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（写真）選挙管理委員会（CNE） 

“罷免投票の署名集めを実施するも、成立要件を満たせず失敗” 

１． 一週間のまとめ（１月２３日～１月２９日）          

（１）与党陣営の動き  ～罷免投票 署名集めは失敗～          

 

前号「カントリーリスク・レポート No.237」で紹介した通り、マド

ゥロ大統領の罷免を求めるための署名集めが１月２６日に行われ

た。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」が定めた罷免投票の署名集めの成立要

件は事実上、達成不可能な仕組みであったため、野党は罷免投票へ

の参加を拒否。小規模な離反与党グループのみが署名集めに参加し、

不成立に終わった。 

 

今後、CNE が署名の有効性を精査するため、正式な結果が発表され

るのは２月１３日になるようだが、仮に全ての署名が有効なものだ

ったとしてもその署名の数は４２，４２１件。 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～罷免投票 署名集めは失敗～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～グアイド政権 米国に制裁緩和要請？～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～米国 ウクライナ問題が最優先～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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 

・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

２．制裁でベネズエラが出来ないこと 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．緩和されそうな経済制裁の考察 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １３p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf4ee31c8b9bc70fe949597a64bbda57.pdf
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マドゥロ大統領の罷免投票を求める署名集めの最低条件は、全国の有権者数

（約２，１００万人）の２０％（つまり約４２０万票）で、今回集まった署名

は成立に最低限必要な要件の１％に過ぎない（「ベネズエラ・トゥデイ

No.708」）。 

 

主要野党は、罷免投票の参加を拒絶すると同時に、今後の方針について「２０

２４年の大統領選に焦点を当てる」と発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.707」）。 

 

つまり、今後、罷免投票のやり直しを求める動きは想定されず、２０２２年に

想定される最も大きな政治イベントだった罷免投票は早くも終わったという

ことになる。 

 

基本的な状況は「カントリーリスク・レポート No.233」で想定したような動

きになったと言える。 

 

他に与党側の動きで特筆に値するのは、「鉄拳オペレーション（operación 

“Mano de Hierro”）」だ。 

 

１月２９日 タレク・エル・アイサミ石油相（兼経済担当副大統領）は、「アン

ソアテギ州インデペンデンシア市の市長を務めていたカルロス・ラファエル・

ボリバル市長をガソリン販売の汚職に関与した容疑で拘束した」と発表した。 

ボリバル市長は与党系の市長だった。 

 

また、スリア州ヘスス・マリア・センプラン市の市長を務めていたケリネス・

フェルナンデス市長、与党国会のタニア・ゴンサレス議員（スリア州）、ルイ

ス・ビロア・チリノス議員（タチラ州）を拘束したと発表した。３名は全員与

党に所属する政治家だが、麻薬取引に関与した容疑で逮捕された。 

 

マドゥロ大統領は、国会で年次報告演説を実施。その際にアイサミ石油相に対

して、汚職取り締りを強化するよう指示した。 

 

これらの取り締まりはマドゥロ大統領の指示を受けて行われたもの。 

与党政治家への取り締まりの手を伸ばしたことについては、一定の評価はでき

るが、汚職取引で最も重要な役割を担っている軍人までは捜査の手が伸びてい

ない。 

POINT 

 

 

 

マドゥロ大統領の罷免

投票を求めるための署

名集め、不成立。 

 

主要野党は罷免投票を

模索せず、２０２４年

の大統領選に注力する

と発表。 

 

２０２２年に罷免投票

が行われる可能性はほ

ぼなくなった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d440aa7badece779a5b5a4db4f9f6dca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d440aa7badece779a5b5a4db4f9f6dca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f7fdbf108dfdb89982821ee5a836963d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f7fdbf108dfdb89982821ee5a836963d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2650005a3126435d15e1446be3cecfcf.pdf
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（２）野党陣営の動き ～グアイド政権 米国に制裁緩和要請？～              

 

本稿「１．（１）与党陣営の動き」で紹介した通り、グアイド暫定政権率いる主

要野党は罷免投票を拒絶。２０２４年の大統領選に注力する方針を示した。 

 

「２０２４年の大統領選に注力する」ということは、「２０２２年、２３年の

２年間で、野党候補が選挙に参加して当選できる制度的な環境を整え、国民の

投票意欲を上げる」ことを意味する。 

 

この目標を達成するためには、与野党協議は不可欠。 

協議には長い時間がかかるため、少しでも早く与野党協議を再開しなければな

らない。 

 

マドゥロ政権は、野党・米国側の政策ミスが続いたことで結果的に安定してお

り、与野党協議を早急に行うインセンティブはない。 

むしろ、下手に状況を動かされることで政局を不安定にさせるリスクさえあり、

２０年、２１年当時より与野党協議に乗り気ではない印象を受ける。 

 

従って、与野党協議を再開させるため、野党は魅力的なオファーを提示する必

要がある。 

 

このような環境の中、米国系メディア「Bloomberg」は、「グアイド暫定政権が

与野党協議を再開するため米国政府に制裁緩和を求めた」と報じた。 

 

これまでグアイド暫定政権は「制裁は、与野党協議の進展に応じて、段階的

に緩和する」と説明しており、現在もこの基本スタンスは変わっていない。 

 

これまで交渉が始まる前に制裁を緩和する意思は示してこなかったため、こ

の報道が事実であれば大きな方針の変化と言える。 

 

なお、グアイド議長は自由で公平な選挙を実現するためにはベネズエラ国民が

動く必要があると主張。２月１２日に抗議行動を呼びかけた。 

 

しかし、グアイド暫定政権の支持率はマドゥロ政権と同等かそれ以下まで下が

っており、大動員が実現する可能性は低そうだ。 

 

POINT 

 

 

 

２０２４年の大統領選

で野党が勝利するため

には、与野党協議を経

て、野党候補が選挙で

当選できる環境を作る

必要がある。 

 

Bloomberg 主要野党 

が協議を再開させるた

め米国政府に制裁緩和

を求めたと報道。 
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（３）外国の動き ～米国 ウクライナ問題が最優先～                   

 

前述の通り、グアイド暫定政権は制裁緩和に向けて動き出しているように見え

るが、その背景には与野党協議再開以外の理由もある。 

 

それはマドゥロ政権の取り締まり圧力である。 

２０２２年に入り、マドゥロ政権および与党国会は最高裁・検察庁に対して主

要野党を罰するよう強く求めている。特にグアイド議長の拘束圧力は強く、こ

のままだと本当にグアイド議長が逮捕される可能性がある。 

 

今の政情を踏まえると、仮にグアイド議長がマドゥロ政権に拘束されたとして

もベネズエラ国民は特に大きな反応はしない。 

 

米国政府は反応するが、ベネズエラに軍事介入を仕掛ける可能性はないだろう。 

仮にそんなことをすれば、ロシアの介入を招き、ウクライナ問題だけでもセン

シティブな米露関係は悪化。中国とロシアが協力し、戦争が始まる可能性さえ

ある。客観的に言って、そのリスクを冒すほどの価値はグアイド議長にはない

だろう。 

 

米国は既にマドゥロ政権に対して最大級の圧力をかけており、軍事介入以外で

マドゥロ政権を罰する手段はほぼ無い。グアイド議長が拘束されたとしても米

国は特筆するほど大きなアクションが取れないとの見方が大勢。 

 

「ベネズエラの状況と国際社会の状況を踏まえれば、グアイド議長を拘束する

のが今のマドゥロ政権に出来る最も理にかなった対応」との見解を示す政治評

論家も出てきている。 

 

なお、仮にグアイド議長が拘束された場合、それでも暫定政権を続けるのであ

れば後任は国会第１副議長のファン・パブロ・グアニパ氏が引き継ぐことにな

る。 

 

彼は暫定政権の消滅を提案した「第一正義党（PJ）」に所属しており、グアニ

パ氏が主導する野党との交渉の方が合意に至りやすいという算段もあるかも

しれない。 

 

 

POINT 

 

 

野党が協議を再開させ

たい理由は、もう１つ。 

 

野党への圧力を緩和さ

せるため。 

 

２０２２年に入りマド

ゥロ政権は本格的にグ

アイド議長の拘束に動

き出している印象。 

 

膠着状態が長引けばグ

アイド議長が拘束され

る可能性は高い。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

１月に入りベネズエラで Covid-１９感染者が再び増え始めている。ここ数日は連日１日当たり２０００人前後の新

規感染者が確認されており、２０２０年以降、最も感染が拡大している。マドゥロ政権は感染拡大防止策「７＋

７」（１週間毎に隔離週と隔離緩和週を繰り返す Covid-１９対策）の再開を検討しているものの、現時点では隔離

緩和を維持している。 

 

来週ではないが、グアイド暫定政権は２月１２日（青年の日）に抗議行動を呼びかけている。 

 

マドゥロ政権は、感染防止策を政情安定のために利用している雰囲気がある。もし抗議行動が盛り上がり、今後も

拡大していくのでれば、「７＋７」を再開させる可能性は十分にあるだろう。 

 

 

 

 

表：　１月２３日～１月２９日に起きた主なイベント

内容

１月 ２３日 日

２４日 月 Covid-１９隔離緩和週

２５日 火 主要野党　２０２４年の大統領選に注力

２６日 水 マドゥロ大統領の罷免投票を申請するための署名集め　申請不成立

２７日 木

２８日 金 Bloomberg　グアイド暫定政権が米国に制裁緩和を要請したと報道

２９日 土 「鉄拳計画（Plan Mano Hierro）」で与党系市長らを逮捕

表：　１月３０日～２月６日に予定されている主なイベント

内容

１月 ３０日 日

３１日 月 Covid-１９隔離緩和週

２月 １日 火

２日 水

３日 木

４日 金

５日 土

６日 日

日付

日付
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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（１月２８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 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 7,078 8,289.9

国債３１ ９月５日 0 2,007.9 １月２９日 0 162.5

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ２月１３日 0 70.3

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 0.0 232.8

国債２２ ３月２３日 2,000 1,530.0 15,776.8 21,534.2

国債２７ １０月１５日 0 1,480.0

国債３８ １０月３０日 0 350.4

8,049 12,983.9   グレースピリオド切れ（１回目）

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）

15,776.8 21,301   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（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 15,367.7 合計 37,078.215,367.7

Grace Period

期間中含む

21,265.7

37,311.0

Grace Period

期間中含む

総計

677.6

37,311.0

国債３６

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３４
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２．制裁でベネズエラが出来なくなっていること                                 

 

「１．（２）野党陣営の動き」で紹介した通り、「Bloomberg」はグアイド暫

定政権が米国政府に対して、制裁緩和を求めたと報じた。 

 

仮にこの報道が事実であったとして、交渉再開のために米国＆グアイド暫定

政権がどのような譲歩をするのかを考察してみたい。 

 

米国がどのような譲歩をするのかを考察するにあたり、そもそも現在、米国

の制裁でマドゥロ政権は何が出来ないのかを確認しなければいけない。 

以下の表は、筆者の考える「米国の経済制裁の影響でマドゥロ政権が出来な

くなっていること」のリストだ。 

 

 

表：　米国の経済制裁の影響でマドゥロ政権が出来ないこと

ベネズエラ政府・国営企業（PDVSA含）・その関係者は、

1 米国の金融システムを介した送金が使用できない

2 米国の金融システムを介した融資を受けられない

3 米国の個人・法人と取引をすることはできない

4 米国企業へ原油・石油燃料を売れない

5 米国以外の企業へも原油・石油燃料を売れない

6 米国企業から石油燃料・希釈剤等を購入できない

7 米国以外の企業からも石油燃料・希釈剤等を購入できない

8 米国エネルギー事業者５社は現状維持稼働のみ可能

9 米国にある政府口座がグアイド政権に奪われている

10 CITGOのコントロールが奪われている

11 米国司法圏内でベネズエラ政府として活動できない

12 在米ベネズエラ大使館が使用できない

13 GOLDを売れない

14 米国の個人・法人はPETRO取引をしていはいけない

他に交渉材料になりそうなもの

15 マドゥロ政権高官への個人制裁の解除

16 アレックス・サアブ氏の解放

POINT 

 

 

 

グアイド暫定政権 与

野党協議再開のため米

国に制裁緩和を要請。 

 

 

どのような制裁緩和が

考えられるかを考察す

るために、制裁の影響

でマドゥロ政権が出来

ないことを確認。 
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なお、これまで米国政府がマドゥロ政権に科した制裁の制度的な情報（制裁

ライセンスや行政命令の中身）については「カントリーリスク・レポート

No.234」で紹介しているので、当時のレポートを参照されたい。 

 

前ページの表には３つの色を塗っている。 

 

黄色で塗られている「１」「２」「３」は、「経済制裁の根幹をなすもの」。 

 

２０１７年８月、米国が初めてベネズエラに経済制裁を科した時に実行され

た内容だ。 

 

なお、「１」「２」では「米国の金融システム」を介した送金・融資が禁止さ

れているが、欧米を中心とした決済システムで米国の金融システム（米国の

銀行や米国企業の開発した金融システム）を一切介さない送金は事実上不可

能に近い。「１」「２」により、マドゥロ政権は欧州ユーロなどドル以外の通

貨での金融取引も基本的にできなくなっている。 

 

また、「債務再編でマドゥロ政権と合意する行為」は、マドゥロ政権との取引

と見なされ「３」に抵触する。２０１７年１１月にマドゥロ政権はデフォル

トに陥ったが「３」により債務再編交渉が止まっている。 

 

オレンジ色の項目（「４」～「８」）は石油産業への制裁。 

 

石油産業への制裁が始まったのは、２０１９年１月以降。 

 

１９年１月、米国政府は PDVSA を制裁リストに加え、PDVSA は米国への原

油・石油燃料輸出を禁止された。また、米国からガソリンや希釈剤を輸入す

ることも禁止され、ベネズエラで事業を行っていた米国エネルギー事業者の

活動も事実上禁止された（前ページ表の「４」「６」「８」）。 

 

その後 PDVSA は、米国の金融システムを介さない物々交換取引（ベネズエ

ラから原油を輸出し、外国企業からの希釈剤購入や債務返済に充てる）をし

ながら米国以外の企業との取引を続けていたが、２０年に入りトランプ政権

が他国の企業にも圧力をかけたことで大部分の外国企業が PDVSA との取引

を停止した（「５」「７」）。 

 

POINT 

 

 

 

２０１７年８月、マド

ゥ ロ 政 権 の 金 融 取 引

（送金・融資）を制限す

る趣旨の制裁を発動。 

 

２０１９年１月 国営

石油公社 PDVSA に制

裁。米国との原油取引

が停止。 

 

２０年には米国以外の

企業による PDVSA と

の取引も禁止。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bf3d82855cdd686d5dfb7e06ce9062a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bf3d82855cdd686d5dfb7e06ce9062a.pdf
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これらの制裁により、ベネズエラ政府の収入は著しく減り、外国への送金も

困難になった。債務不履行の金額を増やすことになり、多くの外国企業から

訴訟を受け、資産差し押さえや契約停止でベネズエラの状況悪化を加速させ

た。 

 

水色の項目（「９」～「１２」）は「グアイド暫定政権」に関する内容だ。 

 

２０１９年１月 米国政府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、米国に存在するベネズエラ政府資産のコントロール権をグアイド暫

定政権に移譲した。その結果、マドゥロ政権は「９」～「１２」を失った。 

 

マドゥロ政権にとって最も影響が大きかったのは「１０」の CITGO のコント

ロールが奪われたこと。CITGO はベネズエラで産出した原油を精製し、米国

市場で販売（一部のガソリンをベネズエラに戻す）することで PDVSA の経

営を支えており、その支えを失った影響は大きい。 

 

水色の部分は正確に言えば「制裁」ではなく「米国のベネズエラ政府認識の

変化」により受けた影響だろう。 

 

「１３」「１４」は、「その他」。米国は、２０１８年に GOLD やマドゥロ政

権が開発したデジタル通貨「PETRO」の使用を禁止する趣旨の制裁を発動し

た。ただ、この制裁がベネズエラに与える影響はそこまで大きくない。 

 

他に経済制裁ではないが、米国政府がマドゥロ政権に譲歩できるものとし

て、「１５」「１６」が挙げられる。 

 

「１６」のアレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権を支援するコロンビア人

企業家で米国の制裁回避スキームを作った功労者である。２０２１年に行っ

ていた与野党協議は、米国がサアブ氏の身柄を拘束することで暗礁に乗り上

げていた。サアブ氏の詳細については「ウィークリーレポート No.222」を参

照されたい。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

 

２０１９年１月 米国

はグアイド暫定政権を

ベネズエラの正当な政

府と認識。 

 

米国域内のベネズエラ

政府資産をグアイド暫

定政権に移譲。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d04782773401989920e7902fac9b812.pdf
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３．緩和されそうな経済制裁の考察                                 

 

次に、どのような制裁緩和が考えられそうかについて考察したい。下表は、先

ほどの表の内容に「マドゥロ政権」「米国政府」「ベネズエラ国民」の視点を加

えたもの。 

 

◎は「マドゥロ政権・国民が強く解除を希望する項目（米国が解除できる項目）」。 

〇は「解除してほしい項目（解除する可能性がある項目）」。 

△は「少し解除してほしい項目（解除したくない項目）」。 

×は「どちらでもいい項目（絶対に解除したくない項目）」。 

 

マドゥロ政権が望むのは支持率回復と国内安定。そのために経済回復が不可欠

だ。従って、経済に与える影響が大きい制裁解除の優先度が高い。 

 

 

表：　米国の経済制裁の影響でマドゥロ政権が出来ないこと
マドゥロ政権

の解除要望

米国政府の

譲歩可能度

国民の

解除要望

ベネズエラ政府・国営企業（PDVSA含）・その関係者は、

1 米国の金融システムを介した送金が使用できない ◎ × 〇

2 米国の金融システムを介した融資を受けられない ◎ × 〇

3 米国の個人・法人と取引をすることはできない ◎ × 〇

4 米国企業へ原油・石油燃料を売れない ◎ △ 〇

5 米国以外の企業へも原油・石油燃料を売れない ◎ 〇 〇

6 米国企業から石油燃料・希釈剤等を購入できない ◎ △ ◎

7 米国以外の企業からも石油燃料・希釈剤等を購入できない 〇 〇 ◎

8 米国エネルギー事業者５社は現状維持稼働のみ可能 〇 △ ×

9 米国にある政府口座がグアイド政権に奪われている 〇 △ ×

10 CITGOのコントロールが奪われている ◎ △ ×

11 米国司法圏内でベネズエラ政府として活動できない 〇 △ ×

12 在米ベネズエラ大使館が使用できない △ △ ×

13 GOLDを売れない △ 〇 ×

14 米国の個人・法人はPETRO取引をしていはいけない × 〇 ×

他に交渉材料になりそうなもの

15 マドゥロ政権高官への個人制裁の解除 △ △ ×

16 アレックス・サアブ氏の解放 ◎ ？ ×

POINT 

 

 

 

緩和される可能性があ

る制裁について確認。 
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具体的には黄色塗りの「金融取引を禁止する制裁」とオレンジ色塗りの「石油

産業への制裁」の優先度が高い。 

 

また、２０２１年の与野党協議が暗礁に乗り上げた理由は、アレックス・サア

ブ氏を米国政府が拘束したこと。マドゥロ大統領は、「サアブ氏を解放しない

限り、与野党交渉の再開はない」と明言している。 

 

実際のところ、サアブ氏の解放は与野党協議再開後に議論される可能性もある

が、サアブ氏の解放の重要度はマドゥロ政権にとって小さくない。 

 

米国政府（グアイド暫定政権）としては、目立った譲歩を引き出すことなく制

裁を緩和するのはメンツが潰れる。バイデン政権は「弱腰外交」との非難を受

けたくないので、本心を言えば、どの制裁も緩和はしたくないだろう。 

 

しかし、制裁を緩和しなければいけないとすれば「５」「７」「１３」「１４」で

はないか。 

 

ただ、「１３」「１４」はマドゥロ政権側がそこまで望んでいないので、マドゥ

ロ政権にとってのインセンティブにならない。現実的な選択肢は「５．米国以

外の企業へも原油・石油燃料を売れない」「７．米国以外の企業からも石油燃

料・希釈剤等を購入できない」の緩和だろう。 

 

特に「７．米国以外の企業からも石油燃料・希釈剤等を購入できない」は、ベ

ネズエラに深刻な燃料不足問題を引き起こした。燃料不足は、大衆の生活に直

結するため、国民に強い不満を与え、グアイド政権の人気を落とすと同時に制

裁の正当性を失わせている原因となっている。 

 

実際のところ、「１」「２」「４」「５」など、「７」よりも国民の生活に悪影響を

与えている制裁はあるが、「１」「２」「４」「５」の影響を正確に理解できるの

は教育レベルの高い人たちで、そういった人は野党支持者が多く、メディアも

積極的に報じない。そのため、国民全体としては「７」の解除を求める声の方

が強い。交渉再開のサインとして最も妥当なのは「７」と「１６」だろう。 

 

いずれにせよ、米国（グアイド政権）から動かなければ、与野党協議は再開せ

ず、選挙による政権交代の道が遠のき、自身の首を絞める結果になるだろう。 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権、米国、ベ

ネズエラ国民の利害が

一致するのは「ガソリ

ンなど石油燃料の輸入

禁止の解除」。 

 

加えて、サアブ氏の解

放も与野党協議再開の

重要なカギになる。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（１月２８日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 6.00 0.00  

PDVSA 4.25 0.00  

PDVSA20 16.00 0.00  

カラカス電力 1.75 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 87.31 2.91   

Brent 89 1.44   

Venezolano Merey(12 月) 54.89 -10.33   

GOLD（オンス） 1,789.1  -2.29   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 10,819  -0.48   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 4.549  -1.25   

並行レート 4.690  -2.90   

（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 

 

 

ベネズエラ公社債については

目立った動きはなかった。 

 

原油価格について、WTI、ブ

レントともに先週比でプラス

に推移している。 

 

為替レートについて、両替テ

ーブル（公定レート）は１ド

ル BsD.４．５４９。並行レー

トは１ドル BsD.４．６９。 

 

今週も為替レートのボリバル

安進行を抑えるため、中央銀

行が両替市場に外貨を投入し

たとされており、ボリバル高

に推移した。 

 

為替レートを安定させたこと

でインフレ抑制に成功してい

るが、無理なレート操作は経

済の歪みを生む。 

必要な対応ではあるが、警鐘

を鳴らす経済専門家が増え始

めている。 

 

以上 

 


