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（写真）Joshua Goodman 

“野党グループ バイデン政権に経済制裁の緩和を求める” 

 

１． 一週間のまとめ（４月１０日～４月１６日）          

（１）与党陣営の動き  ～セマナサンタ 観光業界は好調～          

 

今週は４月１４日～１５日が「セマナサンタ（聖週間）」で国民の祝

日だった。 

 

実際のところベネズエラでは４月８日（金曜）から今週いっぱいに

かけて祝日モード（観光シーズン）に入るため、政治・経済的な動

きは少なく、主だったニュースのない一週間となった。 

 

ここ数年は経済低迷、Covid-１９を理由とする外出禁止などを受け

て、観光業界の業績は振るわなかったが、２０２２年のセマナサン

タについては比較的好調だったようだ。 

今週のテーマ 
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カントリーリスク分析  
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ただし、外国からの観光客は少なく、世界的に知られるベネズエラの観光名所

「カナイマ国立公園」も外国からの観光客は全体の１８％と過去の今の時期と

比べるとかなり少なかったという。 

 

ロスロケス、モチマ、ラグアイラなどのビーチには多くの観光客が訪れ好調の

ようだが、３月末に運用が始まった「大規模金融取引税の改定（外貨・デジタ

ル通貨建て取引に一律３％の課税をする）」を受けて、どのように税務処理を

すればよいか分からない店側で混乱が起きており、営業に支障をきたしている

という。 

 

 

（写真）Conseturismo（全国観光協会） 

“セマナサンタ期間中のロスロケス・モチマのビーチの予約率１００％” 

 

なお、２００２年４月１１日は故チャベス元大統領がクーデターを受けて２日

間、大統領職を失脚した日で、２０２２年はそれから２０年が経過したことに

なる。 

 

マドゥロ政権は、故チャベス元大統領が拘束から解放された４月１３日を記念

し、大規模な政治イベントを実施した（「ベネズエラ・トゥデイ No.741」）。 

 

当初、軍事広場の大通りで軍事パレードが行われる予定だったが、場所が変更

されて軍人の行進が行われた。その理由について、マドゥロ政権が爆破計画を

察知したと報じられている。 

POINT 

 

 

 

セマナサンタの観光シ

ーズンのため、政治・経

済的な動きが少ない一

週間。 

 

 

観光業界はここ数年で

は 最 も 好 調 の よ う だ

が、外貨・デジタル通貨

建て取引への課税によ

り営業に支障をきたし

ているとの声も。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
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（２）野党陣営の動き ～野党勢力 米国に制裁緩和求める～              

 

今週の野党に関する特筆するべき動きは、野党陣営と認識されている経済界・

学術界などの著名人らが米国のバイデン政権に対してベネズエラに科してい

る経済制裁（特に石油分野への制裁）を緩和するよう求める書簡を送ったこと

だろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.741」）。 

 

書簡には「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」の元代表や、経済専門家とし

て知名度の高いベネズエラ人、主要野党「第一正義党（PJ）」に所属するホセ・

ゲラ氏（元ベネズエラ中央銀行役員）などの名前が書かれている。 

 

内容は「制裁がベネズエラの問題を起こしている根本的な原因ではないが、国

民生活を悪化させる一因となっており、見直しが必要」との内容。 

 

米国がベネズエラに制裁を科している大義は「ベネズエラ国民を救うため」で

ある。その救う対象であるベネズエラ国民が制裁で苦しんでいるという指摘は

制裁の大義を失わせる。 

 

３月、バイデン政権はマドゥロ政権と直接交渉を行い、石油産業への制裁緩和

を検討していると発表していた。しかし、米国の一部勢力から「マドゥロ政権

に屈したことになる」との非難を受けており、話が暗礁に乗り上げている。 

 

このタイミングで一部の野党グループが書簡を送った理由は、制裁緩和に反対

する声を抑えるためバイデン政権が書簡を送るよう仕向けた可能性もあるだ

ろう。 

 

他、グアイド暫定政権側がコントロールしている米国にある PDVSA 子会社

「CITGO」の持ち株会社である「PDV Holdings」の役員 Luis Gidsti Lugo 氏

が解任された（「ベネズエラ・トゥデイ No.740」）。 

 

解任の理由について、CITGO 側から説明はなかったようだが、Lugo 氏にはマ

ドゥロ政権のテスタフェロ（政府高官の蓄財に協力する人物）アレックス・サ

アブ氏との関係が指摘されている。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

野党に属する経済界・

学術界らを中心とする

グループがバイデン政

権に経済制裁の緩和を

求める書簡を送る。 

 

バイデン政権も石油分

野の制裁緩和を検討し

ており、バイデン政権

の 流 れ と 一 致 し て い

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e75e972bc50ff849beb96b9504accbf.pdf
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アレックス・サアブ氏は現在米国で裁判を受けているが、彼の汚職スキームは

大規模なものでエクアドルも捜査を行っている。その中で２０２１年にエクア

ドルの調査委員会がアレックス・サアブ氏と Lugo 役員との関係を指摘。 

 

同指摘によると、２０１３年にアレックス・サアブ氏とアルバロ・プリド氏（サ

アブ氏のビジネスパートナー）と Lugo 氏が一緒にエクアドルを訪問し、ビジ

ネスに関する商談をしたという（「ベネズエラ・トゥデイ No.740」）。 

 

この告発移行、本件に関する追加情報はなかったが、何らかの関係が確定した

のか今回 Lugo 氏が解任されたものとみられる。 

 

また、野党グループの中で勢力を拡大している独立野党の「隣人の力（FV）」

が記者会見を実施。FV が全国規模の政党になったと発表している。 

 

FV は、日本企業が多く拠点を構えるチャカオ市のグスタボ・ドゥケ市長が党

首を務める政党。政治的には主要野党に属さず、マドゥロ政権とは一線を画し

つつも政治的に過度な衝突を避け、公務員としての活動に注力する政党と言っ

た印象だ。 

 

新興政党なので、首都カラカスなど一部に勢力が集中していたが、全国規模の

組織体制の構築を進めているという。主要野党の人気が著しく低迷するなか、

FV は２０２４年の大統領選の台風の目になるかもしれない。 

 

（３）外国の動き ～特筆する動きなし～                   

 

外国に関してベネズエラに関連する動きはほぼ確認できなかった。 

 

２０２２年に行われる与野党協議はベネズエラ国内で行うとの観測が強まっ

ている。もちろん外国政府の仲介役も参加すると思われるが、前回の協議より

も外国政府の関与は減るものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

独立野党 FV 地方政

党から全国政党への拡

大を発表。 

 

 

２４年の大統領選の台

風 の 目 に な る 可 能 性

も。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e75e972bc50ff849beb96b9504accbf.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

直近の数日間、ベネズエラ国内での１日当たりの Covid-１９新規感染者数は全国でも２桁台で推移している。 

一時は頻繁に報じられたワクチン不足に関する問題もほとんど報じられなくなり、ベネズエラでは Covid-１９に対

する注目はかなり下がっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.740」）。 

 

来週４月１９日は独立記念日で国民の祝日。 

例年であれば、軍事パレードが行われるが、４月１３日の政治イベントでテロ攻撃を警戒し軍事パレードの会場を

変更したことを踏まえると、今年は実施されないのかもしれない。 

 

 

 

 

表：　４月１０日～４月１６日に起きた主なイベント

内容

４月 １０日 日

１１日 月 Covid-１９隔離緩和週

「PDV Holdings」Lugo役員を解任

１２日 火

１３日 水 与党　２０年前のクーデター失敗を祝し、政治イベントを実施

野党グループ　バイデン政権に制裁緩和求める書簡を送る

１４日 木 セマナサンタ　国民の祝日（聖木曜日）

１５日 金 セマナサンタ　国民の祝日（聖金曜日）

１６日 土

表：　４月１７日～４月２４日に予定されている主なイベント

内容

４月 １７日 日

１８日 月 Covid-１９隔離緩和週

１９日 火 独立記念日　国民の祝日

２０日 水

２１日 木

２２日 金

２３日 土

２４日 日

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e75e972bc50ff849beb96b9504accbf.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（４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 1,215.0

国債２４ １１月１３日 0 926.6 PDVSA２４ １２月１６日 0 1,350.0

国債２５ １１月２１日 0 550.7 PDVSA２１ １２月１７日 2,394 969.3

国債２６ １１月２１日 0 1,586.3 PDVSA３５ １２月１７日 0 1,315.8

国債２３ １２月７日 0 810.0 PDVSA２２O ３月１７日 3,000 1,721.3

国債２８ １２月７日 0 832.5 PDVSA２７ １１月１２日 0 645.0

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 330.0

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 720.0

国債３６ １月２９日 0 1,462.5 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ２月１３日 0 632.8 8,078 8,481.1

国債３１ ３月５日 0 2,258.9 ４月３１日 0 43.8

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ５月１２日 0 80.6

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 ５月１２日 0 41.3

国債２２ ３月２３日 2,000 1,721.3 ５月１３日 0 103.0

国債２７ ４月１５日 0 1,665.0 0.0 268.7

国債３８ １０月３０日 0 350.4 16,776.8 22,621.4

8,049 13,844.0

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

16,776.8 22,353   グレースピリオド切れ（３回目）

（出所）ベネインベストメント作成   グレースピリオド切れ（４回目）

  グレースピリオド切れ（５回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（６回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（７回目）

  グレースピリオド切れ（１回目）   グレースピリオド切れ（８回目）

  グレースピリオド切れ（９回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 21,893.0 電力公社 677.6

PDVSA 16,558.9 合計 39,129.5

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

P

D

V

S

A

債

国債３８

PDVSA２７

PDVSA３７

国債２４

Grace Period

期間中含む

22,039.8

39,398.2

Grace Period

期間中含む

総計

677.6

39,398.216,680.8
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２．メディアの政治スタンス                                 

 

人間は自身の思想と異なる記事や主張を読むことがストレスになる。 

従って、無意識のうちに自身の思想に近いメディアを好んで読む傾向があ

る。 

 

ベネズエラでも自身の思想をサポートするような野党系メディアばかりを読

む人、あるいは与党系メディアばかりを読む人は多い。その場合、両者の見

ているベネズエラは全く別のものになることは想像に難くないだろう。 

 

筆者は約１０年間、ベネズエラを見続けてきたが、ベネズエラのメディアは

扇動と印象操作に満ち溢れている。 

 

ベネズエラにとって極めて重要なニュースがあったとしても、敵対する思想

をサポートしてしまう情報であれば野党系・与党系のメディアともに一切報

じない（あるいは非常に小さな扱いで終わる）ことはよくある。 

 

恐らく、与野党ともに懇意にしているメディアに対して、不利な情報を流さ

ないよう、あるいは有利になる情報を流させるために金銭を支払っている。 

 

本来、政治的に分断されてしまったベネズエラこそ中立で平等な情報提供が

必要だと思うが、メディアを資金的に支えるのが読者の購読料ではなく、政

治グループの出資である以上、平等性は確保できない。 

 

そして、怖いのは「どのメディアが野党系で、どのメディアが与党系なの

か」を説明する資料が存在しないため、意識しないうちに偏った意見を吸収

してしまっている点だ。 

 

本稿では、ベネズエラ国内の主要メディアを例に挙げ、どのメディアが与党

系でどのメディアが野党系なのかについて紹介したい。 

 

弊記事でもここに出てくるメディアの名前は度々登場する。 

各メディアの思想的な立ち位置を理解しておけば記事の正確な理解の助けに

なるのではないだろうか。 

 

POINT 

 

 

 

ベネズエラのメディア

は 読 者 の た め で は な

く、資金提供者のため

に活動しており、極め

て 中 立 性 を 欠 い て い

る。 

 

メディアの政治的なポ

ジションを理解してお

かなければ、実態と異

なるベネズエラを見る

結果になる。 
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以下は筆者が考えるベネズエラ主要メディアの分類だ。 

横軸は「思想（与党・野党）」、縦軸は「内容（経済系の記事が多いが、政治

系の記事が多いか）」で分けている。 

 

日本人が最も目にする「Reuters」の記事だが、筆者の印象としてはやや野党

寄り。米国政府に配慮する Reuters の記事だけではベネズエラの現状を正確

には理解できないだろう。 

 

現地メディアとして知名度が高いのは「El Nacional」「Ultimas Noticias」だ

と思うが、「El Nacional」は完全な野党系。ここでマドゥロ政権にプラスに

働くような記事はほぼ出ない。逆に「Ultimas Noticias」は与党寄りでマドゥ

ロ政権を批判するような記事はめったに見ない。 

 

 

政治重視

経済重視

与党系野党系

POINT 

 

 

ロイターはやや野党寄

り。 
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以前は「El Universal」も野党系メディアとして知名度が高かったが、買収さ

れオーナーが与党系の人物になったことで現在はマドゥロ政権寄りになっ

た。また、スポーツ欄が増え、スポーツ紙のような状態になっている。 

 

経済系の情報を中心に扱うメディアは、中立的なメディアが多い。 

 

特に「Bancaynegocis」「Finanzas Digital」などは記事の多くが経済関連

で、政治的にも極力偏った報道をしない。 

 

両メディアともに金融業界出身の人物がメディアを運営している。 

金融業界の出身者は与党とも野党とも関係を悪化させず、うまく立ち回る人

が多い印象だ。 

 

３．非営利団体・経済団体・世論調査会社の政治スタンス                                      

 

「２．メディアの政治スタンス」に関連して「非営利団体・経済団体・世論調

査会社」についても政治思想を図示してみたい（次ページ参照）。 

 

記事を読むにあたり、どの団体が主張しているのかは極めて重要だ。 

 

例えば「CIDH（国際人権委員会）」は、その名前から国連組織かのように報じ

られることが多いが、実際は「米州機構（OAS）」の委員会だ。 

 

OAS は現在もベネズエラ政府をグアイド暫定政権と正式に認識している。 

しかし、全世界で今もベネズエラ政府をグアイド暫定政権と正式に認識してい

るのは筆者の知る限り米国とコロンビアとカナダくらいだろう。 

 

それ以外の対応を見ても OAS は米国政府の意向を強く受けており、米国の意

向を米州全体の意向と認識させるための組織のようになっている印象がある。 

 

米国政府がマドゥロ政権を非難するのと、（中立的な組織に見える）「CIDH」

がマドゥロ政権を非難するのとでは読み手の印象はだいぶ違う。 

 

このように団体の政治的な性質を事前に理解していないとミスリードが起き

ることになる。 

POINT 

 

 

非営利団体・経済団体・

世論調査会社の政治的

なスタンスを図示し確

認。 

 

記 事 を 読 む に あ た り

「何を言ったか」より

「誰が言ったか」の方

が大事な時は多い。 

 

発言の重要度を判断す

るためには、その組織

の政治的なスタンスを

あらかじめ理解してお

く必要がある。 
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逆にマドゥロ政権側に有利なミスリードが起きることもある。 

 

以下の図の中にある経済団体「Fedeindustria（工業連盟）」は、その名前から

経済界でオーソリティが高いように見えるが、実際のところほとんど与党系の

政治団体である。 

 

「Fedeindustria」の代表を務めているオーランド・カマチョ氏は、与党国会の

議員を兼任している。また、同団体の前任者であるミゲル・ペレス・アバッド

氏は国営銀行「Banco Bicentenario」の頭取だ。 

 

「Fedeindustria 代表とマドゥロ政権が協議した」というニュースが流れたと

して、経済界とマドゥロ政権の関係接近を報じる記事もあるだろうが、実際の

ところその指摘は正確とは言えない。 

 

野党系 与党系

人権系

経済系

POINT 

 

 

Fedeindustria は与党

色の強い経済団体。 
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人権関連の組織で比較的メディアに登場する機会が多いのは「CIDH」と「Foro 

Penal」と「Foro Civico」だろう。 

 

「Foro Penal」は、故チャベス政権時代から一貫して与党の人権侵害や汚職を

指摘しているが、野党側が起こしている汚職や人権侵害には触れない。 

「Foro Civico」は比較的新しい組織で、実態は明らかではないが、マドゥロ政

権と頻繁に協議を行っており、与党に近い組織と理解して良いだろう。 

 

次に世論調査会社について紹介したい。 

アンケート結果というのは数字で客観的な事実が出るため説得力があるよう

に見えるが、調査対象や質問内容を工夫すれば、かなりの精度で望む結果を出

すことが出来る。 

 

その意味で世論調査会社の社長の政治思想は、調査結果を理解する上でかなり

重要と言える。 

 

前ページの図には「Meganalisis」「Datanalisis」「Hinterlaces」の３社を掲載

している。まず「Meganalisis」は完全に野党、特に急進野党系の世論調査会

社だ。急進野党の人々の認識を理解する上では役に立つ資料だが、この結果を

国民の総意と認識するとミスリードが起きるだろう。 

 

逆に「Hinterlaces」は与党系の世論調査会社である。こちらの結果も１００％

鵜呑みにするとベネズエラの状況を正確に理解できなくなる。 

 

「Datanalisis」は、比較的中立的な世論調査会社と認識している。他にも多く

の世論調査会社が存在するが、他の会社はそこまで過度にどちらかに偏ってい

る印象はない。 

 

最 後 に 経 済 団 体 と し て 挙 げ る の は 「 Fedecamaras 」「 Conindustria 」

「Consecomercio」「Fedeindustria」の４団体。「Fedeindustria」以外は伝統

的な経済団体で、３団体の中で最も規模が大きいのは「Fedecamaras」。代々

与党と強い敵対関係にあったが、経済制裁を受け企業活動が極めて厳しくなっ

てから Fedecamaras はマドゥロ政権と接近している。マドゥロ政権側も過去

に接収した資産を民間企業に返還するなど一定の成果もあり、歩み寄りが見え

ている。一方「Conindustria」「Consecomercio」の２団体は「Fedecamaras」

ほどマドゥロ政権には歩み寄っていない印象だ。 

POINT 

 

 

世論調査は客観的に見

えるが、質問の仕方や

調査母体を変えること

で結果を操作すること

が可能なので、注意し

てみる必要がある。 

 

世論調査会社の中で最

も中立的な立場とされ

るのは Datanalisis。 

 

Meganalisis は急進野

党寄り、Hinterlaces は

与 党 寄 り の 結 果 が 出

る。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（４月１５日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 9.00 0.00  

PDVSA 7.00 0.00  

PDVSA20 17.00 0.00  

カラカス電力 1.75 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 106.51 8.86   

Brent 111.23 8.68   

Venezolano Merey(3 月) 88.12 24.08   

GOLD（オンス） 1,972.1  1.41   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 10,720  0.02   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 4.437  0.35   

並行レート 4.530  0.44   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

WTI、ブレント価格は Investing.com 

Venezuela Merey は OPEC Monthly Report 

* Merey のみ先月比 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

 

原油価格は WTI、ブレントと

もに先週比８％台のプラスと

なった。 

 

OPEC によると、３月のベネ

ズエラ産原油（Merey）は、

１バレル８８．１２ドルで先

週比２４．１％増となってい

る。 

 

為替レートは先週とほぼ変わ

らず公定レート・並行レート

共に１ドル BsD.４．４～４．

５台で推移している。 

 

 

 

以上 

 


