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（写真）El Carabobeño 

“カベジョ制憲議長（左）、アイサミ石油相（右）Covid-１９感染” 

一週間のまとめ（７月５日～７月１１日）          

（１）与党陣営の動き ～マドゥロ政権高官 Covid-１９感染～          

 

与党に関して、今週起きた特筆するべき出来事は２点。 

 

１点目は、軍部高官の人事。 

 

７月７日 マドゥロ大統領は軍人士官学校の卒業式に出席。 

 

その場で軍部高官の人事を発表した。 

 

主要な役職者は以下の通り。 

 

・パドリーノ・ロペス国防相（留任） 

・レミヒオ・セバジョ CoeFanb 長官（留任） 

・ファビオ・サバルセ国家防衛軍総司令官（留任） 

・マニュエル・ベルナル民兵軍司令官（留任） 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～マドゥロ政権高官 Covid-１９感染～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～大衆意志党も分裂 

野党 独自に選挙実施か～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（３） 外国の動き 

～トランプ大統領 

グアイド氏は力を失った～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

２．バイデン候補の対ベネズエラ方針 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

 

 

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  
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・エルナンデス・ラレス陸軍総司令官（アレクシス・カベジョ氏から交代） 

・ホセ・ラファエル・シルバ空軍総司令官（ペドロ・ジュリアック氏から交代） 

・セランテス・ピント海軍総督（ジュセッペ・アレサンドレジョ氏から交代） 

 

軍部ナンバー１のパドリーノ・ロペス国防相、ナンバー２のレミヒオ・セバジ

ョ CoeFanb 長官は留任。治安維持の役割を担う国家防衛軍の司令官も留任し

ており、最も重要な役職については変化が無かったと理解して良いだろう。 

 

２点目は、マドゥロ政権高官の Covid-１９感染だ。 

 

７月９日 ディオスダード・カベジョ制憲議長が Covid-１９に感染したこと

が明らかになった。カベジョ制憲議長は、マドゥロ大統領に次いで与党で２番

目の権力者とされる人物。現在、病院で治療を受けている。 

 

また、同日にはベネズエラで最も人口が多い州、スリア州の知事を務めている

オマール・プリエト知事も Covid-１９感染していることが明らかになった。 

 

そして、翌１０日には経済分野を指揮するアイサミ経済担当副大統領（兼石油

相）の Covid-１９感染が報じられた。 

 

アイサミ経済副大統領が感染を発表した５日前（７月５日）

に、マドゥロ大統領とシリア・フローレス大統領夫人、デ

ルシー・ロドリゲス副大統領、ホルヘ・ロドリゲス情報通

信相、カルロス・アルバラード保健相、ネストル・リベロ

ール内務司法平和相らがアイサミ経済担当副大統領と会

っていたと報じられており、マドゥロ政権高官が一斉に

Covid-１９に感染する可能性も報じられている。 

 

７月１１日時点でベネズエラでの Covid-１９感染者数は

９，１７８名、死者８５名（感染確認者のうちの死亡率０．

９３％）に上る。 

 

左表の通り感染者の増加スピードは加速しており、感染が

落ち着く様子は見られない。 

 

 

POINT 

 

 

カベジョ制憲議長 

アイサミ経済担当副大

統領 

Covid-１９に感染。 

（出所）Prodavinci（７月１１日時点） 

新規感染者数 

累計感染者数 
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Covid-１９の感染拡大の影響により、この２週間は隔離措置が続いていたが、

７月１３日からの１週間は感染状況に応じて３つのレベルに分け、隔離措置

の緩和を行う。 

 

◆レベル１： 厳格な隔離措置 

 

医療・食料販売・通信・報道など必要不可欠な業種のみ業務可能。 

これまで通りの隔離措置が継続される。 

 

対象地域はスリア州全土、スクレ州クマナ、メリダ州ビヒア、国境周辺の市。 

 

◆レベル２： 部分的な緩和措置 

 

レベル１の業種に加え、建設業、金物業、化学業、金融業、美容院、自動車整

備工場、繊維業、配管業、家具修理業、診療所、歯科が業務可能。 

 

対象地域はカラボボ州、トゥルヒージョ州、アラグア州、カラカス首都区、ミ

ランダ州、ファルコン州、アマゾナス州、ヤラクイ州全土。スクレ州（クマナ

除く）、ボリバル州・アプレ州・タチラ州の隣国と国境を接していない地域。 

 

◆レベル３： 通常の緩和措置 

 

レベル２の業種に加えて、洗車業、眼科、製紙業、洗

濯業、家電サービス業、司法書士、衣類販売業、獣医、

屋外映画館などが業務可能。 

 

左図は Covid-１９感染者数の人数に応じて州を色で

分けたグラフ。 

 

人口が多い州・地域の方が色が濃くなりやすいが、ミ

ランダ州やカラカス首都区もレベル１に該当しても

不思議ではない状況と言えそうだ。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

７月１３日～１９日 

感染状況に応じ、３つ

のレベルに分けて隔離

緩和を実施。 

（出所）Prodavinci（７月１１日時点） 

スクレ州 
スリア州 

メリダ州 

ミランダ州 

カラカス首都区 
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（２）野党陣営の動き ～大衆意志党も分裂、野党 独自に選挙実施か～                   

 

「カントリーリスク・レポート No.156」で最高裁が主要野党の１つ「行動民

主党（AD）」と「第一正義党（PJ）」の再組織を命じたとの記事を紹介した。 

 

７月７日 最高裁は、AD、PJ に続き主要野党の一角でグアイド議長が所属

する「大衆意志党（VP）」についても再組織を命令。現在、与党派国会で第

２副議長を務めるホセ・グレゴリオ・エルナンデス氏を VP の党首とするこ

とを決定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.468」参照）。 

 

ホセ・グレゴリオ・エルナンデス氏は、VP として１２月６日に予定されてい

る国会議員選に出馬する意志を示しており、AD、PJ に続き VP もマドゥロ政

権側に与したグループが選挙に参加することになりそうだ。 

 

この決定について、主要野党は揃って拒否の意思を示しており１２月の国会

議員選は不正な選挙と主張。支持者に投票しないよう呼びかけている。 

 

欧米を中心に、国際社会も最高裁の決定を批判。１２月の国会議員選を正当

な選挙とみなすことはできないとの姿勢を示している。 

 

これまで、マドゥロ政権がすすめる国会議員選への参加を拒否するものの代

替案を提示していなかったグアイド政権だが、ここにきて代替案を提示して

いる。 

 

７月１１日 グアイド議長は、オンラインカンファレンスで 

「我々は別の選挙を組織しなければならない。ベネズエラ人が自由で公平で

確認可能な条件の下で選択できる本当の選挙だ。」 

と発言。野党が独自の選挙を実施すると理解できる発言をした。 

 

グアイド議長の支持率は急激に低下しており、別の野党リーダーを選ぶ必要

に迫られている。また、現在の国会は２１年１月で任期が切れるため、２１

年以降は憲法に基づいた暫定大統領が制度的には存在しないことになる。 

 

この状況下で野党として独自の選挙でリーダーを決定する必要が生じている

ということだろう。 

 

POINT 

 

 

 

最高裁 大衆意志党の

再組織を命令。 

 

最 高 裁 に 任 命 さ れ た

VP 新役員は１２月の

国会議員選への出馬意

志示す。 

 

グアイド議長、野党の

リーダーを決めるため

の 独 自 の 選 挙 を 計 画

か。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94cc28af99a65a206cd1238148350ea6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
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（３）外国の動き  ～トランプ大統領 グアイド氏は力を失った～                      

 

「カントリーリスク・レポート No.157」にて、トランプ大統領がインタビュ

ー記事でグアイド議長不要説を説いていたが、今週再びグアイド議長に厳しい

発言をしたことが話題になっている。 

 

７月１０日 トランプ大統領はベネズエラ移民が多く住むフロリダ州に遊説。

同日、ベネズエラ難民のイベントにも参加するなど、事実上の大統領選キャン

ペーンを行った。 

 

そして、フロリダ滞在中に「Telemundo」の取材に応じたトランプ大統領はグ

アイド議長について 

「私はベネズエラ人が支持する大統領を支持する。現時点でグアイド氏は選ば

れた存在だ。しかし、彼は力を失った。」 

と述べた。 

 

筆者はフロリダ州在住ジャーナリストによるネット番組を複数見ているが、ど

の番組のジャーナリストもグアイド議長には否定的な見解を示している。 

 

フロリダ州でのグアイド議長の支持は地に落ちていると言ってよいだろう。 

 

この状況で、トランプ政権が盲目にグアイド議長への支持を示し続けると１１

月の大統領選でマイナスの影響が出かねない。今回のトランプ大統領の発言は、

フロリダ州の民意を考えての発言と思われる。 

 

本稿「１．（２）野党陣営の動き」で紹介した通り、野党は野党のリーダーを決

めるための独自の選挙を実施する可能性がある。 

 

ここでグアイド議長に代わる新たな野党リーダーが誕生するということかも

しれない。 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

トランプ大統領 フロ

リダ遊説中のインタビ

ューでグアイド議長に

厳しいコメント。 

 

 

フロリダ州ベネズエラ

移民のグアイド議長へ

の支持は低く、トラン

プ大統領としても選挙

に勝つためには盲目に

グアイド議長を支持で

きない状況。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/78bab2a97eb852aa9b34306e8f4209d4.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

７月５日はベネズエラの独立記念日だった。Covid-１９感染が拡大する中、今年は軍事イベントを中止するかと思

ったが、規模の大きなイベントを実施しており、ベネズエラらしい（「ベネズエラ・トゥデイ No.467」参照）。 

 

なお、スイス政府がマドゥロ政権関係者ら１１名に制裁を科した。これは先週、EU が制裁を科した１１名と同じ人

物。スイスは EU 加盟国ではないが、制度の多くは EU に準拠しており、EU の制裁規定に倣い制裁をしている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.468」参照）。 

 

他、米国紙「El Nuevo Heraldo」は、米国エネルギー省がベネズエラとキューバを「米国の電力システムへの攻撃を

企てる国」と認定したと報じた。これにより、ベネズエラから電力関連の資材・サービスを米国が購入することは禁

止されるようだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.469」参照）。 

 

 

表：　７月５日～７月１１日に起きた主なイベント

内容

７月 ５日 日 独立記念日、国民の祝日

６日 月

７日 火 最高裁　大衆意志党の再組織を命令

スイス政府　マドゥロ政権関係者ら１１名に制裁

８日 水 米国政府　ベネズエラを敵国リストに追加

９日 木 カベジョ制憲議長　Covid-１９感染を発表

１０日 金 アイサミ経済担当副大統領　Covid-１９感染を発表

１１日 土

表：　７月１２日～７月１９日に予定されている主なイベント

内容

７月 １２日 日

１３日 月

１４日 火

１５日 水

１６日 木

１７日 金

１８日 土

１９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/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.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（７月１０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 ７月９日 0 270.0 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 ７月２９日 0 162.5

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 162.5

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 7,040.9 14,138.0

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

4,549 8,555.7   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 13,976   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）

  政府組織１００％保有債券   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 13,104.7 電力公社 677.6

PDVSA 7,234.1 合計 21,016.4 21,178.97,234.1

21,178.9総計

13,267.2

Grace Period

期間中含む

677.6

Grace Period

期間中含む

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

国債３６
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２．バイデン大統領候補の対ベネズエラ方針                

 

米国の大統領選はベネズエラの将来に大きな影響を与える。 

 

トランプ大統領（共和党）が再選した場合の対ベネズエラ方針については、こ

れまでの彼の政権運営から想像に難くないが、バイデン候補（民主党）につい

ては予見しきれない部分がある。 

 

以下ではバイデン候補のこれまでの発言・メディアの報道から想定されるバイ

デン候補当選後の対ベネズエラ方針について記載したい。 

 

  バイデン大統領候補の対ベネズエラ方針 ～マドゥロ政権と対峙～      

 

表面的に見えるバイデン候補の対ベネズエラ方針は、トランプ大統領と基本的

に変わらない。 

 

バイデン候補は、マドゥロ大統領を「独裁者」と非難し、民主主義の回復には

政権交代が不可欠との姿勢を示している。 

 

当然のことながら、マドゥロ大統領をベネズエラの正当な大統領と認識せず、

グアイド暫定政権をベネズエラの正当な政権と認識している。 

 

 

（写真）ジョー・バイデン氏ツイッターより抜粋 

 

POINT 

 

 

 

バイデン候補の対ベネ

ズエラ方針の基本はト

ラ ン プ 政 権 と 変 わ ら

ず。 

 

 

マドゥロ政権を正当な

政府と認めず、グアイ

ド政権を支持。 
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  バイデン大統領候補の対ベネズエラ方針 ～経済制裁には否定的か～      

 

マドゥロ政権と対峙する姿勢はトランプ大統領もバイデン候補も同じだが、違

う点もいくつかある。 

 

重要な点は「経済制裁」についてだろう。 

 

バイデン候補は、ベネズエラへの経済制裁について明確な姿勢を示していない。 

 

バイデン候補支持派のベネズエラ人専門家レオポルド・マルティネス氏は、 

「現在、トランプ政権がマドゥロ政権に科している制裁の基本法はオバマ政権

時代に成立したものだ」として、オバマ政権時代に副大統領を務めたバイデン

候補が制裁を支持していると示唆するようなコメントをしている。 

 

しかし、オバマ政権時代に成立したベネズエラへの制裁法（１５年３月に成立）

は、マドゥロ政権高官をターゲットにした個人制裁（制裁対象者の米国域内の

資産凍結、米国への入国禁止など）で、トランプ政権が科しているベネズエラ

政府や PDVSA の金融取引・商取引を止めるような経済制裁ではなかった。 

 

従って、オバマ政権時代にベネズエラへの制裁基本法を成立させたからと言っ

て、現在トランプ政権が行っている経済制裁を支持していると理解するのは拡

大解釈だろう。 

 

もし、バイデン候補がフロリダ州で勝つ可能性を高めたいのであれば「ベネズ

エラの制裁を支持する」と明言した方が良い。 

敢えて、経済制裁に明確なスタンスを示さないのは、経済制裁を支持できない

理由があるからと考えるのが妥当だ。 

 

恐らくバイデン候補がベネズエラへの経済制裁に明確なスタンスを出さない

理由は、対キューバ政策が原因だろう。 

 

バイデン候補は、「自身が大統領に当選した暁にはオバマ政権時代にキューバ

政府と合意した国交回復プロセスを再開する」と明言している。 

キューバ政府との関係を改善させるためにはマドゥロ政権にも一定の配慮が

必要となるため、バイデン候補は制裁についてのスタンスを明確にしていない

と想像している。 

POINT 

 

 

 

「経済制裁」について

は明確なスタンスを示

していない。 

 

バイデン候補はキュー

バとの国交回復を公約

として掲げている。 

 

キューバとの国交回復

のためにはマドゥロ政

権にも一定の配慮が必

要となる。 
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制裁へのスタンスを明確にしていないもう１つの理由として、欧州との協調も

挙げられる。 

 

バイデン候補は、「トランプ大統領が国際社会の協調を乱している」と非難し

ており、ベネズエラ問題についても国際的な包囲網を形成することでマドゥロ

政権を退陣に追い込むとしている。 

 

欧州は与野党政治関係者の対話と自由で公平な選挙による政治的な解決を求

めており、制裁圧力による強制的なマドゥロ大統領退陣を目指す米国とは方針

が異なる。 

 

現在のところ、欧州の制裁はベネズエラ政府高官への個人制裁に留まっており、

経済制裁を科す米国とは異なる。 

 

国際連合もマドゥロ政権の非民主的な政権運営に懸念を表明しながらも過度

な経済制裁については否定的な立場を取っている。 

 

コロンビア、ブラジル、チリなど米州主要国は、経済制裁強化を通じたマドゥ

ロ政権の退陣を支持しているが、自国のスタンスというよりも米国に歩調を合

わせている面が強い。 

 

経済制裁によりベネズエラ経済が疲弊し、移民が流入していることを踏まえれ

ば、経済制裁を手放しで支持している米州主要国はないはずだ。米国が対話重

視の姿勢に切り替われば米州各国もその方針を支持することだろう。 

 

   バイデン大統領候補の対ベネズエラ方針 ～TPS 成立に積極的～      

 

ベネズエラ関連でのトランプ大統領との違いは「移民受け入れ」について。 

 

経済混乱が続く中、ベネズエラ移民が増加しており、現在約１５万人のベネズ

エラ人が正式な移住ステータスを持たないまま米国に滞在しているという。 

 

米国議会では一年以上前からベネズエラ人の「一時保護資格（TPS）」を認める

法案が議論されているが、トランプ政権はベネズエラに限らず移民の受け入れ

に消極的で成立していない。 

 

POINT 

 

 

 

バイデン候補は国際社

会との協調をないがし

ろにするトランプ政権

の方針を非難。 

 

 

ベネズエラについても

国際社会と協調して解

決する姿勢を示してい

る。 
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バイデン候補は、自身の当選後にベネズエラ人の「一時保護資格（TPS）」を可

決させると明言している。 

 

制裁テーマについて、トランプ政権のように積極的に支持を打ち出せない分、

TPS についてトランプ政権との違いを示すことでフロリダ州ヒスパニック系

の票を増やす作戦だろう。 

 

また、移民に関連してメキシコ国境の壁の建設費についても争点になりそうだ。 

 

米国には汚職などを理由に凍結されているベネズエラ関連の資金が約１０億

ドルあると報じられているが、その一部がメキシコとの国境の壁建設に流用さ

れている可能性が報じられている。 

 

２０年６月、米国のラテンアメリカ系メディア「Univision」は、１９年にトラ

ンプ政権が汚職などで凍結した資産から約６億ドルをメキシコ国境の壁の建

設費にあてていたと報じた（「Univision 記事」）。 

 

この６億ドルの資金が、どの汚職資金から捻出されたのかは明らかにされてお

らず、ベネズエラの凍結資産とも限らないが、その可能性も否定できない。 

 

グアイド政権は汚職による凍結資産はベネズエラの経済再構築のために使用

するとしており、メキシコの壁建設のために使用されることは想定していない。 

 

バイデン候補としては、壁建設費の支出の源泉を追及することで、ヒスパニッ

ク系移民のトランプ大統領支持を減らそうとするかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

バイデン候補は、ベネ

ズエラ人の TPS を可決

させると約束。 

 

 

マドゥロ政権への制裁

強化ではなく、ベネズ

エラ移民の受け入れ強

化でフロリダ州の票獲

得を目指す。 

 

https://www.univision.com/univision-news/latin-america/legal-battle-over-venezuelas-looted-billions-heats-up
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３．ベネズエラ債券・経済指標の増減（７月１０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 40.55 -0.25   

Brent 42.89 1.06   

Venezolano - N/A  

GOLD（オンス） 1,799.2  1.29   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,377  -1.44   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 215,993  4.36   

並行レート 223,071  6.20   

 

（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 

 

 

ベネズエラ公社債については

今週も動きは無かった。 

 

為替レートは「両替テーブ

ル」、「並行レート」ともにボ

リバル安に動いた。 

 

「両替テーブル」は先週比

４．４％増の１ドル BsS.２

１．６万。 

 

「並行レート」は先週比６．

２％増の１ドル BsS.２２．３

万となった。 

 

 

 

以上 


