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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 CELAC 首脳会議に出席” 

１． 一週間のまとめ（９月１２日～９月１８日）          

（１）与党陣営の動き ～マドゥロ大統領 数年ぶりに国際社会に～          

 

９月１７日 マドゥロ大統領はメキシコを訪問した。 

メキシコ訪問の目的は「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体

（CELAC）」の首脳会議に出席するため。 

 

マドゥロ大統領が CELAC 首脳会合に出席するとの情報は事前にメ

ディアで流れておらず、突然の出席は驚きをもって報じられた。 

 

CELAC は、故チャベス元大統領のイニシアティブで発足した国際

組織であり、米国の影響を強く反映した「米州機構（OAS）」の代替

となる意図を持つ組織とされている。 

 

CELAC の発足は、左派的な背景を持つものの、親米国家も CELAC

の公的性は認識しており、今回の会合でもパラグアイ、ウルグアイ、

エクアドルなど親米国家からも大統領が出席するような国際組織

である。 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～マドゥロ大統領 数年ぶりに外遊～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～外国の政府資産が危機 

与野党協議 暗礁の恐れ～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～国連 人権侵害を非難、制裁緩和要請～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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．Monomeros を巡り主要野党が分裂 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．日本製タンカー ベネズエラに寄港 

・・・・・・・・・・・・・・ ９p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  



 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２２０   ２０２１年９月１９日（日曜） 

2 

 

 

筆者が記憶する限り、この数年、マドゥロ大統領はキューバには何度か訪問し

ていたが、CELAC のような各国首脳が集まる国際会議に出席するのは２０１

８年の国連総会以来、３年ぶりになるのではないだろうか（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.195」）。 

 

２０１９年１月からベネズエラにグアイド暫定政権が発足して以降、ベネズエ

ラ政府の認識を巡る国際社会の意見は分かれた。この状況を受けて、国際会議

の場にマドゥロ大統領が出席することは無くなっていた。 

 

つまり、３年ぶりのマドゥロ大統領の国際会議への出席は、ベネズエラ政府に

対する近隣諸国の認識が変化しつつあることの現れと言えそうだ。 

 

ただし、マドゥロ大統領の久しぶりの外交復帰は完璧なものではなかった。 

 

同首脳会議に出席したウルグアイのラカジェ大統領、パラグアイのベニテス大

統領は、マドゥロ大統領が座る国際会議で「我が国は、マドゥロ大統領をベネ

ズエラの大統領と認識していない」と明言。 

 

エクアドルのルッソ大統領は、「マドゥロ政権を認識しない」との明言は避け

たが、キューバ、ニカラグアと並んでベネズエラの政治情勢について懸念を表

明した。 

 

コロンビアはドゥケ大統領がスペインに外遊中であり、そもそも CELAC に出

席予定はなかったが、コロンビアの外交団は同会合への出席を拒絶した。 

 

これに対して、マドゥロ大統領は内政干渉と非難。ラテンアメリカ・カリブ海

地域を対話と相互理解を前提とする地域にする必要があると訴えた。 

 

コロンビアを含めて３カ国がマドゥロ大統領の会合出席を明確に拒絶したが、

逆に言うと他の国からはマドゥロ大統領の出席を非難する声が無かったとも

言える。 

 

なお、メキシコ政府、ベネズエラ政府は CELAC を OAS に代わる米州の国際組

織にするよう提唱している。今後ラテンアメリカ地域で左派政権が増える観測

がある中、米州政治の中心は OAS から CELAC に代わっていく可能性もあり

そうだ。 

POINT 

 

 

 

マドゥロ大統領 ３年

ぶ り に 国 際 会 議 に 出

席。 

 

パラグアイ・ウルグア

イ・コロンビアはマド

ゥロ政権を明確に拒絶

も他国からの否定は無

し。 

 

「ベネズエラ政府はマ

ドゥロ政権」との認識

が拡大している印象。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
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（２）野党陣営の動き ～外国の政府資産が危機、与野党協議 暗礁の恐れ～                   

 

９月２４日から３回目の与野党協議がメキシコで行われる予定だが、与野党

協議始まって以降、最も暗礁に乗り上げる恐れが高まっている。 

 

きっかけは、コロンビアの法人監督局が行った「Monomeros」の管理措置。 

野党は「国家通信センター」を通じて、コロンビア当局の方針を支持し、捜

査に協力するとの姿勢を示した（「ベネズエラ・トゥデイ No.653」）。 

 

また、９月１６日 「ロイター通信」は、米国「外国資産管理局（OFAC）」

がカナダの金開発会社「Crystallex」宛てに通知した内容を報道。 

その内容は「Crystallex」による「PDV Holdings」（米国にある PDVSA 子会

社 CITGO の持ち株会社）の差し押さえ実施を認めないというもの（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.653」）。 

 

ただし、OFAC の通知文には「２０２２年前半に現在の外交政策を見直す」

と書かれている。 

 

そして、「Bloomberg」は、２０２２年１月にバイデン政権がグアイド暫定政

権の認識を撤回した段階で「Crystallex」の差し押さえを認めることを検討し

ていると報じた。 

 

マドゥロ政権がかねてより求めていた最重要テーマの１つは「外国資産のコ

ントロールをベネズエラ政府に戻す」というもの。 

 

外国にある最も重要なベネズエラ政府資産「CITGO」と「Monomeros」に関

する一連の動きは、マドゥロ政権側に政府資産を返さず、同盟国に資産を明

け渡す動き、とマドゥロ政権側は捉えている。 

 

９月１７日 与党側の交渉代表であるホルヘ・ロドリゲス国会議長は、一連

の動きを非難。国際的に与野党交渉を阻害しようという動きが起きていると

非難した。 

 

「外国政府資産の回復」について合意ができない状態で最終合意に至るとは

思えず、協議の先行きは危機的な状況と言えそうだ。 

 

POINT 

 

 

 

コロンビア当局による

Monomeros への介入

措置。 

 

OFAC が２２年にグア

イド暫定政権認識を撤

回と同時に CITGO 差

し押さえを許可すると

の観測が報じられる。 

 

これらを受けてマドゥ

ロ政権が協議妨害を非

難。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf


 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２２０   ２０２１年９月１９日（日曜） 

4 

 

 

加えて、野党側もマドゥロ政権の合意違反を指摘している。 

 

９月１４日 与党の協議代表団は、２０年６月にカボベルデで拘束されたア

レックス・サアブ氏を与党側の交渉代表メンバーに入れるよう要請した。 

サアブ氏はマドゥロ政権高官の資産隠しに協力したとされる人物で、米国の

経済制裁回避スキームを構築した人物でもある。 

 

拘束から１年３カ月、サアブ氏の弁護団が米国への引き渡しを遅らせてきた

が、既に限界に来ており、そう遠くないうちに米国に引き渡されると言われ

ている。つまり、与党代表団の要請は、サアブ氏の引き渡しを留めるための

ものとなる。 

 

この求めに対して、野党側は８月１３日に合意した「覚書」の中にサアブ氏

が交渉代表団に加わるという話は含まれていないと指摘。協議の仲介役を務

めるノルウェー政府の仲介人に対して、与党に「覚書」の内容を守らせるよ

う要請した（覚書の内容は「カントリーリスク・レポート No.215」参照）。 

 

（３）外国の動き ～国連 人権侵害を非難、制裁緩和要請～                      

 

現在、国連の「人権理事会」が行われており、ベネズエラについて何度か協議

で取り上げられている。 

 

９月１３日 バチェレ人権高等弁務官は、ベネズエラで起きている人権侵害に

ついて報告した。その中で、マドゥロ政権による野党政治家への迫害を非難。

また、警察や軍など治安当局による横暴を指摘。「ベネズエラでは人権侵害と

考えるに足る事象が起きている」との見解を示した。 

 

一方で、諸外国がベネズエラに科している制裁がベネズエラ国民の生活に悪影

響を与えており、国際社会は制裁を解除するべきとの見解を示した。 

 

他、９月１５日には国連ドーハン調査官が、制裁がベネズエラに与えた悪影響

について報告。翌１６日には、人権理事会が作った「国際独立ミッション」の

マルタ代表が、ベネズエラの司法問題について訴える趣旨の報告を行った（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.653」）。 

 

 

POINT 

 

 

 

国連人権理事会の会合 

 

 

バチェレ弁務官 マド

ゥロ政権の人権侵害を

非難。同時に制裁解除

を要請。 

 

 

マルタ代表 ベネズエ

ラの司法制度の独立性

の欠如を指摘。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c24740c75fa4bb860d77c0f3e0d0d3ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

来週は９月２４日～２７日にかけてメキシコで３回目の与野党協議が予定されている。 

次回の協議のテーマは「司法制度」と「国家の権利」。 

司法の独立性の欠如や政治犯の解放について協議される見通し。 

また、IMF がベネズエラに割り当てた「特別引き出し権（SDR）」約５０億ドルの使用方法についても協議される

とみられる。 

 

ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」は、ベネズエラ経済回復のために IMF の SDR を使用できるよ

うなスキーム作りを求めており、本件の合意には経済団体からも後押しを受けている。 

 

 

 
 

表：　９月１２日～９月１８日に起きた主なイベント

内容

９月 １２日 日

１３日 月 Covid-１９隔離緩和週間

Monomeros社長が辞任を表明

与党協議団　交渉メンバーにアレックス・サアブ氏加入を要請

１４日 火 野党国会　コロンビアのMonomeros管理措置を支持、捜査に協力

１５日 水

１６日 木 OFAC　CrystallexによるPDV Holdingsの差し押さえ実施を棄却

１７日 金

１８日 土 マドゥロ大統領　CELAC首脳会議に出席

表：　９月１９日～９月２６日に予定されている主なイベント

内容

９月 １９日 日

２０日 月 Covid-１９隔離週間

２１日 火

２２日 水

２３日 木

２４日 金 第３回目　与野党協議＠メキシコ（９月２７日まで予定）

２５日 土

２６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（９月１７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 1,080.0

国債２４ ５月１３日 0 823.7 PDVSA２４ ６月１６日 0 1,200.0

国債２５ ５月２１日 0 489.5 PDVSA２１ ６月１７日 1,596 861.6

国債２６ ５月２１日 0 1,410.0 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,169.6

国債２３ ６月７日 0 720.0 PDVSA２２O ９月１７日 2,000 1,530.0

国債２８ ６月７日 0 740.0 PDVSA２７ ５月１２日 0 564.4

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ ５月１２日 0 288.8

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 630.0

国債３６ ７月２９日 0 1,300.0 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ８月１３日 0 562.5 6,280 7,539.1

国債３１ ９月５日 0 2,007.9 ９月２３日 1,000 191.3

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 １０月１５日 0 185.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 1,000.0 376.3

国債２２ ３月２３日 1,000 1,338.8 14,978.8 19,983.9

国債２７ ４月１５日 0 1,295.0

国債３８ ４月３０日 0 306.6

7,049 12,041.0   グレースピリオド切れ（１回目）

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（３回目）

13,978.8 19,608   グレースピリオド切れ（４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（５回目）

  グレースピリオド切れ（６回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（７回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（８回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 19,090.0 電力公社 677.6

PDVSA 13,818.9 合計 33,586.5

34,962.7

13,818.9

Grace Period

期間中含む

20,466.2

Grace Period

期間中含む

34,962.7

677.6

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２２

国債２７

総計
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２．Monomeros を巡り主要野党が分裂                                  

 

前号「カントリーリスク・レポート No.219」で紹介した通り、ベネズエラ国

営石油化学公社「ペキベン」がコロンビアに持つ子会社「Monomeros」がコロ

ンビアの法人監督局の管理下に入った。 

 

本件を受けて主要野党４党が水面下で大分裂している。 

分裂の構図としては、 

「大衆意思党（VP）」vs「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党

（UNT）」 

となっている。 

 

現在、表面上に見えている状況としては、「Monomeros」がコロンビア法人監

督局の管理下に入ったことを受けて、「Monomeros」の社長を務めていたカル

メン・エリサ・エルナンデス氏が辞任を表明（「ベネズエラ・トゥデイ No.652」）。 

 

その後、エルナンデス前社長は、「ロイター通信」のインタビューに応じ、

「Monomeros」が置かれている状況について説明した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.653」）。 

 

彼 女 に よ る と 、 現 在 メ キ シ コ で 行 わ れ て い る 与 野 党 協 議 を 受 け て 、

「Monomeros」が再びマドゥロ政権のコントロール下に置かれるとの懸念が

拡大。取引先が「Monomeros」との取引に消極的になり、銀行が融資に難色を

示すようになったという。 

 

コロンビア政府が「Monomeros」を管理下に置くことで、取引先や銀行の懸

念を払しょくし、企業は通常の取引ができるようになるとの見解を表明。 

つまり、彼女はコロンビア法人監督局の管理措置を歓迎していた。 

 

また、野党国会の公式情報サイト「国家通信センター」は、「Monomeros」の

管理措置について、「Monomeros の将来的な安定を保証するための措置」とし

てコロンビア政府の対応を支持する姿勢を示した。 

 

同時にエルナンデス前社長の会社運営を評価。外部監査を入れて「Monomeros」

の経営幹部を含めた必要な改革を行うと発表した（オリジナルの声明文）。 

POINT 

 

 

コロンビア当局 

Monomeros を監視下

に。 

 

野党国会 コロンビア

当局の捜査に協力、経

営陣見直しの姿勢を示

す。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1c22e65f3ce5e2636dd21464bb99dd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56c96c26a3a9b9bdbc831399791f0ae6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://presidenciave.com/presidencia/comunicado-del-gobierno-legitimo-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-sobre-la-empresa-monomeros-colombo-venezolanos-s-a-y-los-ultimos-ataques-de-la-dictadura/
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上記が現在、表面的に見えている状況だが、実際は主要野党内部で分裂が生じ

ているようだ。 

 

最初に補足しておきたいが「Monomeros」の経営陣は、主要野党４党の協議

により選ばれており、経営陣には各政党の利害を代表する人物が就任している。 

今回辞任したエルナンデス前社長は VP の利害を代表する人物である。 

 

エルナンデス前社長の説明と「国家通信センター」の声明文では、コロンビア

法人監督局の管理措置を歓迎しているが、実際のところ PJ、AD、UNT はこの

管理措置に反対している。 

 

急進野党系メディア「Factores de Poder」のパトリシア・ポレオ氏によると、

９月１４日に主要野党４党の代表が「Monomeros」の管理措置に対する野党

のスタンスを決めるため協議を実施したという。 

 

この時、PJ、AD、UNT の代表は以下の声明文に署名したが、VP の代表（グア

イド議長）がこれを拒んだという。３党代表の署名が入っている声明文は「こ

の文章」になる。 

 

この声明文には、以下のような内容が書かれている。 

 

・２０１９年に暫定政権が Monomeros をコントロール下

に置いてから同社の経営は改善した。 

・しかし、コロンビア当局の管理措置により取引先や銀行

が離れ、経営が厳しくなっている。 

・これらの試みは Monomeros を自分の会社にしようとす

る一部の経済的な利害関係者の企てであり、コロンビア

当局はこの利害関係者に騙されている。 

・したがって、Monomeros はコロンビア当局の管理措置の

決定に対して、法的な措置を取る。 

・エルナンデス前社長やゲリラ組織関係者らが会社を意図

的に混乱させていた。 

・財務部長（VP 関係者）が労働組合とストライキを計画し、

Monomeros の経営を悪化させていた。 

・ゲリラ関係者は Monomeros が麻薬取引に絡んでいると

いう誤情報をコロンビア当局に流した。 

POINT 

 

 

 

しかし、PJ、AD、UNT

は野党国会の声明とは

大 き く 異 な る ス タ ン

ス。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/MONOMERO.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/MONOMERO.pdf
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・Monomeros が適切なマネジメントを維持するためにはコロンビア政府の協

力と融資が必要であり、特に「Bancoldex」「Finagro」「Fondo Nacional de 

Grantia」「Banco Agrario」からの融資を希望する。同時にコロンビア政府に

対して、「米州開発銀行（BID）」による長期融資獲得の側面支援も希望する。 

 

と書かれている。 

 

つまり、 

① Monomeros の問題は、同社を買収しようとしているグループが意図的に

起こしており、VP に属するエルナンデス前社長や財務部長らが加担している。 

 

② 今回、コロンビア当局が Monomeros を管理措置に置いたことで、取引先

や銀行が離れており、経営がさらに悪化している。 

 

③ 経営が立ち行かなくなったところで悪意を持って企業の経営を悪化させた

第三者が Monomeros を購入しようとしている。 

と主張している。 

 

以前から指摘しているが Monomeros は「プラン・マカブロ」という計画の脅

威にある。「プラン・マカブロ」とは、同社の経営が悪くなり、会社の価値が大

きく下がったところで、同社を買収しようという計画だ。前号「カントリーリ

スク・レポート No.219」では、この計画に関与している人物としてコロンビ

アの経済財閥兼政治グループ「チャル一族」について紹介した。 

 

上記のスタンスを執っている PJ、AD、UNT 派閥の経営陣を交代させるため、

VP が「国家通信センター」を通じて、経営陣の見直しを宣言したということ

だろう。 

 

ちなみに、「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首や PJ、AD の関係

者も一部の勢力と Monomeros を買収しようとしていると報じられている。 

 

結局のところ、マドゥロ政権も VP も PJ も AD も UNT も全員が自分たちの経

済的な利害を最優先に考え、よってたかってベネズエラ政府の資産を奪い合っ

ている。 

国民を無視し、国民生活が悪化し、経済活動が低迷しているというのが現状な

のかもしれない。 

POINT 

 

 

 

 

VP 対 PJ、AD、UNT の

構図が鮮明に。 

 

 

与野党 全ての政党が

自身の利害を最優先に

行動しており、国民が

最大の被害者となって

いる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1c22e65f3ce5e2636dd21464bb99dd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1c22e65f3ce5e2636dd21464bb99dd4.pdf
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３．日本製タンカー ベネズエラに寄港                                 

 

船舶情報を扱う「Tanker Trackers」によると、日本の造船会社「ジャパン・マ

リンユナイテッド社（JMU）」が建造した大型タンカー（VLCC）がベネズエラ

のホセ・ターミナルに寄港しているという。 

 

このタンカーは衛星の追跡機能を切っており、正確な情報は分からないが、

「FELICITY（9183934）」というタンカーで、イランの海運大手「イラン国営

タンカー会社（NITC）」が所有しているものの可能性が高いという。 

 

なお、「FELICITY」は２０２０年８月に中国海域を運行していたことは確認で

きているが、その後「船舶自動識別装置（AIS）」が切れており、所在が分から

なくなっている。 

 

「FELICITY」とされるタンカーは、２０２１年９月７日にベネズエラ産原油

「Merey-１６」の積み込みを開始した。 

 

なお、「FELICITY」の甲板は元々、緑色だったようだが、写真で見える限り、

ペイントし直されたばかりだという。このように外見を変えることで米国の制

裁を回避しているという。 

 

ベネズエラの原油輸出国としてイランは出てこないが、２０２０年に入ってか

ら両国の関係は急速に接近しており、経済面でも重要なパートナーになってい

るようだ。 

 

POINT 

 

 

イラン NITC が所有し

ているとされる JMU

社の原油タンカーがベ

ネズエラのホセ・ター

ミナルに寄港。 

 

Merey１６を運んでい

る。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（９月１７日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.75 2.38  

PDVSA 5.25 5.00  

PDVSA20 29.50 5.36  

カラカス電力 3.25 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 71.97 3.23   

Brent 74.85 2.93   

Venezolano（9 月 13 日） 53.72 1.02   

GOLD（オンス） 1,751.8  -2.05   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 11,278  0.01   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 4,041,830  -0.39   

並行レート 4,074,044  -1.31   

（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 

 

 

 

今週のベネズエラ債券は、 

国債・PDVSA 社債ともに先週

比プラスとなった。 

 

見かけ上の問題ではあるが、

先週金曜日に外貨準備が大き

く増加したため、支払い能力

部分でプラスに働いたのかも

しれない。 

 

また、原油価格については

WTI、ブレントともに先週比

３％前後のプラスで 1 バレル

７０ドルを超えた。 

 

為替レートについては、先週

よりもボリバル高に推移。 

ここ数週間は為替レートは落

ち着いている。 

 

以上 

 


