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（写真）グアイド議長ツイッターより 

“水面下での与野党交渉破談か 主要野党 米国政府らと協議” 

１．一週間のまとめ（２月２１日～２月２７日）          

（１）与党陣営の動き ～欧州と対立深化 対話再開に暗雲～            

 

これまで与野党対話再開の観測が強まっていたが、今週に入り全て

が逆転したような状況になっている。 

 

発端は欧州連合によるマドゥロ政権関係者への制裁だ。 

 

２月２２日 EU は昨年１２月６日の選挙を強行し、民主主義を棄

損したとの理由から、マドゥロ政権関係者１９名に制裁を科した。 

 

翌２３日 マドゥロ政権側の行政監督長は、「旧国会議員らは国会

規則法で定められている資産報告書を期限内に提出しなかった」と

して野党議員２７名に対して「選挙への出馬権を停止する」措置を

取った（「ベネズエラ・トゥデイ No.565」）。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～欧州と対立深化 対話再開に暗雲～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～３月１日 選挙参加について協議～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ２p 

 

（３） 外国の動き 

～CNE 役員交代と州知事選では不十分～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（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．Fedecamaras マドゥロ政権へ提言 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．Fedecamaras 提言の所感 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 

 

 

３．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  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
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そして、２月２４日 マドゥロ政権は、在ベネズエラ EU 代表大使を「ペルソ

ナ・ノン・グラタ（歓迎されない人物）」に指定。７２時間以内にベネズエラを

去るよう命じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.566」）。 

 

加えて、アレアサ外相は在ベネズエラ・スペイン・ドイツ・オランダ・フラン

ス大使館の代表に抗議状を手交。今回の対応を非難した。 

 

マドゥロ大統領は「EU は交渉再開を支援していたが、今回の行為は裏切り」

と言及。「EU が考えを改めない限り、欧州とはいかなる協議も対話も出来な

い。」と断言した。 

 

EU は、マドゥロ政権側の対応を非難。 

２５日には、在 EU ベネズエラ代表大使を「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定

し、７２時間以内にベネズエラへ帰国するよう命じた。 

 

この流れから察するに、水面下で行われていた与野党協議は破談寸前と思われ

る。交渉が破断した理由は「１．（３）外国の動き」で考察したい。 

 

なお、２月２５日 与党国会は、２１年に実施予定の「全国州知事選」「市長

選」を同じ日に開催することを決定した。 

州知事選は州議会議員、市長選は市議会議員も同時に決めるため、今回の選挙

は出馬者が１０万人を超える規模の大きな選挙になるだろう。 

 

（２）野党陣営の動き ～３月１日 選挙参加について協議～                   

 

主要野党に属する地方政党「LCR」のアンドレス・ベラスケス党首は記者会

見を実施。「３月１日に州知事選の参加についてグアイド政権内で協議を行

う」と発表した。 

 

もちろん州知事選の参加については、グアイド政権内で何度も議論されてい

ると思うが、敢えて協議日を発表する理由は「選挙参加について結論を出

す」ことが理由と思われる。 

 

２月２１日～２６日にかけて、野党関係者がコロンビアに集まり、在コロン

ビア・米国大使館で協議を行っていた（協議期間は２月２０日～２５日）。こ

の協議にはコロンビア政府関係者も含まれているようだ。 

POINT 

 

 

 

欧州連合からの制裁を

受けて、マドゥロ政権

は在ベネズエラ EU 代

表大使を国外追放に。 

 

野党関係者の選挙出馬

権の停止を決定。 

 

EU も在 EU ベネズエラ

代表大使を国外追放。 

 

交渉再開に暗雲。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
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２月２２日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は「野党が米国とベネズエラ社会

を混乱させるための協議を行っている」と主張。野党関係者のコロンビアで

のスケジュール表を公表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.565」）。 

 

また、ロドリゲス議長は「会合の内容は全て把握している」と言及。野党内

部あるいはコロンビア政府関係者もしくは米国大使館内に密告者がいること

を匂わせた。 

 

なお、ロドリゲス議長が公表した、野党のスケジュール表は協議の内部関係

者でないと入手できない情報であり、マドゥロ政権の協力者が野党グループ

内にいることは間違いないだろう。 

 

グアイド議長は、ロドリゲス議長の訴えを受けて「米国との協議が事実であ

る」と発言。民主主義を取り戻すために今後も協力国と協議を続けると反論

した。 

 

２月２０日～２５日にかけて行われたコロンビアでの協議。 

２月２２日の欧州連合によるマドゥロ政権への制裁。 

３月１日のベネズエラ国内での主要野党による選挙参加についての協議。 

これらの流れが交渉破談を連想させるのは筆者だけではないだろう。 

 

なお、コロンビアでの協議の際「行動民主党（AD）」は選挙参加を望んでい

たようで、主要野党内で統一的な方針が導き出せるかも課題になりそうだ。 

 

（３）外国の動き ～CNE 役員交代と州知事選だけでは不十分～                      

 

上記の通り、交渉再開に暗雲が立ち込めている。 

仮に交渉が破断したとして、その理由は何だろうか。 

 

それは２月２６日に コロンビアでベネズエラ米国代表大使の役割を担って

いるストーリー大使がウェブメディア「Monitoreamos」に行ったインタビュ

ーの内容から想像できる。 

 

ストーリー大使は、「マドゥロ政権が EU 大使を追放したことで危機を解決す

るための対話が困難になった」と指摘。マドゥロ政権に対して対話の道を開く

よう求めた。 

POINT 

 

 

 

 

２月２０～２５日にか

けて、コロンビアでグ

アイド政権・コロンビ

ア政府・米国政府が今

後 の 方 針 に つ い て 協

議。 

 

 

３月１日に、主要野党

内で最終的な決断をす

る予定か。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://monitoreamos.com/destacado/james-story-elecciones-regionales-tendrian-sentido-si-conducen-a-presidenciales-y-parlamentarias
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そして制裁について「ベネズエラで自由で公平で検証可能な大統領選、国会議

員選が行われるのであれば制裁を解除する意志がある。」と言及。 

 

加えて 

「もし、マドゥロ政権が CNE 役員を交代させ、州知事選に関する協議を行う

意志があるだけであれば不十分だ。それは、我々の求めを聞いていることにな

らない。大統領選と国会議員選が行われなければ意味がない。しかし、これは

ベネズエラ人自身が決めることである。」 

とコメントした。 

 

この部分が重要なのだろう。 

 

２月に入り、ABC ニュースは、マドゥロ政権が野党に提示している条件につい

て報じていた「ベネズエラ・トゥデイ No.557」）。 

 

ABC によると、マドゥロ政権が提示した条件は以下の 2 点。 

「CNE 役員・最高裁判事の任命に野党の意見を取り入れること」 

「自由な州知事選を実施すること」 

 

この２点を保証する代わりに、 

「米国による経済制裁の緩和」 

「外国の凍結資産を解除し、Covid-１９対策で使用すること」 

を求めていたという。 

 

ストーリー大使のコメントは、まさにマドゥロ政権側の提案を棄却する趣旨の

発言である。 

 

特に、ストーリー大使がインタビューを行った２月２６日は、野党関係者との

協議を終えた翌日だ。つまり、野党・コロンビア・米国政府関係者での協議で

今回ストーリー大使が発言したような結論が出たことを意味していると考え

るべきだろう。 

 

率直に言って、マドゥロ政権が大統領選・国会議員選を実施する可能性はほぼ

無い。つまり、「選挙も参加しないが、交渉も行わない」の現状維持を選んだ

ということだろう。この結論で得られるメリットは「自身の行ってきた方針の

失敗を認めなくて済む」という点だけだろう。 

POINT 

 

 

 

 

米 国 ス ト ー リ ー 大 使 

マドゥロ政権側の提案

を拒絶。 

 

 

「マドゥロ政権が大統

領選と国会議員選を確

約しなければ、我々の

意見を聞いていること

にならない」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdbd1407d8ed56b91d893d23e3af2a66.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

今週は EU とマドゥロ政権との対立が目立った。来週は、選挙の参加についてグアイド政権が方針を定めると思わ

れる。ここで選挙参加を諦めた場合、２２年の罷免投票は絶望的。州知事・市長は与党系の政治家が掌握することに

なるだろう。欧米・グアイド政権が、今後どのようにマドゥロ政権と対峙しようと考えているのか、明確な方針を示

してくれることを期待したい。 

 

なお、本来であれば２月２２日の週は「Covid-１９隔離緩和週」だったが、先週はカーニバルでイレギュラーな対応

を取っていたため、２月２２日の週は「Covid-１９隔離週」になっていた。 

 

 

表：　２月２１日～２月２７日に起きた主なイベント

内容

２月 ２１日 日

２２日 月 Covid-１９隔離週間

欧州連合　マドゥロ政権関係者１９名に制裁

第４６回 国連人権委員会の会合開始（３月２３日まで）

マドゥロ大統領　国連人権委員会で演説　欧米の制裁を非難

２３日 火

２４日 水 マドゥロ政権　在ベネズエラEU代表大使を国外追放処分

２５日 木 EU　在EUベネズエラ代表大使を国外追放処分

国連バチェレ弁務官　各国のベネズエラ移民の受け入れ状況に懸念

２６日 金

２７日 土

表：　２月２８日～３月７日に予定されている主なイベント

内容

２月 ２８日 日

３月 １日 月 Covid-１９隔離緩和週間

主要野党　選挙参加について国内で協議

２日 火

３日 水

４日 木

５日 金

６日 土

７日 日

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（２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 ９月１７日 1,000 1,147.5

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 ７月２９日 0 1,137.5 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ８月１３日 0 492.2 5,280 6,405.8

国債３１ ９月５日 0 1,505.9 ３月５日 0 251.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ３月１７日 1,000 191.3

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 ３月２３日 0 191.3

国債２２ １０月２２日 1,000 1,147.5 1,000.0 633.6

国債２７ １０月１５日 0 1,110.0 13,978.8 17,430.2

国債３８ ４月３０日 0 262.8

7,049 10,363.2

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）

12,978.8 16,797   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）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（６回目）

  政府組織１００％保有債券   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 17,412.2 電力公社 677.6

PDVSA 11,685.6 合計 29,775.5

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

総計

国債２２

17,854.5

12,876.9

677.6

31,409.0

31,409.0

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

国債３５

PDVSA２２
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２．Fedecamaras マドゥロ政権へ提言                                   

 

本稿「１．（２）野党陣営の動き」で触れた通り、与野党交渉が破断する可能性

が高まっている。 

 

政治分野ではベネズエラ政府の認識を巡り、マドゥロ政権とグアイド政権の争

いが続く一方で、経済分野はマドゥロ政権および与党国会を政府と認識する前

提で進み、国は低空飛行ながら少しずつ回復するだろう。 

 

ベネズエラで最も影響力の大きい経済団体「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」

役員らが与党国会の対話委員会と会合を実施（「ベネズエラ・トゥデイ

No.554」）。Fedecamaras に次ぐ影響力を持つ商業・サービス系の企業団体

「Consecomercio」役員らも与党国会の対話委員会と会合を行った（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.565」）。他、Fedecamaras の旧役員は、EU がマドゥロ政

権に科した制裁が交渉再開の妨げになると否定的な見解を示している。 

 

また、Fedecamaras は与党国会の対話委員会に対して、経済分野に関する政

策提言を行っている。 

 

これまでマドゥロ政権は経済界の意見には耳を貸さなかったが、現在のマドゥ

ロ政権は以前と状況が違う。 

 

石油産業が機能不全に陥り、公的セクターも機能不全を起こしている。 

民間セクター主導で社会を回せるようにしなければ、政権を維持できない。 

 

実際に徐々にではあるが２０１８年後半から徐々に現実的な方向へと経済政

策を見直している。また、経済界で影響力の大きな Fedecamaras と経済対話

を続け、成果を上げることは「対話が解決に資すること」「ベネズエラ政府が

誰か」を国内外にアピールする上でも重要と言える。 

これらの理由を踏まえると、マドゥロ政権が Fedecamaras の提案に耳を傾け

ることは十分に考えられるだろう。 

 

以下は Fedecamaras が与党国会にどのような提案を行ったのかを紹介したい。 

なお、要旨だけを確認したい場合は「３．Fedecamaras の提言の所感」を確認

いただきたい。 

POINT 

 

 

 

Fedecamaras  マ ド

ゥロ政権の与党国会に

対 し て 経 済 政 策 を 提

言。 

 

 

政治は、政府認識を巡

る争いが続くが、経済

は「マドゥロ政権が国

内を掌握している」と

の現実路線で話が進む

見通し。 
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Fedecamaras は、「政府に対する基本的な提案」「緊急的な提案」「包括的な提

案」「法律面での提案」「対話委員会への提案」の５つに分けて提案を行ってい

る。 

 

           政府に対する基本的な提案              

 

Fedecamaras は、対話に入る前提条件として、マドゥロ政権に対して、信頼

できる環境を形成するよう求めている。具体的には、Fedecamaras など多く

の関係者と協議し、透明性のある形で政策を実行し、民間セクターの所有権を

尊重し、接収など投資を阻害する行為を行わないよう求めている。 

 

              緊急的な提案                

 

Fedecamaras は、緊急的に対応しなければならない点として、「Covid-１９対

応」を挙げている。 

 

経済界は、効率的にワクチン接種を拡大させるために協力する意志があると指

摘。ワクチン接種を速やかに普及させるために必要な労働力、産業界でのアン

ケート調査、ワクチンの輸入・配布に協力してくれそうな「非政府系団体

（ONG）」や国際支援団体を探すための活動を手伝うとした。 

 

ワクチン接種が普及することで、死者を減らすことができるのはもちろん、

Covid-１９感染防止措置が緩和されるため、Covid-１９対策に協力することは、

経済界にとってもメリットがあるとした。 

 

また、Covid-１９対策に関して「７＋７」（１週間ごとに「隔離」、「隔離緩和」

を繰り返す感染防止対策）の見直しを提言。「７＋７」を徐々に緩和するスケ

ジュールを策定するよう求めた。 

 

次に、緊急的な対応が必要なテーマとして「燃料問題」を挙げている。 

 

ガソリン・ディーゼル燃料などの燃料不足の対応策として、「民間セクターに

よる燃料分野（特に「調達」と「販売」）への参入」を求めた。具体的には、小

規模の製油所を建設し、燃料を販売する事業を民間に開放することを提案した。

他、燃料の消費状況、在庫などの情報を公表するよう求めている。 

 

POINT 

 

 

 

Fedecamaras  マ ド

ゥロ政権に対して、信

頼を構築する姿勢を見

せるよう要請。 

 

Covid-１９のワクチン

接種を速やかに行うた

め、経済界が協力する

意志があると主張。 

 

経済界の協力を仰ぐよ

う要請。 
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他、接収・占拠した企業の返却、国営企業の経営を民間セクターに移譲する。 

あるいは、買収が完了しないまま政府が実効支配した企業を元のオーナーの

手に戻すことを要請。ただし、国営企業の経営移譲は透明性の高い手段で行

うよう求めた。 

 

最後に、緊急的な対応が必要なテーマとして「融資・決済」を挙げた。 

 

現在、ベネズエラの金融機関は多くの資金を中央銀行に預けておく義務があ

る。そのため、企業への貸し出し能力が著しく低下している。この仕組みを

変更するよう求めた。 

 

また、ベネズエラの金融機関で外貨口座を開設できるようになったが、制度

上 他行への送金が出来ないため、その変更を求めた。他、ボリバル通貨の現

金紙幣の不足について、新たに現行よりも大きな単位の紙幣を発行するよう

求めた。 

 

              包括的な提案                

 

Fedecamaras は、「包括的な提案（全ての経済分野に影響を与える提案）」と

して、「Covid-１９を理由とした特別な税制措置」を求めている。 

 

具体的には、所得税、市税、不動産税、消費税支払い制度、大規模資産税、大

規模送金税などの見直しを求めた。他、新規投資あるいは農業・医療など生

活必需品産業にインセンティブを与えるような税制の確立も求めている。 

 

また「国内生産を促進する政策」を要請。 

具体的には、価格統制の撤廃、自国での生産を優遇する政策（完成品輸入に

課す税金の上方修正、国内生産のために必要な原材料の輸入への免税など）

を求めている。他、公的監査組織による強引な査察行為の停止を求めた。 

 

他、「商品輸送を阻害する行為、自動車維持に関する措置」を要請している。 

企業の活動には自動車は不可欠で、故障の際に必要な部品の購入を可能にす

る制度を求めている。加えて、優先産業の自動車修理に対しての優遇措置を

求めた。また、国内に入ってくる自動車部品の品質コントロールの実施を求

めている。 

 

POINT 

 

 

 

接収企業や機能不全の

国営企業を、透明性の

高い手段で民間セクタ

ー に 移 譲 す る よ う 要

請。 

 

 

Covid-１９対応のため

の特別な税制措置。 

国内生産を促進するよ

う な 政 策 の 実 施 を 要

請。 
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また、輸送の障害になっている過剰な検問の実施を止めるよう要請。 

これらの検問が汚職を生んでいるとした。 

 

他、「国内外の空運・海運の再開」「登記関連の官公庁の透明性確保」を求めて

いる。 

 

              法律面での提案                

 

Fedecamaras が与党国会に提案した法案とその概要は以下の通り。 

 

・衛生緊急・経済再開法 

感染症対策を克服し、同時に経済を再開するための法律（近隣国の事例を基

に感染症対策と経済再開を行うよう提案している）。 

 

・経済自由・投資・開発法 

投資を促進し、民間企業の国内生産・輸出を促進し、且つ社会的責任を経済界

が担うための法律。そのために、投資の安全を保障し、明確で永続的な規則が

必要。 

 

・科学技術法 

デジタル取引、通信分野の投資、開発を促進するための法律。 

 

・行政手続き簡素化法 

あらゆる行政手続きを一元化し、手続きを迅速化するための法律。 

デジタル化を促進し、汚職を減らす。妥当な手数料の設定。 

 

・労働法の改定 

絶対に見直しが必要なテーマは、給料と社会保険制度に関して職の安定と労

働に対する対価の正常化は急務。国民の購買力を回復させなければならない。 

 

現在の生活実態に見合った形で賃金制度を変える必要がある。生産性を上げ

ることで給料を引き上げる。法的安全を保障するのであれば、民間セクター

はある程度の負担を引き受ける。 

 

その他、労働環境に関する分析を行い必要な労働法の改定を行う。 

 

POINT 

 

 

 

投 資 を 促 進 さ せ る 法

律、行政手続きを簡素

化させる法律を提案。 

 

労働法について、労働

者の生活が保障できる

ような仕組みづくりが

急務。 

 

生産性を向上させるこ

とで給料が上がるよう

な仕組みを作るべき。 
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・価格統制法の撤廃 

価格を固定するのではなく、需要と供給に応じた価格を設定させるための法律

を作る。過度な価格設定に罰則を科すべき。また、企業経営者に対して、自身

を擁護するための法的な環境を保証すること。罰則を科す前に協議を行うメカ

ニズムを作るべき。 

 

・デジタルデータ・サインでの公共登記法 

行政手続きに関して、デジタル形式の署名を有効にし、手続きを迅速化させる。 

 

・民間セクターの参入を制限する法律の見直し 

民間セクターの参入を禁止している法律をリスト化し、民間セクターの参入可

能性について再検討を行う。 

 

・Fedecamaras の各分野と協議を行い法律の見直しを検討する。 

Fedecamaras を構成している１４セクターの各代表らと協議を行い、彼らの

意見を聞き、必要な法的見直しを検討する。 

 

             対話委員会への提案                

 

対話委員会への提案は以下の通り。 

 

・衛生分野との対話の実施 

医療従事者と対話を行い、彼らの活動の障害になっている融資やその他制度に

ついて検討する。 

 

・市税について、適切な改定を支援する 

対話委員会を通じて、各市に対して税制の適正化を推進するよう求める。 

 

・行政とともに民間セクターの投資を促進する手段を検討する。 

 

・国が民間セクターにコントロールを移譲できる資産・土地をリスト化する。 

 

・電力・水道・通信など公共サービスを提供する公的組織の協議に参加し、料

金や再生のために必要な措置を検討する。 

 

 

POINT 

 

 

 

 

価格を固定させるので

はなく、需要と供給に

応じた適切な価格で販

売させるべき。 

 

 

 

民間セクターに移譲で

きる国営企業や土地を

リ ス ト 化 す る よ う 要

請。 
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３．Fedecamaras による提言の所感                                   

 

「Fedecamaras」の提案は、 

「速やかにワクチン接種を広めるため、経済界にも協力を仰ぐべき」 

「価格を固定するのではなく、需要と供給で価格を決めさせる法律を作るべき」 

「雇用を安定させ、購買力を引き上げるため、国内産業を促進するべき」 

と真っ当な内容が多く、これらの提案を与党国会が採用してくれれば、ベネズ

エラの状況は幾分良くなることだろう。 

 

Fedecamaras の提案の中で特筆するべきものは、「国営企業の経営や国が接収

した土地を民間セクターに移譲するべき」との提案だろう。 

 

マドゥロ政権は、既に一部の国営企業を民間セクターに移譲し始めているが、

ほとんどがマドゥロ政権と良好な関係を続けていた企業に対してであり、経営

権の移譲は水面下で行われている。 

 

「Fedecamaras」は、この民間セクターへの経営権の移譲について、透明性の

ある仕組みをもって移譲するべきと提案している。 

 

筆者はマドゥロ政権が「Fedecamaras」の提案を受け入れる状況にあると考え

ているが、この提案を受け入れるかどうかは個人的には疑問が残る。 

 

故チャベス政権が民間セクターに敵対的な政策をとるようになったのは、２０

０２年に「Fedecamaras」が野党・米国とクーデターを起こし、チャベス大統

領（当時）を失脚させようとしたからだった。 

 

クーデター失敗後、チャベス大統領は当時政権で中枢を担っていた一部の人に

対して、「経済界が政府に歯向かわないように力を奪う」と発言したという。 

この意志を継いでいるマドゥロ政権にとって、「Fedecamaras」は恐れの対象

だ。 

 

透明性をもって国営企業を民間セクターに移譲しようとすれば、野党色の強い

企業が重要産業に参入することを許すことにもなり得る。 

透明性の高い手段での民間セクターへの経営権の委譲に抵抗があるマドゥロ

政権関係者は多いことだろう。 

POINT 

 

 

 

過去の経験から 

Fedecamaras がマド

ゥロ政権を信頼してい

ないのと同様に、マド

ゥロ政権も過去の経験

から Fedecamaras を

信用できていない。 

 

野党系企業に国の重要

産業を移譲することは

マドゥロ政権にとって

リスクになり得る。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（２月２６日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.13 0.00  

PDVSA 4.50 0.00  

PDVSA20 25.50 -  

カラカス電力 2.75 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 61.5 1.96   

Brent 64.38 1.71   

Venezolano（2 月 20 日） 49.91 -1.42   

GOLD（オンス） 1,730.6  -2.47   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,241  0.05   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 1,865,614  6.15   

並行レート 1,899,024  5.21   

（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 

 

ベネズエラ国債・PDVSA 社債

の市場価格は著しく低下して

いる。 

 

１７年 8 月に米国政府が制裁

を科し、米国人のベネズエラ

国債・PDVSA 債の購入が禁止

された後も、PDVSA２０につ

いては CITGO 株式５０．１％

が担保に設定されていること

を理由に、「比較的安全性が高

く高利回りの社債」として市

場で額面の８０～９０％の価

格で取引されていた。 

 

しかし、CITGO のコントロー

ルがグアイド政権に移り、

PDVSA２０社債の支払いが停

止し、制裁を理由に CITGO 株

式５０．１％を差し押さえら

れなくなったため、PDVSA２

０の価値も下落した。 

 

現在は、額面価格の２５．

５％程度で取引されていると

いう。 

以上 

 


