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（写真）Bancaynegocios “米国上院 ボリバル法を承認” 

一週間のまとめ（１２月１１日～１２月１７日）          

（１）与党陣営の動き  ～為替レートの抑制に注力～          

 

今週のマドゥロ政権は、為替レートの抑制に関する対応が多かっ

た印象だ。 

 

２２年１０月末の時点で、並行レートは１ドル４．６ボリバル。 

公定レートは１ドル４．４ボリバルだった。 

 

しかし、１２月１６日時点で、並行レートは１ドル１７．６ボリ

バル。公定レートは１ドル１５．８ボリバルとなっており、１カ

月半でボリバル通貨のドルに対する価値が４分の１程度に下がっ

ている。 

 

日本円で例えるなら、１０月末に１ドル１００円だった為替レー

トが１カ月半後に１ドル４００円になっていることを意味する。 

 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～為替レートの抑制に注力～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～CNE に予備選実施の協力を要請～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ２p 

 

（３） 外国の動き 

～米国上院 ボリバル法を承認～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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 

 

２．２０２３年の政治シナリオ 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

３．与野党協議 

２３年合意事項についての考察 

・・・・・・・・・・・・・・ １０p 

 

 

 

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  
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ボリバル価値の下落は当然ながらインフレを引き起こす。 

 

マドゥロ政権は基礎食料品４２品目については、上限価格を設定するとして

おり、物価高騰を強制的に抑えようとしているが、上限価格は公表されてい

ない。 

 

正確には一度公表されたが、価格がドル建てになっており、ボリバル建てで

みると物価高騰を抑える効果が無かったためか翌日には撤回された。 

 

ただし、ボリバル建てで上限価格を定めた場合、そのうち販売者は売れば売

るほど損をする仕組みになり、その結果商品の供給が減り、必需品の不足を

引き起こすことになる。 

 

２０２２年は比較的、為替レートが安定していたため、インフレが抑制さ

れ、経済回復の要因となったが、２３年はインフレ面で先行きに不安が漂っ

ている。 

 

マドゥロ政権は、為替レートを抑制するために両替市場に大量の外貨を投入

すると発表。今後も為替レート抑制のために新たな政策を採ると宣言してい

る。 

 

為替抑制策として考えられるのは、「銀行融資の制限」だが、経済回復に水を

差すため、過度な制限は避けたいところだろう。 

 

最も理想的なのはドル収入の増加、経済規模の拡大だが、それは米国の制裁

次第という面が大きい。 

 

（２）野党陣営の動き ～CNE に予備選実施の協力を要請～                 

 

１２月１２日 予備選の運営を管轄する「予備選挙運営委員会」は、「選挙管

理委員会（CNE）」に対して、選挙実施のための協力を要請すると発表した。 

 

具体的には、CNE 主体で投票場を設置、有権者登録も CNE の情報を使用する

など。実際のところ CNE の協力なく、野党単体でまともな選挙を実施するこ

とはできないだろう。 

 

POINT 

 

 

 

 

為替レート 約１カ月

半でボリバル通貨の価

値が４分の１に下落。 

 

 

２０２３年は再びイン

フレが過熱する懸念が

生じている。 
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現時点で CNE は、この要請に対して特段の反応はしていないが、主要野党は

CNE に有権者登録の更新（外国に住む有権者の確認、新たに有権者になる若者

の登録）などを求めている。 

 

与野党協議がうまく進めば、CNE協力の下で予備選挙が行われることだろう。 

 

なお、予備選挙への参加意向を示している急進野党のマリア・コリナ・マチャ

ド VV 党首は、「CNE が関わる選挙は詐欺選挙」と指摘。CNE が介入しない選

挙の実施を求めていた。従って、「予備選挙運営委員会」の対応は、急進野党

の求めに応じていない。 

 

現時点で、マチャド党首は予備選挙から離脱するかスタンスを明確にしていな

いが、同氏のツイッターを見る限り、今の段階では参加しそうだ。ただし、CNE

の介入が大きくなるのであれば、予備選挙からの離脱を選択することもあり得

るだろう。 

 

（３）外国の動き ～米国上院 ボリバル法を承認～                   

 

１２月１６日 米国上院は「ボリバル法」を承認した。今後、下院で議論され、

承認された場合は法律になるだろう。 

 

筆者は「ボリバル法」のオリジナルを確認できていないが、報道によると「米

国政府機関がマドゥロ政権あるいはその協力者と取引することを禁止する」と

いう内容のようで、米国政府機関だけに限られているのであれば、直接的な影

響は限定的だ。 

 

ただし、法律の解釈に余白が多く、民間セクターにも影響があると解釈できる

場合はオーバーコンプライアンスが起こり、影響は大きなものになる。 

 

「ボリバル法」は、共和党のリック・スコット上院議員、マルコ・ルビオ上院

議員らが主導して法律化を図っているもので、与野党協議を通じて制裁緩和を

進めようとしているバイデン政権の障害になることは間違いない。 

 

もちろん与野党協議の新たな障害にもなり、ベネズエラ危機が長期化すること

にもつながる。それでも人道的な建前で「ボリバル法」を成立させようとする

彼らの姿勢には驚くものがある。 

POINT 

 

 

 

米国上院 ボリバル法

を承認。 

 

「ボリバル法」は、マド

ゥロ政権と米国政府機

関との取引を制限する

もの。 

 

オーバーコンプライア

ンスが起きれば、ボリ

バル法の影響が大きく

なり、与野党協議の大

きな障害になる可能性

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

 

１２月１２日 カラカスで行われている、コロンビア政府とコロンビア系ゲリラ組織「国民解放戦線（ELN）」と

の和平協議の第１ランドが終了した（「ベネズエラ・トゥデイ No.845」）。ELN 勢力圏の治安が著しく悪化している

国境地域で緊急オペレーションを実施することで合意。欧州諸国が協議に参加することで合意した。また、米国政

府にも協議参加を求めているが、現時点では米国政府の回答待ちだという。 

 

コロンビアの和平協議は、ベネズエラの与野党協議と比べて遥かにスムーズに進んでいる印象で、遠くないうちに

大きな成果が期待できそうな雰囲気がある。 

 

 

 
 

 

内容

１２月 １１日 日

１２日 月 Covid-１９隔離緩和週

コロンビア政府・ELN　和平協議第１ラウンドが終了

予備選挙運営委員会　CNEに協力を依頼

１３日 火 ベリーズ　対ベネズエラ債務を２．５億ドル削減

１４日 水

１５日 木 ベネズエラ・コロンビア国境を結ぶ橋、Puente Las Tienditasが再開

１６日 金 米国上院　Ley Bolivar（ボリバル法）を承認

１７日 土

内容

１２月 １８日 日

１９日 月 Covid-１９隔離緩和週

２０日 火

２１日 水 米国　不法移民追放措置の期限切れる

２２日 木

２３日 金

２４日 土 クリスマスイブ　国民の祝日

２５日 日 クリスマス　国民の祝日

表：　１２月１８日～１２月２５日に予定されている主なイベント

日付

表：　１２月１１日～１２月１７日に起きた主なイベント

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86a55b4dc17afd6e338c43bc27138b8c.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１６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 1,485.0

国債２４ １１月１３日 0 1,029.6 PDVSA２４ １２月１６日 1,666 1,650.0

国債２５ １１月２１日 0 673.1 PDVSA２１ １２月１７日 2,394 969.3

国債２６ １１月２１日 0 1,938.8 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,462.0

国債２３ １２月７日 0 990.0 PDVSA２２O ９月１７日 3,000 1,912.5

国債２８ １２月７日 0 1,017.5 PDVSA２７ １１月１２日 0 806.2

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 412.5

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 3,000 900.0

国債３６ ７月２９日 0 1,625.0 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ８月１３日 0 703.1 11,744 9,812.3

国債３１ ３月５日 0 2,509.9 １２月１７日 0 146.2

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 146.2

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 21,442.8 25,676.8

国債２２ ８月２３日 3,000 1,912.5

国債２７ １０月１５日 0 1,850.0

国債３８ １０月３０日 0 394.2   グレースピリオド切れ（２回目）

9,049 15,690.6   グレースピリオド切れ（３回目）

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

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（５回目）

21,442.8 25,531   グレースピリオド切れ（６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（７回目）

  グレースピリオド切れ（８回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（９回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（１０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（１１回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 24,739.6 電力公社 677.6

PDVSA 21,556.1 合計 46,973.421,702.3 47,119.6

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

677.624,739.6

47,119.6

Grace Period

期間中含む

総計

Grace Period

期間中含む

PDVSA３５
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２．２０２３年の政治シナリオ                     

 

前号「カントリーリスク・レポート No.283」にて、２０２１年に筆者が予想

したベネズエラの２０２２年の政治シナリオについて振り返ってみた。 

今回は、筆者の考える２０２３年の政治シナリオについて紹介したい。 

 

筆者の考える２３年の政治シナリオのフォローチャートは次ページの通り。 

 

まず、重要な点として挙げたいのは、「２０２３年にベネズエラで公職選は行

われない」ということだ。大統領選が前倒しで実施される可能性は完全には否

定できないが、通常であれば大統領選の実施は２０２４年を予定している。国

会議員選は２０２０年、州知事・市長選も２０２１年に実施済みである。 

 

２０２３年に行われる選挙は、野党が２０２４年の大統領選に出馬する統一候

補を決めるための予備選挙のみとなっている。 

 

次に、２０２３年の政治シナリオに大きな影響を与えるイベントは３つ存在す

る。１つ目が「暫定政権が消滅するか、存続するかどうか」、２つ目が「野党予

備選挙」、３つ目は「与野党協議」である。 

 

１つ目（暫定政権の継続 or 消滅）は、２３年１月５日に決まる。同日、野党国

会が開催され、暫定政権の存続可否について議員の賛否を問うことになってい

る。過半数が暫定政権の存続に賛成すれば継続、反対すれば消滅する。 

 

下のチャートでも最初に記載した通り、暫定政権は２３年も存続すると考えて

いる。マドゥロ政権はグアイド暫定政権の消滅を望んでいる。つまり、暫定政

権の存在は、野党にとって交渉カードになる。何の見返りもなく、自発的に消

滅するのは損だという思惑が消滅の妨げになるだろう。 

 

また、暫定政権が消滅すると、債権者による CITGO 差し押さえリスクが増大

する。現在、米国政府は暫定政権を支援しているため、制裁ライセンスを発効

し、債権者による CITGO 差し押さえを防いでいる。つまり、暫定政権の消滅

は米国政府が CITGO の保護を続けるかどうかの判断に影響を与える。 

「暫定政権の消滅＝CITGO 差し押さえリスク増大」であり、マイナスの影響が

大きいため、消滅させたくても消滅させられないという事情もある。 

POINT 

 

 

 

２０２３年 ベネズエ

ラ政治の重要イベント

は「暫定政権が消滅す

るか存続するか」「野党

の予備選挙」「与野党協

議」の３点。 

 

「暫定政権」について、

２３年１月５日に存続

か消滅かが決定する。 

 

存 続 が メ イ ン シ ナ リ

オ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7f714deb8691afb02710c0d53bcf55.pdf
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　最も起こりそうなシナリオ

　起こり得るシナリオ

一部は

穏健派と合流

急進野党

当選

与野党協議見直し

の可能性高まる

２０２４年に向けて

与野党協議を継続

米国大統領選の

結果待ち

原油輸出収入

国連基金が管理

米国にあるベネ政府

資産の凍結解除

CITGO

ベネ原油輸入を再開

CAFマドゥロ政権

へ融資を実行

露・中企業

ベネズエラ事業再開

野党予備選挙

5

月

～

８

月

９

月

～

１

２

月

シナリオ

スタート

暫定政権続投暫定政権消滅

２

０

２

２

年

１

月

～

4

月

穏健野党

石油産業制裁緩和 人道基金の運用
ベネズエラ政府

制裁緩和

与野党協議

CNE支援を受けない

予備選挙

CNE支援を受けた

予備選挙

過激派穏健派

与野党協議終了

主要野党

当選

独立野党

当選

与野党協議

停滞

与野党協議

進展

政治犯解放 選挙制度の変更

抗議行動呼びかけ

Chevron　米国向け

ベネ原油輸出再開

欧州・インド

ベネ原油の輸入再開

欧州・インド企業

ベネズエラ事業再開

電力分野で

欧米企業が活動再開

IMFの特別引出権

の使用許可下りる

３１．５億ドルの

人道基金の運用開始

石油産業金融分野

ベネズエラ政府の

金融制裁解除
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２つの目の「野党予備選挙」について考察する前に、簡単に現在の野党の状況

をおさらいしておきたい。 

 

現在、野党は大きく分けて４つのグループに分類される。 

 

１つ目は、一般的に「野党」と表現される「主要野党」だ。 

「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党（UNT）」「大衆意思党（VP）」

の４政党が中心となって構成されているグループで、同グループに属する中小

規模の政党を合わせて「統一プラットフォーム」という同盟を作っている。 

政治思想はバラバラで PJ、AD、UNT は比較的穏健な政党。VP は過激派に属

する。 

 

２つ目は、「急進野党」。 

「Vente Venezuela（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首をリーダーとする

グループで、外国に住むベネズエラ移民や中高所得者層に支持者が多い。与党

を感情的に強く憎んでいるグループで、マドゥロ政権との対話を拒絶。マドゥ

ロ政権のコントロール下にある公権力を強く拒絶するスタンスのグループだ。 

 

３つ目は、「独立野党」。 

主要野党が選挙ボイコットを掲げていた２０１８年当時から選挙に参加して

いた野党グループ。思想的にはマドゥロ政権と敵対しているが、政治対立・衝

突を避けているグループ。この数年で勢力を拡大している政治グループだ。 

 

４つ目は「穏健野党」。 

独立野党と同様に、主要野党が選挙ボイコットを掲げていた当時から選挙に参

加していた野党グループ。マドゥロ政権とも積極的に対話を行い、米国・野党

が行っている経済制裁に明確に反対を表明している。マドゥロ政権と対立する

よりも主要野党と対立する機会の方が多い。 

 

予備選挙の話に戻るが、予備選挙は「主要野党」が中心となり行う選挙であり、

他野党の中で参加する可能性が高いのは「急進野党」と「独立野党」。ただし、

独立野党は参加意思を明確にしていない。 

 

「穏健野党」は予備選挙に参加したいとの意向はあるようだが、主要野党側が

拒絶している印象だ。つまり、予備選挙は「主要野党」「急進野党」「独立野党」

に属する政党で争うことになりそうだ。 

POINT 

 

 

 

予備選挙は 

「主要野党」 

「急進野党」 

「独立野党」 

の３グループで実施さ

れる可能性が高い。 

 

「穏健野党」は予備選

挙 の 運 営 主 体 で あ る

「主要野党」と敵対し

ているため、恐らく参

加できない。 
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この３グループの中で、最も当選する可能性が高いのは、主要野党が推薦する

候補。特に穏健的なスタンスの PJ、UNT、AD の擁立する候補だろう。ただし、

AD はカリスマ性の高い人物が不在のため、AD 候補が当選する可能性は低く、

UNT か PJ の候補が当選する可能性が最も高い。 

 

最有力候補は UNT のマニュエル・ロサレス現スリア州知事。カプリレス元ミ

ランダ州知事も有力候補ではあるが、彼自身が出馬に消極的になっている。 

 

ロサレス党首、カプリレス元知事が当選した場合、野党のかじ取りがグアイド

議長（過激派）から穏健派に代わる。そうなると、与野党協議はよりスムーズ

に進むことになり、２０２４年の大統領選に向けて政治・経済正常化がすすむ

期待は高まる。 

 

VP は、グアイド議長が出馬する可能性が高いと報じられているが、現在の支

持率を鑑みればグアイド議長が当選する可能性は低い。グアイド議長が予備選

に出て敗北した場合、「国民はグアイド議長を支持していない」という現実を

否定できなくなるため、VP は最終的にグアイド議長以外の人物を擁立するの

ではないだろうか。 

 

また、「急進野党」のマチャド VV 党首が当選する可能性も否定できない。 

 

主要野党で最も票が多く集まりそうな UNT と PJ は政治スタンスが似ている

ため、主要野党支持者の票が２つの政党に分散されることが予想される。 

 

一方、急進野党支持者の票はマチャド VV 党首だけに集中する。結果的にマチ

ャド党首が独り勝ちすることは考えられるだろう。ただし、予備選挙は１位、

２位で決勝投票を行う可能性があり、その場合はやはり主要野党の候補が有利

ということになりそうだ。 

 

仮にマチャド党首が当選した場合、野党のかじ取りが急進野党に代わるため、

マドゥロ政権との協議は中止されるはずだ。急進野党はマドゥロ政権との対話

を否定し、圧力による政権交代を目指すグループなので、国内で抗議行動の実

施を呼びかけることになる。ただし、前述の通りマチャド党首の支持者は外国

に住んでいる人が多いので、ベネズエラ国内で多くの人が抗議行動に参加する

かは疑問。その場合は、対話を中断したにもかかわらず、与党に国内からの圧

力もかからないという最悪のシナリオが懸念される。 

POINT 

 

 

当選する可能性が高い

のは、UNT あるいは PJ

の推薦候補。 

 

両政党ともに穏健派に

近いスタンスで、協議

による問題解決の方針

が加速するだろう。 

 

しかし UNT と PJ が票

を分け合った場合、急

進野党の候補が当選す

る可能性もある。その

場合、与野党協議は中

断。 
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３．与野党協議 ２３年合意事項についての考察                     

 

３つ目のイベント「与野党協議」について考察したい。 

 

２０２３年の最重要テーマは「与野党協議」だろう。 

 

最初に言及しておきたいのは、与野党協議は進展する可能性が高いが、米国の

動向で暗礁に乗り上げる可能性もあるという点だ。 

 

「１．（３）外国の動き」でも紹介した通り、米国上院は「ボリバル法」を承

認。下院で承認されれば正式に発効する見通しだ。 

 

この法律は「米国政府組織がマドゥロ政権あるいはその協力者と取引をするこ

とを禁止する」という趣旨のようで、直接的な影響は限定的と思われるが、オ

ーバーコンプライアンスにより影響が拡大するのが制裁だ。マドゥロ政権に与

える影響が大きい場合、与野党協議が再び暗礁に乗り上げ、ベネズエラの将来

にとって極めて不幸な状況になる懸念がある。 

 

以下では、米国で「ボリバル法」の影響が限定的で、与野党協議が進展した場

合を想定している。 

 

与野党協議のテーマは、「ベネズエラ政府制裁（金融制裁）」「石油産業の制裁」

「人道基金」「政治犯の解放」「選挙制度の変更」。 

 

これらのテーマで日本企業の関心が高いのは「ベネズエラ政府制裁（金融制裁）」

と「石油産業の制裁」だろう。 

 

「ベネズエラ政府制裁」は、金融制裁と言ってもいいだろう。 

 

現在ベネズエラ政府・中央銀行は、原則米ドルで資金を動かすことが出来ない。 

 

また、米ドル以外の通貨だとしても、決済仲介組織が米国で経済活動を行って

いる場合は、制裁に抵触し、罰則を受けるリスクがあるため、ベネズエラ政府・

中央銀行の資金移動を拒否する。この状況でベネズエラの政府系企業と取引を

行う外国企業はほとんどいない。 

POINT 

 

 

 

与野党協議 マドゥロ

政権の望むものは「制

裁解除」。 

 

２０２３年中に金融制

裁が完全に解除される

こ と は 無 い と 思 わ れ

る。 

 

特に資金のフロー部分

は引き続き制限を維持

する可能性が高い。 
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この金融制裁はベネズエラにとって極めて大きな問題となっており、マドゥロ

政権は、金融制裁の緩和を強く求めている。 

 

しかし、金融制裁は米国政府の対ベネズエラ制裁の要であり、緩和することは

あっても、完全に解除することは、少なくとも２０２３年中は無いと考えてい

る。 

 

具体的にどのような制裁緩和が想定されるかというと、凍結されている資金

（ストック）は、国連管理の人道基金などを通じて使用できるようになるが、

政府の収入を増やすような（フロー）活動は引き続き制限すると考えている。 

 

ただし、米国政府が権限の及ばない「アンデス共同体（CAF）」などがベネズエ

ラに融資を行うことはあり得るだろう。 

 

 

石油分野についても、与野党協議を通じて一定の制裁緩和を期待している。 

 

既に米国政府は、Chevron の事業再開・米国向け原油販売を許可している。 

 

米国企業を許可しておいて、米国以外の企業の事業再開を許可しないというの

は流石に考えにくい。２０２３年中に欧州・インド系企業がベネズエラで事業

を再開、自国への原油輸出を再開すると考えている。 

 

マドゥロ政権も欧米企業の活動を促進するため、株式はベネズエラ政府マジョ

リティを維持しつつも、合弁会社のコントロールを外国企業に委ねるというイ

ンセンティブは設けるようだ。 

 

なお、「Chevron」の制裁ライセンスは、事業に必要であれば外国企業と契約を

交わすことが出来る。恐らく欧州のエネルギー会社も同様の条件で活動するこ

とになるだろう。 

 

つまり、「Chevron」「Eni」「Repsol」「Reliance」などが外国のサービス事業者

を引っ張ってきて、ベネズエラの石油産業が緩やかに回復していくことが期待

できる。 

 

 

POINT 

 

 

 

石油産業への制裁は欧

米企業の活動を中心に

緩和される可能性が高

い。 

 

中国・ロシア企業の活

動は引き続き制裁で制

限する見通し。 

 

２３年末に日量１００

万バレルまで回復する

ことも考えられる。 
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ただし、米国政府がロシア・中国系企業に対して制裁を緩和するかどうかは疑

問で、ロシア・中国の対ベネズエラ・ビジネス関係は２０２３年も現在からほ

とんど変わらないと考えている。 

 

いずれにせよ、欧米系企業がベネズエラで事業を再開する影響は大きい。 

 

すぐに産油量が増えるかどうかは分からないが、２０２３年末には日量１００

万バレルまで回復することは考えられるのではないだろうか。 

 

政治テーマについて、「政治犯の解放」は一定の進展があるものと思われる。 

 

ただし、２０２２年に CITGO 元役員６名は全員解放されており、現在は米国

籍の拘束者の中で特に政治的な理由で拘束されている者は少ない。一方、野党

はそれなりに政治的な理由で拘束されている者がおり、彼らの解放も一定数あ

るのではないか。 

 

マドゥロ政権はアレックス・サアブ氏の解放を求めているが、米国側では「サ

アブ氏をベネズエラ外交官と認識するかどうか」の裁判が進められている。 

仮に外交官と認められれば、外交特権によりベネズエラに送還される。この裁

判は形式的なもので、実際は水面下の交渉による政治的な判断になることだろ

う。 

 

最後に「選挙条件の変更」についてだが、野党は予備選挙の実施に当たり「選

挙管理委員会（CNE）」に協力を求めている。 

 

CNE が予備選挙実施のサポートをするにあたり、外国にいるベネズエラ人の

有権者登録や新たに投票権を得た若者の有権者登録、現在の有権者の住所変更

など一連の更新作業を進めるものと思われる。 

 

他、国連や欧州の選挙監視団の受け入れなど外国の監視の下で選挙を実施する

体制を作るだろう。 

 

ベネズエラの選挙は与党が有利な仕組みになっているが、２０２３年に与党を

含めた選挙が行われる予定が無いので、そこまで踏み込んだ選挙制度の変更は

２０２３年中には実現しないと思われる。 

 

POINT 

 

 

 

政治犯の解放について

は、米国政府が強く開

放を求めている政治犯

はいない。 

 

選挙制度も予備選実施

に向けて有権者登録な

ど一定の前進が予想さ

れる。 

 

ただし、大きな制度変

更はないと思われる。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（１２月１６日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 9.00 5.88  

PDVSA 4.50 -10.00  

PDVSA20 20.00 0.00  

カラカス電力 1.50 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 75.5  5.39   

Brent 79.26 3.18   

Venezolano Merey(11 月) 66.94 -6.46   

GOLD（オンス） 1,793.0  -0.21   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 9,951  -0.50   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 15.767  11.62   

並行レート 17.300  -4.95   

（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 

解説 

 
 

 

今週のベネズエラ公社債は、ベ

ネズエラ国債については先週

比５．９％増、PDVSA 社債（２

０年債除く）については、先週

比△１０．０％となった。 

 

２０２３年に向けて制裁緩和

の期待感が高まっており、現在

の流れが続くのでれあれば、ま

だ上昇余地はあるだろう。 

 

OPEC は ベ ネ ズ エ ラ 産 原 油

（Merey）の１１月平均価格に

ついて先月比△６．５％の１バ

レル６６．９ドルと発表した。 

 

なお、１１月の WTI 先物は１

バレル８４．１５ドルとしてお

り、両者には１７ドルほどの開

きがある。 

 

マドゥロ政権は並行レートの

高騰を抑える姿勢を打ち出し

ており、並行レートは先週比△

５％の１ドル１７．３ボリバ

ル、公定レートは同１１．６％

増の１ドル１５．８ボリバルで

両者の差は縮小した。 

 

以上 


