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（写真）UCAB “ベネズエラ債券専門家 債務再編セミナー実施” 

１． 一週間のまとめ（１２月１２日～１２月１８日）          

（１）与党陣営の動き ～バリナス州知事選 公金を投入～          

 

１１月２１日に行われた全国州知事選でバリナス州のみやり直し

選挙が来年１月９日に行われる。 

 

マドゥロ政権はアレアサ前外相を推薦。大臣がバリナス州に頻繁に

往来し、道路整備、学校改修、住宅建設、食料給付など社会開発プ

ロジェクトを実施。政府の資金を使った実質的な選挙キャンペーン

が展開されている。 

 

一方、主要野党は来年のかじ取りを誰が担うかを巡り争っており、

主要野党が推薦したセルヒオ・ガリド候補を野党一丸となって応援

する姿勢は見えず、苦戦している印象。 

 

このままだとバリナス州は与党のアレアサ候補が当選する可能性

が高そうだ。 

 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～バリナス州知事選 公金を投入～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～第一正義党 vs 大衆意思党、最終決戦～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ２p 

 

（３） 外国の動き 

～米国 交渉人がベネズエラ訪問～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（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．「PDVSA のデフォルト 

～可能な戦略と解決策～」解説 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

３．ベネズエラ債券 真の時効は２０２３年 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １３p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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また、今週、経済分野ではアイサミ石油相の進退に注目が集まった。 

 

先週「ロイター通信」は、タレク・エル・アイサミ石油相が重病を患っており、

治療に専念するため大臣職を外れる可能性があると報じた。 

 

その後、「Argus Media」は、アイサミ石油相が手術を終え、職務に復帰すると

報道。１２月１３日にアイサミ石油相は自身のインスタグラムで「ヘルニア」

を患っており手術を行ったと投稿。職務を遂行する能力に問題はなく、退く意

思はないと説明した。 

 

インスタグラムではバスケットボールを楽しむ動画が公開されたが、その後イ

ンスタグラムやツイッターでアイサミ石油相が仕事に復帰したことを確認で

きる投稿はない。大臣職を続けることが出来ないほどの重病を患っているかど

うかは現時点では定かではない。 

 

アイサミ石油相は経済担当副大統領を兼任しており、マドゥロ政権内で経済分

野の最重要ポジションにいる人物。レバノン系ベネズエラ人で中東との関係が

強く、ヒズボラ支援、麻薬取引に関与しているとしてマドゥロ政権内で米国か

ら最初に個人制裁を受けた人物でもある。 

 

仮にアイサミ石油相が大臣職を退くようなことになれば、マドゥロ政権内の権

力関係図が大きく変わることになるだろう。 

 

（２）野党陣営の動き ～第一正義党 vs 大衆意思党 最終決戦～                   

 

２０２２年の主要野党のかじ取りの座を「第一正義党（PJ）」と「大衆意思党

（VP）」（グアイド暫定政権）が争っている。 

 

現状グアイド暫定政権が継続するか交代するかは明確ではない。 

 

先週、PJ のボルヘス前幹事長が暫定政権終了に向けて大きく流れを動かした

が、今週はグアイド暫定政権が亡命最高裁や自身の支持グループを動かし、流

れを大きく押し返した印象（「ベネズエラ・トゥデイ No.692」）。 

 

グアイド議長の右腕のフレディ・ゲバラ氏（VP 所属）は「グアイド政権は２

０２２年も続く」と断言している。 

POINT 

 

 

 

１月９日のバリナス州

知事選 与党アレアサ

候補が有利か。 

 

 

アイサミ石油相 重病

を患っているとの噂を

否定するが、公務は抑

え気味。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
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ただし、１２月１６日 PJ のボルヘス前幹事長は、グアイド暫定政権存続の

根拠となっている「政権移行法」の改定案を野党国会に提出。２０２２年１月

５日のグアイド議長更新の前に、「政権移行法」を改定する必要性を訴えた。 

 

「カントリーリスク・レポート No.232」でも触れたが、グアイド暫定政権の

存続は「行動民主党（AD）」次第と言える。 

 

グアイド議長が暫定大統領を続けるかどうかは野党国会で決定する。 

そして、野党国会は PJ、VP、AD に加えて「新時代党（UNT）」の４党が掌握

している。 

 

現在の流れをふまえると PJ に加えて、UNT も暫定政権消滅に賛成する可能性

が高い。VP はもちろん暫定政権を存続させたい。 

 

AD が政権移行法の改定を支持するか、反対（あるいは棄権）するかで２０２

２年の主要野党の方向が決まると言っても過言ではない。 

そして、AD のかじを取るラモス・アジュップ幹事長は自身の重要性を認識し

ているためか、この数カ月 AD のスタンスを表明していない。 

 

前号「カントリーリスク・レポート No.232」の時点では、グアイド暫定政権

が政権維持のための強いアクションを起こしていなかったので、暫定政権消滅

の可能性が高いと考えていたが、今週の動きを見る限り VP は他の主要野党と

対立しても暫定政権を存続させる意思を固めた印象。VP が暫定政権の維持に

固執するのであれば消滅は容易ではないとも感じた。 

 

次ページにグアイド暫定政権が存続した場合の２０２２年のシナリオを記載

した。 

 

グアイド暫定政権が続いた場合、PJ が野党のかじを取った場合よりもマドゥ

ロ政権との合意は困難になり、穏健野党との合流も難しくなる。 

PJ が特に問題視している外国で凍結されている政府資産の扱いについても一

部変更が加えられるかもしれないが、政治的な方針は現状維持になるだろう。 

 

また、グアイド暫定政権が続いた場合、罷免投票を申請しても時間と労力を無

駄にするだけと思われ、最初から申請しない可能性がより高いと思われる。 

 

POINT 

 

 

 

ボルヘス PJ 前幹事長 

グアイド暫定政権の存

続 根 拠 と な っ て い る

「政権移行法」の改定

案を提出。 

 

一方、グアイド暫定政

権支持グループ（主に

VP）は、存続させるた

めの活動を開始。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49ebeb6cda3e051435eec82f4915546c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49ebeb6cda3e051435eec82f4915546c.pdf
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１．経済制裁の緩和 １． 経済制裁は必要

　（原油取引の制限解除）

　（金融取引の制限解除） ２． 国民生活の原因はマドゥロ政権

　（凍結された政府口座の解除）

３． 我々が正当なベネズエラ政府

２．経済制裁がベネズエラの 正当な国会は２０１５年選挙で選ばれた国会

　　状況を悪化させた一因

　　と野党が認めること ４． 暫定政権による凍結資産の管理（変更の可能性有）

３．ベネズエラの大統領が ５． マドゥロ政権下の選挙参加に消極的

　　マドゥロ大統領と認めること

４．野党が掌握した外国にある

　　政府組織の返還 １． 政治犯の解放、選挙制度の変更

２． 大統領選の実施

シナリオスタート

主要野党代表交代

第一正義党（PJ）

グアイド政権維持

大衆意思党（VP）

穏健野党

（ADem）

急進野党

ベネズエラ主導党

（VV）

２

０

２

２

年

１

月

～

4

月

5

月

～

８

月

穏健野党の一部

主要野党と合流

穏健野党

主要野党と合流

対話再開

罷免投票申請

対話再開

罷免投票せず

穏健野党と合流せず

合意不成立

（or部分的に合意）
合意不成立 合意成立

CNE罷免投票

の申請を棄却

対話再開せず

罷免投票せず

対話再開せず

罷免投票申請

合意成立

９

月

～

１

２

月

罷免投票実施

罷免不成立
罷免成立

マドゥロ退陣

＜グアイド議長の基本方針＞

経済制裁

一部緩和

政治犯の解放

外国政府資産

第３者管理

選挙制度の変更

CNE罷免投票

の申請を却下

CNE罷免投票

の申請を受理

＜交渉で与党が求めること＞

２０２４年の

大統領選に焦点

大統領選

政権交代

野党支持者の

失望感が拡大

＜グアイド議長が求めること＞
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（３）外国の動き ～米国の交渉人がベネズエラを訪問～                   

 

前号「カントリーリスク・レポート No.232」で紹介した通り、１２月７日～

１０日にかけて、米国政府は人質交渉を担当する Roger Carstens 氏をベネ

ズエラに派遣していた。 

 

本件についてマドゥロ大統領は事実であると認め、マドゥロ大統領と米国か

ら来た一行が交渉を行ったことを明らかにした（「ベネズエラ・トゥデイ

No.692」）。 

 

Carstens 氏とマドゥロ政権との具体的な協議内容は明らかにされていない

が、CITGO 元役員の解放を求めるのであれば、米国が拘束しているアレック

ス・サアブ氏の引き渡しとセットになると思われる。 

 

また、人質の交換が成立すれば与野党協議や制裁緩和に関する交渉が前進す

る期待も高まる。 

 

ただし、率直に言って、グアイド暫定政権が続いた場合、交渉が良い形でま

とまる気がしない。マドゥロ政権は、今後の交渉を前進させるため米国政府

にグアイド暫定政権の認識を撤回するよう求めたと思われる。 

 

２０２２年の主要野党のかじ取り役を決めるにあたり、米国政府の意向は極

めて重要。Carstens 氏のベネズエラ訪問は来年のバイデン政権の対ベネズエ

ラ方針を検討する目的もあったことと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

米国政府代表がベネズ

エラを訪問。 

 

 

マドゥロ大統領と協議

を実施。 

 

 

来年の対ベネズエラ方

針を検討する目的があ

ったと思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49ebeb6cda3e051435eec82f4915546c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

１２月１７日 ベネズエラで全国規模の一斉停電が起きた。停電が起きたのは１７日の深夜４時ごろ。レベロール

電気エネルギー相によるとグリ水力発電施設で問題が起きたようで、テロ攻撃の可能性も指摘している。復旧は比

較的早く、同日正午に復旧が完了したと発表した。 

 

また１２月１９日にはチリで大統領選（決選投票）が予定されている。右派連合のホセ・アントニオ・カスト氏と

左派連合のガブリエル・ボリッチ候補との一騎打ち。左派のボリッチ候補はマドゥロ政権を「独裁政権」と非難す

るスタンスを執っており、左派のボリッチ候補が当選したとしても大枠ではチリの対ベネズエラ方針は変わらない

ようだ。 

 

 

 

 

 

表：　１２月１２日～１２月１８日に起きた主なイベント

内容

１２月 １２日 日

１３日 月 Covid-１９隔離緩和（１２月末まで継続）

１４日 火 ククタ空港で爆破事件　コロンビア、マドゥロ政権を批判

与党国会　２０２２年度国家予算（１３４．６億ドル）を承認

１５日 水

１６日 木 ボルヘスPJ前幹事長　政権移行法の改定案を野党国会に提出

１７日 金 全国２０州の一斉停電、同日中に復旧

１８日 土

表：　１２月１９日～１２月２６日に予定されている主なイベント

内容

１２月 １９日 日 チリ　大統領選決選投票

２０日 月 Covid-１９隔離緩和（１２月末まで継続）

２１日 火

２２日 水

２３日 木

２４日 金 クリスマスイブ（国民の祝日）

２５日 土 クリスマス（国民の祝日）

２６日 日

日付

日付
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（５）債券の元利支払い状況                                         

 

 

※ PDVSA２１の償還（２１年１１月満期（元本７．９８億ドル、利息１億ドル））が抜けていたので、追加しま

した。 

表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状（１２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 １２月１５日 0 1,215.0

国債２４ １１月１３日 0 926.6 PDVSA２４ １２月１６日 0 1,350.0

国債２５ １１月２１日 0 550.7 PDVSA２１ １２月１７日 2,394 969.3

国債２６ １１月２１日 0 1,586.3 PDVSA３５ １２月１７日 0 1,315.8

国債２３ １２月７日 0 810.0 PDVSA２２O ９月１７日 2,000 1,530.0

国債２８ １２月７日 0 832.5 PDVSA２７ １１月１２日 0 645.0

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 330.0

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 720.0

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 7,078 8,289.9

国債３１ ９月５日 0 2,007.9 - 0 0.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 0.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 15,776.8 21,301.4

国債２２ ３月２３日 2,000 1,530.0

国債２７ １０月１５日 0 1,480.0

国債３８ １０月３０日 0 350.4   グレースピリオド切れ（１回目）

8,049 12,983.9   グレースピリオド切れ（２回目）

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（３回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（４回目）

15,776.8 21,301   グレースピリオド切れ（５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（６回目）

  グレースピリオド切れ（７回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（８回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（９回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 21,032.9 電力公社 677.6

PDVSA 15,367.7 合計 37,078.215,367.7

Grace Period

期間中含む

21,032.9

37,078.2

Grace Period

期間中含む

総計

677.6

37,078.2

-

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
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２．「PDVSA のデフォルト ～可能な戦略と解決策～」解説                                 

 

１２月１７日 ベネズエラのアンドレス・ベジョ・カトリック大学が「PDVSA

のデフォルト ～考えられる戦略と解決策～（Default de PDVSA, possible 

estrategias y soluciones）」というタイトルのセミナーを開催した。 

 

登壇したのは、 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」のアレハンドロ・グリサンティ氏

（バークレイズのベネズエラ担当リサーチャーやグアイド暫定政権の PDVSA

債務再編アドバイザーを務めていた人物、本レポート１ページ目写真の人物）、 

もう１人は、非営利団体「Oil For Venezuela」のフランシスコ・ロドリゲス代

表（バンク・オブ・アメリカのベネズエラ担当リサーチャーを務めた人物）。 

２名ともベネズエラ債券分野について最も精通した人物として知られている。 

 

資料などはなく口頭でのプレゼンテーションのみだったが、興味深い内容だっ

たので紹介したい。 

 

プレゼンテーションの内容を紹介する前にベネズエラの対外債務に関する状

況を簡単に説明した方が良いだろう。 

 

ベネズエラ政府・PDVSA は２０１７年１１月からデフォルトをしている。 

 

通常デフォルトすると、債務再編交渉が始まるのだが、米国の経済制裁がマド

ゥロ政権との債務再編合意を阻んでおり、債務再編が進まないまま現在に至っ

ている（特に２０１９年に米国がグアイド暫定政権をベネズエラの正当な政府

と認識するようになってから解決が更に困難になった）。 

 

債権者は CITGO（米国にある PDVSA 子会社）を差し押さえて、賠償金を回収

することも可能なはずだが、米国政府は制裁ライセンスで CITGO の差し押さ

えを禁止しており、債権者はデフォルトした債権を回収する手段がないまま現

在に至っている。 

 

米国政府が CITGO を保護する制裁ライセンスを発行したのは２０１９年１０

月（「カントリーリスク・レポート No.122」）。米国が支援するグアイド暫定政

権がコントロールしている CITGO を保護するために同ライセンスを発行した。 

POINT 

 

 

 

ベネズエラ債券の専門

家２名、ベネズエラの

債務再編をテーマにセ

ミナーを実施。 

 

 

ベネズエラにとっての

課題は CITGO の差し

押さえを防ぎつつ、い

かに債権者と合意でき

るか。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fded8820983fbf0270611f2b4ef34c6.pdf
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しかし、２０２２年１月に暫定政権は消滅する可能性がある（「ウィークリー

レポート No.229」）。 

 

暫定政権が消滅した場合、米国政府が CITGO を保護する理由がなくなり、制

裁ライセンスを解除する可能性がある。その場合、一部の債権者が CITGO を

差し押さえることになる。 

 

CITGO はベネズエラ原油の安定的な輸出先となっており、ベネズエラにドル

を供給する重要な会社。ベネズエラにとって極めて重要な会社で、CITGO を失

うことはベネズエラの未来にとって大きな損失。CITGO 差し押さえを避けな

がら如何に債務再編を行うかが課題となっている。 

 

 

両者のプレゼンテーションに話を戻したい。感想から述べると「債務再編に確

定的な決まりはない」という印象を受けた。 

 

両者はベネズエラ債券分野ではトップ１，２の専門家で、債務再編交渉が本格

的に動き出した暁にはベネズエラ側（あるいは債権者側）の交渉ブレーンにな

り得る人物だが、債務再編の手段について根本的な部分から意見がかなり異な

っている。 

 

まず債務再編の基本原則について、アレハンドロ・グリサンティ氏は、 

「債務再編は、ベネズエラ政府、PDVSA の債務、債券債務・商業債務・訴訟

賠償金など全てまとめて、できる限り包括的な交渉にして行うべき」と主張。 

「CITGO の株式５０．１％が担保に設定されている PDVSA２０（債券）を例

外として、それ以外の対外債務は全て同一の条件で債務再編を行うべきで、例

外は設けるべきではない。」 

との見解を示した。 

 

一方、フランシスコ・ロドリゲス氏は 

「債務再編は、債権者の交渉能力に応じて分けるべき」と指摘。 

 

特 に 「 CITGO の 差 し 押 さ え が す ぐ に で も 実 行 可 能 な PDVSA ２ ０ 、

ConocoPhillips、Crystallex（ConocoPhillips、Crystallex は故チャベス政権時

代に受けた接収について、賠償金訴訟を起こし、CITGO 差し押さえ直前まで法

的手続きが進んでいる）は優先的に交渉を行うべき」とした。 

POINT 

 

 

 

債務再編のやり方につ

いて、グリサンティ氏

とロドリゲス氏の方針

は大きく異なる。 

 

 

グリサンティ氏は、政

府・PDVSA、債務の種

類に関わらず、原則は

同一条件での債務再編

を提案。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be90b4943359e4d7b6a880ef682ac8ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be90b4943359e4d7b6a880ef682ac8ad.pdf
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加えて、「PDVSA 債務とベネズエラ政府債務は分けて考えるべきで、PDVSA

債務はベネズエラ政府債務よりも優先的に解決するべき」と指摘した。 

 

その理由について、政府は「ソブリンイミュニティ（主権国家が他の国家の裁

判権に属することはない）」という原則により債権者が政府から強制的に資産

を没収するのは困難だが、PDVSA の資産を差し押さえるのは比較的容易だか

ら」と説明した。 

 

また、「ドルを稼ぐ PDVSA が回復しなければベネズエラ政府の対外債務の支

払いは不可能」と指摘。PDVSA の債務再編は PDVSA の回復を最優先に考え

て行われるべきで、ベネズエラ政府が PDVSA の債務再編に関与するべきでは

ない」との見解を示した。 

 

この指摘について、グリサンティ氏は反論。 

「石油産業がベネズエラの経済回復にとって重要なので、石油産業を優先する

べきとの指摘は理解できるが、一方で PDVSA は倒産処理をして債権者は債権

を全て失う可能性がある。 

 

現在の債券市場は、PDVSA 社債が倒産で無価値になるリスクを信じているの

で、国債の方が高い価格で取引され、PDVSA 社債の方が安くなっている」と

指摘した。 

 

他、「PDVSA の債務再編はベネズエラ政府と独立して行うべきという議論に反

論。PDVSA とベネズエラ政府は実質的に一心同体で、PDVSA 単独で債務再編

交渉を進めることは出来ない。PDVSA の債務再編に政府が関与するのは不可

避」との見方を示した。 

 

加えて「“ベネズエラ政府の対外債務問題を解決しない限り、新たな融資を得

ることが出来ず、国に食料や医薬品が入ってこない“との指摘もある。政府債

務と PDVSA 債務のどちらが大事かの議論はきりがなく解決できない。」とし

て、同一条件での債務再編を改めて提案した。 

 

個人的にはどちらかの主張が絶対正しいというわけでもなく、考え方の違いと

いう印象。このように債務再編のやり方について、専門家の統一的な意見はな

く、根本的な部分から如何様にでも変わりそうな雰囲気を感じた。 

 

POINT 

 

 

 

 

ロドリゲス氏は、債務

の重要性に応じて優先

順位を決めて債務再編

を提案。 

 

 

PDVSA の回復を最優

先事項に考えて債務再

編を行うべきと主張。 
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なお、グリサンティ氏は具体的な債務再編プロセスについても説明していた。 

 

グリサンティ氏は、明確さや透明性を重視しており、債務再編プロセスはかな

り明確な印象を受けた。 

 

具体的なプロセスは以下の通り。 

 

１．政治合意 

与野党が債務再編を行うスキームについて合意すること。 

 

２．全ての対外債務を洗い出すこと 

債権者から全ての債務再編希望を集めて、ベネズエラ政府・PDVSA がいくら

の対外債務を負っているのかを洗い出す。 

 

３．債務内容の確認プロセス 

債券などは明確だが、商業債務は実際にサービスが履行されたのかなど詳細を

精査する必要がある。また、汚職などで不当な取引を行った可能性もある。集

まった対外債務の情報を精査し、どの案件が本当に債務として支払うべきかを

確認する。 

 

４．債務再編交渉 

返済の必要性を確認できた対外債務の債務再編交渉を開始する。全ての債務は

同一の条件で支払われる。交渉には「国際通貨基金（IMF）」が介入し、債務返

済の安全性を担保する。 

 

基本的にベネズエラの経済回復が可能なラインを前提に、余剰分を返済に回す

ようなスキームにし、中長期債券に乗り換える形になる。 

 

また、上記４プロセスの中で最も困難なのは「１．政治合意」と補足。 

 

１１月２１日に行われた州知事選で、野党候補が当選したはずのバリナス州知

事選で、マドゥロ政権がやり直し選挙を行うことを決定したことを例に挙げ、

マドゥロ政権の「合意を履行する意思」を疑問視し、野党がマドゥロ政権と合

意を交わすのは極めて困難との見方を示した。 

 

 

POINT 

 

 

 

グリサンティ氏 

 

債務再編は 

１．政治合意 

２．債務のリスト化 

３．債務の精査 

４．債務再編交渉 

の順番で行うべき。 

 

上記４つで最も困難な

のは「１．政治合意」と

指摘。 
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３．ベネズエラ債券 真の時効は２０２３年                                 

 

以前「カントリーリスク・レポート No.170」で、債券の時効条項について紹介

した。「時効条項」とは、債券発行時の目論見書に書かれている内容で、 

“「重要な日」から３年が経過しても債権者が法的な支払い要請の訴訟をしなか

った場合、債券発行当事者は支払いを無効にすることが出来る” 

という内容。 

 

ベネズエラ国債の利息は、時効条項が３年と書かれており、２０１７年１０月

に債務不履行を起こした債券は２０２０年１０月に時効が成立していること

になるが、本件について明確な結論が出ないまま現在に至っている。 

 

前述のセミナーで、聴衆から「時効条項」についての質問が出ており、その質

問に対してロドリゲス氏は 

“「重要な日」に該当する事象が起きておらず、時効条項は適用されていないと

認識している”と回答。 

 

現在も債券は無効になっていないとの認識を示した。 

 

ただし、それよりも現実的な懸念があると述べた。 

それはニューヨーク法で「債務不履行が起きてから６年が経過しても支払い要

請を提出しなかった場合、当該債券の元本・利息ともに時効になる」という決

まりがあるという。 

 

ベネズエラがデフォルトしたのは２０１７年１１月なので、２０２３年１１月

には６年が経過する。 

 

少し先なので、今のところあまり注目されていないが、２０２３年が近づけば、

注目されるテーマになるだろうとの見解を示した。 

 

本件について確認したところ、２０２０年９月にグアイド暫定政権率いる野党

国会が「３年の時効条項はカウントが始まっていないが、ニューヨーク法で６

年の時効が定められている」との趣旨の声明文を公表していた（当時の発表文）。

とりあえず、支払い申請を提出すれば済む話かもしれないが、将来的な懸念点

になりそうだ。 

POINT 

 

 

 

 

３年の時効条項は発動

していないが、６年の

時効条項は有効。 

 

 

２０２３年１１月まで

に返済要求手続きが行

われていない場合、債

権者は債権を失う可能

性がある。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6064dd6e6878fcb1a7fc7999bb036a5.pdf
https://presidenciave.com/regiones/comunicado-de-la-procuraduria-especial-de-la-republica-y-de-la-comision-presidencial-para-los-tenedores-de-bonos-de-la-republica/
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（１２月１７日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 7.00 -24.32  

PDVSA 4.50 -7.69  

PDVSA20 25.00 -3.85  

カラカス電力 1.75 -22.22  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 70.3 -2.29   

Brent 72.98 -3.15   

Venezolano(11 月 19 日) 47.85 -  

GOLD（オンス） 1,796.8  0.80   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 10,862  0.08   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 4.615  -0.50   

並行レート 4.710  -0.42   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

WTI、ブレント価格は Investing.com 

債券・経済指標の動き  解説 

 

ベネズエラ債は全て先週比マ

イナス。特に国債、カラカス

電力債は先週比△２０％超の

大幅な下落を見せた（元々の

数字が小さいので、少し動い

てもパーセンテージでは大き

く見える部分はある）。 

 

今週、ベネズエラ債券に関し

て特筆するべきテーマは本稿

２．３．で紹介したベネズエ

ラ債券専門家のセミナー。 

 

ロドリゲス氏の指摘した「時

効条項」「債務再編で国債は優

先的に対応されない」との見

解に市場が反応したと思われ

る。 

 

原油価格について、ベネズエ

ラ原油の価格が確認できてい

ない。ここ数カ月ベネズエラ

産原油と WTI には１バレル２

５ドル程度の開きがあるの

で、ベネズエラ産原油は１バ

レル４５ドル前後で取引され

ていると想定される。 

 

以上 
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