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（写真）与党国会 

“与党国会 新最高裁判事の決定に関する議論を延期” 

 

１． 一週間のまとめ（３月２０日～３月２６日）          

（１）与党陣営の動き  ～最高裁判事 任命が大詰めに～          

 

２２年１月１８日 与党国会は最高裁組織法を改定。 

 

この改定により、最高裁判事の人数は現在の３２人から２０人に減

員することになった（「ベネズエラ・トゥデイ No.705」）。 

 

与党国会は新たな判事を任命するためのプロセスを開始しており、

現在そのプロセスが最終段階に来ている。 

 

３月２５日に行われた与党国会の議題は「最高裁判事を決定する」

というものだったが、当日に同議論の延期が発表された。 

 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～最高裁判事 任命大詰め～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～ファルコン党首、発展進歩党を離党～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～与野党協議再開の準備進む～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ５ｐ 

 

２．制裁緩和で日量８３万バレル増？ 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

３．債務再編までの道のり 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

 

 

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  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a55b991e56e08a61c83d74b6b6fd013.pdf
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従って、現時点で新たな最高裁判事は決まっていないが、いつ決まってもおか

しくない状況になっている。 

 

当然ながら最高裁判事の任命はベネズエラの政治に大きな影響を与える。 

 

最高裁判事、特に最高裁判長は「司法権」のトップであり、最高裁判長の采配

によっては「行政（マドゥロ政権）」を倒壊させることも可能だ。逆も然りで

最高裁判事が与党寄りであれば民意と関係なく、「行政（マドゥロ政権）」を維

持することも可能となる。最高裁判事の任命は、与野党協議にも影響を与える

ことになるだろう。 

 

３月２５日 与党国会のロドリゲス議長は、「最高裁判事を数時間で決定する

ことは困難」と指摘。「もう少し時間をかけ様々なセクターの意見を聞き、再

び判事任命を検討する。最高裁判事の任期は１２年間だ。判事の任命はベネズ

エラの未来にポジティブにもネガティブにもなり得る」との見解を示した。 

 

上記の通り、いつ最高裁判事が任命されても不思議ではない状況になっている

がこの決定は米国との交渉にも影響を与えることになるため様子見されたと

いうことではないだろうか。仮に与野党協議を受けて最高裁判事を任命するの

であれば、新判事の任命はかなり先になりそうだ。 

 

他、経済分野について、マドゥロ政権は２００８年に故チャベス元大統領が接

収したカラカスのカンデラリア地区にある大型ショッピングセンター「Sambil」

を元の所有者に返還した（「ベネズエラ・トゥデイ No.730」）。 

 

接収後は住居を失った市民の住居用になっていたが、資産返還を受けて

Sambil のオーナーは、ショッピングセンターとしての活動を再開するための

改修工事を実施すると発表。２２年末あるいは２３年５月に活動を再開すると

の見解を示した。 

 

与党国会によると、今回の施設返還はベネズエラで最も大きな経済団体「ベネ

ズエラ経団連（Fedecamaras）」との協議の結果だという（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.731」）。 

 

こういった目に見えるマドゥロ政権の方針転換も米国との交渉を踏まえたも

のなのかもしれない。 

POINT 

 

 

 

与党国会 新最高裁判

事の決定を延期。 

 

与野党協議、米国との

協議を踏まえて、様子

を見ている可能性が高

い。 

 

０ ８ 年 に 接 収 し た

Sambil 施設を元オー

ナーに返還。経済方針

の変更も徐々に進んで

いる印象。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
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（２）野党陣営の動き ～ファルコン党首、発展進歩党を離党～              

 

３月２５日 「発展進歩党（AP）」の党首で穏健野党のリーダー格であるヘン

リー・ファルコン党首は、AP からの離党を発表した。 

 

AP は２０１２年にファルコン党首自身が設立した政党。 

「自身が作った党を離党する」というのは不思議な話だが、AP は水面下で内

部対立が激しくなっていた。 

 

１カ月前の２月にファルコン党首は現在の AP 執行役員に対して、党の抜本的

な更新を発表。党内選挙の実施を求めていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.719」）。

しかし、ロメロ副党首率いる党役員の多くがファルコン党首の方針に異議を唱

え、この求めは通らなかった。 

 

この状況を受けて、ファルコン党首は AP を離党。今後新たな政党を立ち上げ

ると宣言している。AP の認知度が高いのはララ州元知事だったファルコン党

首のネームバリューによるところが大きい。ファルコン党首が抜ければ AP の

力は大きくそがれることだろう。 

 

（３）外国の動き ～与野党協議再開の準備進む～                   

 

今週の外国の動きについて特筆するべきなのはバイデン政権とマドゥロ政権

の制裁緩和に向けた協議に関する情報だろう。本件に関する直近の動きは本稿

の「２．制裁緩和で日量８３万バレル増？」を参照されたい。 

 

他に特筆するほど大きな動きはないのだが、与野党協議の再開に向けた準備は

水面下で着実に進んでいる印象だ。 

 

２０２１年の与野党協議で仲裁役を担ったノルウェー政府の Store 首相は、再

び仲裁役を担う意思を改めて強調。協議の場所を提供していたメキシコの政府

高官もベネズエラを訪問し、マドゥロ政権と意見交換を実施。 

 

来週には与野党協議の再開日程が発表されても不思議ではない雰囲気になっ

ている。 

 

 

POINT 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

穏健野党リーダー、自

身が発足した政党を離

党。 

 

 

 

与野党協議再開に向け

て関係国の動きが活発

化。来週には具体的な

再開日程の発表も。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e75cad2007f67c10940c376dba8a8c3.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」の党員約４０名が離党を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.731」）。先月も１００名超の党員が VP からの離党を表明しており、VP の弱体化が目立っている。 

VP のヒルベル・ガロ氏によると党員の大量離党には裏で独立野党「隣人の力（FV）」が関わっているという。ガ

ロ氏は自身のツイッターで FV が役職などを提示し VP 党員を引き抜いていると指摘。FV に対して、党員の勧誘を

止めるよう求めた。 

 

また、３月２８日からベネズエラの全教育施設の活動が再開する。これまで制度としては１２歳以上の子供だけが

通学形式の学校を再開していたが、２８日より全年齢で通学形式の学校が再開することになる（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.732」）。 

 

 

表：　３月２０日～３月２６日に起きた主なイベント

内容

３月 ２０日 日

２１日 月 Covid-１９隔離緩和週

マドゥロ政権　大型ショッピングセンターSambilを元オーナーに返還

２２日 火 （非公式）米国政府高官とマドゥロ政権関係者が協議を実施？

「大衆意思党（VP）」　党員約４０名が離党を表明

２３日 水

２４日 木

２５日 金 与党国会　新最高裁判事の任命を延期

２６日 土 APファルコン党首が離党を発表、新政党を立ち上げ予定

表：　３月２７日～４月３日に予定されている主なイベント

内容

３月 ２７日 日

２８日 月 Covid-１９隔離緩和週

全教育施設の活動を再開

２９日 火

３０日 水

３１日 木

４月 １日 金

２日 土

３日 日

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.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（３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 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１５日 0 185.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 185.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 16,776.8 22,352.7

国債２２ ３月２３日 2,000 1,721.3

国債２７ １０月１５日 0 1,480.0

国債３８ １０月３０日 0 350.4   グレースピリオド切れ（１回目）

8,049 13,659.0   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）

16,776.8 22,168   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）

  政府組織１００％保有債券   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 21,708.0 電力公社 677.6

PDVSA 16,558.9 合計 38,944.516,558.9

Grace Period

期間中含む

21,893.0

39,129.5

Grace Period

期間中含む

総計

677.6

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２７
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２．制裁緩和で日量８３万バレル増？                                 

 

ロシアがウクライナへ侵攻したことを受けて、米国はロシアからの原油輸入

を禁止した。欧州もロシアからのエネルギー輸入禁止を検討しており、世界

的なエネルギー供給不足の懸念が拡大、原油価格が高止まりしている。 

 

原油価格の高騰は経済に大きな影響を与える。 

現在米国は記録的な物価高騰が起きているが、原油価格上昇はこの勢いに拍

車をかける。経済が悪化すれば、政権支持率が低下することにもなる。 

 

特にバイデン政権は２０２２年１１月に中間選挙を控えており、原油価格の

高騰に歯止めをかける必要がある。 

 

そのため、ロシアから調達できなくなった原油をベネズエラで代替するとの

案が本格的に動き始めており、３月５日にバイデン政権高官とマドゥロ大統

領らが会談を実施（「ベネズエラ・トゥデイ No.724」）。 

 

非公式ではあるが、報道によると３月下旬に２度目の協議も行われたという

（「ベネズエラ・トゥデイ No.731」）。 

 

制裁緩和に強く反対する一部のグループはいるが、協議は前進しているよう

に見える。 

 

報道によると、シェブロンがベネズエラで産油活動・販売を再開する方向で

準備を進めており、今週、同社役員らがベネズエラを訪問し、事業再開につ

いて具体的な検討をしたと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.732」）。 

 

PDVSA 採掘部門の Juan Szabo 元役員によると、シェブロンはベネズエラ国

内で４社の PDVSA との合弁会社を持っており、米国政府が制裁を緩和し、

同社がベネズエラで活動を再開した場合、日量２３万バレルを増やすことが

出来るという。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

 

石油産業への制裁緩和

の交渉、障害はあるが

順調に進展している様

子。 

 

 

シェブロンも活動再開

に向けた動きが見えて

いる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c51af958e5a876ed509d4bce6951898f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
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また、ベネズエラ人記者で野党系メディア「RunRun」のオーナー、ネルソ

ン・ボカランダ氏によると、シェブロン以外に１１のエネルギー会社がベネ

ズエラ国内で活動を再開する可能性があるという。 

 

具体的には「Petroboscán」「Petropiar」「Sinovensa」「Petrodelta」

「Petrozamora」「Petroregional」「Petroquiriquire」「Petrosucre」などの名

前が挙がっている。 

 

Juan Szabo 元 PDVSA 役員によると、仮に制裁が緩和されて、その後も順調

に進み、上記の外国企業がベネズエラで活動できるようになった場合、２０

カ月で日量８３万バレル産油量を増やすことが可能だという。仮に１バレル

１００ドルで日量８３万バレルを輸出した場合の年間収入は約３００億ドル

になる。 

 

この２０カ月の間には２つのフェーズがあり、第１フェーズはそこまで大き

く産油量は増えないが、その後産油量の伸びが加速すると指摘。 

 

第１フェーズでは日量２２万バレルの増産が可能だが、そのためには２０２

３年４月までに４１億ドルの投資が必要になるという。 

 

そして、第２フェーズを経て日量８３万バレルの産油量を増やすことが可能

だが、そのためには２３年４月～１２月にかけて６９億ドルの投資が必要。 

つまり、総額１１０億ドルの投資が必要になるという。 

 

更に輸出先を現在の中国から北米にシフトすることで輸送コストが減少し、

最大で１００億ドルの収入増も見込めるという。 

 

ただし、産油量を増やすためには発電システムの改修など石油産業以外に改

善が必要な部分がある。 

 

発電施設の改修はベネズエラ政府が行うもので、当然融資が必要になる。 

デフォルト状態にあり、且つ国際的に「誰がベネズエラ政府か」の見解が一

致していない状態で、ベネズエラ政府が外国から融資を得ることは困難。 

 

ベネズエラを米国の原油供給先としたいのであれば米国政府はこの問題（債

務再編・融資問題の解決）も同時に考える必要がある。 

POINT 

 

 

 

シェブロン以外の外国

企業も活動を再開する

可能性があり、２０カ

月で日量８３万バレル

増産する可能性も。 

 

 

ただし、産油量増には

電力など社会インフラ

の整備が必要。つまり、

マドゥロ政権への融資

が必要になる。 
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３．債務再編までの道のり                                      

 

前述の通り、現在バイデン政権とマドゥロ政権は石油産業に科している制裁緩

和に向けて協議を進めている。 

 

石油産業への制裁緩和はベネズエラにとってプラスの話であることは間違い

ないが、多くの日本企業にとって最も大きな関心事は累積した商業債務の支払

いや外貨建債券の支払いなど債務再編に関するテーマだろう。 

 

以下では債務再編に関する筆者の考えを記載したい。 

 

まず報道を見る限り、少なくとも現段階で債務再編に関する交渉はバイデン政

権とマドゥロ政権の協議のテーマに入っていない。 

 

しかし前述の通り、社会インフラを整備しなければ、石油産業への制裁を緩和

しても大きな成果は得られない。また、電力不足は石油産業に限らず、ベネズ

エラの全ての企業・市民の問題であり、人道的な見地から対策を取る必要に迫

られている。 

 

そう考えると、石油産業の制裁緩和とセットに近い形で債務再編に関するテー

マも議論されることになると思われる。 

 

ただし、債務再編問題を前進させるためには大きな課題をクリアする必要があ

る 

 

それは「グアイド暫定政権」の存在だ。 

 

米国政府はグアイド暫定政権をベネズエラの政府と認識しているため、債権者

はグアイド政権と債務再編について話し合わなければならない。しかし、グア

イド暫定政権は収入源を持っておらず、支払いスケジュールについて話せる相

手ではないため、まともな債務再編交渉は行われていない。これが債務再編が

止まっている最も大きな要因である。 

 

つまり、ベネズエラが債務再編を行い、再び国際社会で融資を得られるように

なるためにはグアイド暫定政権を消滅させなければならない。 

POINT 

 

 

産油量増加には社会イ

ン フ ラ の 整 備 が 不 可

欠。 

 

融資が得られる状態に

戻すためには、債務再

編をしなければいけな

い。 

 

マドゥロ政権が債務再

編交渉を進めるために

はグアイド暫定政権を

消 滅 さ せ る 必 要 が あ

る。 



 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２４６   ２０２２年３月２７日（日曜） 

9 

 

 

米国が「グアイド暫定政権が正当なベネズエラ政府」という認識を撤回し、マ

ドゥロ政権が実行支配している事実を容認すれば良いだけの話だが、米国政府

もこれまで掲げてきた主張を容易に覆すわけにはいかない。 

もちろん野党の顔を立てる必要もあり、どのようにソフトランディングさせる

かが重要になる。 

 

実際に最近のバイデン政権の動きを見る限り、バイデン政権はグアイド暫定政

権と距離を置き始めている印象だ（「カントリーリスク・レポート No.244」）。 

 

バイデン政権は遅くとも２０２３年１月に国会議長（暫定大統領）が交代する

タイミングで「グアイド暫定政権がベネズエラの正当な政府」という認識を撤

回し、マドゥロ政権がベネズエラを実効支配していることを認識する可能性が

高いと考えている。 

 

そして、２３年１月にグアイド暫定政権をスムーズに消滅させるための口実を

作るために与野党協議を行い、マドゥロ政権と野党に一定の合意を結ばせるこ

とで、暫定政権を終了させようと考えているのではないだろうか。 

 

現在、与野党協議は４月か５月に再開する可能性が高い。 

 

過去の経験上、協議で何らかの結論を出すまでには少なくとも２カ月はかかる。 

 

今後のスケジュール感としては、 

２２年４月に与野党協議が再開し、 

２２年６月～９月頃に石油産業に関する制裁緩和で合意が成立 

（マドゥロ政権側からも選挙に関する制度で一定の譲歩を得る） 

その後も協議を続け、 

２２年１１月～１２月にグアイド暫定政権を終了させる方向で話がまとまり、 

２３年１月にベネズエラ政府をマドゥロ政権に一本化する。 

 

そして、米国政府がマドゥロ政権との債務再編にゴーサインを出すことで、初

めて債務再編交渉を進めることが可能となる。つまり、本格的に債務再編交渉

が始まるのは２３年１月以降になるのではないだろうか。 

 

なお、債務再編がどのような内容になるのかを断言することは出来ないが、一

定の債務減免は必要になると理解している。 

POINT 

 

 

 

米国のメンツを潰さな

いよう「与野党協議の

結果グアイド暫定政権

を終了する」という口

実が必要。 

 

 

メインシナリオは２３

年１月に暫定政権が終

了し、債務再編交渉が

開始。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/788ef7284650fd695e625f58f8e75e69.pdf
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ただし、そこまで大きな減免（例えば現在のベネズエラ債の市場価格を参考に

額面９０％超の減免など）にはならない印象を受けている。 

 

「カントリーリスク・レポート No.244」で紹介した通り、２０２０年、２１

年の原油輸出収入は１００億ドル以下だったとされる。 

 

これは年間の原油収入が１００億ドル以下でも曲がりなりにも生き延びるこ

とができる政治・経済体制になっているということでもある。 

 

「カントリーリスク・レポート No.244」の楽観的なシナリオでも触れたが、

仮に現在の原油価格で産油量が増加し、制裁回避のために漏出していたコスト

が削減されれば２０２２年は２０２１年と比べて２００～３００億ドルほど

外貨収入が増える可能性がある。 

 

もちろんベネズエラにはやらなければならないことが山積しているが、これだ

け収入が増えれば一部を債務の返済に充てることも可能だろう。 

 

あるいは、数年後から債務返済を再開するなど一定のモラトリアム期間を設け

ることで、債権者と合意を交わすのではないだろうか。また、原油の市場価格

に応じて返済率が変動するような仕組みも十分に考えられる。 

 

債券保有者と債務再編で合意できない限り、マドゥロ政権は国際社会で外貨建

債券を発行できないため、マドゥロ政権は積極的に債券保有者との債務再編交

渉を行い、合意しようとすると思われる。 

 

ただし、商業債務については債券とは状況が異なる。 

 

恐らくマドゥロ政権は支払いが滞った商業債務の支払いには消極的だろう。 

 

マドゥロ政権が過去の商業債務を支払う相手は、ベネズエラで再び商活動する

ことを約束する企業に対してのみ（返済した金額をベネズエラに再投資させる

ことが前提など）で、返済後にベネズエラ事業から手を引く企業には商業債務

を返済しない可能性が高い。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

石油産業があれば債務

の支払い原資はねん出

可能。 

 

マドゥロ政権は債券保

有者と優先的に交渉を

進めると思われる。 

 

一方、商業債務の返済

については消極的。ベ

ネズエラへの再投資を

条件とした返済はあり

得るだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/788ef7284650fd695e625f58f8e75e69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/788ef7284650fd695e625f58f8e75e69.pdf
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（３月２５日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 9.00 12.50  

PDVSA 7.00 -6.67  

PDVSA20 17.00 -15.00  

カラカス電力 1.75 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 112.58 7.23   

Brent 119.24 10.45   

Venezolano Merey(2 月) 71.02 11.70   

GOLD（オンス） 1,955.5  1.80   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 10,804  -0.52   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 4.364  1.29   

並行レート 4.440  1.60   

（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 

 

 

ベネズエラ債券について、国

債は先週比プラス、PDVSA 債

は先週比マイナスとなった。 

 

バイデン政権とマドゥロ政権

の協議開始により一時債券価

格が上昇したが、その影響で

不安定な動きとなっている。 

 

 

原油価格は WTI、ブレントと

もに上昇。３月２５日、サウ

ジアラビアで反政府勢力が石

油施設を攻撃したことで、エ

ネルギー供給の懸念が更に拡

大している。 

 

為替レートは公定レート（両

替テーブル）、並行レート共に

１ドル BsD.４．３～４．５の

水準で安定している。 

 

 

以上 

 


