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（写真）大統領府 

“国連調査員 制裁は国民に悪影響を与えているとの報告を発表” 

１．一週間のまとめ（２月７日～２月１３日）          

（１）与党陣営の動き ～ロシア製 Covid-１９ワクチン到着～            

 

２月１３日  ベネズエラにロシア製の Covid-１９ワクチン

「Sputnik V」１０万個が到着した。 

 

マドゥロ政権はロシアから「Sputnik V」を１，０００万個購入す

る契約を締結している。 

以前からベネズエラは国内での「Sputnik V」の臨床試験に協力し

ていたが、今回は本使用を目的とした初めての「Sputnik V」輸入

である。 

 

優先的にワクチン接種されるのは医師・看護士で、その後社会的弱

者・公務員などに接種を行う予定としている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.559」）。 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～ロシア製 Covid-１９ワクチン到着～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～ロペス VP 党首 方針変更か～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～米国監査院 制裁の悪影響を指摘～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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．国連調査員の制裁調査結果 

～各国の制裁状況とその影響～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．国連調査員の制裁調査結果 

～制裁の評価と要請～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １５p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4db1e3c29afeeaa21410fcf568544ea.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4db1e3c29afeeaa21410fcf568544ea.pdf
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なお、ベネズエラ保健省の発表によると、２月１３日時点のベネズエラの

Covid-１９感染確認者数は１３万２，７４３名。うち１２万４，７３４名は回

復。１，２７３名が死亡。現在も感染中の患者は６，７３６名となっている。 

 

 

（写真）在ベネズエラ・ロシア大使館ツイッター 

 

今後、マドゥロ政権はロシアから「Sputnik V」を１，０００万個購入する予定

だが、これに加えてグアイド政権が主導し「米州保険機構（OPS）」が主導す

る「Covax システム」を通じてアストラゼネカ社のワクチン１４０～２４０万

個を輸入する予定だ。 

 

「Covax システム」を利用するためには、１，１００万ドルを支払う必要があ

り、「第一正義党（PJ）」は、英国が凍結しているベネズエラ中央銀行の口座か

ら支払うべきと主張している。 

 

１，１００万ドルの支払い期限は２月９日だったが、何らかの問題で支払いが

遅れている様子。OPS は、ベネズエラから期限内に支払いが行われていないこ

とを説明。しかし、ワクチンの供給が遅れるものの、支払いを実行すればベネ

ズエラへのワクチン供給を行うとしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.560」）。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権 ロシア

製ワクチンを輸入。ワ

クチン接種開始。 

 

 

ロシア製ワクチンに加

えて、グアイド政権は

OPS の Covax システ

ムを通じて、アストラ

ゼネカ社のワクチン購

入を検討。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13fd14afcfb3be1a754a171e278408ea.pdf
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（２）野党陣営の動き ～ロペス VP 党首 方針変更か～                   

 

２月１０日 「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、引き続き

グアイド議長（VP 所属）が野党のリーダーを続けると主張。一方で、グアイ

ド政権の支持の低下について認め、「野党の団結のためにリーダーシップを補

う可能性がある」と言及した（「ベネズエラ・トゥデイ No.560」）。 

 

ロペス党首の発言は、「野党の団結を維持するために VP 以外の意見を取り入

れる」とも理解できる。筆者の認識では、VP 以外の主要野党（PJ、AD、

UNT）は基本的に２１年に予定されている州知事選・市長選への参加を希望

しており、選挙で勝利するために「選挙管理委員会（CNE）」役員の任命に野

党の意見を反映させたいと考えている。その意味で、与野党交渉の旗振り役

になるような人物を登用するのではないか。 

 

また、２月１２日 国連のドーハン調査員は、制裁がベネズエラに与えてい

る影響に関する調査の暫定報告を行った。 

 

詳細は「２．国連調査員の制裁調査結果」を確認いただきたいが、その内容

はマドゥロ政権側の意見を強く反映した内容となっている。 

 

元々、諸外国がベネズエラに科している制裁は野党が求めたものであり、「制

裁がベネズエラ国民に悪影響を与えている」という結論は野党側にとっては

受け入れ難い。仮にこの内容を受け入れてしまうと、「マドゥロ政権が人権侵

害をしている」との野党の主張に説得力がなくなってしまう。 

 

このような背景から、野党はドーハン調査員の発表内容を非難している。 

 

ドーハン調査員の報告は「マドゥロ政権にも責任がある」という点について

ほとんど触れていないという意味で、与党の意見に偏っている印象はある。

しかし、報告書で指摘されていること自体は間違っていない。 

 

「マドゥロ政権にも問題があることが十分に言及されていない」という反論

は妥当だと思うが、一部の野党議員は調査員がベラルーシ人であることを理

由に調査員の人格を否定（調査員は、ベラルーシのルカシェンコ独裁政権の

派閥）するような投稿が出ており、このような非難の仕方は野党の信頼を損

なう結果になると考えている。 

POINT 

 

 

 

ロペス VP 党首 団結

のためリーダーシップ

を補う可能性について

言及。 

 

選挙参加と交渉を志向

する人物を登用する可

能性がある。 

 

野党は「制裁は国民生

活に悪影響を与えてい

る」との国連調査員の

暫 定 報 告 を 受 け 入 れ

ず。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13fd14afcfb3be1a754a171e278408ea.pdf
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（３）外国の動き ～米国監査院 制裁の悪影響を指摘～                      

 

２月１２日 国連調査員は「制裁がベネズエラ国民の生活に悪影響を与えてい

る」という趣旨の報告を行ったが、この発表の４日前に米国の公的組織「米国

監査院（GAO）」も「米国が科している制裁はベネズエラ経済に悪影響を与え

ている」という内容が書かれた報告書を公表している。 

 

詳細については、「ウィークリーレポ―ト No.186」を参照されたいが、表現や

アプローチの仕方に違いはあるものの、GAO の報告は「制裁は以前から存在

していたベネズエラの経済問題をさらに悪化させた」と指摘しており、国連調

査員の報告と基本的に同じである。 

 

今回の GAO の報告書も国連調査員の視察もトランプ政権下では実現しなかっ

ただろう。別の言い方をするとバイデン政権がこれらの動きを容認したと理解

できる。 

 

これらの流れを見る限り、バイデン政権はベネズエラに科している制裁（特に

経済制裁）を緩和しようとしていると理解して良さそうだ。 

また、制裁緩和の流れが進展しているということは、水面下でマドゥロ政権と

の交渉が進んでいる可能性もあるだろう。 

 

今後、国連は「制裁はベネズエラの人道問題を悪化させている」との見解を示

すことになるだろう。人道問題を重視するバイデン政権は、このような非難を

避けたいはずだ。少しずつではあるものの、制裁緩和と交渉再開の方向に進ん

でいる印象がある。 

 

ただし、先を楽観視してはいけないだろう。 

筆者が感じる問題は、野党の動きが遅すぎることだ。 

 

与党は現在新たな CNE 役員を任命するプロセスを進めているが、４月中には

新たな CNE 役員が決まる見通しだ。 

 

もし、主要野党が２１年に予定されている州知事選、市長選に参加するのであ

れば、CNE 役員の任命プロセスに絡むことは必須と言える。そうであれば、出

来るだけ早く交渉を再開しなければならない。残された時間が少ないことを認

識している野党政治家がどれほどいるのか疑問を感じている。 

POINT 

 

 

 

米国監査院 GAO 米国

の制裁がベネズエラ経

済に悪影響を与えたと

指摘。 

 

GAO の制裁に対する基

本的な認識は、国連調

査員の報告と同じ。 

 

バイデン政権は制裁を

緩和しようとしている

と理解できる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abeb3d3673dd615cacccaad15dc05e0a.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

２月１２日の「学生の日」にグアイド政権は、抗議行動を呼びかけていた。 

現在のグアイド政権の勢いからそこまで大きな抗議行動にならないと想像していたが、やはり動員は少なく、抗議

行動により政権交代を求める機運ではないことが改めて確認された。 

 

なお、来週２月１５日、１６日は「カーニバル」でベネズエラでは国民の祝日になる。 

本来であれば、Covid-１９隔離措置に当たるが、マドゥロ政権は特別に２月１５日～１７日までは隔離緩和措置を

延長すると発表している。 

 

 
 

 

 

表：　２月７日～２月１３日に起きた主なイベント

内容

２月 ７日 日 エクアドルで大統領選　４月１１日の決選投票で大統領決定

８日 月 Covid-１９隔離措置・緩和週間

９日 火

１０日 水

１１日 木

１２日 金 国連調査員　欧米その他各国へ制裁の見直しと撤回を要請

グアイド政権　学生を中心とする抗議行動に参加、参加者伸び悩む

１３日 土 ロシア製ワクチン　１０万個がベネズエラに到着

表：　２月１４日～２月２１日に予定されている主なイベント

内容

２月 １４日 日

１５日 月 カーニバル　国民の祝日

カーニバルを理由に２月１５日～１７日の間、隔離緩和措置

１６日 火 カーニバル　国民の祝日

１７日 水

１８日 木 Covid-１９隔離措置・隔離週間を開始

１９日 金

２０日 土

２１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１２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 0 421.9 5,280 6,405.8

国債３１ ９月５日 0 1,505.9 ２月１３日 0 70.3

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ３月５日 0 251.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 0.0 321.3

国債２２ １０月２２日 1,000 1,147.5 12,978.8 17,047.7

国債２７ １０月１５日 0 1,110.0

国債３８ ４月３０日 0 262.8

7,049 10,292.9

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 16,726   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 17,341.9 電力公社 677.6

PDVSA 11,685.6 合計 29,705.2

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

17,663.2

国債３４

11,685.6

677.6

30,026.5

30,026.5

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

国債３５
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２．国連調査員の制裁調査報告 ～各国の制裁状況とその影響～                                   

 

２月１日～１２日にかけて国連のアレナ・ドーハン調査員がベネズエラを視察

していた。ドーハン調査員の視察の目的は、制裁がベネズエラの国民に悪影響

を与えているかどうかを調査するため。 

 

そして、２月１２日 ドーハン調査員は視察結果を報告。 

同日に国連の人権高等弁務官事務所は文章として、今回の視察結果を報告した。 

 

筆者は、国連の立場上そこまで欧米のスタンスを否定できないので「制裁は国

民生活に悪影響を与えており、米国政府に対して必要な見直しを求める」程度

のやや否定的な表現で落ち着くと考えていた。 

 

しかし、ドーハン調査員の報告では「欧米その他各国がベネズエラに対して一

方的に科している制裁を見直し・停止するよう求める」と表現されている。 

制裁がどのように国民生活に悪影響を与えたかを具体的に記述しており、米国

だけではなく欧州その他各国も制裁の見直し対象に入っている。率直に言って、

マドゥロ政権側の意見を反映した内容と言える。 

 

今回はドーハン国連調査員の暫定報告（正式な報告は２１年９月に行われる予

定）について紹介したい。 

 

なお、本レポートは報告書内の重複している部分、重要性の低い部分などを割

愛しているが、報告の内容は長く、本レポートも分量は長くなっている。 

概要だけ確認されたい方は、左の「POINT」を確認いただき、「３．国連調査

員の制裁調査報告 ～制裁の評価と要請～」の＜国連調査員の結論＞部分を確

認いただきたい。 

 

視察中にドーハン調査員が面談したのはマドゥロ大統領、副大統領、国会議長、

その他マドゥロ政権大臣（外相、財相、企画相、教育相、保健相、石油相、鉱

物相、食料相、女性平等相など）。また、食料を供給するマドゥロ政府の組織

CLAP 代表、最高裁、選挙管理委員長、検事総長、行政監査長、他、教会、非

政府系団体、病院、大学、経済学者、複数の政党（恐らく、この中にグアイド

政権が含まれる）、複数の経済団体など、多くの関係者と面談している。 

 

POINT 

 

 

 

国連調査員２月１日～

１２日にかけて制裁が

ベネズエラに与えてい

る影響を評価するため

視察を実施。 

 

 

暫定報告では制裁はベ

ネズエラに悪影響を与

えたと結論づけられて

おり、制裁の見直し・停

止を求めている。 
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＜米国がベネズエラに科した制裁＞                       

 

米国が最初に制裁を科したのは２００５年。米国政府は麻薬取引に関わってい

るベネズエラ個人・企業らに制裁を科した。 

 

１４年２月 米国はベネズエラで起きた抗議行動に対するマドゥロ政権の対

応が暴力的で抑圧的だったと非難。１５年に「ベネズエラの危機的状況は米国

の安全・外交にとって脅威」と宣言した（この時に成立した法律が１７年以降

ベネズエラに制裁を科す根拠となっている）。 

 

その後、１７年８月 米国は制憲議会選挙について不正選挙と非難。 

制憲議会選挙の実施を理由に、米国はベネズエラ政府、PDVSA など公的組織

が米国金融市場にアクセスすることを禁止した。 

 

１８年 ベネズエラで大統領選が実施された後、米国政府は経済運営のミス、

汚職、野党への抑圧、民主主義的な努力の抑圧などを理由にベネズエラへの制

裁を更に強化した。 

 

１９年１月 米国は、国会議長であるグアイド議長による暫定大統領の就任を

認識。その後、PDVSA、中央銀行など政府の重要組織に制裁を科し、１９年８

月には完全な経済封鎖を科した。また、米国政府は、米国にあるベネズエラ政

府資産および口座をグアイド氏に引き渡した。 

 

他、１８年、１９年の間に GOLD やその他鉱物産業、食料、デジタル通貨、金

融セクターに個別制裁を科した。 

 

２０年から米国政府はタンカーや船長などに制裁を科すことで、ベネズエラが

イランから石油燃料を調達することを妨害。ベネズエラの港湾・空港の利用を

禁止し、ロスネフチに制裁を科し、ロスネフチの資産を凍結した。また、米国

政府関係者はベネズエラと取引をする第三国の企業に対してベネズエラと取

引をしないよう非公式な脅しを行った。 

 

国連調査員は、Covid-１９の拡大を受けて、国民への影響を最小限に抑えるた

めに２０年１月２１日に米国政府が制裁を見直したことを特筆する（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.396」）。また、２１年２月にベネズエラの港湾・空港の利

用に関する制裁を緩和したことを特筆する（「ベネズエラ・トゥデイ No.556」）。 

POINT 

 

 

 

米国が初めてベネズエ

ラに制裁を科したのは

２００５年。当時は麻

薬取引に関わる関係者

への制裁だった。 

 

その後、１５年にベネ

ズエラは米国にとって

脅威と認識。 

 

１７年以降 経済妨害

的な制裁が加速した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c9e62146e5cf8c4414bf9a6b957539d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c9e62146e5cf8c4414bf9a6b957539d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
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＜欧州連合がベネズエラに科した制裁＞                       

 

欧州連合がベネズエラに最初に制裁を科したのは２０１７年。 

制裁は武器の輸出禁止、その他国民の抑圧に使用される可能性のある製品・サ

ービスの輸出禁止。加えて、人権侵害を行ったとされるベネズエラ政府関係者

の欧州域内の資産差し押さえ、入国禁止など。 

 

また、２０１９年にポルトガルはベネズエラ政府の口座１２億ドルを凍結し、

英国銀行はベネズエラ中央銀行が保有する GOLD など総額２０億ドルの資産

を凍結していると報告を受けている。 

 

＜その他各国がベネズエラに科した制裁＞                       

 

２０１７年、１８年 カナダ政府は、抑圧や人権侵害、汚職、法外の殺人など

を理由にベネズエラ政府関係者の資産を凍結し、当該制裁者との取引を禁止し

た。 

 

２０１８年 メキシコ政府は、ベネズエラ政府関係者１３人に制裁を科し、資

産差し押さえ、入国禁止の措置を取った。 

 

２０１８年、１９年 スイス政府は、ベネズエラへの武器販売を禁止。ベネズ

エラ政府関係者の資産を差し押さえ、入国を禁止した。 

 

２０１９年 コロンビア政府は、ベネズエラ政府に関係がある約２００人のベ

ネズエラ人の入国を禁止した。 

 

２０１８年 パナマ政府はベネズエラ政府関係者・企業らに対して、テロ行為

やマネーロンダリング、大量破壊兵器の開発を行っているリスクが高いと警鐘

を鳴らした。 

 

２０１９年 リマグループに加盟している１４カ国のうち１３カ国は、ベネズ

エラ政府関係者に対して制裁を科し、制裁対象者の金融取引を禁止した。 

また、リオ条約（米州相互防衛条約）加盟国のほとんどがベネズエラ政府関係

者について麻薬取引やテロ行為などに加担し、人権を侵害しているとして制裁

を科し、資産凍結を行った。 

 

POINT 

 

 

欧州の制裁は、ベネズ

エラへの武器輸出禁止

や政府関係者の資産差

し押さえ、入国禁止な

ど。 

 

ただし、ポルトガルは

ベネズエラ政府の口座

１２億ドルを凍結。 

 

英国は２０億ドル相当

の中央銀行資産を凍結

している。 
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＜制裁がベネズエラにどのような影響を与えたのか＞                 

 

ベネズエラは世界一の石油埋蔵量を誇る国である。ベネズエラの主要輸出品は

原油であり、石油産業は外貨収入の源泉である。 

 

２０００年からベネズエラ政府は、教育、医療、電力、食料、水供給など地域

発展に貢献する社会プロジェクトを実施している。これらのプロジェクトの多

くは国民の利用を促すため無償あるいは補助金が入っている。 

 

ベネズエラは極めて原油依存度の高いモノカルチャー経済で、国内の生産率は

概して低く、国民の需要を満たすことはできない。故に機械、部品、食料、医

薬品などは米国・欧州から輸入していた。 

 

２０１４年 原油価格の下落、政府の政策ミス、汚職、政府による価格統制な

どを理由にベネズエラの経済縮小が始まった。 

 

上記の状況を米国や欧州連合その他各国による制裁が更に悪化させた。 

その結果、ベネズエラ政府の収入は制裁を科される以前と比べて９９％下落し

た。 

 

外国からの送金は金融制裁により減少、インフレは加速し、公務員の給料は２

０１５年には、月額１５０～５００ドルだったのが２０２０年には１～１０ド

ルにまで減少し、貧困が拡大している。 

 

この状況を受け、政府は規制を緩和し、民間セクター志向の経済に移行しよう

としている。この政策で、ポジティブな影響は出ているものの、現在のベネズ

エラは機械不足、部品不足、燃料不足、食料不足、医薬品不足で電力や水問題

も抱えている。 

 

米国、英国、ポルトガルにあるベネズエラ政府の資産は６０億ドルになる。 

公的セクターによる財・サービスの購入が資産凍結により妨げられている。 

 

また、非政府系団体、大学、スポーツ施設、ベネズエラ市民は、米国や欧州の

銀行での口座開設、維持を拒絶されている。また、第三国を経由した調達は追

加の輸送費や保険料が発生していると報告を受けている。 

 

POINT 

 

 

 

ベネズエラは極度に原

油 に 依 存 し た 経 済 体

制。 

 

１４年以降の原油価格

下落、政策の誤り、汚職

な ど を 理 由 に 経 済 低

迷。 

 

制裁は悪化傾向にあっ

たベネズエラ経済に拍

車をかけた。 
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電力に関して、現在のベネズエラの発電は発電可能量の２０％以下となってい

る。また、２０１５年以降、より良い生活を求めてベネズエラ国民は国を離れ

ており、その数は４５０～５００万人とされている。その結果、２１年時点で

ベネズエラ国内に住む国民は２，７００万人程度まで減少している。 

 

公的セクターの人材は医師、看護師、技術者、教員、判事、警察などを含めて

３０～５０％ほど減少。その結果、組織が適切に維持できず、残っている人材

への業務負荷が拡大、業務の質が低下している。 

 

水問題に関して、ベネズエラでは９０％の家庭が水供給システムを利用してい

るが、停電による電動ポンプの停止などで断水が起きている。また、人材不足

によりメンテナンスが十分にできていない。 

 

食料に関して、過去６年間で栄養不足の国民が増えており、２５０万人が深刻

な食糧不足に陥っている。彼らは食事の回数や食事の内容を抑えることで対応

している。食糧危機は、児童労働や離婚・家庭内暴力などを増やし、移民やグ

レー産業が拡大する。 

 

医療に関して、ベネズエラは医薬品のほぼ全てを輸入に依存している。 

また、国営病院のほとんどは２０１３年～１６年にかけて無料で医療を提供し

てきた。現在は人材不足、医薬品不足、価格上昇、停電、水不足などで深刻な

状況にある。 

 

教育分野では、２０１６年以降ベネズエラ政府が制服、学童靴、学校設備など

の供給を停止したことで深刻な状況にある。また、学校での給食の回数は２回

から１回に減少。給食で提供する食料の栄養価も低下した。 

 

ベネズエラ政府はこれらの状況に国連のユニセフ、人権高等弁務官事務所や非

政府系団体、民間セクターと協力して対応している。 

また、２０２０年から国連と共同で、英国銀行で凍結されている資金でワクチ

ンや医療設備を購入しようと努力をしているが、それらの試みは現時点では失

敗している。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

制裁で外国にあるベネ

ズエラ政府の口座は凍

結。物資購入が阻害さ

れた。 

 

人材は流出し、インフ

ラは劣化、深刻な食料

不足が起きている。 

 

Covid-１９に対応する

ための国連と協力した

ワクチン購入について

も英国は拒否を続けて

いる。 
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３．国連調査員の制裁調査報告 ～制裁の評価と要請～                                   

 

国連調査員は、ベネズエラへの制裁の根拠となっている２０１５年３月に制定

した米国政府の法律は、国際規則（市民と政治権利）の基準を満たしていない

と考えている。また、調査員は、石油、GOLD、鉱物その他政府が保有する航

空産業、テレビ産業などへの一方的な制裁は、国際法違反と認識する。 

 

加えて、ベネズエラ政府を交代させるために行った「最大限の圧力」というキ

ャンペーンは、基本的な国の自治権の侵害である。また、ベネズエラへの内政

干渉は地域各国にも影響を与えている。 

 

ベネズエラ政府資産の凍結について、当該国が認めている政府が異なるという

理由で、ベネズエラ中央銀行の資産を凍結する行為は、国民の求めを保証しよ

うとする政府の責任の遂行を妨げており、自治権の侵害に当たると認識する。 

 

また、殺人など刑事罰を理由としない政府関係者、元政府関係者への制裁はベ

ネズエラ政府の反論する権利を阻害する可能性があり、国の平等性の原則を毀

損している。加えて、米国、英国、ポルトガル政府は、国民のためのワクチン

や医療キットの購入を目的としたベネズエラ資産の開放さえも繰り返し妨げ

ていることについて言及する。これは、ベネズエラが危機的な Covid-１９に対

応する能力を侵害していることについて特筆する。 

 

加えて、自国の法管轄外の第三国の国民、企業、団体を、ベネズエラの公的組

織や企業と取引を行ったことにより裁く、あるいは脅す行為は、国際法の観点

から正当化できない。また、制裁に対するオーバーコンプライアンスが拡大す

るリスクがある。 

 

国連調査員は、石油・GOLD・鉱物産業などに科した制裁や、中央銀行の資産

凍結は、収入増加を妨げ、インフラのメンテナンスを妨げ、社会プロジェクト

の実施を妨げたことで、以前から存在したベネズエラの経済・人道問題を更に

悪化させたと認識している。その結果、ベネズエラ国民全体、特に貧困、女性、

子供、医療従事者、ハンディキャップを持つ人、先住民族などに特にネガティ

ブな影響を与えた。 

 

 

POINT 

 

 

 

米国がベネズエラへ制

裁を科す根拠となる法

律は国際規則の基準を

満たしていない。 

 

国の自治権の侵害であ

り、内政干渉、平等性の

原則に違反していると

認識。 

 

また二次制裁は関係者

のオーバーコンプライ

アンスを拡大させる。 
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同時に、人道的な観点からの制裁の例外措置は、手続きが煩雑で長期化してお

り、実際に医療器材や機械部品など必要な財を購入できていない。つまり、効

果を示しておらず、不十分であることを強調する。 

 

前述した自国の法管轄外の企業への制裁の適用あるいは脅しは、制裁のオーバ

ーコンプライアンスを引き起こす。これにより民間セクターも含めて外国から

の財・サービスの購入の拒否が増加し、取引完了までの期間も長期化（２日～

４５日）する。また、保険料が増加し、輸送コストも増加し、全て価格に反映

する。 

 

また、資金不足およびベネズエラ政府の協力者（銀行や輸送業者）の不在によ

り、医療品・技術品などの購入が不可能になっており、電力・ガス・水道・通

信・医療施設などのメンテナンスが不可能になっている。その結果、国民の生

活が侵害されている。 

 

現在のベネズエラの公的セクターの平均月収は２～３ドルと推定される。これ

は基本的な食費の１％以下となっている。これにより９０％の国民が極めて貧

困になり、その結果、多くの国民がベネズエラ政府の CLAP や「祖国カード」

を通じた補助金や人道支援に依存するようになっている。 

 

また、移民の増加はグレー経済を拡大させており、高い教育を受けた医師、看

護師、教授、エンジニアなどにも影響を与える。彼らの経済権を侵害しており、

働く権利も侵害している。 

 

他、ガソリン不足は交通費の上昇を引き起こし、移動の自由を侵害している。

また、学校や病院やその他公共サービスへのアクセスを阻害し、食料や医薬品

の供給を妨げている。特に地方では深刻な影響が出ている。 

農業機械や公共交通で使用するディーゼル燃料は不足しており、今後ベネズエ

ラの農業・工業・交通分野に甚大な影響を与えるリスクがある。食料不足が更

に悪化し、国民の生命を脅かしている。 

 

国連調査員は、ベネズエラへの制裁は公的セクターのみならず、国民や企業な

ど民間セクターに悪影響を与えており、二次制裁を通じて外国企業、外国の国

民、人道支援を行っている機関に対しても悪影響を与えているとの結論に至っ

た。これらの制裁はベネズエラの政治・経済・社会の権利を侵害している。 

 

POINT 

 

 

米国が行っている人道

支援の観点からの例外

措置は実質的には効果

を示していない。 

 

資金不足・ベネズエラ

に協力するパートナー

の不在で、国民の生活

に必要なインフラの整

備もできない。 

 

ディーゼル燃料の購入

妨害により農業・工業

などに危機的な被害が

出る恐れがある。 
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＜国連調査員の結論＞                             

 

国連調査員は、国連憲章を守る義務を負っている全ての関係者に対して、自治

権の尊重、政治的な独立、内政不介入の原則、平和的な紛争解決の模索が定め

られている国際法を思い出すよう求める。 

 

国連調査員は、外国への一方的な制裁行為は、法律や人権、難民法などの規則

を考慮した上で実行されなければならないことを強調する。人権を損なう一方

的な制裁はどのような理由でも正当化することはできない。 

 

国連調査員は、米国政府による自国の法管轄域を越えた制裁の適用を拒絶する。

また、ベネズエラ公的セクターに科している制裁を見直し、解除するよう求め

る。同様に国民に人道危機を及ぼしているディーゼル燃料の供給を阻害する第

三国への制裁行為を控えるよう求める。 

 

また、ベネズエラに制裁を科している国に対して、制裁が人権や難民など国際

法の原則に則った内容になっているのか見直し、停止を求める。 

 

国連調査員は、米国・英国・ポルトガル政府および各国の金融機関に対して食

料や医薬品、ワクチンなど国民の尊厳ある生活に不可欠な財の購入を目的とし

た中央銀行の資産凍結を解除するよう強く要請する。また、国連のコントロー

ル下で行う公共分野へのサービス提供を再開するよう求める。 

 

国連調査員は、ベネズエラに駐在している難民高等弁務官事務所や人権高等弁

務官事務所スタッフに対して、ベネズエラ政府と差別のない、透明な人道援助

の実施のための協議を行うよう求める。 

 

ベネズエラ政府に対して、国連関係機関と協力し、差別のない人道支援を実施

するよう求める。同様に非政府系団体、国際組織のベネズエラ国内での人道的

活動を保証するよう求める。 

 

 

POINT 

 

 

国際法に準じた対応を

しているのか各国に見

直し求める。 

 

米国による自国の法管

轄地を越えた制裁の適

用を拒絶。公的セクタ

ーに科している制裁の

見直し、解除求める。 

 

米国・英国・ポルトガル

に対して凍結資産の解

除を求める。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（２月１２日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.13 0.00  

PDVSA 4.50 0.00  

カラカス電力 2.75 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 59.47 4.77   

Brent 62.87 6.24   

Venezolano（2 月 5 日） 48.19 3.75   

GOLD（オンス） 1,821.4  0.60   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,362  0.05   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 1,755,023  -4.48   

並行レート 1,734,814  -6.10   

（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 

 

 

原油価格は WTI・ブレントそ

れぞれ先週比４．８％、６．

２％増となった。 

 

先週（２月５日）時点ではあ

るが、ベネズエラ産原油の平

均価格も１バレル４８．１９

ドルと先週比３．７５％増加

した。 

 

為替レートは、両替テーブ

ル・並行レートともに先週か

ら下落し、現在は１ドル BsS.

１７３～１７５万となってい

る。 

 

なお、今週の為替レートは両

替テーブルの方が、並行レー

トよりもボリバル安となって

いる。 

 

以上 

 


