに着くことすら厳しい。米国の債権者が不在の交渉は、最初から犯人がい

ないことが分かっている刑事ドラマのようなものだ。 

 

２つ目は制裁により、米国の法人・個人はベネズエラ政府および PDVSA が発

行、あるいは保有している債券を購入することが禁止されていること。 

 

債務再編は基本的に現在保有している債券を、別の債券に乗り換えてもらうこ

とを指す。例えば、２０１８年８月に返済予定の１００ドルの債券を、２０２

８年８月に返済予定の１５０ドルの債券に変更（借り換え）してもらうなど。 

しかし、米国の債権者は制裁によってベネズエラ政府、PDVSA が新たに発行

する債券を購入することが出来ない。借り換えが禁止されているのだ。 

 

３つ目は PDVSA 社債に集団行動条項（CAC）が設定されていないこと。ベネ

ズエラ国債も２０１８年８月満期債と２０２７年満期債には CAC が設定され

ていない。 

CAC とは一定規模の債権者が債務再編案に承諾すると、提案に反対する債権

者がいても強制的に全債権者に新条件が適用される決まり。 

例えば２０２０年満期の国債の発行総額は１５億ドルで CAC は発行比率７

５％に設定されている。この場合、債券額の７５％（１１億２，５００万ドル）

の債権者が債務再編に賛成した場合、残り２５％（３億７，５００万ドル）の

債権者は強制的に新条件が適用される。 

 

市場で取引されている PDVSA 社債は全部で９銘柄あるが、全ての社債で CAC

が設定されていない。つまり、債権者全員が債務再編案に賛成しない限り、債

務再編が実行できないことを意味する。PDVSA 社債を好んでいる投資家は多

いが、その理由は CAC が無いので債務再編のリスクが低いためだ。 

POINT 

 

 

 

３つ目は中期的な視点

に立ち、可能な債務再

編 手 段 を 検 討 す る た

め。 

 

 

一方で債務再編交渉の

政府側トップは米国政

府に制裁を科されてお

り、米国組織は同氏と

取引が出来ない。 
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一方、ほとんどのベネズエラ国債は発行比率７５％～８５％で CAC が設定さ

れている。ベネズエラ国債の銘柄の中にはベネズエラ政府系組織が大量に保有

している銘柄もある。政府組織保有分と欧州、アジアの債権者保有分で CAC

の設定値に達する場合は、債務再編が行われる可能性は否定できない。なお、

この場合は米国の投資家は交渉に参加することなく、強制的に新条件が適用さ

れるので米国の制裁に抵触しないと考えられる。 

 

前述の理由から債務再編の道は前途多難だが、一部のベネズエラ国債の債務再

編は比較的、可能性かもしれない。政府は直近の資金繰りを何とかしたいので、

CAC８５％の２０１８年１２月債をリスケできれば成功と言えるだろう。一方

で国債の債務再編には４つ目の障害がある。 

 

４つ目は国会の承認を経ない政府の借入は憲法違反になることだ。 

ベネズエラ憲法では国が新たに借り入れをする場合には国会の承認（過半数）

が必要と明記されている。合憲的に債務再編を行うには国会の協力が不可欠だ

が、国会は野党が多数を占めており、承認は容易ではない。野党は国会の承認

を経ない政府の債務は政権交代後に無効となる可能性があると警告している。 

 

（４）債務再編で合意できるとは考えていないが、政治的な目的で利用 

 

（４）は、「債務再編には多くの障害があるため、成功する可能性は低いと政

府が認識している。政府、PDVSA は債務再編の合意はあまり期待しておらず、

本当の狙いは外国政府、野党の立場を危うくするため。」というシナリオ。 

これは政府が考えそうな案だろう。 

 

ベネズエラ政府は心理戦が得意だ。マドゥロ大統領が今回の発言に至った理由

は米国の金融妨害と、制裁を奨励する野党（特にフリオ・ボルヘス国会議長）

の立場を危うくすることにあるかもしれない。マドゥロ大統領は「米国とボル

ヘス議長がタッグを組んで、ベネズエラに外貨が入らないよう暗躍しており、

これが原因で食料品や医薬品の輸入が制限されている。彼らの目的は現政権を

債務不履行に追い込み、政権を転覆させることだ。」と訴えている。 

 

確かにボルヘス議長はマドゥロ政権に制裁を科すよう欧米諸国に呼びかけて

いる。米国の金融制裁後にも、野党連合として制裁を歓迎する声明を出してい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.25」８月２７日付の記事参照）。制裁がベネズ

エラへの外貨流入を妨げ、輸入制限に拍車をかけているのは事実だろう。 

POINT 

 

 

 

米国組織は制裁により

ベ ネ ズ エ ラ 政 府 、

PDVSA と借り換え取

引ができない。 

 

 

PDVSA 社債は集団行

動条項が設定されてい

ない。PDVSA の債務再

編は極めて困難。一方

で、国債の債務再編の

可能性はある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
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ボルヘス議長は１０月満期の PDVSA 社債返済について、債務再編を求めるよ

う提案していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.49」１０月２２日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は、今回ボルヘス議長の提案に乗ったことになる。ボルヘス議

長は債務再編を提案したマドゥロ大統領を真っ向から非難できない。また、自

身の主張を一貫させるためには債務再編の一番の障害になっている米国の制

裁を辞めるよう働きかける必要が出てくる。 

 

仮にボルヘス議長が米国の制裁解除に向けた協力をしないのであれば、野党の

立場が悪くなる。つまり、「政府は国民の生活を考えて債務再編を提案したの

に、野党は米国に制裁を継続させ、債務再編を妨害し国民を苦しめている。ボ

ルヘス議長はこれまで国民のことを考えて債務再編をするよう政府に訴えて

いたが、実際は政権を転覆させたいだけで国民のことは考えていない。」とい

う政府の主張が成り立つ。 

米国の制裁解除に協力しなければ非難の矛先を野党に向ける国民が出てくる。

あるいは、今後は野党が外国政府に対して追加制裁を求めにくくなる。 

 

また、米国にはベネズエラ公社債を保有する債権者がたくさんいる。米国政府

が科している制裁を好ましく思っていない人物は多く、米国内部からのプレッ

シャーも期待できる。 

 

更に欧米諸国へのけん制にもなるだろう。欧州は今月にはベネズエラ政府高官

の個人制裁を科す予定だ。次のステップとして欧州連合に金融制裁を科される

可能性もある。ベネズエラ政府と欧州金融市場の関係は強く、欧州連合による

金融制裁は避けたい。 

金融制裁のせいで国民の生活が悪化するというイメージを植え付けて、国民が

金融制裁を非難するようになれば、欧州連合はマドゥロ政権に金融制裁を科し

にくくなる。 

 

あるいは「１．（１）与党陣営の動き」で紹介したように、政府は強硬派野党

の切り崩しにかかっている。 

ベネズエラには煙のカーテン（Cortina de Humo）という言葉がある。 

問題を自らで引き起こし、注目をそちらに集めている間に、別の目的を達成す

る手段を指す。債務再編というショッキングなテーマに国民、世界の注目を集

めている間に野党の強硬派を弱体化させようとしているのかもしれない。 

 

POINT 

 

 

 

４つ目は、債務再編を

提案することで野党と

欧米政府を追い込む作

戦。 

 

 

外国による制裁の正当

性を失わせ、今後の制

裁をけん制する。また、

制裁を訴える野党を非

難するため。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6e07a3cefd34841ea081306f6542685.pdf
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（５）債務再編の合意よりも債券価格を落とし、買い戻すことが目的 

 

マドゥロ大統領が借り換えと債務再編を発言したことで債券価格は大暴落し

た。ベネズエラ政府は２０１８年８月に額面１０．５億ドルの元本を返済する。 

もしこの債券が市場で安く買い戻せるとすれば、ベネズエラ政府の実質的な金

融負担は軽くなる。 

 

例えば A さんが B さんから１００円を借りた際に１年後に返済することを約

束した手形を B さんに渡したとする。その手形が B さんから別の人（C さん）

の手に渡り、C さんがこの手形を６０円で売っていたとする。A さんは約束の

日に手形を持っている人に１００円支払わないといけないことが決まってい

る。そうであれば、今６０円でこの手形を買えば A さんは４０円分支払い負担

が軽くなる。 

 

同様の理由から大暴落したこの時期に債券を買い戻せば、実質的な支払い負担

を軽くすることが出来る。大暴落を狙ってこのような発言をした可能性はゼロ

ではないだろう。 

 

あるいは、ベネズエラ政府幹部は友人名義などで自国の債券を保有していると

言われる。暴落した際に友人名義の口座で大量に買い、ある程度回復した段階

で売れば短期間で大きな利益を得られる。 

 

あくまで憶測だが、このような可能性も否定できないだろう。 

 

以上、今回のマドゥロ大統領の発言の目的について考えられる理由を述べてみ

た。 

 

個人的には（３）（４）（５）のいずれか、あるいは複数が理由ではないかと想

像している。 

（１）（２）の即デフォルトというシナリオは考えにくいが、即時デフォルト

するかどうかを決める重要な日は１１月９日（木曜）になる。この理由は「３．

デフォルトを決める直近の山場は１１月９日（木曜）」にて紹介したい。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

５つ目は大暴落した債

券を買い戻し、実質的

な返済負担を軽くする

ため。 

 

 

あるいは政府関係者の

蓄財が目的か。 
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３．デフォルトを決める直近の山場は１１月９日（木曜）           

 

１１月２日のマドゥロ大統領の宣言通り、PDVSA は JPMorgan に PDVSA２

０１７社債の元本１１．２億ドルの返済を開始したと発表した。これで元本

返済の不履行によるデフォルトは避けられた。 

 

しかし、引き続きデフォルト懸念は残る。ベネズエラ政府、PDVSA は１０月

に支払うべき利息をほとんど返済しなかった。これまで何度か紹介した通り

利息の支払いにはグレースピリオドがあるので返済期日から３０日は支払い

が猶予される。ただし、３０日の支払い猶予期間が近づいている。 

 

以下の表は１１月中にグレースピリオドの期限を迎える債券利息の一覧だ。 

 

最初にグレースピリオドの期限を迎えるのはカラカス電力社債で１１月９日

（木曜）。その後、PDVSA２０２７と２０１９の期限は土日なので、１１月

１０日（金曜）か１３日（月曜）になる。 

 

１１月中に政府と PDVSA を合わせて約７．８億ドルの利息を支払わなけれ

ばいけない。この期日で支払いを完了できなければデフォルトになる。マド

ゥロ大統領は債務再編を提案しており、今後の支払いが注目されている。 

１１月９日は今後も支払い意志があるのかを判断する重要な日になる。 

 

 

表：１１月中にグレースピリオドの期限を迎える債券

（単位：１００万ドル）

債券 利払い グレースピリオド期限

カラカス電力社債２０１８ 27.6 １１月９日（木曜）

PDVSA２０２７ 80.6 １１月１１日（土曜）

国債２０１９ 96.7 １１月１２日（日曜）

国債２０２４ 103.0 １１月１２日（日曜）

国債２０２５ 61.1 １１月２０日（月曜）

国債２０２６ 176.3 １１月２０日（月曜）

PDVSA２０２０ 143.1 １１月２６日（日曜）

PDVSA２０２２（新） 90.0 １１月２７日（月曜）

合計 778.4

POINT 

 

 

PDVSA ２ ０ ２ ０ と ２

０１７の元本返済のた

め１０月の利息支払い

はほぼ全て見送り。 

 

既に３０日のグレース

ピリオド（支払い猶予

期間）は期限を迎えよ

うとしている。 

 

今後の支払い意志を確

認する 
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（１１月３日終値）     

 

債券指標の動き  解説 

 

１１月２日にマドゥロ大統領

が「借り換えと債務再編を命じ

る」と発言をしたことで、市場

はパニックに陥り、あたかも債

務不履行宣言をしたかのよう

な下落に見舞われた。 

 

特に満期が近い債券の下落幅

が大きかった。満期が近い債券

は取引価格が上がっているの

で、デフォルトされると大きな

損失を出してしまうため、売り

が集中したと思われる。 

 

３．で説明した通り、政府が１

１月中に債務不履行に陥るか

どうかを占うには１１月９日

が重要な日になるだろう。 

２．（１）（２）で紹介した通り

即時のデフォルトには懐疑的

だが楽観視できる状況ではな

い。 

 

債券価格が大暴落した一方で、

原油価格は上昇している。 

 

 

 

2018 13.625 2018/8/15 39.90 -43.83 
2018(N) 7 2018/12/1 35.73 -43.29 

2019 7.75 2019/10/13 48.83 0.70
2020 6 2020/12/9 30.50 -24.93 
2022 12.75 2022/8/23 31.75 -29.97 
2023 9 2023/7/5 27.97 -21.50 
2024 8.25 2024/10/13 35.88 2.84
2025 7.65 2025/4/21 26.38 -22.50 
2026 11.75 2026/10/21 30.82 -25.73 
2027 9.25 2027/9/15 29.00 -22.42 
2028 9.25 2028/5/7 26.75 -22.93 
2031 11.95 2031/8/5 42.10 2.13
2034 9.375 2034/1/13 26.76 -24.53 
2038 7 2038/3/31 34.13 3.11

利率
％

2017 8.5 2017/11/2 96.37 -0.36 
2020 8.5 2020/10/27 76.27 -10.88 
2021 9 2021/11/17 31.37 -31.92 
2022 12.75 2022/2/17 48.11 2.21
2024 6 2024/5/16 24.78 -15.91 
2026 6 2026/11/15 29.31 1.10
2027 5.375 2027/4/12 25.73 -14.52 
2035 9.75 2035/5/17 37.98 1.74
2037 5.5 2037/4/12 25.86 -14.00 

Elecar債2018 8.5 2018/4/12 45.0 -41.11 

取引
価格

先週比

WTI 55.66 3.11
Brent 62.11 2.80
Venezolano 52.9 4.26

（出所）　Rendivalor、Elec（カラカス電力公社債）はAvSec
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５．クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の推移     

 

 

 

 

解説 

 

 

 

１１月２日時点の CDS は５，

９４４bps で１０月２６日の

６，９４２bps から約１，００

０bps 下がっていた。 

 

 

ただし、１１月２日の数字はマ

ドゥロ大統領が債務再編につ

いて発言する前の数字。 

 

 

債務再編の発言を受けて、１１

月３日に CDS は急上昇してい

るはずだが、本日時点で確認す

ることが出来ない。 

 

 

以上 
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表： ベネズエラ政府 ５年物デフォルトクレジットスワップ推移

２０１７年１月～１１月２日

17/11/2
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２０１７年１０月２日～１１月２日


