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（写真）大統領府 

“マドゥロ政権 ロシア製 Covid-１９ワクチンの接種を開始” 

１．一週間のまとめ（２月１４日～２月２０日）          

（１）与党陣営の動き ～Covid-１９ワクチン接種を開始～            

 

前号「カントリーリスク・レポート No.189」で紹介した通り、先

週ロシア製の Covid-１９ワクチン「Sptonik V」が到着した。 

 

ワクチンの到着を受けて、マドゥロ政権は２月１８日からワクチン

接種を開始した（「ベネズエラ・トゥデイ No.563」）。 

 

マドゥロ政権はロシアから１，０００万個のワクチンを購入する契

約を締結したが、現時点では１０万個しか届いていない。 

 

マドゥロ政権は、優先順位を決めてワクチン接種を行うとしており、

優先的に摂取を受けることが出来るのは「医療従事者」と「パトロ

ールを行う軍人・警察」「政府関係者」だという。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～Covid-１９ワクチン接種を開始～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～特段の動き無し～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ２p 

 

（３） 外国の動き 

～米国政府 対話による解決支持～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

２．野党 交渉再開に残された時間はわずか 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

３．米国の凍結資産 

予期せぬ債権者が回収する可能性浮上 

・・・・・・・・・・・・・・ ９p 

 

 

 

４．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  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dbcdbe04464c33d06f5784c58a7a50eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28a2e86d3b6dedd7d1012e0e86d7cb79.pdf


 
COUNTRY RISK REPORT 

No.１９０   ２０２１年２月２１日（日曜） 

2 

 

 

以前から米国・野党はワクチンを政治利用しないよう求めており、「軍人・警

察・政府関係者」が高齢者より優先される点について非難している。 

 

マドゥロ政権によると、４月に大量のワクチンが到着し、本格的に摂取を開始。

２１年末には７０％の国民がワクチン接種済みになるとの見通しを示した。 

 

なお、「Sptonik V」のワクチン購入に関して汚職疑惑が報じられている。 

２月１７日 マドゥロ大統領はロシアから「Sptonik V」１，０００万個を調

達するために２億ドルを支払ったと言及した。 

 

輸送費やその他コストを考えず単純計算すると、ワクチン１つ２０ドルかかっ

ている計算になる。しかし、「Sptonik V」は８ユーロ（約９．６ドル）だとい

う。つまり、マドゥロ政権は２倍のコストを支払っており、その差額が不正に

流れている可能性が指摘されている。 

 

（２）野党陣営の動き ～特段の動きなし～                   

 

今週はグアイド政権に大きな動きは無かった。 

 

グアイド政権は、Covid-１９ワクチン購入のために英国銀行の資金を使用す

るとしているが、同時に、購入したワクチンを公平に分配するための規則を

マドゥロ政権に受け入れさせるとしており、合意には至っていない。 

 

また、２１年１月に野党国会が成立させた「政権移行法」によるとグアイド

議長は２月上旬にグアイド政権の政府機能を担う「政治評議会」のメンバー

を発表しなければならないが、そのメンバーはまだ発表されていない。 

 

主要野党内ではマドゥロ政権との交渉再開、州知事選・市長選参加の必要性

を認識していると思われる。 

 

本来、２１年１月にグアイド議長が暫定大統領を退き新たなリーダーを国会

議長（暫定大統領）に据えるべきだったが、グアイド議長が留任したことで

方針転換が遅れている印象だ。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

 

マドゥロ政権 ロシア

製 Covid-１９ワクチン

の接種を開始。 

 

 

 

ワクチン接種が平等に

行われておらず、汚職

の可能性が指摘されて

いる。 
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（３）外国の動き ～米国政府 対話による解決を支持～                      

 

１月２０日 バイデン政権が発足して以降、米国は徐々に対ベネズエラ方針に

関する姿勢を明確にしているが、「ベネズエラ問題をどのように解決するべき

か」という最も重要なテーマについては回答を保留してきた。 

 

２月１８日 「ベネズエラ問題をどのように解決するべきか」について、バイ

デン政権でベネズエラ問題に関する政府方針を担っているファン・ゴンサレス

氏は「マドゥロ政権と野党が交渉を通じた問題解決を求める」と発言した。 

 

また、ゴンサレス氏は、トランプ政権がベネズエラに科してきた制裁を「一方

的な制裁」と言及。「過去の歴史において一方的な制裁が結果を出したことは

無かった」との認識を示し、欧州連合と歩調を合わせる必要性を強調した。 

 

他、「トランプ政権はベネズエラ問題についてベネズエラ国内の政党であるか

のように振舞っていた」と指摘。「ベネズエラの問題はベネズエラ人で話し合

い、ベネズエラ人自身がベネズエラの未来を考えなければならない。」との姿

勢を示した。 

 

欧州連合のボレル外交政策委員長は、バイデン政権に対して、ベネズエラ問題

の解決に関するスタンスを明確にするよう求めていたが、ゴンサレス氏の発言

により「バイデン政権は与野党対話を通じたベネズエラ問題の解決を支持する」

とのスタンスを明確にしたと考えて良いだろう。 

 

米国が対話支持を示したことで、グアイド政権に更なる対話圧力がかかったと

思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

米国の国家安全保障会

議、西半球担当者 ベ

ネ ズ エ ラ 問 題 に つ い

て、与野党対話による

解決を支持。 

 

 

トランプ政権下の制裁

を「一方的な制裁」と認

識。トランプ政権はベ

ネズエラ国内の政党で

あるかのように振舞っ

たと指摘。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

来週は２月２２日から国連人権委員会の会合が始まる。インターネットを介して各国代表らが人権問題について協

議を行う。ベネズエラは２０２２年まで人権委員会のメンバーとなっており、２月２２日にマドゥロ大統領が演説

を行う予定だという。なお、同会合にはコロンビアのドゥケ大統領、米国のブリンケン外相らも参加する予定で、反

米国家と親米国家の批判合戦が展開されそうだ。 

 

２月２５日、３月１０日にはバチェレ国連人権高等弁務官がベネズエラ問題について報告を行う予定。 

国連人権委員会は２月１日～１２日にかけてドーハン調査員をベネズエラに派遣。ドーハン調査員は米国の経済制

裁を非難しており、本件も報告に上がることが予想される。 

 

 

表：　２月１４日～２月２０日に起きた主なイベント

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 マドゥロ政権　「Sptonik V」の接種を開始

Covid-１９隔離措置・隔離週間を開始

１９日 金

２０日 土

表：　２月２１日～２月２８日に予定されている主なイベント

内容

２月 ２１日 日

２２日 月 Covid-１９隔離緩和週間

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予定

２３日 火

２４日 水

２５日 木 国連バチェレ弁務官　ベネズエラ問題について人権委員会で報告

２６日 金

２７日 土

２８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１９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 ３月１７日 1,000 191.3

国債２２ １０月２２日 1,000 1,147.5 1,000.0 512.6

国債２７ １０月１５日 0 1,110.0 13,978.8 17,238.9

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

17,663.2

国債３４

12,876.9

677.6

31,217.7

31,217.7

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

国債３５

PDVSA２２

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
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２．野党 交渉再開に残された時間はわずか                                   

 

本稿「１．（３）外国の動き」でも触れた通り、欧州に加えて、バイデン政権も

対話を通じた政権交代を望む趣旨の発言をし始めている。 

 

これで欧米が「対話を通じた解決」の方向で一致したことになり、グアイド政

権も「圧力による政権交代」を見直し、選挙に参加するため対話方針に舵を切

ると考えている。 

 

しかし、「選挙に参加するためにマドゥロ政権と対話を再開する」という方針

は、グアイド政権がこれまで示してきた方針と矛盾しており、グアイド議長（正

確にはロペス VP 党首）は対話に舵を切る決断が出来かねている印象だ。 

 

ただ、実際のところ悠長に悩んでいる時間はない。 

筆者の認識では、タイムリミットはあと１カ月だ。これまでの動向を見る限り、

グアイド政権はこのことを理解していないのではないかと心配している。 

 

以下は今後予定されている選挙に関する主な予定である。 

 

 

2021年 1月 与党国会　CNE役員選定作業を開始

2月 現在

3月 CNE役員決定

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月 州知事選・市長選

2022年 1月 罷免投票実施のための署名集めを開始

2月 ～

表：２０２１年、２２年　選挙スケジュール

州知事選・市長選の実施日発表

＜選挙実施に必要な準備＞

有権者登録の更新・投票場の決定

立候補者の受付・精査・確定

選挙に必要な機材の準備

選挙キャンペーン

POINT 

 

 

 

グアイド政権 交渉再

開に舵を切れない状況

続く。 

 

グアイド政権は、決断

を先延ばしにできる時

間的な猶予はほとんど

ない。 

 

決 断 を 保 留 で き る の

は、１カ月が限度と思

われる。 
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上記のスケジュールの中の２１年３月に予定されている「CNE 役員決定」は極

めて重要なイベントである。 

 

現在の CNE 役員は、２０年になし崩し的に任命された（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.458」）。 

そこで、２１年に発足した与党国会は、憲法に準じたプロセスで CNE 役員を

任命し直すとしており、CNE 役員任命委員会を設置し、選定作業を進めてい

る。選定プロセスが滞りなく進めば、セマナサンタ（４月１日）までに新 CNE

役員が決定する予定としている（「ベネズエラ・トゥデイ No.559」）。 

つまり、このままだと３月中に新たな CNE 役員が決定することになる。 

 

筆者の理解では、与党が一度 CNE 役員メンバーを決めてしまった場合、再度

CNE 役員を変更することは無いと考えている。 

 

野党が与野党対話を再開する目的は、２１年に実施される全国州知事選・市長

選に参加し、２２年に大統領の罷免投票で政権交代を勝ち取ることである（罷

免投票については「ウィークリーレポート No.175」参照）。 

 

選挙の不正を訴え、選挙に参加してこなかった野党が、全国州知事選・市長選

に参加するためには何らかの理由付けが必要で、「CNE 役員の任命に主要野党

の意見を反映させる」ことが出来れば一定の理由付けになる。 

 

しかし、与党国会が新たな CNE 役員を任命してしまった後で、野党が交渉を

開始し、CNE 役員の変更を求めてもほとんど無駄だろう。 

 

州知事選・市長選を実施するために、CNE は様々な準備をする必要があり、６

カ月は準備期間が必要だ。４月以降に野党が交渉を開始し、CNE 役員の任命に

ついて与党と交渉を行った場合、２１年中の州知事選・市長選実施はスケジュ

ール的に間に合わなくなってしまう。 

 

つまり、CNE 役員の任命に主要野党の意見を反映させるためには、与党国会が

CNE 役員を決定する前に交渉を開始しなければいけないということになる。 

 

CNE 役員の任命に野党の意向が反映されなかった場合、これまで通り穏健野

党だけが選挙に参加し、惨敗。罷免投票で政権交代を目指す機運は生まれない。

野党の決断が遅ければ、このシナリオが現実味を増してしまうだろう。 

POINT 

 

 

 

このままだと与党国会

は、２１年３月中に新

たな CNE 役員を決定。 

 

野党が選挙に参加する

ためには CNE 役員の

任命に野党の意向を反

映させることが必須。 

 

野党が CNE 役員の任

命プロセスに絡むため

には早期に交渉を始め

る必要がある。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4db1e3c29afeeaa21410fcf568544ea.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/042bf2de7e55272a79375681228b1b5c.pdf
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上記の通り、このままグアイド政権が過去の方針と決別出来ず、与野党交渉再

開のタイミングを逸してしまった場合、ベネズエラはどうなるだろうか。 

 

個人的には理想的な形ではないが、ゆるやかな景気回復が見込めると考えてい

る。 

 

「ウィークリーレポート No.187」で、「ドル生活者から見たベネズエラの現状」

について紹介した。 

 

同レポートでも紹介した通り、マドゥロ政権は１８年後半から「経済のドル化」、

「為替レートの事実上の自由化」、「価格統制の緩和」などを進め、民間セクタ

ーの自助努力で何とか経済を回せる仕組みを作り始めており、一定の成果が見

え始めている。 

 

現在、マドゥロ政権は「立ち行かなくなった国営企業の運営を民間企業に委ね

る」方向で動いており、今後 与党国会は国営企業の移譲を促進するような法

律を制定していくことが予想される。 

 

また、経済制裁について、仮に与野党交渉が行われなかったとしても、バイデ

ン政権は、人道的な観点から問題がある制裁「米国以外の企業に対しても

PDVSA との燃料取引を禁止する制裁」など、過度な制裁は緩和していくと思

われる。他、民間企業の活動を阻害するような制裁を科すことは控えることが

予想される。 

 

経済を軌道に乗せるにあたり、マドゥロ政権は石油・石油化学分野のコントロ

ールを緩和し、電力など社会インフラ分野や鉱物産業も一部は民間セクターに

運営を委ねると思われる。 

 

日本企業が直接ベネズエラに投資するというのはリスクが高いかもしれない

が、ベネズエラ国内で投資を行う民間企業に対して、サービスを提供するとい

うのは一案なのかもしれない。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

野 党 の 動 き が 遅 け れ

ば、交渉が再開できな

い可能性も。 

 

仮に交渉が再開できな

かったとしても、マド

ゥロ政権下で低水準な

がらゆるやかに経済は

回復する見込み。 

 

交渉が再開しなかった

としても、バイデン政

権は過度な制裁は見直

すと思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f15671cba531f5f8791abcf83a8076b3.pdf
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３．米国の凍結資産 予期せぬ債権者が回収する可能性浮上                                   

 

１７年に米国がベネズエラに金融制裁を科して以降、マドゥロ政権との債務再

編の交渉は事実上出来なくなっている。また、１９年８月に「米国にあるベネ

ズエラ政府の資産は全て凍結」との制裁を発動して以降、賠償金を回収しよう

とする動きは止まっている（「ウィークリーレポート No.109」）。 

 

ベネズエラ政府組織は多くの債務を抱えているが、これらの制裁は債権回収の

障害となっており、１７年 8 月の金融制裁発動以降、米国にあるベネズエラ政

府資産をもって債権を回収できた例は存在しないはずだ。 

 

しかし、初めてベネズエラ政府資産が賠償金の回収に利用されるかもしれない。 

しかも、全く想定外の「債権者？」がベネズエラ政府資産を取ろうとしている。 

 

米国にあるベネズエラ政府資産（PDVSA の凍結口座）をもって賠償金を初め

て回収する可能性があるのは「コロンビア革命軍（FARC）」の被害者だ（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.562」）。 

 

今回、訴訟を起こしたのはコロンビア人アントニオ・カバジェロ氏。 

彼の父親（カルロス・カバジェロ氏）は、コロンビア議員を５期連続で務め、

国連コロンビア代表大使にもなったことがある人物。 

 

しかし、父親は１９９９年に FARC などゲリラ組織に誘拐された。 

FARC は６００万ドルの身代金を要求し、家族は支払いに応じたが、カバジェ

ロ氏は FARC により殺害された。そして、息子であるアントニオ・カバジェロ

氏は米国に亡命した。亡命時にカバジェロ氏はコロンビア国内にある多額の資

産を放棄せざるを得なかったという。この FARC により受けた被害を、米国に

ある PDVSA 資産をもって回収しようとしている。 

 

カバジェロ氏は２０１２年に FARC 被害者として裁判を起こし、１４年に訴え

は認められた。 

そして、２０年５月にフロリダ州裁判所はカバジェロ氏に対して「総額４，６

７２．３万ドル（年利０．１５％）の賠償請求権がある」との判決を下した。 

 

カバジェロ氏はこの賠償金を PDVSA 資産で回収しようとしている。 

POINT 

 

 

 

米国にあるベネズエラ

政府資産は凍結。制裁

により、債権者は債権

回収不可。 

 

しかし、FARC の被害者

が PDVSA と FARC の

関係を理由に PDVSA

の凍結口座からの賠償

金回収を主張。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/085a5879bb22ab1d753fabcff7773a44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
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この訴訟は１２月にニューヨーク裁判所で受理され、既に裁判所は米国にある

PDVSA 口座の差し押さえを許可したと報じられている。 

 

米国が PDVSA と FARC を同一視し、ベネズエラ政府資産を FARC 被害者の財

布として使用するようになったのはトランプ政権からだ。 

 

２０１７年２月 米国政府は、FARC の麻薬取引に協力したとの罪でアイサミ

石油相（現在）と資産隠しに協力したとされるサマーク・ロペス氏に制裁を科

し、米国内の資産を凍結した。なお、ロペス氏の資産のほとんどは PDVSA と

の取引を通じて得たものだった。 

 

その後、１７年 9 月 米国人ジャーナリストで国家安全保障コンサルタントを

務めているドグラス・ファラー氏は、米国下院で「ALBA Petroleos」（PDVSA

とエルサルバドルのエネルギー会社「ENEPASA」との合弁会社）と「Albanisa」

（PDVSA とニカラグアのエネルギー会社「PETRONIC」との合弁会社）が FARC

の資金洗浄を手伝っていたと証言。 

 

そして、１８年にトランプ大統領が「テロ対策法」を改定したことで、テロ被

害者は米国にある凍結資産から賠償金を受け取ることが可能になった。 

 

その後、改定された「テロ対策法」を理由に、２０年７月 制裁により米国で

凍結されていたサマーク・ロペス氏の資産は FARC 被害者３名の賠償金に充当

された（「ベネズエラ・トゥデイ o.467」）。 

 

この時、グアイド政権下で会計監査総長を務めていたホセ・イグナシオ・エル

ナンデス氏（２０年 6 月に辞任）は、「本件は、米国が PDVSA の資産を奪う

ため情報を操作したものだ」と指摘していた。 

 

そして、実際に FARC 被害者が PDVSA の凍結資産に手をかけようとしている。 

 

前述の通り、１８年にトランプ政権が「テロ対策法」を改定したことにより、

テロ被害者は制裁の影響を受けることなく、凍結資産からでも賠償金を回収す

ることが可能となっている。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

１ ８ 年 に 改 定 さ れ た

「テロ対策法」により、

テロ被害者は制裁の影

響を受けることなく、

賠償金の回収が可能。 

 

 

急遽現れた FARC 被害

者が PDVSA の凍結資

産を回収する可能性が

高まっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
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「Crystallex」「Gold Reserve」「債券保有者」など多くの債権者が制裁を理由

に債権回収に二の足を踏んでいるところ、ベネズエラとは直接関係のない

FARC 被害者がベネズエラ資産を横取りしている状況だ。 

 

米国政府はこれまでもベネズエラ政府が購入したイラン産ガソリンを差し押

さえ、そのガソリンを売却し、ベネズエラとは直接関係のないテロ被害者に配

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.560」）。 

 

凍結資産が正当な債権者の手に渡ることはベネズエラの対外債務減少を意味

するため、まだ有意義だろう。しかし、凍結資産がベネズエラに直接関係のな

いテロ被害者の手に渡ってもベネズエラの対外債務は一切減らない。 

 

また、これまでトランプ政権がベネズエラに対して行ってきた対応は米国の

利害を反映したもので、米国で国家安全保障コンサルタントをしていたフェ

ラー氏の証言についても、どれほどの信ぴょう性があるのか疑わしい。そもそ

も PDVSA 側に反論の機会は与えられていない。 

 

米国政府が先に筋書きを作り、その筋書きに添わせるために理由をこじつけ

てきた印象を受けてしまう。 

 

米国政府・野党が米国にあるベネズエラ政府資産を凍結した理由は「マドゥロ

政権にこれ以上ベネズエラの富を簒奪させないため」だったはずだ。 

 

もしテロ被害者の賠償金回収のために PDVSA の凍結資産が使用されるので

あれば、簒奪者がマドゥロ政権から米国政府に変わっただけだろう。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

 

ベネズエラと直接関係

のないテロ被害者への

支払いはベネズエラの

対外債務を減らす効果

はない。 

 

 

米国政府によるベネズ

エラ政府資産の簒奪と

言える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13fd14afcfb3be1a754a171e278408ea.pdf
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（２月１９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 60.32 1.43   

Brent 63.3 0.68   

Venezolano（2 月 12 日） 50.63 5.06   

GOLD（オンス） 1,774.5  -2.57   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,238  -1.95   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 1,757,609  0.15   

並行レート 1,805,035  4.05   

（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 

 

 

原油価格は先週比プラスに推

移しており、WTI、ブレント

は１バレル６０ドル台となっ

ている。 

 

ベネズエラ産原油も２月１２

日時点の価格は先週比約５％

増と大きく回復した。 

 

為替レートについては、先週

時点では「両替テーブル」の

方がボリバル安だったが、今

週は逆転。 

 

「並行レート」の方がボリバ

ル安になっている。 

 

以上 

 


