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（写真）リック・スコット元フロリダ州知事ツイッター 

“グアイド政権ミッション団 米国で政府関係者らと会談” 

１． 一週間のまとめ（６月２０日～６月２６日）          

（１）与党陣営の動き                      

   ～カラボボ勝戦記念日 マドゥロ大統領出席せず～          

 

２０２１年６月２４日はベネズエラの祝祭日「カラボボ勝戦記念日」

２００周年。同日を記念し、ベネズエラ（カラボボ州）では大規模

な軍事パレードが行われた。 

 

ただ、カラカスでは「米州ボリバル同盟（ALBA）」の首脳会合が開

催されたこともあり、マドゥロ大統領は「カラボボ勝戦記念日」の

軍事パレードには出席しなかった。 

 

２００周年記念に大統領が出席しないのは、異例なことであり一部

では同イベントにマドゥロ大統領を攻撃する計画があったのでは

ないかと報じられている。 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～カラボボ勝戦記念日 

マドゥロ大統領出席せず～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～グアイド政権ミッション団 米訪問～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～欧米・カナダ 共同声明を発表～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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 

 

２．２１年７月に大きく動く可能性 

～与野党合意成立の噂流れる～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．Monomeros 野党の不正疑惑告発 

・・・・・・・・・・・・・・ ９p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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実際に２０１８年８月には軍事イベントに参列したマドゥロ大統領がドロー

ン攻撃を受けたことがある。ここ最近、軍内部でマドゥロ政権転覆を企てる計

画は下火になっているようだが、完全に消えたわけではないのかもしれない。 

 

 

（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッター 

 

他方、６月２５日 コロンビアでは、ドゥケ大統領がヘリコプターでベネズエ

ラとの国境の町ククタに向かっていたところ、何者かにヘリコプターが銃撃さ

れる事件が起きた。ヘリコプターにはドゥケ大統領の他にモラノ国防相、パラ

シオス内務相も同乗しており、もし墜落した場合は前代未聞の大事件になって

いただろう。 

 

コロンビア当局は、ドゥケ大統領らを襲ったグループは、ベネズエラ国軍が使

用する銃を使用していたと発表。これを受けて、グアイド政権は「マドゥロ政

権がゲリラ組織に武器を提供している証拠」と指摘。今回の事件にマドゥロ政

権が間接的に関与している可能性を示唆した。 

 

なお、ドゥケ大統領らが攻撃される前、北部の町サルディナタで麻薬対策を視

察しており、この攻撃は同地域で麻薬取引をしている組織の警告との見方が強

い。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

マドゥロ大統領 カラ

ボボ勝戦記念日の軍事

パレードに出席せず。 

 

軍部によるマドゥロ政

権転覆計画の存在？ 

 

コロンビアのドゥケ大

統領 ベネズエラ国境

へ視察する途中に銃撃

にあう。攻撃した銃は

ベネズエラ国軍のもの

と発表。 
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（２）野党陣営の動き ～グアイド政権ミッション団 米国訪問～                   

 

前号「カントリーリスク・レポート No.207」で、主要野党が制裁緩和につい

て検討をするため欧米にミッション団を派遣するとの話を紹介した。 

 

早速、６月２１日からヘラルド・ブライ氏（元バルータ市長）をリーダーとす

るミッション団が欧米を訪問している。ブライ氏は、今週は米国を訪問（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.616」「No.617」）。来週は欧州（ブリュッセル）を訪問

すると報じられている。 

 

ブライ氏は、会合の内容は明らかにしないと公言。 

実際にこのミッション中にブライ氏が誰と会っているのかは報じられておら

ず、彼の動向はほとんど分かっていない。 

 

他方、報道に見える部分では「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首、

カルロス・ベッキオ在米ベネズエラ代表大使、ノラ・ブラチョ議員、「第一正

義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス幹事長、トマス・グアニパ在コロンビア・ベ

ネズエラ代表大使らが米国の政府関係者らと会合をしている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.617」）。 

 

彼らが面談しているのは、共和党のマルコ・ルビオ議員、リック・スコット議

員などベネズエラ問題に関与するフロリダ州議員ら。この会合後にマルコ・ル

ビオ議員、ロペス VP 党首は共に「有効な条件が引き出せるまで制裁の緩和は

しない」と発言している。 

 

報道で野党関係者が発言している内容はこれまでと大きく変わっておらず、

この発言通りのスタンスを維持するのであれば、与野党合意が成立する見込

みは低い。 

 

他方、報道で見える部分とは別に、ブライ氏が水面下で動いているとの憶測

が流れている。 

 

「２．２１年７月に大きく動く可能性」で後述するが、今回の与野党合意が

成立するとの観測も存在している。 

 

 

POINT 

 

 

 

グアイド政権ミッショ

ン団 米国で政府関係

者らと会合。 

 

同ミッション団のリー

ダーであるはずのブラ

イ氏は米国滞在中メデ

ィアへの露出はゼロ。 

 

報道で見えている内容

とは別に、水面下で交

渉をしているのではな

いかとの憶測あり。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b0f41368965f1dad98692454c32d349.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60160701bb4f7a81d8d6abdbee795012.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60160701bb4f7a81d8d6abdbee795012.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60160701bb4f7a81d8d6abdbee795012.pdf
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（３）外国の動き ～欧米・カナダ 共同声明を発表～                      

 

６月２１日 欧州連合のボレル外交政策委員長は、１１月にベネズエラで行わ

れる州知事選・市長選に選挙監視団を派遣するかどうかを検討する調査員をベ

ネズエラに送ると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.616」）。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」の発表によると、EU の調査員は７月２日にベネズ

エラに到着するという。 

 

また、６月２５日には米国のブリンケン国務長官、欧州連合のボレル外交政策

委員長、カナダのマーク・ガルノー外相は共同声明を発表。 

 

「全ての関係者が関与する包括的な交渉、公職者を決めるための具体的なスケ

ジュールの設定、ベネズエラ国民が大統領選・国会議員選・州知事・市長選で

自由に政治意思を表明できる環境がベネズエラの危機を解決させる」 

との見解を示した。 

 

また、「政治的な理由で不当に拘束された全ての人を無条件で解放すること、

政党の無効解除、メディアを含めた表現の自由の保証、人権侵害を終わらせる

よう求める」とマドゥロ政権に要請。 

 

「これらの事項について信頼できる進展があった場合、喜んで制裁を見直す意

思がある」と表明した。 

 

また、「２１年１１月に行われる選挙について、国際的なスタンダードで民主

的と認識できる選挙が行われるよう要求する。ベネズエラ政治アクターの合意

により食料・医薬品・Covid-１９ワクチンなど人道支援が円滑に進むことを望

んでいる。」とした。 

 

この声明を読む限り「２１年１１月の選挙自体を否定しているわけではなく、

今後行われる大統領選・国会議員選については与野党間で具体的な合意を交わ

し、民主的と呼ぶことができる選挙の実施を求めている」と理解ことができる。 

 

つまり、「大統領選・国会議員選のやり直し」を求めているわけではないのか

もしれない。そうであれば、合意に至る可能性はあるだろう。 

 

POINT 

 

 

 

米国・欧州・カナダ ベ

ネズエラ問題について

共同声明を発表。 

 

① 与野党間の合意 

② 今後の公職選挙スケ

ジュールの確定 

③ 民主的な選挙 

を求める。 

 

この点で具体的な進展

があれば、制裁を緩和

す る 意 思 が あ る と 表

明。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

６月２４日 ベネズエラのニュネス保健相は、Covid-１９を原因とする死者数が累計で３０００人を超えたと発表

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.617」）。この数カ月の間、ベネズエラの１日当たりの Covid-１９感染者数は１，

０００～１，５００人を推移しており、増えてもいないが、減ってもいない状況が続いている。同日、キューバ製

Covid-１９ワクチン「Abdala」が到着。同ワクチンの国外での使用はベネズエラが初めてだという。 

 

なお、アレアサ外相は Covid-１９ワクチン調達を目的にこれまでに COVAX へ支払った約１億ドルを返還するよう

求めた。米国の制裁によりスイスの USB 銀行が１，０００万ドルの送金を止めている。COVAX はこの１，０００

万ドルが着金しない限り、ベネズエラにワクチンを送らないとしており、アレアサ外相は悪意のある妨害と非難し

ている。 

 

表：　６月２０日～６月２６日に起きた主なイベント

内容

６月 ２０日 日

２１日 月 Covid-１９隔離緩和週間

グアイド政権ミッション団　米国に到着

欧州連合　ベネズエラへ調査員を派遣すると発表

２２日 火

２３日 水

２４日 木 カラボボ勝戦記念日　国民の祝日（２００周年）軍事パレード

米州ボリバル同盟（ALBA）首脳会合開催

学生の抗議行動　カラカスで実施も参加者少数。

２５日 金 コロンビア　ドゥケ大統領　ククタで攻撃受ける

２６日 土

表：　６月２７日～７月４日に予定されている主なイベント

内容

６月 ２７日 日

２８日 月 Covid-１９隔離週間

２９日 火

３０日 水

１日 木

２日 金 欧州連合の調査員　ベネズエラに到着予定

３日 土

４日 日

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60160701bb4f7a81d8d6abdbee795012.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（６月２５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 ５月１３日 0 823.7 PDVSA２４ ６月１６日 0 1,200.0

国債２５ ５月２１日 0 489.5 PDVSA２１ ６月１７日 1,596 861.6

国債２６ ５月２１日 0 1,410.0 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,169.6

国債２３ ６月７日 0 720.0 PDVSA２２O ３月１７日 2,000 1,338.8

国債２８ ６月７日 0 740.0 PDVSA２７ ５月１２日 0 564.4

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ ５月１２日 0 288.8

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 630.0

国債３６ １月２９日 0 1,137.5 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ２月１３日 0 492.2 6,280 7,347.9

国債３１ ３月５日 0 1,756.9 0.0 0.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 13,978.8 18,932.6

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8

国債２２ ３月２３日 1,000 1,338.8

国債２７ ４月１５日 0 1,295.0   政府組織１００％保有債券

国債３８ ４月３０日 0 306.6   グレースピリオド切れ（１回目）

7,049 11,557.2   グレースピリオド切れ（２回目）

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（３回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（４回目）

13,978.8 18,933   グレースピリオド切れ（５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（６回目）

  グレースピリオド切れ（７回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（８回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 18,606.2 電力公社 677.6

PDVSA 13,627.7 合計 32,911.4

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

32,911.4

13,627.7

総計

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

32,911.4

18,606.2 677.6
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２．２１年７月に大きく動く可能性 ～与野党合意成立の噂流れる～                                  

 

様々な憶測が飛び交う中、ここ数日は与野党合意が現実味を帯びているのでは

ないかとの期待を込めた観測が流れている。 

 

本稿「１．（２）野党陣営の動き」の通り、グアイド議長が派遣したミッション

団は欧米を訪問している。同時並行でマドゥロ政権のアレアサ外相はロシアを

訪問し、ラブロフ外相と協議をしている。 

 

グアイド政権がミッション団を派遣した数日前、アレアサ外相はトルコで欧州

のボレル外交政策委員長と会合を実施。１１月２１日に予定されている州知事

選・市長選に監視団を派遣するかどうかを検討するための調査員をベネズエラ

に送ることで合意した。 

 

また、主要野党内でも１１月の選挙（特に州知事選）に参加するべきとの声は

強い。 

 

正式な発表ではないが、「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首はス

リア州知事、ルイス・フロリド元議員（「大衆意思党（VP）」の党員だったが、

選挙参加を志向したため除名され、現在は「新時代党（UNT）」所属）はララ

州知事、「第一正義党（VP）」のカルロス・オカリス元スクレ市長はミランダ州

知事への出馬を希望しているという。 

また、「行動民主党（AD）」は現在も３名の党員が州知事（タチラ州・アンソア

テギ州・ヌエバエスパルタ州）を務めており、少なくともこの３名は再出馬す

る見通しだ。 

 

他に主要野党に属するボリバル州の地方政党「LCR」のアメリコ・デ・グラシ

ア氏は、主要野党から離脱し、ボリバル州知事選に出馬すると宣言。既に選挙

キャンペーンを開始している。 

 

グアイド政権（「大衆意思党（VP）」）は、有利な条件を引き出せるまで選挙に

は参加しないとのスタンスを固辞しており、表面上はこのスタンスを変えてい

ないが、VP 以外の主要野党（AD、UNT、PJ）の不満は限界に達している。 

 

 

POINT 

 

 

グアイド政権のミッシ

ョン団 欧米で制裁緩

和について協議。 

 

アレアサ外相も EU の

ボ レ ル 外 交 政 策 委 員

長、ロシアのラブロフ

外相と協議。 

 

VP 以外の野党政党は

１１月の州知事選参加

の準備を進めており、

野党内の団結も限界に

達している。 
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この不満因子の旗振り役は、PJ のカプリレス元ミランダ州知事。 

今週に入り「Bloomberg」は、マドゥロ大統領とカプリレス元知事に独占イン

タビューを実施（「ベネズエラ・トゥデイ No.615」）。一方、グアイド政権への

インタビューは行っておらず、「Bloomberg」の意図が垣間見える。 

 

「Bloomberg」は、金融系メディア。ベネズエラは多くの未払い債務を抱えて

おり、制裁が解除されない限り、債務再編は進展しない。制裁緩和を求めるカ

プリレス元知事の方針が「Bloomberg」の読者の望む方向ということだろう。

金融業界以外に「Chevron」「Eni」「Reliance」など外国のエネルギー企業も制

裁緩和を求めている。 

 

また、ベネズエラ国内では制裁で PDVSA が燃料の輸入ができなくなったこと

で深刻な燃料不足に陥っている。この燃料不足は民間企業も含めて経済に大き

な支障をきたしており、ワクチンを調達する費用を送金することもできない。 

 

主要野党は制裁を正当化しなければならない一方で、現在の膠着状態を打開し

なければならず、厳しい状況に追い込まれている。 

 

この流れの中で、一部の債券保有者（特に CITGO の株式５０．１％が担保に

設定されている PDVSA２０の債券保有者）は、マドゥロ政権の金融アドバイ

ザーのパトリシオ・リベラ氏（エクアドルの元財務相）を通じて交渉を行って

おり、債券を石油・国営企業の株式などと交換する交渉を行っているという。 

与野党合意の成立は債券価格にプラスの影響を与えることになるだろう。 

 

「カントリーリスク・レポート No.183」で、米国の制裁ライセンスのリスト

を紹介した。当時のリストにもあるが、「制裁ライセンス５Ｆ」に「PDVSA２

０年満期債に対する特例措置」というライセンスがあり、PDVSA２０の債権者

の訴訟を禁止しているが、この有効期限が２１年７月２１日に失効する。 

 

また、７月１９日～２１日には英国に保管されている中央銀行の GOLD（１４

～１５億ドル相当）の裁量権を巡り、グアイド政権の弁護士とマドゥロ政権の

弁護士が協議を行う。 

 

８月９日に州知事選・市長選の立候補者受付期間が始まる。今後の予定を踏ま

えると７月には大きな動きが起きる可能性がある。 

 

POINT 

 

 

金融業界・エネルギー

業界・ベネズエラ国内

でも与野党合意を望む

声が強く、グアイド政

権に圧力がかかってい

る。 

 

 

一部の債券保有者は、

未払債権と国営企業の

株式あるいは原油の交

換について協議を行っ

ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df8c022975f01abf48fa9e1e4035de2d.pdf
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３．Monomeros 労組 役員の職権乱用を告発                                  

 

以前「カントリーリスク・レポート No.163」「No.164」でベネズエラの国営石

油化学会社「Pequiven」傘下のコロンビア企業「Monomeros」にまつわる汚

職疑惑を紹介したが、今回「Monomeros」に関する新たな汚職疑惑が報じら

れた。 

 

マドゥロ政権とコロンビアのドゥケ大統領の関係は極めて悪く、コロンビアに

ある「Monomeros」のコントロールは、グアイド政権に移っている。この告発

はグアイド政権に任命された「Monomeros」役員が権限を乱用し会社に不利

な契約をしているというものだ。 

 

この告発は厳戒令が布かれているのか、ベネズエラ国内のメディアではほとん

ど報じられていないが、「Monomeros」の労働組合が署名入りで告発しており、

その信ぴょう性は高い。 

 

こ の告発 書では 、「 Monomeros 」役員 がパナマ の会社 と 「 Acuerdo de 

Colaboracion Empresarial（会社同士の協力合意）」という名前の契約を締結し

たが、その内容が「Monomeros」の経営に悪影響を及ぼすものだと書かれて

いる。 

 

この告発文では、、「Monomeros」とパナマの会社が交わした契約は、目的も

業務内容も曖昧で、この契約の利益に関する計算基準も曖昧だという。また、

この契約によって生じた利益の４０％を「Monomeros」、６０％をパナマの会

社に配分することになっているという。 

 

他、契約書には契約相手（パナマの会社）が“契約する事項について深い経験を

有している“と書かれているが、この会社がパナマに登記されたのは２０１８

年で、パナマの商業省に登録がなく、２０１８年の会社登記から現在まで活動

実態がないという。また、この契約を締結する際に参考とする企業の財務諸表

が確認できていないという。 

 

またこの契約の期間は１５年間と長く、社内の法務担当 Angeria Sierra 

Bustillo 氏が１５年ではなく、最大でも３年にするよう勧めたが、「Monomeros」

の役員が権力を乱用して１５年でこの契約を締結したという。 

POINT 

 

 

 

 

コ ロ ン ビ ア に あ る

「Pequiven」傘下の企

業「Monomeros」、パナ

マの会社と不透明な契

約を締結。 

 

 

契約相手に有利な条件

になっており、契約相

手の素性はほとんど不

明。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed0a7c12e2c30e2a4cfc77ae0e4da9cb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df53dee1b87980f4b4c54e8cc8059055.pdf


 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２０８   ２０２１年６月２７日（日曜） 

10 

 

 

他、現在「Monomeros」の役員を務めている Guillermo Rodriguez Laprea 氏

は、以前は「Pacifico 195 SAS」という会社の社長だったが、この「Pacifico 

195」ともパナマの会社と同じ内容の契約を締結しようとしているという。 

 

本件について、米国マイアミでベネズエラ情報を配信するパトリシア・ポレオ

記者（急進野党系）は、労働組合が訴えている「パナマの会社」の名前は

「LIONSTREET VENTURES CORP SA」と暴露。 

 

ポレオ記者がこの会社の登記情報を確認したところ、この会社の住所には会社

の実態はなく、ペーパーカンパニーだという。 

 

また、この会社の社長はリカルド・ホセ・ロドリゲスというベネズエラ人だが、

この人物はパナマペーパー（パナマの法律事務所モサック・フォンセカによっ

て作成された租税回避に関する機密文書）に名前が挙がっているという。 

 

実際のところ、どうして「Monomeros」が「LIONSTREET VENTURES」と契

約を締結したのかは分からない。また、この契約にどのような形で主要野党が

絡んでいるのかも明らかになっていない。 

 

ただ、ポレオ記者曰く、「Monomeros」の Carmen Elisa Hernández 社長は、

「大衆意思党（VP）」レオポルド・ロペス党首の関係者で、今回の契約の裏に

はロペス党首の裏の資金源を作る目的があると睨んでいる。 

 

また、ポレオ記者によると、現在この告発をした労働組合の幹部は Carmen 

Elisa Hernández 社長に解雇圧力をかけられているという。 

 

他、野党国会の急進野党議員グループが、本件について追及するため野党国会

での発言を求めているが、今週の野党国会の議題には上がっていないと指摘。 

グアイド政権は、このテーマについて明らかにする意思がないと訴えた。 

 

米国・野党はマドゥロ政権に制裁を科している理由として、「汚職をするから」

と説明しているが、野党が政権をとっても（おそらく急進野党が政権をとって

も）ベネズエラから汚職が無くなることはないだろう。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

契約先「LIONSTREET 

VENTURES」はペーパ

ーカンパニー。 

 

ポレオ記者、契約相手

はレオポルド・ロペス

党首の関係者と指摘。 

 

「Monomeros」の収益

を裏金にしようとして

いる可能性がある。 
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３．ベネズエラ債券・経済指標の増減（６月２５日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.25 0.00  

PDVSA 5.00 0.00  

PDVSA20 25.00 0.00  

カラカス電力 3.00 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 74.25 3.64   

Brent 75.79 3.35   

Venezolano（6 月 18 日） 54.95 4.45   

GOLD（オンス） 1,779.5  0.99   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,210  -0.24   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 3,196,903  1.86   

並行レート 3,200,593  0.62   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

 

原油価格は引き続き上昇。 

WTI、ブレントは先週比３．

５％前後上昇している。 

 

ベネズエラ産原油についても

先週比約４．５％上昇した。 

 

外貨準備については、今年に

入ってから６２～６３億ドル

を推移しており、ほとんど変

わっていない。 

 

この外貨準備の中には外国に

ある凍結資産も含まれてお

り、多くは動かせないという

のが実態だろう。 

 

為替レートは引き続きボリバ

ル安に推移しており、両替テ

ーブル、並行レートともに１

ドル約 BsS.３２０万となって

いる。 

 

以上 

 


