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（写真）米国国務省プレスカンファレンス映像 

“３月３１日 ベネズエラ「民主主義移行のための枠組み」提案” 

一週間のまとめ（３月２９日～４月４日）          

（１）与党陣営の動き ～１週間で状況激変、与党劣勢か～                 

 

前号「カントリーリスク・レポート No.144」でも紹介してきた通

り、この数週間は新型コロナウイルス（以下、Covid-１９）の対応

で野党は抗議行動の予定を見合わせると発表。 

 

野党が身動きを取りづらい中、マドゥロ政権が Covid-１９の対応

をリードし、ベネズエラを実効支配する状況が進んでいた。 

 

しかし、今週に入り状況が大きく変わった。 

 

３月２９日 グアイド議長は Covid-１９に対応するために与野党

共同による「国家緊急政府」の発足を提案（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.425」参照）。 

 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～１週間で状況激変、与党劣勢か～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～温めてきた計画がついに表面化～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～米国提案 EU 取り込みに成功～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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．米国提案の民主主義移行プロセス 

～進展に応じて制裁解除を約束～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．政権移行プロセス 成功のカギは 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １６p 

 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c80acf63c6e5a583508818ee6f8d0002.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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この提案から２日後の３月３１日、米国のポンペオ国務長官は「民主主義移行

のための枠組み」と題した、ベネズエラの政権移行プロセスの大方針を提案し

た（詳細については本稿「米国提案の民主主義移行プロセス」参照）。 

 

米国の提案は、グアイド議長が提案する与野党共同による「国家緊急政府」と

同じものだが、「マドゥロ大統領ら麻薬取引の元締めは政権移行プロセスに関

与できない」という内容。 

 

３月２６日に米国麻薬捜査局（DEA）は、マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長、

カルバハル元国会議員、アルカラ元将軍らを「太陽カルテル」の元締めとして

訴えており、マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長を排除した提案と言える（「ウ

ィークリーレポート No.142」参照）。 

 

３月３１日、マドゥロ大統領は即座に米国の提案を拒否する意向を示した。 

 

その翌日の４月１日、トランプ大統領は、麻薬取締強化のためカリブ海周辺に

米軍（空軍・海軍）派遣を強化すると発表。 

ベネズエラを名指しで指定したわけではないが、ベネズエラ近海に軍を派兵し、

マドゥロ政権への圧力を強化する方針を示した。既に同オペレーションのため

の軍派兵は始まっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.427」参照）。 

 

米国政府、グアイド政権の怒涛の猛攻撃を受け、これまで一定の秩序を保って

きたマドゥロ政権は劣勢に追いこまれる可能性がある。 

 

特にマドゥロ政権の目下の懸念材料は「ガソリン不足」。 

米国政府の制裁強化の流れを受けて、マドゥロ政権にガソリン燃料の供給を継

続する企業は著しく減っている。 

 

Covid-１９を理由に「外出を控えるように」という呼びかけが曲がりなりにも

国民の爆発を抑えているが、同国のガソリン不足は首都カラカスでも確実に感

じられるようになっている。 

 

仮に Covid-１９の問題が無く、３月１０日以降もグアイド政権が抗議行動を

加速させていたとすれば、米国政府の援護とガソリン不足が重なりマドゥロ政

権は今以上に苦境に立たされていたことだろう。 

 

POINT 

 

 

米国・グアイド政権 

マドゥロ大統領を排除

した与野党共同の「国

家緊急政府」の発足を

提案。 

 

米国 麻薬取り締まり

のため、ベネズエラ近

海に軍を派兵。 

 

マドゥロ政権への圧力

を強化。与党内部の離

反を呼びかけ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
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（２）野党陣営の動き ～温めてきた計画がついに表面に？～                 

 

本稿「１．（１）与党陣営の動き」で紹介した一連の動きは、偶然の流れとは思

えない。 

 

２０年１月～２月にかけてグアイド議長は欧米を周遊した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.405」参照）が、その時には米国・グアイド政権の間で以下のようなシ

ナリオが立てられていたのだろう。 

 

また、遊説ではスペインを除く欧州主要各国の代表と面会をしており、その際

に今回の計画についての情報共有と支援要請がされていた可能性もありそう

だ（カッコ内は計画の実行者）。 

 

「ロシア、インドなどからのガソリン供給の妨害（米国）」 

↓ 

「国内での抗議行動の継続・激化（グアイド政権）」 

↓ 

「ガソリン不足の問題悪化」 

↓ 

「マドゥロ大統領らに麻薬犯の訴えを起こす（米国）」 

↓ 

「与野党共同による国家緊急政府の提案（グアイド政権）」 

↓ 

「マドゥロ大統領を排除した政権移行プロセスの提案（米国）」 

↓ 

「麻薬取り締まりを理由に米軍を派兵し、マドゥロ政権に圧力（米国）」 

↓ 

「社会混乱を深化させ、離反因子の反乱を促す（米国）」 

 

以前「ウィークリーレポート No.138」で米国政府とグアイド政権が既に今後起

きるであろう何らかのシナリオを作り上げている可能性が高いと指摘したが、

想像の通りだったと考えている。 

 

Covid-１９の影響で国内の抗議行動は野党側が思うように進められなかった

が、ガソリン不足はベネズエラ国民の不満を鬱積させており、何か着火剤があ

れば爆発できる状況だ。 

POINT 

 

 

 

 

 

米国とグアイド政権が

温めてきたマドゥロ政

権崩壊計画がついに表

面化か。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a57e2f3d36118350239235738d4ddc4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a57e2f3d36118350239235738d4ddc4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1570429364cf42942a745f5238a2b01a.pdf
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（３）外国の動き ～米国提案 EU 取り込みに成功～                      

 

米国とグアイド政権がこのまま流れに乗ることが出来るかどうかは国際的に

信頼の高い「欧州連合」のスタンスが重要となる。 

 

欧州連合は、これまでスペイン政府を中心に米国よりも穏健な方針でベネズエ

ラ問題に対応しており、米国の方針と一線を画す可能性もあった。 

 

しかし、４月３日に欧州連合は米国政府の提案に賛同する趣旨の見解を表明。 

欧州から Go サインをもらった形となっている。 

 

個人的には、スペイン政府は本音では米国政府の提案を快く思っていないが、

英国、フランス、ドイツ、ポルトガル、オランダなど欧州各国がスペインに先

んじて米国の提案に賛同を表明したことが欧州連合としての見解表明を促し

たと考えている。 

 

他、米国の提案に賛同の意を表明しているのは、 

「リマグループ（ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテ

マラ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルー、ハイチ、サンタルシア、

ボリビア）」、ウルグアイ、米州機構（OAS）など。 

 

逆に、米国の提案に明確な反対を表明しているのは、 

ロシア、キューバ 

 

米国の提案に反対の意を示していないものの、「自国主権を尊重するべき」と

間接的に米国政府の提案に拒否感を示しているのは、 

メキシコ、アルゼンチン 

 

という状況。 

 

中国政府は、今回の米国の提案について特段のコメントを表明していない。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

欧州連合、米国の提案

に賛同を表明。 

 

米州主要国も米国の提

案に賛成（メキシコ、ア

ルゼンチン除く）。 

 

キューバ、ロシアは米

国の提案を批判。 

 

中国はスタンスの表明

無し。 



 
COUNTRY RISK REPORT 

No.１４５   ２０２０年４月５日（日曜） 

5 

 

 

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

 

前号「カントリーリスク・レポート No.144」で紹介した通り、先週もベネズエラはあわただしく様々なことが起

きたが、今週は更に状況があわただしく変わる一週間だったと言える。 

「１．（２）野党陣営の動き」の通り、これは米国・野党の戦略が表面化したことを意味しており、今後はマドゥ

ロ政権との対立が更に先鋭化することになるだろう。 

 

来週に予定されているスケジュールでの注目は、４月６日の OPEC・非 OPEC 加盟国による緊急会合。 

一見、ロシアとサウジアラビアの対立のようだが、実際は世界一の産油国である米国が自国は規制を受けることな

く、他国の減産の恩恵を享受していることが協調減産の合意が成立しない理由とされている。米国がどのような対

応を取るかで減産合意の成立が決まるのだろう。 

 

 
 

表：　３月２９日～４月４日に起きた主なイベント

内容

３月 ２９日 日 グアイド議長　国家緊急政府の発足を提案

３０日 月

３１日 火 米国政府　政権移行のための国家評議会発足を提案

野党派国会　国家緊急政府の発足を承認

４月 １日 水 米国政府　麻薬取り締まりのためカリブ海に米軍駐留強化を発表

２日 木

３日 金 欧州連合　米国の提案に賛同

４日 土

表：　４月５日～１２日に予定されている主なイベント

内容

４月 ５日 日

６日 月 OPEC・非OPEC加盟国　緊急会合

７日 火

８日 水

９日 木 聖木曜日、国民の祝日

１０日 金 聖金曜日、国民の祝日

１１日 土

１２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

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c80acf63c6e5a583508818ee6f8d0002.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（４月３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 0 675.0

国債２４ １１月１３日 0 514.8 PDVSA２４ １２月１６日 0 750.0

国債２５ １１月２１日 0 306.0 PDVSA２１ １２月１７日 0 538.5

国債２６ １１月２１日 0 881.3 PDVSA３５ １２月１７日 0 731.0

国債２３ １２月７日 0 450.0 PDVSA２２O ９月１７日 1,000 956.3

国債２８ １２月７日 0 462.5 PDVSA２７ １１月１２日 0 322.5

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 165.0

国債２０ １月９日 0 225.0 PDVSA２２ １１月２８日 0 360.0

国債３６ １月２９日 0 812.5 PDVSA２０ １１月２７日 842 71.6

国債３４ ２月１３日 0 351.6 1,842 4,569.8

国債３１ ３月５日 0 1255.0 ４月１５日 0 185.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ４月３１日 0 43.8

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 0.0 228.8

国債２２ ３月２３日 0 956.3 7,040.9 12,688.2

国債２７ １０月１５日 0 740.0

国債３８ １０月３０日 0 175.2

4,549 7,862.0   政府組織１００％保有債券

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド期間中

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（１回目）

7,040.9 12,459   グレースピリオド切れ（２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（３回目）

  グレースピリオド切れ（４回目）

  支払済／着金予定   グレースピリオド切れ（５回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 12,411.0 電力公社 677.6

PDVSA 6,411.7 合計 19,500.36,411.7

19,729.1総計

12,639.8

Grace Period

期間中含む

677.6

Grace Period

期間中含む

19,729.1

P

D

V

S

A

債
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２７

国債３８
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３．米国提案の政権移行プロセス ～進展に応じ制裁解除を約束～                                       

 

３月３１日 米国のポンペオ国務長官は、ベネズエラ国会に対して「民主主義

移行のための枠組み」と題して、国家評議会の発足を提案した。 

 

提案後、米国国務省は公式に今回の提案を「米政府サイト」に公表した。 

 

結論から言うと、筆者はこの提案が成功する可能性は決して低くないと考えて

いる。仮に短期間（１～２カ月内）でこの提案が成立しないとしても、いつか

訪れるであろう政権交代の際に大方針になると考えている。 

 

その意味で、この提案の内容を理解することは、ベネズエラに関わる人にとっ

て極めて重要なことだと考えている。 

 

米国の提案は既に「ベネズエラ・トゥデイ No.426」で記載したが、公式な発

表を受けて、一部修正・補足を加えたものを改めて記載したい。 

 

 

１．国会の権限復帰。 

 

最高裁は、国会（グアイド派国会）の権限無効化を解除し、国会の権限を全て

回復させる。また、制憲議会は解体する。制憲議会の解体を受けて、米国政府

は制憲議員に科していた制裁を解除する。 

 

２．全ての政治犯を解放する。 

 

３．外国に駐留するベネズエラ軍関係者を本国に送還させる（ベネズエラ国会

の４分の３が駐留継続を承認した場合を除く）。 

 

４．国会が CNE 役員と最高裁判所判事を任命。 

 

全ての政党が参加し CNE 役員と最高裁判事を任命する。 

CNE 役員と最高裁判事の任命に当たっては、「国会の２５％の議席を占める政

治団体」の合意が必要（マドゥロ政権側の社会主義統一党（PSUV）にも野党

グループにも拒否権がある）。新たな CNE 役員および最高裁判事が任命され次

第、米国政府は CNE、最高裁に関連する制裁対象者の制裁を解除する。 

POINT 

 

 

 

 

米国政府 マドゥロ大

統領の退陣を前提とし

た政権移行プロセスを

発表。 

 

 

マドゥロ大統領ら一部

高官を排除した与野党

共同の「国家評議会」の

発足を提案。 

https://translations.state.gov/2020/03/31/marco-para-la-transicion-democratica-de-venezuela/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e32073f761e342c2793ccad71cc74bf2.pdf
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５．国会が「国家評議会（Consejo de Estado）」を発足させる。 

 

「国家評議会」を組織し、移行政権の協議を行う。 

「国家評議会」の構成員は５名。与党から２名、野党から２名。

そして、与野党の協議で１名の国家評議会議長を決定する（与野

党ともに拒否権あり）。 

 

なお、国家評議会代表は次に行われる大統領選、国会議員選に出

馬することはできない。グアイド議長もマドゥロ大統領も国家

評議会議長になることはできない。議題は多数決で決定する。 

 

なお、ベネズエラ国軍はアドバイザーとして「国家評議会」に関

与する。 

 

＜補足＞ 

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当するエイブラムス担当官に

よると、「国会の２５％の議席を占める政治団体」とは PSUV、

野党連合（MUD）を意味している。 

 

ベネズエラの国会議員は１６７名。 

２５％は、４１．７５名なので、４２名の議員がいる政治団体が

「国会の２５％の議席を占める政治団体」の要件を満たす。 

 

国会の議員構成は、時間の経過とともに変わっているが、発足当

初の構成は左絵の通り。最大野党政党である「第一正義党

（Primero Justicia）」も一党だけでは３３議席と４２議席の要件

を満たさない。 

 

他方、野党議員は「野党連合（MUD）」としての議員は１０９議

席で４２議席の要件を満たしている。 

 

また、与党は社会主義統一党（PSUV）単独で５２議席と「国会

の２５％の議席を占める政治団体」の要件を満たしている。 

 

 

議席 割合

野党議員 112 67.1

与党議員 55 32.9

合計 167 100.0
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６．国家評議会メンバーの制裁を解除。 

 

憲法上、大統領が有する権限は全て「国家評議会」が持つ。 

米国および欧州連合は「国家評議会」のメンバーに科していた制裁を解除する。

「国家評議会」のメンバーになった人員は、これまで担っていた全ての役職を

辞任し、「国家評議会」の職務に専念する。 

 

７．「国会評議会」の発足完了。 

 

「国家評議会」が発足し、外国に駐留する軍部が撤退した後（ベネズエラ国会

の４分の３が駐留継続を承認した場合を除く）、米国政府はベネズエラ政府お

よび PDVSA に科していた制裁を解除する。 

 

８．「国会評議会」による新たな官僚の任命。 

 

「国家評議会」は新たな閣僚を任命する。 

米国政府は制裁を科していた元閣僚、軍人らへの制裁を解除する。 

 

９．外国政府による支援の実施。 

 

国際社会は、人道・選挙・経済・政治統治・開発・防衛・医療・衛生・電力な

ど多岐にわたる支援を行う。全てのベネズエラ国民が平等に外国からの福祉支

援を受けられるようにしなければならない。世界銀行、国際通貨基金、米州開

発銀行が支援プログラムを主導する。 

 

１０．「真実と調和委員会」の発足。 

 

１９９９年から現在にかけてベネズエラで起きた人権侵害の真相を解明する

ための「真実と調和委員会」を発足させ、問題の責任者を解明する。 

「真実と調和委員会」のメンバーは５名。「国家評議会」の承認の下で、国連

が任命する。ベネズエラ国会は「真実と調和委員会」で確認した責任者に対し

て免罪措置を承認する。 

 

アルゼンチン、コロンビア、チリ、カナダ、パラグアイ、ペルーは、「国際司法

裁判所」に対して訴えたベネズエラ人権侵害の訴えを取り下げる（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.195」参照）。 

POINT 

 

 

 

 

議論の進捗に合わせて

制裁の解除を約束。 

 

 

「国家評議会」が成立

すれば、米国政府はベ

ネズエラ政府、PDVSA

に科していた経済制裁

を解除。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
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１１．１２カ月以内に大統領選、国会議員選を実施。 

 

「国家評議会」は、６～１２カ月の期間内に大統領選と国会議員選を実施する。 

ベネズエラ憲法（９９年）の規定に準じた有権者は誰でも出馬することが出来

る。 

 

１２．大統領選、国会議員選の実施後に全制裁を解除。 

 

国際選挙監視団が大統領選、国会議員選の選挙プロセスを中立且つ自由な選挙

だったと認識した場合、米国政府は全ての制裁を解除する。 

 

１３．経済復興協議、債務再編協議の開始。 

 

新国会は債務再編および経済復興のための委員会を組織する。 

 

＜その他保証事項＞ 

 

軍高官（国防相、軍部戦略オペレーション指令室長、その他司令官）は、政権

移行プロセスが完了するまで現職を維持する。 

 

市長・州知事は現在の任期が満了するまで現状維持。 

 

 

グアイド議長の説明によると、今回の米国政府による提案は１９年にノルウェ

ー政府を仲介役として行われた与野党協議の内容（野党側の提案）を基本にし

ているという。 

 

当時の提案との特に大きな変更点は、「米国政府が制裁解除のタイミングを明

言した点」だという。 

 

他、３月３１日にポンペオ国務長官は「マドゥロ氏が次期大統領になることは

決してない」と明言したが、米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオッ

ト・エイブラムス担当官は「次の大統領選にはマドゥロ氏が参加することも可

能」と述べており、マドゥロ大統領の大統領選出馬については米国内で統一し

た見解があるわけではなさそうだ。 

 

POINT 

 

 

 

 

大統領選、国会議員選

は６～１２カ月以内に

実施。 

 

 

国防相、Cofanb 長は移

行プロセスが完了する

まで現職を維持。 
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４．政権移行プロセス 成功のカギは                                        

 

米国政府が提案した「民主主義移行のための枠組み」が成功するかどうかの重

要な要素は、「与党内の離反因子」「国際社会の姿勢」の２点。「与党内の離反

因子」「国際社会の姿勢」にパートを分けて筆者の見解を紹介したい。 

 

 

 

最初に明言しておくが、米国政府の提案はマドゥロ政権内部の離反因子への提

案である。 

 

マドゥロ大統領は、米国政府の提案を拒絶したが、米国政府は基本的にマドゥ

ロ大統領がこの提案を受け入れることを期待していないし、マドゥロ大統領に

対して今回の提案をしていない。 

 

「与党側の離反因子」として、最も重要なのは「軍部」と「最高裁」だろう。 

 

米国政府が提案した「民主主義移行のための枠組み」の第１段階は、「最高裁

が国会の権限を復帰させること」である。 

 

つまり、このステップが始まらない限り米国の提案は動かない。別の表現をす

ると、米国の提案を前進させることができるのは最高裁判所ということになる。 

そうであれば、最高裁判所のトップを務めるマイケル・モレノ判事が「国会の

権限を復帰させる」と宣言することが必要になる。 

 

 

マイケル・モレノ

最高裁判長

与党内の離反因子

レミヒオ・セバジョ

Cofanb長

パドリーノ・ロペス

国防相

POINT 

 

 

 

 

米国政府の提案は、基

本的にマドゥロ大統領

に対して向けられた提

案ではない。 

 

 

マドゥロ政権内部の離

反 因 子 に 対 し て の 提

案。 
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あるいは、軍部（あるいは SEBIN などの特殊警察部隊（SEBIN には軍部出身

者が多く、実質的に軍部と言える））がモレノ最高裁判長を拘束し、暫定的に

別の最高裁判長を立てることで国会の権限を復帰させることも可能だろう。 

 

つまり、第一ステップを動かすことが出来るのは「最高裁」か「軍部」のいず

れかだ。他の組織では第一ステップを動かすことはできない。 

 

別の言い方をすると、彼が最初にマドゥロ政権を裏切る必要がある。 

一度、動き始めれれば、うねりが起きるだろうが、最初に動くのが一番大変だ。 

 

１９年４月に起きた「自由オペレーション」の際にもモレノ最高裁、ロペス国

防相、セバジョ Cofanb 長の離反は噂されており、「最高裁」と「軍部」は絶対

に動かせない山ではない（「ウィークリーレポート No.96」参照）。 

 

なお、パドリーノ・ロペス国防相は、４月４日時点ではマドゥロ政権に忠実な

姿勢を示しているが、モレノ最高裁は３月３１日を最後にツイッターの更新が

途絶えており、メディアにも露出していない。 

 

問題は、米国政府とグアイド政権がどの程度、「最高裁」「軍部」の離反因子と

今回の計画について情報と準備を共有できているかに尽きる。 

 

離反因子側も十分な情報を共有されずに、いきなり「離反してくれ」と言われ

ても準備が出来ない。ましてや、Covid-１９問題で外出が難しく、動きが特定

されやすい状況下で不審な動きをするのはかなり難しい。 

 

ベネズエラには軍部だけではなく、キューバ人工作員もいる。 

キューバ政府は政治的な利害からマドゥロ政権の存続を望んでおり、彼らはマ

ドゥロ政権に忠実な存在だ。キューバ人工作員は、野党だけではなくマドゥロ

政権内部の離反因子も監視している。「軍部」「最高裁」への監視は相当なもの

だろう。 

 

ここまで言うと、「民主主義移行のための枠組み」の成立が悲観的に思えてく

るが、国際社会が団結すれば兵糧攻めにより政権交代は可能と考えている。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

与党内部で特に重要な

存在は「軍部」と「最高

裁」。 

 

 

彼らだけが政権移行プ

ロセスの第一歩を進め

ることが出来る（最初

に行動に移す必要があ

る存在）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
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米国政府のスタンスは「マドゥロ政権を崩壊させる」で決まっている。 

このスタンスは２０年１１月の米国大統領選で民主党候補が当選しない限り、

変わらないだろう。 

 

米国政府の方針が変わらないという前提で、「国際社会の姿勢」でカギになる

のは「ロシア」「欧州連合」のスタンスだ。 

 

本稿「１．（３）外国の動き」で触れたが、欧州連合が米国の提案に賛同した意

味は大きい。 

 

欧州連合は「コンタクトグループ」という組織を作り、与野党交渉を通じた合

意による解決を求めてきた。欧州連合は、マドゥロ政権をベネズエラの政府と

認識していないものの、交渉相手としてマドゥロ政権を認めており、マドゥロ

大統領を交渉当事者としてきた。 

 

しかし、今回、米国の提案を受け入れたことは大きな方針転換を意味する。 

前述の通り、米国政府の提案はマドゥロ大統領に向けられたものではない。 

マドゥロ大統領の排除を前提とした提案だ。 

 

習近平 リマグループ サンチェス

国家主席 首相

 国際社会の姿勢 

プーチン トランプ

大統領 大統領
欧州連合

POINT 

 

 

 

米国政府の提案が成功

す る か ど う か に つ い

て、国際社会で特に重

要なアクターは「ロシ

ア」と「欧州連合」。 

 

 

欧州連合は、米国政府

の提案を支持する意志

を表明。 
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欧州連合がこの提案に賛同したということは、マドゥロ大統領を排除した政権

交代プロセスに賛同したことを意味する。これは、筆者が認識していた欧州連

合のスタンスと異なる。 

 

つまり、欧州連合は対ベネズエラ方針を大きく方針転換させたことを意味する。 

 

一度、この方針に賛同してしまえばマドゥロ政権との関係改善は困難。 

欧州連合は今後、これまでよりも米国政府に近い立ち位置でマドゥロ政権と関

わる必要が生じる。 

 

なお、欧州連合でベネズエラ問題をリードするのはスペインのサンチェス政権

だ。スペイン政府自身は比較的マドゥロ政権に協力的であり、スペイン政府が

いるからこそ「コンタクトグループ」が成立してきた側面はある。 

 

米国の提案について、スペイン外務省は「米国政府の提案を関心を持って検討

した（ha examinado con interés）」と表明しただけで提案に賛同するかどう

か明確なスタンスを示していない。 

 

他方、オーストリア、ポルトガル、フランス、ドイツ、オランダ、英国など欧

州各国が米国政府の提案に賛同する趣旨の発表をしており、他国の方針表明に

つられる格好で欧州連合としての方針発表に至っている。 

 

欧州連合が、マドゥロ政権の崩壊を前提とした政権交代を支持するということ

は、わずかながら可能性があった IMF によるマドゥロ政権への融資の可能性

はほぼなくなったと理解することも出来る。 

 

そして、この状況で最も重要なのは「ロシア」のスタンスだ。 

 

ロシアがマドゥロ政権の最終的な支援国であることは間違いない。 

産油量は低迷。原油価格が歴史的な低水準にあり、今後更なる資金難が予想さ

れる中、カリブ海周辺の警備強化により麻薬取引による収入増も困難。 

IMF など国際組織からの融資受領も望み薄。米国の経済制裁によりガソリンの

輸入さえも出来ない。 

 

ここでロシアがマドゥロ政権を見捨てれば、マドゥロ政権の崩壊は自明と言え

る。 

POINT 

 

 

 

欧州連合は、これまで

より米国に近い立ち位

置でマドゥロ政権と対

峙することになる。 

 

 

欧米の理解なしにベネ

ズエラが IMF の融資を

得ることは不可能で、

マドゥロ政権が IMF か

ら融資を得るのは困難

となった。 
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現時点でロシアは引き続きマドゥロ政権を支援する姿勢を示している。 

 

ロシアは今後もマドゥロ政権を支援する意志はあるし、実際に支援する可能性

もある。他方、米国の出方次第ではマドゥロ政権への支援を停止する可能性は

あるのではないか。 

 

ロシアにとってベネズエラは米国に対峙する政治ツールの１つでしかない。 

ハッキリ言ってしまえば、産油国ロシアにとってベネズエラの原油は特に必要

なく、ベネズエラの経済的な価値はそこまで重要視していないだろう。 

ロシアがマドゥロ政権を支援する理由は「米国の近くに反米・親露国家を維持

したい」「米国との交渉材料が欲しい」という政治的な観点が大きい。 

 

仮にマドゥロ政権の支援を停止することで得られるメリットが、支援を継続す

るメリットよりも大きければ、ロシアはマドゥロ政権への支援を停止すると想

像している。 

 

個人的な憶測だが、ロシアが得たいものは「米国の協調減産加盟」ではないか。 

 

４月３日、ロシアのプーチン大統領は閣僚らとのビデオ会議で、原油市場につ

いて「日量１，０００万バレルかその前後の削減」が必要とされていると述べ、

６日に予定されている OPEC などとの会合で協調減産で合意を目指すよう指

示した。 

 

また、プーチン大統領は「重要なのは協力に全ての主要産油国、ロシア、サウ

ジアラビア、米国や他の国々も OPEC に入っている国も入っていない国も参

加することだ」と述べ、最大の産油国でありながら、これまで協調減産の輪に

加わってこなかった米国に対して減産に加わるよう求めた。 

 

この発言の前に、トランプ大統領はロシア、サウジアラビアとの仲介に入って

いる。この仲介の後にトランプ大統領は CNN テレビのインタビューで「産油

国のサウジアラビアとロシアが日量１，０００万バレルの減産で近く合意する

だろう」との見通しを語り、４月２日にサウジアラビアは OPEC・ロシアなど

非加盟国に緊急会合を呼びかけている。 

 

米国が協調減産に加わるような合意が成立するのであれば、ロシアは喜んでマ

ドゥロ政権を差し出すのではないだろうか。 

POINT 

 

 

ロシアがマドゥロ政権

を擁護する目的は、自

国の利害のため。 

 

ロシアが、マドゥロ政

権への支援を放棄する

に足る譲歩を米国から

得ることが出来れば、

ロシアはマドゥロ政権

へ の 支 援 を や め る は

ず。 

 

それは「減産合意への

米国の加盟？」 
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（４月５日終値）       

 

銘柄 
取引 

価格 
先週比 

国債 13.00 0.00 

        

    取引 

価格 
先週比 

    

PDVSA 8.00 0.00 

        

    
取引 

価格 
先週比 

原油 

WTI 21.54 -7.87  

Brent 25.2 -6.60  

Venezolano 13.74 -13.75  

（出所）Avsecurity、石油省 

債券指標の動き  解説 

 

 

 

ベネズエラ石油省の公表によ

ると、３月３０日～４月３日

までのベネズエラ産原油価格

は先週比１３．７５％減の１

３．７４ドル／バレルと歴史

的な低水準となっている。 

 

WTI、ブレント原油も先週比

マイナスだが、ベネズエラ産

原油の減少率は他よりも大き

い。 

 

週末に入り、減産合意が成立

するとの観測が広がり、原油

価格が上昇している。 

 

４月６日の OPEC・非 OPEC

加盟国の会議でどのような内

容の話し合いが行われるかに

注目が集まっている。 

 

以上 


