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（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッター 

“アプレ州での軍部・ゲリラ組織との衝突の正当性を主張” 

１． 一週間のまとめ（３月２１日～３月２７日）          

（１）与党陣営の動き ～Covid-１９ワクチン調達で動き～            

 

今週は Covid-１９ワクチン調達に関していくつかの動きがみられ

た。 

 

前号「カントリーリスクレポート No.194」で紹介した通り、グア

イド政権は COVAX ファシリティを通じてワクチンを購入するため

約３，０００万ドルの予算を承認した。 

 

本件について、３月２４日 マドゥロ大統領は「国内で使用が認め

られていないワクチンをベネズエラ国内で使用することはできな

い」と発言。「ベネズエラは自国民に対して使用するワクチンは自

国で決める権利がある」と主張し、アストラゼネカ社のワクチンの

使用を認めない方針を示した。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～Covid-１９ワクチン調達で動き～ 
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軍部と FARC の衝突を非難～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 
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・・・・・・・・・・・・・・ ５p 
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２．制裁がなければベネズエラの 

産油量は現在の２～３倍 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．ロドリゲス氏の野党戦略への提言 

・・・・・・・・・・・・・・ 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  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a39bf54421944c6c6996249f1a5eb410.pdf
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加えて、COVAX ファシリティを運営している「米州保険機構（OPS）」に対し

て、ワクチン受け入れの条件を通達していると説明。恐らく、現在使用が許可

さ れ て い る ロ シ ア 製 ワク チ ン 「 Sputnik V 」あ る い は 中 国 製 ワ ク チン

「Sinopharma」の調達を求めていると思われる。 

 

そして、３月２７日 「世界保健機構（WHO）」のテドロス・アダノム局長は、

自身のツイッターで「デルシー・ロドリゲス副大統領とベネズエラへのワクチ

ン調達について建設的な意見交換を行った。WHO と COVAX は早急にベネズ

エラにワクチンを届けるよう努力する。」と投稿。協議にはテドロス局長の他、

OPS の Clarissa Etinne 氏も参加していたという。 

 

テドロス局長が投稿した通り、OPS がベネズエラ国民へのワクチン接種を優

先的に考えるのであれば、「Covax ファシリティ」がベネズエラに供給するワ

クチンは「Sputnik V」か「Sinopharma」になりそうだ。 

 

マ ド ゥ ロ 政 権 側 の 動 き と は 別 に ベ ネ ズ エ ラ で 最 も 大 き な 経 済 団 体

「Fedecamaras」もワクチン調達に関する提言を行った（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.578」）。Fedecamaras のリカルド・クサノ代表は、民間主導で６００

万個のワクチンを調達することを提案した。物流についても医療品の物流を専

門に扱う「Meditron」という会社が引き受けるという。 

 

この６００万個のワクチンのうち、４８０万個は加盟企業の労働者およびその

家族に摂取し、１２０万個はマドゥロ政権側が使用するという内容。前号「カ

ントリーリスクレポート No.194」では、「５００万個のうち１００万個をマド

ゥロ政権に渡す」という話だったが、１００万個増えたようだ。 

 

なお、クサノ代表はこの提案をマドゥロ政権に挙げており、調達するワクチン

の種類もマドゥロ政権の支持に従うとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

マドゥロ政権 ワクチ

ンは使用を許可された

ワクチンでなければな

らないと主張。アスト

ラゼネカ社のワクチン

調達を拒否。 

 

 

Fedecamaras  民 間

主導で６００万個のワ

クチン調達を提案。 

マドゥロ政権の合意を

受けて、実行を約束。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a39bf54421944c6c6996249f1a5eb410.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a39bf54421944c6c6996249f1a5eb410.pdf
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（２）野党陣営の動き ～アプレ州で起きた軍部と FARC の衝突を非難～                   

 

経済界は政権交代が容易ではないとの認識のもとで、これまでの方針を見直

し現実的な対応を執っているが、グアイド政権はこれまで通りの対応を続け

ている。 

 

今週、特に問題になっているのはコロンビアと国境を面するアプレ州で起き

たベネズエラ軍・警察とゲリラ組織との衝突だ。３月２１日から連日のよう

に軍部とゲリラ集団が衝突を繰り返している。 

 

マドゥロ政権は「同ゲリラ組織が非人道的な手段で住民に違法採掘を強いて

いたため、軍部が取り締まりを行っている。」と説明している。 

 

一方、グアイド政権は「軍と衝突しているゲリラ組織は「コロンビア革命軍

（FARC）」の残党で、マドゥロ政権と協力関係にあるイバン・マルケス氏ら

が率いる FARC 一派と敵対関係にあるグループ」と説明。「マドゥロ政権は協

力関係にある FARC を支援するために軍を動員し、その影響で数千人の人々

が住居から追い出された」と指摘している。 

 

また、ベネズエラ警察がコロンビア国籍を持っている地元住民を射殺。 

射殺された住民にゲリラ服を着せ、ゲリラ犯に仕立て上げたとの訴えも報じ

られている。 

 

国境での緊張の高まりを受けて、コロンビア政府がアプレ州国境周辺に２，

０００名のコロンビア軍人を派遣。コロンビアのドゥケ大統領もグアイド政

権の主張を支持し、マドゥロ政権を非難している。 

 

これに対して、マドゥロ政権は「米国・コロンビアのメディア工作」と反

論。政治衝突が深刻化している。 

 

マドゥロ政権と同様にグアイド政権もこれまで何度となく虚偽の発言・工作

をしてきたため、率直に言って、どちらが正しいか分からない。 

 

特に４月１９日から学生を中心とする抗議行動が予定されている。今回の問

題を大きくすることで、抗議行動を盛り上げる目的があるのかもしれない。 

 

POINT 

 

 

 

グアイド政権 アプレ

州で起きている軍・警

察部隊とゲリラ組織と

の衝突を非難。 

 

マドゥロ政権が FARC

を 支 援 し て い る と 主

張。 

 

ドゥケ政権も加わり、

政治対立が深刻化。 
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（３）外国の動き ～ボナイレの原油ターミナル倒産～                      

 

３月２３日 「ロイター通信」は、PDVSA がボナイレ（オランダ領の島）に

保有している原油ターミナルを運営する「BOPEC」が倒産したと報じた。 

倒産の理由について、BOPEC は「米国の制裁を理由にこれ以上、債務を支払

い続けることができなくなったため」と説明している。 

 

「BOPEC」は、１，０００万バレルの原油を貯蔵することができる施設。 

外国に原油を輸出する際の PDVSA の最重要拠点である。 

 

現在は、制裁の影響で原油輸出網が混乱しており、原油の船上受け渡しなどが

増えているため、BOPEC の倒産が PDVSA に与える影響は甚大なものとは言

えないだろうが、将来的には大きなマイナスになるだろう。 

 

グアイド政権が外国にあるベネズエラ政府組織の資産を凍結した理由は「ベネ

ズエラの資産を保護するため」だった。 

 

しかし、実態は金融制裁により債務返済が停止し、ベネズエラはデフォルトに

陥った。CITGO は米国政府のライセンスによって守られているだけで、米国政

府の一存でいつでも債権者の手に渡る状況になった。 

 

PDVSA 国内の精製施設・採掘施設は外国企業の支援、融資を受けられなくな

ったことで劣化し、産油・精製量は著しく低下し、潜在的な収入を減らした。

そして、今回のように外国にある PDVSA 会社を倒産に追い込み、ベネズエラ

の将来に悪影響を与えた。 

 

これらの取り組みが、政権交代につながるのであれば、一時的な痛みを許容す

ることもできるだろうが、残念ながら現在そのような機運はない。 

 

そうであれば、グアイド政権がしていることはベネズエラの資産保護ではなく、

資産破壊ではないか。 

 

本稿「３．ロドリゲス氏の野党戦略への提言」で、ロドリゲス氏が提案してい

るように野党は自分たちが犯した失敗を受け入れ、不快な決定を下さなければ

よい結果を導くことはできないだろう。 

 

POINT 

 

 

 

 

ボナイレの原油ターミ

ナル「BOPEC」が倒産。 

 

 

制裁の影響で債務支払

いが続けられなくなり

倒産。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

３月２１日 Covid-１９の新規感染者が増加傾向にあることを理由に感染防止策を強化。 

３月２２日の週と２９日の週を連続して「Covid-１９隔離週」にすることを決めた。 

 

これにより来週予定されていた国民の祝日「セマナサンタ（聖週間）」は隔離週間になる。 

セマナサンタに旅行に出かける家族は多い。観光業界にとって「セマナサンタ」は重要な期間だったが、隔離週に

入ったことで稼ぐ機会を失ったことになる。 

 

なお、物価観測を行う「Cendas-FVM」は２１年２月の基礎食糧コストが２９５ドルだったと発表した。 

今週「ウィークリーレポート No.192」で、カラカスの人々の生活状況を紹介するレポートを作成した。とても厳

しい環境ではあるものの、何とかドルを稼ぐ手段を探し、何とか生計を立てているのが現状のようだ。 

 

 

 

表：　３月２１日～３月２７日に起きた主なイベント

内容

３月 ２１日 日 マドゥロ大統領　隔離週を２週間継続

アプレ州で軍・警察とゲリラ組織が衝突

２２日 月 Covid-１９隔離週間

２３日 火

２４日 水 PDVSA西部El Tejeroで爆発。産油活動停止。

２５日 木 Fedecamaras　民間主導でのワクチン調達をマドゥロ政権に提案

２６日 金

２７日 土

表：　３月２８日～４月４日に予定されている主なイベント

内容

３月 ２８日 日

２９日 月 Covid-１９隔離週間

３０日 火

３１日 水

１日 木 セマナサンタ　国民の祝日

２日 金 セマナサンタ　国民の祝日

３日 土

４日 日

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/18a76ccac315aca460fe35c00c68fa74.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２６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 0 945.0

国債２４ １１月１３日 0 720.7 PDVSA２４ １２月１６日 0 1,050.0

国債２５ １１月２１日 0 428.3 PDVSA２１ １２月１７日 1,596 753.9

国債２６ １１月２１日 0 1,233.8 PDVSA３５ １２月１７日 0 1,023.4

国債２３ １２月７日 0 630.0 PDVSA２２O ３月１７日 2,000 1,338.8

国債２８ １２月７日 0 647.5 PDVSA２７ １１月１２日 0 483.7

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 247.5

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 540.0

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 6,597.1

国債３１ ３月５日 0 1,756.9 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 13,978.8 17,615.2

国債２２ ３月２３日 1,000 1,338.8

国債２７ １０月１５日 0 1,110.0

国債３８ ４月３０日 0 262.8   政府組織１００％保有債券

7,049 10,805.5   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）

13,978.8 17,430   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）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 17,854.5 電力公社 677.6

PDVSA 12,876.9 合計 31,409.0

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

総計

国債２７

18,039.5

12,876.9

677.6

31,594.0

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

31,594.0
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２．制裁がなければベネズエラの産油量は現在の２～３倍                                   

 

ベネズエラ人経済学者で元バンクオブアメリカのベネズエラ債担当リサーチ

ャーを務めていたフランシスコ・ロドリゲス氏は、米国の経済制裁によりベネ

ズエラの産油量がどの程度減少したのかを分析した調査レポートを発表した。 

 

ロドリゲス氏の調査は、ベネズエラの産油量の大部分を占める「オリノコ地帯」

で活動しているジョイントベンチャー（JV）企業が制裁を理由にどのくらい活

動を縮小したかを算出したもの。 

 

以下の図は実際の「オリノコ地帯での１５年１月～２０年６月の産油量推移」。 

赤い部分が JV の産油量、青い部分が PDVSA 自身の産油量である。 

 

石油産業に大きな影響を与えた制裁は３つある。 

１つ目は、２０１７年８月に米国が科した金融制裁。 

２つ目は、２０１９年１月に米国が科した石油産業への制裁。 

３つ目は、ベネズエラの石油産業を支援していた「Rosneft Trading」への制裁。 

下図の通り、制裁と産油量の減少には明確な相関関係がある。 

 

 

POINT 

 

 

 

 

 

ベネズエラ人経済学者 

米国の経済制裁が「オ

リノコ地帯」での産油

活動にどの程度の影響

を与えたのかを調査。 
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特に制裁は JV の産油量に大きな影響を与えている。 

 

前述の３つの制裁が発動した月とその後４カ月間の増減率を確認したところ、

JV（赤色の部分）の場合、２０１７年８月の制裁後の減少率は２９％。１９年

１月の制裁後の減少率は４１．３％。２０２０年２月の制裁後の減少率は７９．

９％だった。 

 

一方、PDVSA 自身の産油量（青色の部分）の減少率は、１７年８月は同２０．

５％。１９年１月は同３０．４％。２０年２月は同５５．６％。 

どちらも減少しているが JV の方が制裁の影響が大きいことが確認できる。 

 

これらの情報を参考にロドリゲス氏は、今回の分析を行っているが、結論を導

き出すための計算式は、学術的なものなので、ここで詳細を説明するのは難し

い 。 興 味 の あ る 方 は 「 Sanctions and Oil Production: Evidence from 

Venezuela’s Orinoco Basin」を確認いただきたい。 

 

結論としては、制裁がベネズエラの産油活動に与えた影響は大きい。 

制裁の影響を控え目に想定した場合でもオリノコ地帯の産油量減少は日量２

３．５万バレル。制裁の影響を大きめに想定した場合は、日量５９．１万バレ

ルが減少したと推定している。 

 

仮にベネズエラ原油の平均価格を１バレル３２ドルで換算した場合、輸出でき

なかったことで潜在的に失った外貨は１年間で２７億ドル～６９億ドルと予

想した。 

 

これは「オリノコ地帯」の産油量減少のシミュレーションで、ベネズエラ全体

では最大で日量１１４．２万バレル、金額では年間１３３億ドルの外貨が制裁

により失われた可能性があると結論付けている。 

 

なお、ロドリゲス氏は、２０２０年のベネズエラの年間原油輸出額を６７億ド

ルとしている。つまり、仮に制裁がなければ現在の３倍、控えめに見ても２倍

の外貨がベネズエラに入っていた可能性があるとした。 

 

なお、これは１年間で潜在的に失われた外貨であり、２０１７年８月から現在

まで約３年半で失われた潜在的な損失は非常に大きいといえるだろう。 

 

POINT 

 

 

 

 

制裁は特にジョイント

ベンチャーの採掘活動

に 大 き な 影 響 を 与 え

た。 

 

仮に制裁がなければ、

ベネズエラの産油量は

現在の２～３倍は多か

った。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/orinoco-1.3-3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/orinoco-1.3-3.pdf
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３．ロドリゲス氏の野党戦略への提言                                   

 

フランシスコ・ロドリゲス氏は自身のブログを持っており、現在のベネズエラ

に対する認識、問題を解決するための提案をしている。 

 

現在のベネズエラ国民の多数派は、与党も野党も支持できないグループだ。 

この人々の多くはロドリゲス氏と同様の考えを持っているのではないか。 

以下に彼の認識を紹介したい。 

 

 

欧米・ラテンアメリカ諸国の支持を受けファン・グアイド氏が暫定大統領に就

任してから２年、現在の野党は明確な方針を示すことができず完全に崩壊して

いる。 

 

一方、マドゥロは軍部・重要組織を掌握し国内のコントロールを固め、激しい

経済制裁にも耐えることができることを証明している。 

 

グアイドの支持率は就任当時から著しく低下し、マドゥロと変わらない支持率

になっている。「Los Mercado de Prediccion（金融市場の将来予測指標）」で

は、２０１９年２月当時、マドゥロ政権が崩壊する可能性は６４％と高い数字

を記録していたが、現在は１％になっている。 

 

ベネズエラ危機は出口が見えないところに来ており、政治アクターは戦略を見

直す必要に迫られている。現在は多くの専門家が、トランプ政権下で掲げた「最

大限の圧力方針」を見直し、国際社会と協調し、マドゥロ政権と野党が直接対

話し、権力を分散しながら、徐々に政権移行していく方針を提案するよう求め

ている。ただし、現在のところ野党はこの方針にかじを切り、市長選・州知事

選に参加するか明確な方針を示していない。 

グアイド政権を支持してきた外国政府も対話の必要性を認識するようになっ

ていると思われ、そうなることが期待される。 

 

この４年間、野党が掲げてきた戦略は「国際社会の力でマドゥロ政権は倒壊で

きる」というものだった。欧米など超大国の支持を受けて、これが実現できる

と確信しており、マドゥロ政権が存続するという長期的なプランを想定してい

なかった。 

POINT 

 

 

 

ロドリゲス氏 これま

で 野 党 が 掲 げ て き た

「最大限の圧力戦略」

が成功しなかったと指

摘。 

 

グアイド政権は、政権

交 代 を 確 信 し て し ま

い、仮にマドゥロ政権

が存続した場合のプラ

ンを想定していなかっ

た。 
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現在のところ、野党は国民の抗議行動、国際社会の認識、制裁などあらゆる手

段を講じて政治的な対立を生じさせようとしている。この考えは、現実的に政

権を交代させることができる状況であればもちろん何も悪いことではない。 

問題は、多くの人が現在のやり方で政権交代が実現できると考えていないこと

だ。 

 

代案となるのは「対話」だが、「対話はマドゥロ政権の安定を意味する」とい

う野党のジレンマがある。この考えは理解できる。ベネズエラは２００２年か

ら現在まで何度も対話を試み、失敗してきた。対話を通じて何らかの合意に達

したことはほとんどない。「これまで失敗したのに、なぜ今うまくいくと考え

るのか？」との疑問はもっともだろう。 

 

問題は与党も野党も対話とは何かを理解できていないところだ。 

対話とは本来「両者がお互いに協力できる部分を探ること、両者がメリットに

なる着地点を探すこと」である。「対話とは両者の意見のすり合わせであり、

最終的にどちらも敗者にならない」ものだ。双方にメリットがある場合にのみ

合意は実行可能なものになる。「マドゥロ政権に政権を放棄しろ」と要求する

のは無理な交渉である。この指摘は不快なものかもしれないが、必要な認識だ。 

 

望まれる政権交代のシナリオは、１９９０年にニカラグアで起きたものだ。 

当時、野党候補（Violeta Chamorro 氏）はサンディニスタ（ニカラグアの左翼

政権）が軍部・行政・司法をコントロールしている状態で、当時の憲法に従う

と約束し選挙で勝利した。 

 

Chamorro 氏は大統領になったことで行政のコントロールを得たが、軍部・司

法まで自身のコントロールに収めることはできなかった。また、Chamorro 氏

はサンディニスタが引き続き政治活動を続けることを保証した。しかし、すべ

ての権力を掌握しようと考えていたのであれば、行政のコントロールを得るこ

とはできなかっただろう。 

 

政権交代は時に不愉快な決定をしなければならない時もある。 

マドゥロ政権とともに政治を運営する合意をした場合、野党の中には犯罪の共

犯者と考える人も出てくるだろう。しかし、もし野党が引き続き完全な勝利を

望むのであれば、これは決して実現することはない。 

 

 

POINT 

 

 

 

圧力強化は政権交代が

期待できる状況であれ

ば良いが、現在はその

ような雰囲気にない。 

 

対話は両者がメリット

を 見 出 せ る 部 分 を 探

り、その点で合意をす

るもの。対話で一方的

な勝利を求めることは

不可能。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（３月２６日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.13 0.00  

PDVSA 4.75 0.00  

PDVSA20 27.00 0.00  

カラカス電力 2.75 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 60.97 -0.73   

Brent 63.64 -0.93   

Venezolano（3 月 20 日） 51.73 -2.62   

GOLD（オンス） 1,731.8  -0.62   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,245  -0.14   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 1,890,077  4.71   

並行レート 1,930,238  5.17   

（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 

 

 

 

今週は WTI、ブレントともに

先週と比べてやや減少した。 

 

為替レートは、両替テーブ

ル、並行レートともに先週比

４～６％増となった。 

 

ここ最近は為替レートを安定

させるため中央銀行がドルを

供給していたようだが、今週

に入りドル供給を停止したと

報じられている。 

 

 

 

以上 

 


