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（写真）最高裁判所（マイケル・モレノ最高裁判長） 

“最高裁 行動民主党（AD）、大衆意志党（VP）の再組織を命令” 

一週間のまとめ（６月１４日～６月２０日）          

（１）与党陣営の動き ～最高裁 主要野党を２つに分裂～          

 

国会議員選に向けてマドゥロ政権が本格的に動き出している。 

 

前号「カントリーリスク・レポート No.155」で紹介した通り、マ

ドゥロ政権側の最高裁は野党国会の合意を得ることなく、「選挙管

理委員会（CNE）」の新たな役員を任命した。 

 

そして、６月１５日 最高裁は主要野党の一角である「行動民主党

（AD）」の幹部変更を命令。AD に所属するベルナベ・グティエレ

ス氏を中心に組織を再構築するよう指示した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.459」参照）。 

 

ベルナベ・グティエレス氏は９５年～０１年までアマゾナス州知

事を務めた人物。彼の弟のホセ・グティエレス氏は CNE の新役員

に就任したばかりだった（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

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 主要野党を２つに分裂～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～エルナンデス会計監査総長が辞任～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～イラン船 ベネズエラに到着予定～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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．ボルトン元大統領補佐官の回顧録 

～補佐官就任から PDVSA制裁発動まで～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

 

 

３．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/171f6305f0e9d0e0b23394087ced4ad2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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最高裁の決定に対して AD の全国幹部委員会はラモス・アジュップ氏を幹事長

とする AD が正当な AD との認識を発表。グティエレス氏を政党から除名した。 

 

一方、グティエレス氏は Covid-１９の問題が深刻化する直前まで AD は国会

議員選に参加することを決めていたと指摘。AD 党員に対して選挙に参加する

必要性を訴えた。 

 

AD が２０年の国会議員選に出馬すると決めていたのは事実で、アジュップ幹

事長も選挙への出馬意志を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.417」参照）。 

 

今回の動きは１７年１０月に行われた全国州知事選で当選した AD 党員の制

憲議会への宣誓と似たものがある。 

 

１７年１０月に行われた州知事選でアンソアテギ州、メリダ州、ヌエバエスパ

ルタ州、タチラ州で AD の党員が当選した。また、スリア州で PJ の党員が当

選した（「ウィークリーレポート No.16」参照）。 

 

マドゥロ政権は、「当選者は制憲議会に州知事就任を宣誓しなければいけない」

と「踏み絵」を行い、スリア州知事に当選した PJ 党員（ファン・パブロ・グ

アニパ現国会第１副議長）は、宣誓を拒否し州知事に就任しなかった。 

 

一方、AD 党員４名は全員が制憲議会に知事就任を宣誓。 

制憲議会への宣誓を受けて、AD は４名に除名処分を下した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.50」参照）。しかし、時間が経過し、いつの間にか４名は再び AD に

戻っている。 

 

つまり、「AD として公式に制憲議会への宣誓を認められなかったので、４名が

AD の方針に背き、勝手に制憲議会へ宣誓したように見せかけたが、実は AD

内で承諾が取れていた」ということだろう。 

 

本来 AD は、国会議員選への出馬意欲が高い政党。 

ただし、現状の世論、野党の方針を加味すると国会議員選に出馬しにくい。 

そのため、一部の AD 党員が政党の方針に背き、選挙に出馬したように見せる。

そうすることで、AD がメディアの批判を浴びることなく、AD 党員が国会議

員選に出馬することが可能となる。あくまで可能性だが、一部では、このよう

な憶測も存在している。 

POINT 

 

 

 

最高裁 ベルナベ・グ

ティエレス氏を中心に

AD の再組織を指示。 

 

マドゥロ政権下でも選

挙に参加する AD が組

織される見通し。 

ベルナベ・グティエレス氏 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3925b842477ec98d86da3b49b6785e6f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
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AD の再組織が発表された翌６月１６日 最高裁は「第一正義党（PJ）」につい

ても同様にホセ・ブリト議員を中心に PJ 幹部を再組織するよう命じた。 

 

ブリト議員は、CLAP の汚職取引に関与したとして１９年１２月に PJ を除名

されており、与党派国会に身を置いている（「ベネズエラ・トゥデイ No.377」

「No.378」参照）。マドゥロ政権下での選挙参加にも前向きとされる。 

 

主要野党の「大衆意志党（VP）」、「新時代党（UNT）」については、最高裁は同

様の決定を出していないが、UNT についてはブリト議員と同じく CLAP 汚職

に関連して UNT を除名させられたチャイン・ブカラン議員らが最高裁に UNT

幹部の再組織を申請している（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」参照）。 

 

また、VP についても同じく CLAP 汚職に関連して VP を除名させられたホセ・

グレゴリオ・ノルエガ議員が最高裁に同様の申請を提出している。 

 

このままだと、マドゥロ政権下での選挙参加に前向きな並行主要野党が誕生す

ることになる。 

 

政府、国会、政党、最高裁、検事総長、会計監査総長など全ての組織が２つ存

在することになる。ベネズエラの政治混乱は留まることを知らないようだ。 

 

（２）野党陣営の動き ～エルナンデス会計監査総長が辞任～                 

 

６月１８日 グアイド政権下で会計監査総長を務めていたイグナシオ・エル

ナンデス氏（左写真の人物）が辞任を表明した。 

 

エルナンデス氏が辞任を表明した当日、デルシー・ロドリゲス副大統領は、

エルナンデス氏が野党議員に対して、現状に対する不満を口にしている録音

音声を公表した。 

 

エルナンデス会計監査総長は、 

「明け方まで仕事をしているが、単純に時間が足りない。ここには組織的な

後ろ盾も、資金も、手段も何もない。仕事に取り組む意欲も以前とは違う。

１９年８月から必要な資金と手段を求めてきたが、問題は解決されなかっ

た。」と述べている。 

 

POINT 

 

 

 

最高裁 PJ にも再組織

を命令。 

 

VP、UNT も同様の命令

が発出される可能性が

高い。 

イグナシオ・エルナンデス氏 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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「カントリーリスク・レポート No.153」（１．（２）野党陣営の動き）でグア

イド政権が自身の能力を超えて訴訟を起こし過ぎているのではないかとの懸

念を記したが、やはり無理が生じていたと言えそうだ。 

 

エルナンデス氏は、会計監査総長の職務に就く前、「Crystallex」側を弁護

し、CITGO の資産差し押さえを勝ち取った人物の一人でもある。 

 

グアイド政権の会計監査総長に立場が変わり、今度は「Crystallex」の

CITGO 資産差し押さえを妨害する役割を担うという矛盾した行動をとってい

るが、有能な人物であることは間違いないとされ、今回の後任は今後のグア

イド政権の訴訟問題にも影響を与えることになりそうだ。 

 

（３）外国の動き ～イラン船 ベネズエラに到着予定～                      

 

６月１９日 在ベネズエラ・イラン大使館は自身のツイッターで、食料を積ん

だイラン船「Golsan」が２１日にベネズエラに到着すると投稿。 

運ばれた食料はベネズエラに初めて出来る「イラン・スーパーマーケット」で

販売されるという。 

 

また、船舶にはカルドン製油所の改修に必要な資材も積まれているようだ。 

 

製油所の稼働状況は前号「カントリー・レポート No.155」

（３．製油所の稼働状況）で紹介した通り。 

 

内部関係者の情報によると、イランから輸入したガソリ

ンを増やすため、ナフサやアルキラートを混ぜていると

いう。その結果、ガソリンの品質が下がっており、車の

エンジンに問題が起きる懸念があるとしている。 

 

また、６月１８日 米国政府は、墨企業「Libre Adordo」

などマドゥロ政権と取引をした企業８社、３名、２隻に

制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」参照）。 

 

ただし、５月末に「Libre Adordo」は倒産を発表してお

り、今回の制裁は口座の凍結について影響を与えるもの

と思われる。 

POINT 

 

 

 

エルナンデス会計監査

総長 資金・時間・グア

イド政権からの支援不

足を理由に辞任。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/823a5fc0b5a5eb82475309086322afbc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/171f6305f0e9d0e0b23394087ced4ad2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

「１．（１）与党陣営の動き」で紹介した通り、国会議員選の実施に向けてマドゥロ政権が動き始めている。 

 

マドゥロ政権は、マドゥロ政権下の選挙でも出馬意思のある野党政治家だけを集めた野党政党を組織しようとして

いる。Covid-１９対応・ガソリン不足など山積する課題に追われる中、２０年中に国会議員選は行われない可能性

もあったが、もはや２０年中の選挙実施は確実とも言える状況にある。マドゥロ政権が強権的に対応すればするほ

ど、グアイド政権側はマドゥロ政権下での選挙に参加しにくい状況になり、野党にとって厳しい状況になる。 

 

野党は現在の国会議員の任期延長を検討している。欧米を中心に先進国は野党国会の任期延長を認め、野党政権の

存続を認識し、ベネズエラ政府の外国口座の凍結を続け、国際的にはグアイド政権側も一定のプレゼンスが維持で

きるだろうが、ベネズエラ国内においては国会としての機能は新国会に移譲することだろう。 

 

 

表：　６月１４日～６月２０日に起きた主なイベント

内容

６月 １４日 日

１５日 月 隔離緩和措置、ショッピングセンターなど一部業種の営業再開

最高裁　「行動民主党（AD）」の組織再構築を命令

１６日 火 最高裁　「第一正義党（PJ）」の組織再構築を命令

１７日 水 「新時代党（UNT）」所属議員、最高裁にUNT再構築を申請

１８日 木 米国政府　マドゥロ政権と取引した８社、３名、２隻に制裁

１９日 金 「大衆意志党（VP）」所属議員、最高裁にVP再構築を申請

２０日 土

表：　６月２１日～６月２８日に予定されている主なイベント

内容

６月 ２１日 日

２２日 月 英国銀行のGOLDの所有権巡り与野党が協議

２３日 火

２４日 水 カラボボ勝戦記念日　国民の祝日

２５日 木

２６日 金

２７日 土

２８日 日

（出所）各種報道からベネインベストメント作成

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（６月１９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 0 810.0

国債２４ ５月１３日 0 514.8 PDVSA２４ ６月１６日 0 900.0

国債２５ ６月２３日 0 367.1 PDVSA２１ ６月１７日 0 646.2

国債２６ ６月２３日 0 1057.5 PDVSA３５ ６月１７日 0 877.2

国債２３ ６月７日 0 540.0 PDVSA２２O ３月１７日 1,000 956.3

国債２８ ６月７日 0 555.0 PDVSA２７ 5月１２日 0 403.1

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ 5月１２日 0 206.3

国債２０ １月９日 0 225.0 PDVSA２２ ５月２８日 0 450.0

国債３６ １月２９日 0 812.5 PDVSA２０ ５月２７日 842 143.2

国債３４ ２月１３日 0 351.6 1,842 5,392.2

国債３１ ３月５日 0 1255.0 ６月１５日 0 45.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 45.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 7,040.9 13,975.5

国債２２ ３月２３日 0 956.3

国債２７ ４月１５日 0 925.0

国債３８ ４月３０日 0 219.0   政府組織１００％保有債券

4,549 8,510.7   グレースピリオド期間中

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（１回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

7,040.9 13,931   グレースピリオド切れ（３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（４回目）

  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）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 13,059.7 電力公社 677.6

PDVSA 7,234.1 合計 20,971.4

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

国債２０

P

D

V

S

A

債

21,016.47,234.1

21,016.4総計

13,104.7

Grace Period

期間中含む

677.6

Grace Period

期間中含む
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２．ボルトン元大統領補佐官のベネズエラ回顧録             

    ～大統領補佐官就任から PDVSA への制裁発動まで～                       

 

６月２３日 １８年４月～１９年１０月にかけて米国トランプ政権の大統領

補佐官（国家安全保障問題担当）を務めたジョン・ボルトン氏は、自身の任期

中にホワイトハウス内で起きたことを記した回顧録「The Room Where It 

Happened」を出版する予定。 

 

全５９２ページの回顧録の中には、「Venezuela Libre」というタイトルで３９

ページを割きベネズエラ問題についてもホワイトハウス内で起きたことが書

かれている。その３９ページ部分を読むことが出来たため、同内容を簡単に紹

介したい。 

 

ここに書かれている内容の中には、過去メディアを通じて明らかになっている

ことは多いが、噂の域を出なかった情報を政権中枢で政策決定に当たった人物

が書くことで、噂ではなかったと認識できる点は有益だ。 

 

また、トランプ大統領および現在も政権中枢でベネズエラ問題に対応している

人物がベネズエラ、マドゥロ政権に対してどのような考え方を持っているのか

を知ることが出来ることも興味深い。彼らの考え方を知ることは、今後のベネ

ズエラを考えるうえで参考になりそうだ。 

 

なお、本件は長くなってしまうため２回に分けて紹介したい。 

 

   就任当初、ベネズエラ問題はトッププライオリティではなかった         

 

ボルトン大統領補佐官が同職に就任した当初、ベネズエラ問題はトッププライ

オリティではなかったという。 

 

トランプ大統領は「多くの国を警戒することは好まない」と語っており、中国・

ロシアなど、より重要な外交問題に注力したい意向を示していたという。しか

し、ベネズエラが「米国の脅威」として認識されるようになっていったという。 

 

一例として１８年１２月にガイアナとベネズエラの領海で石油探査を行って

いた「Exxon Mobil」の船舶がベネズエラの海上監視船に行動を妨害された事

件を挙げている（「ベネズエラ・トゥデイ No.232」）。 

POINT 

 

 

 

ボルトン元大統領補佐

官 ６月２３日に自身

の回顧録を出版予定。 

 

ベネズエラの部分の内

容を紹介。 

 

就任当初、ボルトン氏

にとってベネズエラは

トッププライオリティ

の位置づけにはなかっ

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3363bbfc81da611a57ab8442bd62b042.pdf
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ただ、（明確には書かれていないが）ベネズエラへの関与を更に強めることに

なったより重要なイベントは、１８年８月に起きた「大統領ドローン襲撃事件」

だったのだろう。 

 

１８年８月４日 マドゥロ大統領が国家警備軍の発足８１周年記念式典で演

説をしている際に、ドローンが上空で爆破する事件が起きた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.172」参照）。 

 

「ウィークリーレポート No.59」でバイリー氏が語った内容から、筆者は、ド

ローン襲撃事件に米国政府が間接的に関与していたと考えているが（もちろん

ボルトン氏は「ドローン襲撃事件に米国政府が関与していた」とは書けない）、

この事件が起きたことでマドゥロ政権に対する軍部の不満の高まりを実感す

ることが出来たという。 

 

この頃から１９年に向けて米国と野党が政権交代に向けて水面下で準備を進

めるようになったのかもしれない。なお、１８年８月にドローン襲撃事件を起

こしたグループと２０年３月の「Gedeon オペレーション」を実行したグルー

プは同じ組織とされている。 

 

ドローン襲撃事件から数日後の８月１５日 トランプ大統領は会議でベネズ

エラ問題について言及。軍事介入を指示した。トランプ大統領はベネズエラを

「米国の一部」として、これまで何度か軍事介入について言及したことがあり、

今回は５回目。 

 

トランプ大統領が軍事介入に積極的な一方、ボルトン大統領補佐官、ポンペオ

国務長官らは「軍事介入が良い策ではない」としてトランプ大統領の考えを留

めたという。 

 

１８年１１月、ベネズエラは（１７年４月～７月にかけて起きた反政府デモと

その後の制裁でもマドゥロ政権を倒壊できなかったという失望感から）、野党

の分裂が報じられており、政権交代の期待感は極めて低い状況だった。 

 

米国政府はマドゥロ政権と合意を結ぶことも視野に入れており、トランプ大統

領とマドゥロ大統領との会合も模索していたという。 

そして、ポンペオ国務長官は、マドゥロ大統領の考えを聞くために特使を送る

ことを提案したと書かれている。 

POINT 

 

 

 

 

マドゥロ大統領へのド

ローン襲撃事件を機に

流れが変わったか。 

 

 

 

トランプ大統領は、基

本的にベネズエラへの

軍事介入を志向。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d382d58ea047fd9c6afc88426d4aff6.pdf
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最終的に面談が実現しなかったと書かれているが、１８年１１月に米国の民間

軍事会社「Blackwater」のエリック・プリンス氏がベネズエラへ訪問し、デル

シー・ロドリゲス副大統領と会合したと報じられている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.383」参照）。本当はプリンス氏が特使として派遣されたのではないか。 

 

     グアイド議長の暫定大統領就任と PDVSA への制裁                        

 

１９年１月５日 ２０１９年の国会役員が決定。 

「大衆意志党（VP）」のファン・グアイド議員が国会議長に就任（「ベネズエラ・

トゥデイ No.236」参照）。 

 

１月２３日 グアイド議長は、暫定大統領就任を宣言（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.244」参照）。 

 

１月２８日 PDVSA に制裁を発動（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

当然のことながら、この流れは事前に準備されていた計画であり偶然ではない。 

 

ボルトン大統領補佐官は、PDVSA への制裁を発動するため米国政府内で根回

しを行っていた。 

 

ボルトン大統領補佐官は、今回がマドゥロ政権を倒壊させる最後のチャンスで、

グアイド政権をベネズエラの正当な政権と認識することに迷いはなかったと

いう。また、ホワイトハウス内の多くの人がこの考えに賛成していた。 

 

グアイド政権を正当な政府と認識するのでれば、マドゥロ政権が管理・資金源

となっている PDVSA に制裁を科すことが必須だと考えていた。 

 

また、「連邦準備制度（FRB）」が、米国域内でマドゥロ政権がコントロールし

ている口座を凍結すれば、その影響は世界の金融機関に及び主要国で PDVSA

が保有する口座を凍結し、マドゥロ政権を窮地に陥らせることが出来ると考え

ていた。 

 

なお、マドゥロ政権はこのシナリオを想定していたのか、欧米諸国の口座には

そこまで多くの資金を残していなかったことが後で判明したという。 

 

POINT 

 

 

 

 

１９年 1 月 グアイド

議長の暫定大統領就任

を受け、PDVSA への制

裁発動のためボルトン

氏が根回し。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c55281fb54689456ca439def31eb9aff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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ボルトン大統領補佐官が PDVSA への制裁を発動する中で最も障害となったの

はムニューシン財務長官だったという。 

 

彼は PDVSA に制裁を科すことで、米国のエネルギー企業がベネズエラから排

除され、長年の投資活動が反故にされるリスクを懸念していた。また、財務長

官として原油価格に与える影響も懸念していたという。そして、PDVSA へ制

裁を科すのであれば「マドゥロ政権を必ず倒壊できる」という確約が欲しいと

求め、ポンペオ国務長官に対して別の案を提案していた。 

 

ただし、PDVSA への制裁に消極的な意見はホワイトハウス内では少数派で、

最終的にムニューシン財務長官も PDVSA への制裁発動に合意。 

 

トランプ大統領の最終判断を仰ぐ段階となった。 

 

実は、トランプ大統領は「米国政府がグアイド議長を正当な政権と認識するか

どうか」についてあまり乗り気ではなかったようだ。 

 

ボルトン大統領は驚きをもって受け止めているが、トランプ大統領はマドゥロ

大統領を「賢く、タフな男」と高く評価していたという。一方、グアイド議長

については「弱い、子供」とあまり好感をもっていなかったようだ。 

 

この認識から、トランプ大統領は PDVSA へ制裁を科して政権交代が達成でき

るか疑問を感じており、引き続き軍事介入によるマドゥロ政権倒壊を志向して

いた。 

 

また、トランプ大統領の一番の関心事は「政権交代後にロシアと中国をベネズ

エラの石油産業から排除できるか」だったという。 

 

この点について米国のマルコ・ルビオ下院議員、リック・スコット元フロリダ

州知事などフロリダ系政治家は「ロシア、中国はマドゥロ政権に賄賂を支払っ

ており、汚職を摘発すれば容易にベネズエラから排除できる」と述べており、

トランプ大統領を説得できたという。 

 

なお、トランプ大統領はグアイド政権を正当な政府と認めると決めるにあたり

「グアイド議長に米国への絶対の忠誠を求める。」と述べたという。 

 

POINT 

 

 

 

トランプ大統領は、マ

ドゥロ大統領を評価し

ており、制裁を通じた

政権交代に懐疑的。 

 

 

政権交代後にロシア・

中国をベネズエラの石

油産業から追い出せる

かどうかに関心。 
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トランプ大統領の説得も済み、PDVSA への制裁発動に向けて本格的に準備が

進められた。 

 

主な事前準備は「米国エネルギー企業への周知」「在ベネズエラ米国大使館外

交官の撤退検討」。 

 

「米国エネルギー企業への周知」について、米国政府は１７年８月からマドゥ

ロ政権に対して金融制裁を科しており、メキシコ湾の石油事業者は徐々にベネ

ズエラからの原油輸入を減らしていた。 

 

PDVSA への制裁を科す時には同地域がベネズエラから購入する原油量は１７

年以前と比べて格段に下がっており、全体の１０％以下になっていたため大き

な障害にはならなかったという。 

 

「在ベネズエラ米国大使館外交官の撤退検討」について、米国政府が「グアイ

ド政権を正当な大統領と認識する」と発表をし、「PDVSA に制裁を科す」と発

表した後、マドゥロ政権がどのようなアクションを取るのかが予期できなかっ

た。マドゥロ政権が大使館員を拘束する可能性もあったし、与党支持者が大使

館を攻撃する可能性なども予見された。 

 

準備を進める中で、外交官のリスクを考慮し、「PDVSA への制裁については３

０日延長するべき」との意見も拡大していたという。 

 

しかし、「時期を逸してはいけない。一度延長すれば、今後も延長を繰り返す

ことになる」としてポンペオ国務長官を説得し、予定通り制裁を１月２８日に

発動するに至った。 

 

PDVSA への制裁を発表した当日の朝、ボルトン大統領補佐官はトランプ大統

領と会合を実施。トランプ大統領は引き続き軍事介入を求め「５，０００人の

軍人をコロンビアに派遣する」ことを提案し、この発言をメモにとった。 

 

記者会見の際に、このメモ書き（コロンビアに軍人５，０００人）が映像に写

り、大きな憶測を呼んだとしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

次号では、２０年２月２３日の「人道支援物資搬入イベント」、４月３０日の

「自由オペレーション」を中心にボルトン氏の回顧録を紹介したい。 

POINT 

 

 

 

制裁発動にあたり、米

国エネルギー事業者に

説明。 

 

１７年からの制裁によ

りメキシコ湾の精製会

社のベネズエラ産原油

依存は大きく減少。 

 

PDVSA への制裁の追

い風となった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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３．ベネズエラ債券・経済指標の増減（６月１９日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 6.75 0.00  

PDVSA 3.50 0.00  

カラカス電力 2.00 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 39.75 9.62   

Brent 41.55 7.95   

Venezolano - N/A  

GOLD（オンス） 1,742.8  1.15   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,394  -0.98   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 202,839  -0.21   

並行レート 205,111  -1.68   

（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 

 

 

 

今週もベネズエラ債に動きは

無かった。なお、参考までに

１８年に満期を過ぎており、

デフォルト状態になっている

「カラカス電力社債」の価格

も掲載したい。 

 

WTI、ブレントは上昇。ベネ

ズエラ産原油については引き

続き価格の更新を停止してい

る。 

 

為替レートは公定レート（両

替テーブル）、並行レートとも

に先週からややボリバル高に

推移。引き続き両者の乖離は

小さいままとなっている。 

 

以上 


