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（写真）PDVSA 公式ツイッター ”イランのガソリン到着を歓迎する PDVSA 職員” 

ガ 

 

 

 新ガソリン販売スキーム考察      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ソリン不足は現在のベネズエラで最も注目

を集める問題の１つだ。トランプ政権はガソ 

リンをベネズエラへ輸出する企業に制裁圧力をかけ

ており、同国のガソリン不足は危機的な状況にある。 

 

ガソリン不足を解消するため、ガソリンの輸入・国内

での販売を民間に開放するとの噂が流れている。 

 

本稿では、米国が PDVSA に科した制裁の枠組みを紹

介し、民間企業によるガソリン輸入・販売でガソリン

不足が解決するのか考察したい。 

 

 

どのようなガソリン販売スキームであれば制裁の対

象にならないのかを考察する前に、米国の制裁枠組

みについて説明したい。 

 

米国で制裁を管轄しているのは財務省の「外国資産

管理局（OFAC）」。 

 

制裁の禁止事項は「行政命令」に記載されており、「行

政命令」に抵触するが、例外的に許可される取引につ

いては、OFAC が「制裁ライセンス」を発行する。 

 

米国がこれまで発行したベネズエラ関連の制裁概要

（行政命令）は次ページの概要の通り。

「行政命令」と「制裁ライセンス」 



 
Venezuela Weekly Report 

No.１５０   ２０２０年５月２７日（水曜） 

2 

 

表：　米国がこれまでに発行したベネズエラ制裁に関するリーガルフレームワーク（行政命令）

No. タイトル 政権

15 年 3 月 8 日 13692 ：ベネズエラ問題に関与する個人の資産凍結・入国禁止について オバマ

17 年 8 月 24 日 13808 ：ベネズエラ問題に関する追加制裁について トランプ

18 年 3 月 19 日 13827 ：ベネズエラ問題に関する追加制裁について トランプ

18 年 5 月 21 日 13835 ：ベネズエラに関する特定取引の禁止について トランプ

18 年 11 月 1 日 13850 ：ベネズエラ問題に責任のある特定個人・法人の資産凍結について トランプ

19 年 1 月 25 日 13857 ：ベネズエラの緊急事態に対応する追加措置について トランプ

19 年 8 月 5 日 13884 ：ベネズエラ政府の資産凍結について トランプ

概要
米国にあるベネズエラ政府の資産は、全て凍結。

米国の法人・個人は、ベネズエラ政府の資産に触れてはいけない。

概要

ベネズエラ政府に負っている全ての債務（ベネズエラ政府が保有する債権のこと）の購入

の禁止。ベネズエラ政府に負っている全ての債務（売掛金を含む）を担保とする取引の禁

止。ベネズエラ政府が５０％超の支配権を持つ株の販売、移転、譲渡、担保の禁止。

概要
ベネズエラの GOLD産業および米国財務省・国務省が定める特定産業に起因する資産の凍

結。 制裁対象産業・関係者への財・技術サービス・融資の禁止。

概要

大統領令13692（d）Sec.３、大統領令13808（d）Sec.3、大統領令13827（ｄ）Sec.３、大

統領令13835（d）Sec.3、大統領令13850（d）Sec.6の「ベネズエラ政府」の定義の変更。

「ベネズエラ政府（公的機関・中銀・PDVSA等）を間接的に支援する個人・法人」も制裁

対象に追加。

概要
１８年１月８日以降にベネズエラ政府が発行したデジタル通貨、デジタルコイン、デジタ

ルトークンを商取引、融資、その他取引の禁止。

発効日

概要

制裁対象者の資産凍結・米国への入国禁止。

マドゥロ政権に対する初めての制裁。当時はマドゥロ政権の政府高官のみを対象としてお

り、PDVSA・ベネズエラ政府など組織は対象となっていなかった。

概要

PDVSAへの９０日以上の期間の融資禁止。ベネズエラ政府への３０日以上の期間の融資禁

止。ベネズエラ２０３６年債（１６年１２月に発行 した債券）の取引の禁止。ベネズエラ

政府（PDVSA含む）向け配当金あるいは利益送金の禁止。ベネズエラ政府（PDVSA含

む）が直接的 、 間接的に所有している債券購入の禁止。
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制裁ライセンスには「包括ライセンス」と「個別ライ

センス」の２種類がある。 

 

「個別ライセンス」は、制裁に抵触する取引ではある

が、何らかの必要から取引をする場合、OFAC に許可

を求め、OFAC が精査した結果、個別に発行されるラ

イセンスのこと。「個別ライセンス」の申請は OFAC

のウェブサイトから可能となっている。 

 

「包括ライセンス」は、制裁に抵触する取引ではある

が、OFAC が事前に許可している取引のこと。 

「包括ライセンス」で許可されている内容について

は、OFAC にその都度、許可を取ることなく、取引を

行うことが出来る。 

 

「個別ライセンス」については、過去どのような会

社・目的でライセンスが発行されたのかは確認でき

ない。 

 

他方、「包括ライセンス」については許可されている

取引内容が公表されている。 

 

これまで OFAC が発行したベネズエラ関連の「包括

ライセンス」は３６種類存在するが、石油産業・

PDVSA に直接関連する「包括ライセンス」は以下

「OFAC が発行した石油産業関連の包括ライセンス・

リスト」の通り。 

 

失効している「包括ライセンス」もあれば、有効期限

が定められている（あるいは特に期限が設定されて

いない）「包括ライセンス」もある。 

 

なお、「包括ライセンス」の「No.」にはアルファベッ

トが付いているライセンスがあるが、当該ライセン

スが更新されるとアルファベットが「A」→「B」→

「C」と変わっていく仕組みになっている。 

 

 

表：　OFACが発行した石油産業関連の包括ライセンス・リスト

状況 No. 最新更新日 概要 期限

失効 1 2017/8/25 ベネズエラ政府、PDVSAへの融資の特例措置 2017/9/24

2A 2019/8/5 PDV Holdings、CITGOの債券・有価証券発行の特例措置

期限付 5C 2020/4/10 PDVSA２０年満期債に関する特例措置 2020/7/22

7C 2019/8/5 PDV Holdings、CITGOとの取引に関する特例措置

期限付 8F 2020/4/21 米国石油事業者のベネズエラ事業に関する特例措置 2020/12/1

9G 2020/5/12 PDVSA社債（カラカス電力含）非米国人への売却の特例措置

10A 2019/8/5 ベネズエラ在住米国人のPDVSA燃料購入に関する特例措置

失効 11 2019/1/28 外国企業でPDVSA事業に関わる米国人への特例措置 2019/3/29

PDVSAからの原油・石油製品輸入に関する特例措置

PDVSAとの契約・財・サービス輸入に関する特例措置

失効 13E 2020/5/12 Nynasとの取引に関する特例措置

期限付 36A 2020/5/12 Rosneft Trading、TNK Internationalとの取引に関する特例措置 2020/5/20

（出所）米国 外国資産管理局（OFAC）サイトより弊社作成

12 2019/1/28失効 2019/4/28
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ベネズエラで民間セクターがガソリンの輸入・販売

を出来るかどうかを考察するにあたり関係する制裁

規定は「行政命令 No.13850」。 

 

「行政命令 No.13850」が最初に発行された１８年１

１月当時、この制裁は GOLD 取引を禁止する趣旨で

公布された。 

 

しかし、この行政命令には「米国財務省と国務省が定

める特定産業」にも制裁を科すことが出来ると書か

れており、「行政命令 No.13850」により他産業へ制

裁を科すことが可能となっていた。 

 

１９年１月２８日、OFAC は「行政命令 No.13850」

を根拠に「PDVSA」を制裁対象に加えた。 

 

この制裁により、米国内にある PDVSA の資産は凍

結。PDVSA は、米国の金融スキーム、金融機関を介

する取引が出来なくなり米国企業以外との取引も事

実上禁止された。 

 

当然ながら米国の企業はベネズエラへガソリン燃料

を輸出することは出来なくなっている。 

 

OFAC は、制裁対象となった「PDVSA」の定義につ

いて「PDVSA あるいは PDVSA が直接・間接的に５

０％以上の株式を保有している会社」 

としている。 

 

つまり、制裁を規定通りに解釈すれば、民間企業が米

国（あるいは他国）からガソリンを輸入することは可

能と理解できる。 

 

ただ、民間企業が輸入したガソリンを PDVSA が買い

取り、PDVSA が軍部のサポート（？）を受けて国内

で販売する仕組みは米国から汚職の指摘を受けやす

く、制裁を受ける可能性が極めて高い。 

 

民間企業によるガソリン輸入のスキームに制裁を科

される可能性を減らすためには、ベネズエラ国内で

のガソリン販売も民間企業に任せて、PDVSA・軍部

は出来る限り介入しないことが必要と思われる。 

 

例えば、いくつかの民間企業（地域ごとに分ける）が

PDVSA のガソリンスタンド、ガソリン流通に必要な

施設・資材について貸与契約を結び、PDVSA は貸与

にかかる収入を得るが、ガソリン販売の収入は基本

的に民間企業の収入になる。 

 

民間企業はガソリン販売で得た利益を定められた税

制に従いベネズエラ政府に支払うという仕組みなど

であれば、ベネズエラ政府の介入を極力減らした取

引と言え、米国から制裁を科せられる可能性は多少

抑えられるのではないか。 

 

ただし、この仕組みを作るためには石油産業の活動

を規定する最も重要な法律「炭化水素組織法」を改定

する必要がある。 

 

「炭化水素組織法」の改定には国会の承認が必要。 

 

マドゥロ政権は与党派国会や制憲議会、最高裁など

を介して法律を改定することは可能かもしれないが、

その場合は米国と野党が正当な法律改定とみなさな

いので、仕組み以前の問題で、米国から制裁を受ける

可能性が高い。 

 

政府が極力介入しない仕組みが必要 
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なお、OFAC は、ベネズエラ向けのガソリン輸出禁止

について、特段の説明をしてないが、希釈剤の輸出に

ついては「Q＆A」で以下の見解を示している。 

 

基本的にマドゥロ政権に資金が流れる（政権存続に

つながる）ことを問題視していることが分かる。 

 

 

Q：ベネズエラに希釈剤（Diluents）を輸出・再輸出することは可能か？ 

 

A：出来ない。希釈剤（原油・ナフサなど）は、マドゥロ汚職政権の主要な資金源となる石油取引において重

要な役割を果たしており、米国政府は当該取引を制限しようと試みている。米国政府は「包括ライセンス No.7」

「No.8」「No.13」を修正し、直接・間接的に希釈剤の取引を行うことを禁止している。 

 

OFAC の許可が無い限り、米国人は PDVSA、PDVSA が５０％以上の株式を保有する企業とのいかなる取引も

出来ない。また、非米国人もベネズエラの石油産業で活動、あるいは PDVSA へ希釈剤の輸出・再輸出を含め、

物質的サポート、資金支援、技術供与・財・サービスを提供することで「行政命令 No.13850」の対象になる

可能性がある。 

 

ベネズエラの国営石油会社としての PDVSA の役割を鑑み、ベネズエラへの希釈剤の輸出・再輸出は PDVSA

の直接・間接的な利益となる可能性が高い。 

従って、一見、当該取引に制裁対象者が関わっていないように見えたとしても、企業は厳格なデュー・デリジ

ェンスを行い、エンドユーザーを精査し、取引に PDVSA を含む制裁対象者が直接・間接的に関わっていない

ことを確かめることを推奨する。 
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米国の制裁を避けるガソリンの輸入・販売スキーム

について考えてみたが、正直なところ米国の制裁を

回避するのは難しく、民間企業によるガソリン輸入・

販売でベネズエラのガソリン不足が解決（緩和）する

とは考えにくい。 

 

どのような仕組みになるにせよ、ガソリン販売の収

入がマドゥロ政権あるいは PDVSA に全く流れない

ことはあり得ない。 

 

結局のところ、米国政府が「マドゥロ政権・PDVSA

に資金が流れている」との理由からガソリンを輸入

する民間企業に制裁を科せば現在の PDVSA と同様

にガソリン輸入ができなくなるからだ。 

 

加えて、前述の通り、野党国会の合意を得ることなく

無理やりに「炭化水素組織法」を改定すれば、米国・

野党にとって民間企業によるガソリン輸入・販売は

違法な行為になるため、米国の制裁を誘発すること

になる。 

 

そもそも、米国政府がガソリンを輸入する民間企業

に制裁を科さなかったとしても制裁リスクの高い取

引であることを承知でベネズエラにガソリンを輸出

する外国企業がどれほどいるのかも疑問だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人的には、その日の生活もままならないベネズエ

ラの一般大衆が米国の制裁に好意的な見方をしてい

るとは思えず、ガソリン輸入への制裁も一般大衆の

理解を得られていないと思うが、メディアの報道の

多くは制裁を擁護しており、メディア報道と民意に

大きな隔たりが生じていると感じている。 

 

ただし、一部の政治関係者の利害に振り回され、一般

大衆の意見が政治に反映されないことは今に始まっ

たことではない。チャベス政権前に現野党が政権を

握っていた時も、チャベス政権下でもマドゥロ政権

下でも同様だ。 

 

やはり、米国の影響力は絶大で、トランプ政権が続く

限り、マドゥロ政権が崩壊するまでベネズエラ社会・

経済が安定することはなさそうだ。 

 

マドゥロ政権としては、今年１１月の米国大統領選

で民主党のバイデン候補が勝利し、米国の対ベネズ

エラ方針が変化することを期待するしかないだろう。 

 

以上 

 

最終的には米国次第 


