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（写真）ボルヘスPJ前幹事長 “暫定政権を終了させることを提案” 

１． 一週間のまとめ（１２月５日～１２月１１日）          

（１）与党陣営の動き ～元外相 バリナス州知事選に出馬～          

 

前号「カントリーリスク・レポート No.231」で紹介した通り、全

国州知事選の結果、唯一当選者が決まっていなかったバリナス州知

事選について、１月９日にやり直し選挙が行われることが決まった。 

 

「当選者が決まっていなかった」と言っても、実際のところ主要野

党が推薦したフレディ・スペルラノ候補が最も多く票を集めていた

ことはほぼ確実。 

 

バリナス州を明け渡したくなかった与党が最高裁判所や行政監督

局に働きかけて、強硬に再選挙に持ち込んだのが実態だ。 

与党側としては何としてもバリナス州の知事を維持するため、マド

ゥロ政権重鎮の１人、ホルヘ・アレアサ元外相（直近は国内生産相）

を推薦することを決めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.687」）。 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～元外相 バリナス州知事選に出馬～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～グアイド政権外相 辞任を表明 

暫定政権の終了を提案～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～米国 ベネズエラに交渉人を派遣～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

２．２０２２年 ベネズエラのシナリオは 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．カプリレス元知事の狙い 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １４p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b88bbea5449eda25e454f12ca4f4f92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
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アレアサ元外相は、２０１７年８月～２１年８月まで外相を務めていた人物。 

マドゥロ政権内では数少ない汚職の噂がない人物で、マドゥロ政権最重要幹部

の１人だが米国の個人制裁を受けていない数少ない人物でもある。 

 

２００７年に故チャベス元大統領の長女ロサ・ビルヘニア・チャベス氏と結婚

（１７年に離婚）。故チャベス元大統領の親族になり、一気に政権中枢まで上

り詰めた。 

 

「カントリーリスク・レポート No.230」でも紹介したが、バリナス州は１９

９８年から代々チャベス一族が知事を務めており、２０年以上続く一族運営の

中でかなり汚職が横行していると言われている。 

 

アレアサ元外相は、半分チャベス一族であり、且つクリーンなイメージのある

人物で、汚職の横行を不満に感じる無党派有権者およびチャベス一族による運

営を望む与党有権者から票を集めるのに最適な人物ということになりそうだ。 

 

ただ、アレアサ候補は政権中枢にい続けたため選挙への出馬経験がない。 

また、バリナス州出身ではなく、特にバリナス州に支持基盤がない点はネック。 

 

とはいえ、アルヘニス・チャベス前候補よりも多くの票を集められる可能性は

高く、バリナス州を渡したくないという与党の本気度が垣間見える。 

 

 
（写真）ホルヘ・アレアサ候補ツイッターより 

POINT 

 

 

 

与党 バリナス州知事

選にアレアサ元外相を

推薦。 

 

故チャベス元大統領の

縁者で汚職の噂が少な

い人物。 

 

１１月の選挙より与党

の票が伸びる可能性は

高い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/072be110e1817dd84f2c59bb52309b99.pdf
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（２）野党陣営の動き                            

   ～グアイド政権外相 辞任を表明、暫定政権の終了を提案～                   

 

１２月５日 グアイド暫定政権下で外相の役割を務めていた「第一正義党（PJ）」

のフリオ・ボルヘス前幹事長が暫定政権の外相を辞任すると発表した。 

加えて、グアイド暫定政権の矛盾や問題点を訴え、暫定政権を終了させるよう

提案した（「ベネズエラ・トゥデイ No.687」）。 

 

以前から「第一正義党（PJ）」は、暫定政権に対して否定的で特に２１年８月

に与野党協議が始まった頃から「大衆意思党（VP）」との対立色を明確にして

きた。 

 

主要野党は「Monomeros」（コロンビアにあるベネズエラ政府系企業）にまつ

わる汚職問題で揺れている。 

 

主要野党４党のうち「第一正義党（PJ）」「新時代党（UNT）」「行動民主党（AD）」

は「Monomeros」の問題は「大衆意思党（VP）」が任命したエリサ・エルナン

デス社長とその取り巻きに原因があるとの報告を支持しており、VP をトップ

とする現在のグアイド暫定政権体制に反旗を翻す姿勢を見せている。 

 

「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首は、１１月の全国州知事選

でスリア州知事選に出馬し、当選。自身のツイッターでマドゥロ大統領のこと

を「マドゥロ大統領（Presidente Nicolas Maduro）」と記載している。 

これは「グアイド暫定大統領」という方針を暗に否定するもので、UNT も PJ

側と近い方針であることは態度から想像できる。 

 

「行動民主党（AD）」の考えは分かりにくい。 

AD のリーダーであるラモス・アジュップ幹事長は、ここ数カ月ほとんどメデ

ィアに姿を現さなくなっている。自身のツイッターでも関係者のツイートをリ

ツイートするのみで自身が何を考えているのかは表明していない。 

AD は、かなり大きな規模で政党が２つに分裂してしまった。アジュップ幹事

長率いる伝統的な AD とベルナベ・グティエレス氏率いる穏健 AD の関係はか

なり悪化している。PJ が主要野党のリーダーになった場合、穏健野党との合

流が予見されるがアジュップ幹事長が合流を望んでいるかは疑問。合流を拒絶

するためにグアイド暫定政権の存続を支持する可能性も捨てきれない。 

 

POINT 

 

 

 

 

グアイド暫定政権のボ

ルヘス外相が辞任を表

明。 

 

暫定政権の汚職、国内

を見ず外国ばかりを気

にする方針を非難。 

 

暫定政権を終了させる

よう提案。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
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（３）外国の動き ～米国 ベネズエラに交渉人を派遣～                   

 

「AP 通信」は、米国バイデン政権がベネズエラにロジャー・カーステンス氏

（米国国務省の人権民主主義事務所、人質問題担当次官）を派遣したと報じた。 

 

極秘裏の訪問で１２月７日にカラカスに到着し、１０日に帰国したという。 

 

カーステンス氏派遣の目的は、マドゥロ政権に拘束されている PDVSA 米国子

会社「CITGO」の元役員６名の解放の可能性を探るためだという。 

 

CITGO 元役員は、「ベネズエラに不利な契約を交わした」として、２０１７年

に拘束された。元役員６名はベネズエラ人だが、米国籍も取得していたようで、

外交問題に発展している（２０１７年当時は６人中５人が米国籍を取得してい

たと報じられていたが、現在は６名全員が米国籍を保有しているようだ）。 

 

CITGO 元役員６名の解放は、マドゥロ政権の協力者アレックス・サアブ氏の解

放とセットで考えられている。 

 

２１年１０月 米国政府はカボベルデで拘束されていたアレックス・サアブ氏

の身柄を米国に移送した。これを受けて、マドゥロ政権は自宅軟禁措置だった

CITGO 元役員６名を刑務所に戻している（「ベネズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

マドゥロ政権からすれば、CITGO 元役員を解放する時は、サアブ氏を解放する

のと同じ時期ということになるだろう。 

 

なお、１２月８日 米国国務省は、アラビア海域を運行していたタンカーを拿

捕したと発表。このタンカーにはイラン産石油燃料と武器が積まれていたとい

う（「ベネズエラ・トゥデイ No.689」）。「Bloomberg」によると、武器はイエメ

ンに運ぶ予定だったようだが、石油燃料はベネズエラに運ぶ予定だったという。 

 

加えて現地メディア「Tal Cual」は、米国政府が２０２０年６月に押収したイ

ラン産原油１１０万バレル（ベネズエラ向け原油）を売却したと報道。売却額

は２，６６８万ドルだったという。米国務省の発表によると、これらの売却金

はテロ被害者支援に充てるという。 

 

 

POINT 

 

 

 

 

米国 CITGO元役員６

名の解放の可能性を探

るため、交渉担当をベ

ネズエラに派遣。 

 

 

CITGO元役員６名の解

放は、アレックス・サア

ブ 氏 の 解 放 と 交 換 条

件。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/184b53bb915120799505072fc018401f.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

１２月９日 「ロイター通信」はベネズエラのアイサミ石油相が重病を患っており、マドゥロ大統領が役職交代を

検討していると報じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.689」）。翌１２月１０日 アイサミ石油相は自身のツイッター

でロイター通信の報道についてコメント。記事の内容を否定しているような雰囲気だが、完全に否定はしておら

ず、事実の部分がある印象を受けた。 

 

また、来週１２月１９日はチリで大統領選（決選投票）が予定されている。右派連合（Frente Social Cristiano）

のホセ・アントニオ・カスト氏と、左派連合（Apruebo Dignidad）のガブリエル・ボリッチ氏の一騎打ちで、ボリ

ッチ候補が当選した場合、チリの対ベネズエラ方針は大きく変わることになりそうだ。 

 

 

表：　１２月５日～１２月１１日に起きた主なイベント

内容

１２月 ５日 日 ボルヘス前PJ幹事長　暫定政権の外相辞任、暫定政権の終了を提案

与党　バリナス州知事選にホルヘ・アレアサ前外相を推薦

６日 月 Covid-１９隔離緩和（１２月末まで継続）

主要野党　バリナス州知事選にセルヒオ・ガリド州議を推薦

穏健AD　バリナス州知事選にクラウディオ・フェルミン候補を推薦

７日 火

８日 水 米国　ベネズエラにイラン産石油燃料を運んでいたタンカーを拿捕

９日 木 ロイター　アイサミ石油相　重病を患っているとの噂を報じる

１０日 金

１１日 土

表：　１２月１２日～１２月１９日に予定されている主なイベント

内容

１２月 １２日 日

１３日 月 Covid-１９隔離緩和（１２月末まで継続）

１４日 火

１５日 水

１６日 木

１７日 金

１８日 土

１９日 日 チリ　大統領選決選投票

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/184b53bb915120799505072fc018401f.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（１２月１０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 ６月１５日 0 1,080.0

国債２４ １１月１３日 0 926.6 PDVSA２４ ６月１６日 0 1,200.0

国債２５ １１月２１日 0 550.7 PDVSA２１ ６月１７日 1,596 861.6

国債２６ １１月２１日 0 1,586.3 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,169.6

国債２３ １２月７日 0 810.0 PDVSA２２O ９月１７日 2,000 1,530.0

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 ７月２９日 0 1,300.0 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ８月１３日 0 562.5 6,280 7,751.0

国債３１ ９月５日 0 2,007.9 １２月１５日 0 135.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 １２月１６日 0 150.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 １２月１７日 0 146.3

国債２２ ３月２３日 2,000 1,530.0 0.0 431.3

国債２７ １０月１５日 0 1,480.0 14,978.8 21,193.8

国債３８ １０月３０日 0 350.4

8,049 12,983.9

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（３回目）

14,978.8 20,763   グレースピリオド切れ（４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（５回目）

  グレースピリオド切れ（６回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（７回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（８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（９回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 21,032.9 電力公社 677.6

PDVSA 14,030.8 合計 35,741.314,462.1

Grace Period

期間中含む

21,032.9

36,172.6

Grace Period

期間中含む

677.6

総計

36,172.6

PDVSA２６

PDVSA２４

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

PDVSA３５
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２．２０２２年 ベネズエラのシナリオは                                 

 

丁度１年前の「カントリーリスク・レポート No.181」で２０２１年のベネズ

エラがどうなるかについて予想していた。当時の２１年予想チャートは以下の

通り。大筋は想像した通りではないだろうか。 

 

主要野党が２０１７年から３年間続けてきた圧力方針を、与野党対話・選挙参

加に転換。３年ぶりの選挙参加を目指し、EU から選挙監視団を受け入れ、野

党系の「選挙管理委員会（CNE）」役員を２名加え、「野党統一連合（MUD）」

からの出馬が可能になるなど一定の条件を引き出し、州知事選・市長選に参加。 

 

州知事選では大敗したので「結果を出した」と認識できるのは微妙だが、市長

選では野党系の市長は３３５市中２７市から１２３市に大きく増えた。 

「主要野党が選挙に参加したことは間違いだった」との論調はほとんど見られ

ず、２０２２年に何とか希望をつないでいるように見える。 

予想が外れた部分は、①与野党協議が中断し、再開の目途が立っていないこと

②穏健野党と合流できていない点だろう。 

 

＜交渉で野党が求めること＞

１．CNE役員の交代

１．経済制裁の緩和 ２．EU・国連の選挙監視団

　（原油取引の制限解除） ３．政治犯の開放

　（金融取引の制限解除） ４．最高裁に分裂されたAD、PJ、VPを戻す

　（凍結された政府口座の解除） ５．選挙出馬が禁止された野党政党・政治家の出馬を認める

２．経済制裁がベネズエラの

　　状況を悪化させた一因

　　と野党が認めること

３．ベネズエラの大統領が

　　マドゥロ大統領と認めること

最も起こりそうな政治シナリオ

４．野党が掌握した外国にある

　　政府組織の返還 ２番目に起こりそうなシナリオ

５．政権交代後の

　　身の安全

野党一定の

結果を出す
与党が圧勝

２２年の罷免投票

に希望をつなぐ

２

０

２

１

年

１

月

～

4

月

＜交渉で与党が求めること＞

外国政府

制裁強化

外国政府

軍事介入

野党合流

5

月

～

８

月

対立強化寄り

リーダー交代

軍事介入推進派

マチャド党首

野党合流

国際社会に対して

制裁・軍事介入求める

選挙条件を勝ち取るため

マドゥロ政権と交渉

シナリオスタート

グアイド議長続投

現在の方針維持

９

月

～

１

２

月

野党

欧米と今後の方針協議

穏健野党

膠着状態

主要野党は選挙不参加

穏健野党のみ選挙参加

全国州知事選

全国市長選

リーダー交代

対話推進派

アジュップ幹事長

カプリレス元知事

交渉成立

選挙参加のための

最低限の条件整う

全国州知事選

全国市長選

交渉不成立

対話推進寄り

POINT 

 

 

２０２１年のシナリオ 

 

グアイド政権存続、与

野党協議開始、選挙参

加等大筋は予想通り。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b88bbea5449eda25e454f12ca4f4f92.pdf
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２０２２年のベネズエラのシナリオをチャートにしたのが次ページ。 

 

筆者の認識では、現在の流れをふまえて最も可能性が高いのは、主要野党のリ

ーダーが２２年前半で「第一正義党（PJ）」、特にエンリケ・カプリレス元ミラ

ンダ州知事に交代するシナリオだと考えている。 

 

ただ、現在主要野党を仕切っている「大衆意思党（VP）」、グアイド議長は退く

意思を一切見せておらず、主要野党全体の意思に反して残留する可能性も否定

できない。グアイド議長が現状維持に固執する場合、主要野党の内部分裂が解

消せず、方向性が定まらないまま求心力を失うことが懸念される。 

 

誰が２２年の主要野党のかじ取りを担うかは１月５日の国会初日に決まる。 

当面の注目は、２２年１月５日に向けた主要野党の動きになるだろう。 

 

その後の注目点は３つ。 

１つ目は「穏健野党との合流」 

２つ目は「与野党対話の再開」 

３つ目は「大統領の罷免投票」だ。 

 

１つ目の「穏健野党との合流」については、「３．カプリレス元知事の狙い」で

詳細について触れたいが、簡単に言うとカプリレス元知事が主要野党のかじ取

りを務めるのであれば基本的に合流する方向で話が進む。ただ、主要野党から

除名された一部の野党グループと合流できるかは未知数。グアイド政権が続く

のであれば合流は困難だろう。 

 

２つ目の「与野党対話の再開」については、今年８月にマドゥロ政権と主要野

党との与野党協議がメキシコで始まった（「ベネズエラ・トゥデイ No.639」）。 

一定の前進はあったものの、１０月に米国がマドゥロ政権の協力者アレック

ス・サアブ氏の身柄をカボベルデから米国に移送したことで与野党協議は中断

し、現在に至っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

「与野党対話」については「再開する」しか野党の選択肢がないように思える。 

米国バイデン政権が圧力でマドゥロ政権を退陣させる可能性はほぼない。 

対話をせず、圧力も強化せずでは野党に未来がない。カプリレス元知事は元々

対話支持派なので協議再開に積極的だろうし、グアイド議長が暫定政権を続け

るとしても、合理的に考えて対話は再開することだろう。 

POINT 

 

 

 

２０２２年のシナリオ 

 

PJ が主要野党のかじ取

り役に、グアイド暫定

政権が終了。 

 

カプリレス元知事の下

で、穏健野党と合流。 

与野党協議が再開。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f9a79accf3fc0b62f401521e428d870.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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１．経済制裁の緩和 １． 経済制裁に否定的

　（原油取引の制限解除）

　（金融取引の制限解除） ２． 制裁は国民生活を悪化させている

　（凍結された政府口座の解除）

３． 我々は野党

２．経済制裁がベネズエラの マドゥロ政権が実効支配している

　　状況を悪化させた一因

　　と野党が認めること ４． 透明性の高い組織による政府資産の運営

３．ベネズエラの大統領が ５． 選挙不参加はマドゥロ政権の罠

　　マドゥロ大統領と認めること

４．野党が掌握した外国にある

　　政府組織の返還 １． 政治犯の解放、出馬権の回復

２． 選挙制度の変更、選挙監視団の強化

２０２４年の

大統領選に焦点

大統領選

政権交代

野党支持者の

失望感が拡大

＜カプリレス元知事が求めること＞

９

月

～

１

２

月

罷免投票実施

罷免不成立
罷免成立

マドゥロ退陣

＜カプリレス元知事の基本方針＞

経済制裁

一部緩和

政治犯の解放

外国政府資産

第３者管理

選挙制度の変更

CNE罷免投票

の申請を却下

CNE罷免投票

の申請を受理

合意不成立 合意不成立 合意成立

CNE罷免投票

の申請を棄却

対話再開せず

罷免投票せず

対話再開せず

罷免投票申請

＜交渉で与党が求めること＞

合意成立

２

０

２

２

年

１

月

～

4

月

5

月

～

８

月

穏健野党の一部

主要野党と合流

穏健野党

主要野党と合流

対話再開

罷免投票申請

対話再開

罷免投票せず

シナリオスタート

主要野党代表交代

第一正義党（PJ）

グアイド政権維持

大衆意思党（VP）

穏健野党

（ADem）

急進野党

ベネズエラ主導党

（VV）
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３つ目の「大統領の罷免投票」について野党がどのような決断をするのかは判

断が難しい。 

 

ベネズエラでは憲法上、選挙で当選した公職者は任期の半分が過ぎた時点で所

定の手続きを経て罷免を申請することが出来る。 

 

マドゥロ大統領の任期は２０１９年１月～２０２５年１月（任期６年）。 

つまり、２０２２年は任期の半分にあたる。要点だけ言うと、罷免投票で政権

交代ができるのは２０２２年だけ。２３年に罷免が成立し、マドゥロ大統領が

退陣することになったとしても、副大統領が残りの任期を担うだけなので、２

０２５年１月まで与党政府が続くことは変わらない。 

 

もし野党が２０２２年中に政権交代を目指すのであれば２０２２年中に 

① 罷免投票を求める申請を行い 

② CNE がその申請を認め 

③ 罷免投票を実施 

④ 罷免投票でマドゥロ大統領の罷免が決まった後に 

⑤ ２２年中に大統領選を行い 

⑥ 与党候補に勝利する必要がある。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」、最高裁、国会など主な公権力がマドゥロ政権に掌

握されている状況で、１年以内に全ての要件を達成するのは相当困難。 

 

時間と労力と資金を使っても無駄になる可能性が高く、更に支持者の失望感が

高まり、今後の投票意欲にマイナスの影響を与える。 

 

また、罷免投票を行おうとしながら与野党協議を同時並行で進めると、与野党

協議で話し合うテーマが増える。マドゥロ政権が罷免投票を止めるために無理

な注文を付ける可能性もあり、協議合意の妨げにもなる。筆者の理解では、罷

免投票を申請しながら与野党協議を行ってもまともな合意はできない。 

 

野党が無駄に労力を使い、支持者の失望感を高めないためにも罷免投票は断念

し、２０２４年の大統領選に向けて選挙条件を整えることに注力するのが望ま

しいと考えている。 

 

 

POINT 

 

 

 

罷免投票の申請は、 

合理的に考えると実施

しない方が良い。 

 

マドゥロ政権が罷免投

票を成立させるとは思

えず、野党の労力、時

間、資金の無駄遣い。 

 

野党支持者の失望感も

高まり、選挙での政権

交代が落ち込む結果に

なると懸念。 
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なお、カプリレス元知事が野党のリーダーになった場合の与野党協議は、合意

が成立しやすくなる。 

 

カプリレス元知事は、２０２０年にグアイド暫定政権の方針に異を唱える意見

書を公表している。詳細は「ウィークリーレポート No.163」を確認されたい

が、彼は制裁否定派で国民生活を改善させるための活動に注力することを提案

していた。また、グアイド暫定政権を「フィクション（作り話）」と指摘。野党

として活動するよう提案していた。 

 

ただ外国で凍結されているベネズエラ政府資産について、マドゥロ政権に返還

する意思はなく、「透明性の高い第三者が管理する仕組みを作るべき」と提案

している。 

 

この部分では、マドゥロ政権と意見が食い違っているが、グアイド政権よりも

マドゥロ政権と認識に共通点が多いことは間違いない。 

 

３．カプリレス元知事の狙いは？                                 

 

カプリレス元知事の基本方針は選挙を通じた政権交代。 

 

そして、選挙で勝つためには主要野党だけでは不十分。主要野党以外の穏健野

党も自身のグループに引き入れたいと考えている。 

 

この３年間、主要野党は選挙ボイコットを主張してきたため、無党派層を中心

に有権者の支持を大きく失った。そして、この３年間で穏健野党、独立野党が

勢力を拡大することになった。 

 

次ページの表は、ベネズエラ人経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏が作成

した政党・政治グループ別の投票結果。 

 

「Gran Polo Patriotico（GPP）」が与党 

「Mesa de la Unidad Democracia（MUD）」が主要野党 

「Alianza Democratica（ADem）」が穏健野党 

 

 

POINT 

 

 

 

与野党協議は、制裁緩

和の方向で合意を進め

られると理解。 

 

 

ただし、外国にある政

府資産の管理について

は第三者の介入を希望

しており、その点はマ

ド ゥ ロ 政 権 と 一 致 せ

ず。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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この表では「MUD」の獲得票が約１９１．８万票、「ADem」の獲得票が約１

７４．７万票と主要野党と穏健野党が獲得した票はそこまで差がないことが理

解できる。 

 

特に穏健野党の中で票を集める力が強い政党は、主要野党に属する「行動民主

党（AD）」を離脱したグループが結成したもう１つの「行動民主党（AD）」。 

１８年の大統領選でマドゥロ大統領の対抗候補として出馬したヘンリー・ファ

ルコン党首率いる「発展進歩党（AP）」。 

 

また独立野党の「Fuerza Vecinal（隣人の力）」「Alianza del Lapiz（鉛筆同盟）」

も多くの票を獲得している。 

 

現在の野党は次ページの上図の状態。主要野党は VP 派閥と PJ 派閥に分かれ

ており、それとは別で「穏健野党」「独立野党」「急進野党」が存在する。 

選挙を通じて政権交代を目指すのであれば、次ページ下図のような「穏健野党」、

「独立野党」を含めた大同盟を組む必要がある。 

なお、急進野党はマドゥロ政権下での選挙参加自体を拒否しているので、大同

盟に参加することは考えにくい。 

 

POINT 

 

 

 

穏健・独立野党を含め

た大同盟を結成しなけ

れば、基本的に選挙で

の政権交代は困難。 
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ファン・グアイド暫定大統領

行動民主党（AD）

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事 カルロス・オカリス元スクレ市長

党首主要野党離脱組（ベルナベ・グティエレス党首）

ヘンリー・ファルコン党首

グスタボ・

ドゥケ

チャカオ市長

アントニオ

エカリ

フリオ・ボルヘス前幹事長 ファン・パブロ・グアニパ議員

新時代党（UNT）

アンドレス・ベラスケス党首

マニュエル・ロサレス党首 スターリン・ゴンサレス議員

第一正義党（PJ）

アントニオ・レデスマ元首都区長

急進大義党（LCR）ラモス・アジュップ幹事長 エドガー・サンブラーノ議員

大衆意思党（VP）

ベネズエラ主導党（VV）

レオポルド・ロペス党首 カルロス・ベッキオ在米大使

マリア・コリナ・マチャド党首

国民勇猛同盟（ABP）

ファン・グアイド暫定大統領

行動民主党（AD）

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事 カルロス・オカリス元スクレ市長

エカリ

主要野党離脱組（ベルナベ・グティエレス党首） 党首

グスタボ・

ドゥケ

ヘンリー・ファルコン党首 チャカオ市長

アントニオ

フリオ・ボルヘス前幹事長 ファン・パブロ・グアニパ議員

新時代党（UNT）

アンドレス・ベラスケス党首

マニュエル・ロサレス党首 スターリン・ゴンサレス議員

第一正義党（PJ）

アントニオ・レデスマ元首都区長

ラモス・アジュップ幹事長 エドガー・サンブラーノ議員 急進大義党（LCR）

大衆意思党（VP）

ベネズエラ主導党（VV）

レオポルド・ロペス党首 カルロス・ベッキオ在米大使

マリア・コリナ・マチャド党首

国民勇猛同盟（ABP）
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（１２月１０日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 9.25 0.00  

PDVSA 4.88 0.00  

PDVSA20 26.00 0.00  

カラカス電力 2.25 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 71.95 8.57   

Brent 75.35 7.78   

Venezolano(11 月 19 日) 47.85 -  

GOLD（オンス） 1,782.6  -0.10   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 10,853  -0.57   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 4.638  0.00   

並行レート 4.730  -1.25   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

WTI、ブレント価格は Investing.com 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

ベネズエラ公社債は特段の動

きはなかった。 

 

原油価格については、WTI、

ブレントともに先週比８％前

後と大きく上昇した。 

 

ベネズエラ産原油価格につい

てはこの２週間情報が更新で

きていない。 

 

為替レートは安定しており、

公定レート、並行レート共に

１ドル BsD.４．７程度となっ

ている。 

 

 

以上 

 


	uno
	dos
	tres
	cuatro
	cinco
	seis
	siete
	ocho

