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（写真）ラテンアメリカ・ワシントンオフィス（WOLA） “米国の制裁見直しを求めるレポートを公表” 

米 

 

 

  米国の経済制裁報告書     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

国の大統領選が終了し、２１年以降はバイデ

ン政権が発足する見通しが立っている。 

 

民主党は、過度な制裁によるベネズエラの政権交代

に懐疑的な姿勢を示しており、２１年以降の対ベネ

ズエラ方針は大きく変化するものと思われる。 

 

大統領選の直前の１１月２日、米国のシンクタンク

「ラテンアメリカ・ワシントンオフィス」は米国の制

裁方針の見直しを求めるレポートを公表した。本稿

では、同レポートの内容を紹介したい。 

 

 

本稿で紹介するレポートは WOLA が公表したもの

だが、同レポートを作成したのはベネズエラ人経済

専門家のルイス・オリベロ氏である。 

 

彼はベネズエラでも有名な経済専門家だが、明確に

米国の経済制裁を非難したのは今回が初めてで、今

回オリベロ氏が同レポートを公表したのは意図があ

ると思われる。 

 

以前「ウィークリーレポート No.169」で、ベネズ

エラ人経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏によ

る米国の制裁緩和を求めるレポートを紹介した。 

 

米国の政権交代で制裁に懐疑的な風潮に？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/17e8592cef23725a619a85ed87bb7eca.pdf
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当時のレポートでも触れたが、経済制裁はベネズエ

ラでは極めてセンシティブなテーマである。 

 

トランプ政権・グアイド政権は、制裁強化によりマ

ドゥロ政権を倒壊させるスタンスを維持している。 

 

従って、経済制裁を否定することは、米国・野党の

方針に水を差す行為であり「マドゥロ政権の味方と

いうレッテルを貼られる」など、社会的地位を落と

すような嫌がらせを受けるリスクがある。 

 

経済制裁がベネズエラ経済に悪影響を与えているの

は明確だが、多くの経済専門家が制裁を批判するこ

とを敬遠していた。 

 

しかし、米国大統領選でのトランプ大統領の敗北で

その雰囲気が変わるのではないか。 

 

バイデン政権は、これまでトランプ政権が取ってき

た制裁強化による政権交代の方針を変えることが予

見される。 

 

既存の方針を変更するにあたり、バイデン政権は世

論（メディア）を変える必要があり、２１年以降、

経済制裁の効果に懐疑的な専門家の意見が多く報じ

られることになると考えている。 

 

前述の通り、暗黙の圧力を受けて経済専門家の多く

は制裁に批判的な見解を述べてこなかったが、今後

はそのような圧力が減退する。 

 

オリベロ氏も今まで制裁について明確に非難してこ

なかったが、バイデン候補の当選を予見して、今回

のレポート公表に至ったと思われる。 

 

 

同レポートは５４ページとボリュームが多く、本稿

で全てを紹介することはできない（オリジナルは

「WOLA サイト」で確認できる）。 

 

また、制裁の経緯や仕組み、統計情報など過去に筆

者が作成したレポートと重複している箇所が多い

（「ウィークリーレポート No.68」、「No.104」、

「No.109」、「No.129」、「No.169」）。 

 

本稿では、オリベロ氏の独自の分析、見解を中心に

紹介したい。 

 

最初に「経済制裁がベネズエラの石油セクターにど

のような影響を与えたか」の分析について紹介した

い。 

 

ベネズエラが初めて経済制裁を受けたのは１７年 8

月だった（特に PDVSA が個別に制裁を受けたのは

１９年１月）。つまり、制裁発動から３年が経過し

ている。 

 

オリベロ氏は、制裁を受ける前の３年間（１４年１

０月～）と制裁を受けた後の３年間（～２０年６

月）でどの程度、産油量の動きが変わったのかを比

較した。 

 

その結果、１４年１０月～１６年３月まで産油量は

減少傾向にあったもののほとんど変化はなく、１６

年３月～１７年８月の間の産油量は平均で先月比△

１％だったという。 

 

 

制裁により石油産業 ３００億ドル超の被害 

https://www.wola.org/analysis/new-report-sanctions-aggravated-venezuelas-crisis/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e555d8f3aef8b068dce9ed6c0468fed2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6d57d1613abcbb319b3bf394ce29c86.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/085a5879bb22ab1d753fabcff7773a44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/354b7a26fc9bf67658d3de3a40606e69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/17e8592cef23725a619a85ed87bb7eca.pdf
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しかし、制裁を受けた１７年 8 月～２０年６月まで

の３５カ月、産油量は先月比△４．８８％のペース

で減少していた。 

 

また、オリベロ氏は、１７年 8 月以降、仮に制裁を

受けることなかった場合を予想。潜在的にどの程度

ベネズエラの外貨収入が減少したのかを考察してい

る（下のグラフ参照）。 

 

オリベロ氏のシナリオは３つ。 

１６年３月～１７年 8 月と同じ、 

先月比△１％で推移した場合（黄色のライン）。 

同△１．５％で推移した場合（青色のライン）。 

同△２％で推移した場合（緑色のライン）。 

 

仮に先月比△１％のペースで産油量が減少していた

場合、潜在的に３０９．５億ドルの収入を失ったこ

とになる。同△１．５％の場合は、２３９．３億ド

ル。同△２％の場合は、１７５．７億ドルの外貨収

入を失ったことになる。 

 

１７年～１９年の３年間は比較的原油価格が安定し

てた時期で、この間に２％のペースで産油量が減る

のはかなり悲観的な想定と補足。 

 

なお、ベネズエラは１７年１０月から外貨建て債券

の支払いを停止しているが、利息を含めて累積して

いる不履行額は約２６０億ドルで、制裁がなければ

対外債務の支払いが出来ていた可能性が高い。 

 

（出所）WOLA”Impacto de las sanciones financieras y petroleras sobre la economia venezolana” 

※ 産油量の元データは、OPEC のセカンダリーソース 

 

 

１４年１０月～１６年３月 

１６年３月～１７年８月 
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外貨収入が減れば輸入は減少する。 

 

オリベロ氏は、公的セクターによる輸入額の推移を

表にしている（１９年、２０年は予測値）。 

 

１４年中旬から原油価格は急落し、１６年まで原油

価格は低水準にあった。急激に外貨収入が減少した

ベネズエラ政府はこの間、緊縮財政を余儀なくさ

れ、急激に輸入を絞っていた。その影響もあり、１

４年～１６年にかけて輸入額は大きく減少した。 

 

本来であれば、１７年から原油価格は回復していた

が、制裁を受けて輸入額は伸び悩み、制裁が一層強

化された１９年以降は、公的セクターの輸入減少に

拍車がかかったとしている。 

 

表：公的セクターの月平均輸入額 

（単位：１００万ドル） 

（出所）WOLA”Impacto de las sanciones 

financieras y petroleras sobre la economia 

venezolana” 

 

 

 

他、オリベロ氏は経済制裁を正当化する材料につい

て、反論している。 

 

一般的に経済制裁を正当化する材料として、以下の

点が挙げられている。 

 

１．経済制裁は、食料や医薬品など生活必需品の輸

入を妨げていない。 

２．経済制裁は、民間企業の輸入を妨げていない。 

３．石油収入は、マドゥロ政権の汚職資金になる。 

４．外国のベネズエラ政府資産は保護されている。 

５．経済制裁は、マドゥロ政権に圧力をかけ、倒壊

させるために必要である。 

６．制裁は国際社会が野党を支持している重要な証

拠である。 

 

「１．経済制裁は、食料や医薬品など生活必需品の

輸入を妨げていない。」について、 

 

制裁は食料品・医薬品などを適用対象外としている

が、外貨収入が無ければ輸入は出来ない。 

 

貧困層がアクセス可能な安価な商品は政府が購入し

たものだが、前述の通り、外貨収入の減少により公

的セクターは輸入量を減らしている。 

 

また、医薬品について、ベネズエラの医薬品商工会

によると、国内で生産するための９０％の原材料は

外国から調達する必要があるという。 

また、ベネズエラの国内自給率は２５％で、７５％

は輸入する必要がある。これらの輸入に制裁は悪影

響を与えている。 

公的セクターの輸入は減少 制裁を正当化する主張は矛盾だらけ 
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「２．経済制裁は、民間企業の輸入を妨げていな

い。」について、 

 

経済制裁は、ベネズエラの民間企業を対象としてい

ないが、マドゥロ政権と関係する民間企業との取引

も制裁に抵触する。 

 

諸外国の企業の多くは「ベネズエラ」という理由で

ベネズエラの民間企業との取引に消極的になる。 

既存の取引相手も現在は１００％前払いを要求して

おり、ベネズエラ企業の資金負担が増えている。 

 

また、金融機関も過度なコンプライアンス規則によ

り、ベネズエラの民間企業の決済をしたがらず、口

座の開設や維持に支障をきたしている。 

 

「Fedecamaras（ベネズエラ経団連）」のリカル

ド・クサノ代表は、「制裁は０７年～０８年に故チ

ャベス政権が行った接収と同じように影響を及ぼし

ている」「経済制裁は間違った説明がされている。

制裁はベネズエラ経済に壊滅的な影響を与えてい

る」と明言している。 

 

 

「３．石油収入は、マドゥロ政権の汚職資金にな

る。」について、 

 

マドゥロ政権が以前から汚職体質であることは広く

知られているが、仮に制裁がなければ、ベネズエラ

の汚職スキームにイランが加わることは無かったと

指摘。 

 

別の言い方をすると、経済制裁を科しても汚職を止

めることは出来ていないと指摘している。 

 

むしろ現在の過度な制裁は国民の生活に必要不可欠

な財・サービスの購入を妨げているとした。 

 

オリベロ氏は、この状況について 

「ある家族が医薬品を盗まれるのが嫌で、家族に病

人がいても医薬品を購入できない状況にしている」

と例えている。 

 

 

「４．外国のベネズエラ政府資産は保護されてい

る。」について、 

 

１９年に「Citibank」と「Deutsche Bank」が、中

央銀行が受けた融資の担保となっていた１４億ドル

（４億ドルが Citibank、１０億ドルが Deutsche 

Bank）相当の GOLD を差し押さえた点に言及。 

 

制裁が科されていなければ、返済期日前に借り換え

を行うことで差し押さえを逃れていたが、制裁でベ

ネズエラ政府への融資が禁止されたため、ベネズエ

ラの資産が没収されたと指摘。 

 

また、米国にある PDVSA の子会社 CITGO は、多く

の債権者が差し押さえを狙っており、３カ月毎に更

新されている米国政府のライセンスが解除されれ

ば、すぐに没収される状態になっていると指摘。 

 

他、PDVSA が支配権株主だった「Nynas」は制裁

を受けて商活動が混乱し、これまで PDVSA から購

入していた原油を別の企業から調達する必要に迫ら

れ、多大なコストがかかったとしている。 

 

これらの例を挙げて、制裁はベネズエラの資産を保

護できていないとの見解を示した。 
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「５．経済制裁は、マドゥロ政権に圧力をかけ、倒

壊させるために必要である。」について 

 

制裁は民主的な政権移行を促進するどころか、強権

政治を確立させたと指摘。 

 

マドゥロ政権高官は十分な圧力を受けておらず、貧

困層に著しい生活苦を強いているとした。 

 

キューバ、イラク、ブルンジについて調査した報告

書でも経済制裁は政権交代にポジティブな影響を与

えなかったと結論付けられているとした。 

 

 

「６．制裁は国際社会が野党を支持している重要な

証拠である。」について 

 

野党は外国による制裁が政権交代を達成するために

不可欠な要素だと考え、国際社会の信頼を勝ち取る

ことに腐心したが、国内について効果的な対応をし

てこなかったと指摘。 

 

国内に目を向けなかったことで、野党と国民の結び

つきはなくなり、国民の支援は低下し、それは外国

政府による野党の支援にも影響しているとの見解を

示した。 

 

以上 


