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（写真）ベネズエラ大統領府 

“１１月２７日 マドゥロ大統領と軍部、制憲議長の行進“ 

１．一週間のまとめ（１１月２６日～１２月２日）          

（１）与党陣営の動き ～PDVSA 大粛清 大統領選に向けた布石～           

 

ベネズエラでは連日のように大事件が起きている。１１月２６日 

マドゥロ大統領は PDVSA にまん延する汚職の取締り強化のため、

デル・ピノ石油相とネルソン・マルティネス PDVSA 総裁を解任し、

軍人出身のマヌエル・ケベド住宅相に両役職を兼任させると宣言し

た（この人事については「ウィークリー・レポート No.22」参照）。 

軍人出身者が PDVSA 総裁に就任するのはグアイカイプーロ・ラメ

ダ大将（２０００年１０月～０２年２月まで総裁）以来。 

 

以前から食料省、電気エネルギー省や公共事業省など外貨をよく使

用する省の閣僚は軍部が占めていたが、今回の人事交代で PDVSA

総裁職という外貨を稼ぐ組織まで軍部が占領したことになる。 

 

更に１１月２９日には２００４年～２０１４年まで１０年間

PDVSA 総裁職と石油相を兼務したラファエル・ラミレス国連大使

が解任されるとの噂が流れた。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～PDVSA 大粛清 

大統領選にむけた布石～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～与野党交渉は与党有利～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～欧州連合は交渉再開を評価～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（４）先週の重要イベントと 

今週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

２．PDVSA２０２０ 

アクセラレーションの懸念 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

３．国債、PDVSA 債  

利息は送金しているのか 

・・・・・・・・・・・・・・ ９p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5c57f93e7d68bf6d3be5d23490a19f9.pdf
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前回の「カントリー・リスクレポート No.22」でも触れたがラミレス氏はマド

ゥロ政権を非難するオピニオン記事「La Tormenta」をベネズエラの現地メデ

ィアに投稿した。その後も「Paso Firme」というオピニオン記事を投稿し、現

政権との関係が悪化している。 

ラミレス国連大使の解任はまだ正式に報じられていないが、マドゥロ大統領と

の溝は決定的で解任は時間の問題と考えられる。その時にラミレス氏がどのよ

うな行動に出るか（米国に寝返るか、他国に亡命するか、あるいはベネズエラ

に帰国し逮捕されるか）は注目に値する。 

 

更に翌３０日早朝にデル・ピノ元 PDVSA 総裁とネルソン・マルティネス前総

裁が逮捕された。 

サアブ検事総長は両名の逮捕理由について、デル・ピノ元総裁は１４年～１７

年にかけて産油量減少を抑えるための対応を怠ったこと。ロシアのガスプロム

バンクとの合弁会社 Petrozamora での汚職に関わったことを挙げた。マルテ

ィネス前総裁は Citgo の代表ら６名が逮捕された一件に関わっていたとして

逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.62」１１月２１日付の記事参照）。 

 

４日前まで PDVSA 総裁、石油相を務めていた最高クラスの政府幹部２名が逮

捕されたのはベネズエラの歴史上初めて。また、Citgo 社長ら６名、デル・ピ

ノ元 PDVSA 総裁とネルソン・マルティネス前総裁の逮捕は全て国防省の管轄

組織である軍部知的戦略統括部隊（DGCIM）が行った。このことから考えて軍

部が主導して石油セクターのテクノクラートを逮捕し、その後釜に軍人総裁を

置いたと言える。 

 

今回の逮捕劇は、来年の大統領選とその後の体制維持が理由と考えられる。 

 

米国からの金融制裁を受けてベネズエラは国外の資金移動が著しく制限され

ている。ほとんどの金融機関はリスク回避のためにベネズエラ政府の送金を受

け取りたがらない。シティバンクはベネズエラ政府の口座を閉鎖したようだ。

ベネズエラ経済は一層疲弊する可能性が高い。 

 

輸入が更に制限されれば国民の不満は更に高まる。政府は軍部によるクーデタ

ーを防ぐ必要がある。また、不満を抑えるために軍部の協力が今以上に必要に

なる。軍部は忠誠の見返りに PDVSA 総裁、石油相のポストを求め、マドゥロ

大統領がそれを承認したと考えている。 

 

POINTO 

 

 

ラミレス国連大使解

任の情報が流れる。 

 

デ ル ・ ピ ノ 元

PDVSA 総裁、マル

ティネス前総裁も

逮捕。 

 

大統領の承認のも

と、軍部主導で石油

部門テクノクラー

トの大粛清が行わ

れた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7e17dbe7add536b200403c555a00beaa.pdf
https://www.aporrea.org/energia/a255413.html
https://www.aporrea.org/actualidad/a255715.html
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
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そして PDVSA 総裁、石油相を軍人に渡すにあたって抵抗勢力となる石油セク

ターのテクノクラート（ラミレス国連大使、デル・ピノ石油相、マルティネス

総裁、Citgo 役員ら）を汚職容疑で一気に粛清した。ベネズエラの政府高官で

あれば多かれ少なかれ汚職に関わっている。汚職を理由に彼らを逮捕すること

は難しいことではないだろう。 

 

PDVSA を取った軍部が次にしなければいけないのは危険因子の排除だ。 

よって、今後もラミレス国連大使、デル・ピノ元石油相、マルティネス元総裁

の派閥に属するとみなされる事業部門のトップ、従業員は汚職撲滅の大義を掲

げて解雇あるいは逮捕されると考えるべきだろう。 

 

１１月２９日にはアイサミ副大統領が「１８年の大統領選でマドゥロ大統領が

再選するだろう！」と宣言した（「ベネズエラ・トゥデイ No.66」１１月２９

日付の記事参照）。アイサミ副大統領の横には軍部の重鎮マルコ・トーレス現

アラグア州知事もいた。今回の人事交代でマドゥロ大統領は１８年の選挙に再

出馬するための政権内での布石を打ったとみられる。 

 

（２）野党陣営の動き ～与野党交渉は与党有利～           

 

１２月１日（金曜）、２日（土曜）にドミニカ共和国で与野党交渉が行われた。

どうやら今回の交渉では特筆するような決定はなく、１２月１５日に再度交渉

が行われることになった。 

 

与野党交渉で野党側が掲げる交渉の論点は３つ。①人道支援、②選挙制度改正、

③国会機能の回復（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」１１月２４日付の記事参

照）。中でも野党側として最も優先順位が高いのは②選挙制度の改正だろう。 

対する与党が掲げる論点は１つ。外国の制裁解除だ。 

 

私見だが、（１）の通り、与党は軍部を PDVSA 総裁に置くことによって、制裁

が続く環境下でも政権を維持するための体制を構築したと考えている。このま

ま交渉が暗礁に乗り上げれば１８年２月か３月に大統領選が行われ、そのまま

政府が勝利するだろう。 

 

強引な大統領選の勝利によって、欧米からの制裁は加速するだろうが、政府は

そのための準備を整えつつある。よって、今回の交渉で合意を得る必要に迫ら

れていないと考えている。 

POINTO 

 

 

マドゥロ大統領は１

８年の大統領選再出

馬に布石を打ったと

考えられる。 

 

 

 

１２月１日、２日の

与野党交渉は目立

った成果なし。 

１５日に再度交渉。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
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他方で、野党は１８年２月か３月に行われるとされる大統領選に負けると平

和的な政権交代の道は当分訪れない。１０月の州知事選で示された通り、現

在の選挙制度では野党が勝利できる可能性は低い。野党は今回の交渉で政府

から一定の譲歩を引き出す必要に迫られている。 

 

なお、１８年の大統領選で勝てなかった場合、野党が取る選択肢は２つ。 

１つ目は、現政権とは一線を画しつつも協力的な姿勢を示し、これ以上の混

乱を避け６年後の選挙に備える。この場合、野党代表を担うのは新時代党

（UNT）、発展進歩党（AP）、行動民主党（AD）になるだろう。 

 

２つ目は、選挙以外の方法で政権を奪取するしかない。具体的には街頭での

抗議行動、外国の更なる介入の呼びかけ、公権力を否定し並行公権力を組織

するなど。この場合、野党代表を担うのはベネズエラ主導党（VV）、国民勇猛

同盟（ABP）、大衆意志党（VP）になるだろう。 

 

現在の第一正義党（PJ）が示すような、中間をとる方針は維持できなくなる

だろう。 

 

今の与野党のパワーバランスから考えて、合意するならば政府に有利な条件

になるはずだ。 

 

例えば、欧米の金融制裁を解除させる。加えて債務再編の議論は政府の手を

離れ野党多数の国会が主導する。その代わり制憲議会は最終的な承認権限を

留保する。ことを与党が求めてくる可能性があるだろう。 

 

国会の野党議員には米国から制裁されている人物はいない。債権者も政府の

交渉団と話すよりも国会の交渉団と交渉する方が、はるかに話が早い。加え

て、米国政府は国会が行う債務再編には前向きな姿勢を示している。 

野党は嫌な役回りを押し付けられることになるが国会の権限を一部回復でき

る。与党にとっては債務再編議論を進めることができるし、債務再編で悪い

影響が出れば野党の責任にすることが出来る。 

 

野党がこの条件に合意するのであれば、１８年の大統領選である程度の譲歩

（①カプリレス元ミランダ州知事の選挙参加権の回復、②１７年１０月の州

知事選で変更された有権者の投票場を元に戻す、③与野党双方が納得する外

交団の選挙立ち合い）を約束する。が落としどころではないか。 

POINTO 

 

 

今回の交渉は与党よ

りも野党が不利な状

況での交渉。 

 

 

合意に至るのであれ

ば野党は一定の譲歩

が必要。 

 

 

債務再編は野党多数

の国会が担うのでは

ないか。 
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（３）外国の動き  ～欧州連合は交渉再開を評価～                  

 

前回の「カントリー・リスクレポート No.22」でも紹介したが、欧米諸国の政

治家は急進野党であるアントニオ・レデスマ氏らで構成される“Soy Venezuela”

の立場を支持している。“Soy Venezuela”の立場は、「政府が政権交代をすると

いう前提での交渉であれば対話のテーブルにつく。それまでは与党との対話は

せず、政府へ圧力を加え続け、並行公権力の樹立も辞さない。」というもの。 

 

１１月２８日 欧米諸国グループの中で最もマドゥロ政権に攻撃的な米州機

構（OAS）のアルマグロ事務局長は、与野党交渉を行う野党連合まで非難し始

めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.65」１１月２８日付の記事参照）。 

これには野党連合からも「アルマグロ事務局長は本来野党の団結を呼びかける

べき立場なのに、野党の亀裂を深めている」と抗議の声が出ている。 

 

一方、欧州は、レデスマ氏を英雄扱いしすぎるとベネズエラの野党に良い影響

が出ないと理解し始め、亀裂の修正に動いているように見える。 

１１月２９日、スペインの民主主義の父と呼ばれるアドルフォ・スワレス（１

９７６年～８１年首相）の息子（写真中央の男性）がカラカスに訪問。野党の

主要人物と会合した。最近まで対立していたカプリレス元ミランダ州知事（写

真左から２番目）とアルップ行動民主党幹事長（写真一番右）が一緒に写って

いる。また、野党連合を非難するマリア・コリナ・マチャド氏（写真中央青い

ブラウスの女性）も出席した。野党の亀裂を修復するための試みだろう。 

 

 

（写真）マチャド氏ツイッターより抜粋 

POINTO 

 

 

アルマグロ事務局長

は与野党交渉を進め

る野党連合を非難。 

 

 

欧州は野党内の亀裂

を修復する動きが見

られる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7e17dbe7add536b200403c555a00beaa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
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１２月１日には欧州連合の外交委員会代表のフェデリカ・フィデモーニ氏が与

野党交渉について、「良い方向に動いている」と前向きに評価した。 

 

現在のところ外国の主要メンバーの立ち位置は下表のようなイメージだろう。

米州機構自体はそこまで与党と敵対する組織ではないのだが、アルマグロ事務

局長と一部の大国が無理に米州機構を与党非難側に引っ張っている印象はぬ

ぐえない。 

 

米国は、マドゥロ政権を非難しているが、与野党交渉に臨む野党連合の姿勢を

非難していない。 

中国は、マドゥロ政権を支持する立場を示すものの野党と対立するような発言

は避けている。一方でロシアは、より新政府、反野党のスタンスを示している。 

 

 

 

与党を非難

野党連合を非難

野党連合を支持

与党を支持

　

欧州連合

米州機構

中国

ロシア

米国

（カナダも同様）
米州機構事務局長

ルイス・アルマグロ

米州ボリバル同盟

POINTO 

 

 

欧州連合外交委員は

与野党対話を評価。 

 

 

欧米 vs 中ロの外交

問題でありがちな構

図がベネズエラにも

見える。 
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（４）先週の重要イベントと今週の主なイベント                                

 

１１月２８日、ISDA は信用イベントが発生したベネズエラ国債、PDVSA 社債の補てん率を決めるための入札を１

２月１１日に行うことで合意した。他、３０日に OPEC 定時総会が開かれ、減産期間を１８年１２月まで延長した。

原油価格の下落を抑える効果があり、ベネズエラにとっては朗報。 

 

今週は１２月１０日の全国市長選を除き、これといったイベントは把握していない。ただし、ラミレス国連大使の

処遇、与野党対話の具体的な内容、大統領選に向けた野党のプレ選挙関連の報道など今後を占ううえで重要な情報

が流れると予想される。 

 

表：　１１月２６日～１２月２日に起きた重要イベント

内容

１１月 ２６日 日 マニュエル・ケベド大将がPDVSA総裁、石油相を兼任

２７日 月 ISDA　補てん率決定のための協議は翌２８日まで継続

PDVSA２０年債利息　グレースピリオド満了、着金なし

PDVSA２２年債利息　グレースピリオド満了、着金なし

２８日 火 ISDA　補てん率決定のための入札は１２月１１日に実施

２９日 水 ラミレス国連大使解任の噂が流れる

３０日 木 主要な債券投資機関が今後の方針について協議＠ロンドン

OPEC会合　減産１８年１２月まで延長で合意

デル・ピノ元PDVSA総裁、マルティネス前総裁が逮捕

１２月 １日 金 与野党交渉の再開＠ドミニカ共和国（１日目）

２日 土 与野党交渉の再開＠ドミニカ共和国（２日目）、１５日に交渉再開

表：　１２月３日～１２月１０日の主な予定

内容 重要度

１２月 ３日 日

４日 月 PDVSA１７年債利息　グレースピリオド満了 中

５日 火

６日 水

７日 木 国債２３，２８年利息　グレースピリオド満了 中

８日 金

９日 土

１０日 日 全国市長選挙 大

（出所）各種報道からベネインベストメント社作成

日付

日付
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２．PDVSA２０２０ アクセラレーションの懸念                   

 

PDVSA は１１月２４日に２０年、２２年満期の利息、合計２．３億ドルの送

金を開始したと報じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」１１月２４日付の記

事参照）。しかし、グレースピリオドが切れた１１月２７日になっても債券保

有者の口座には着金しなかった。 

 

米国の投資銀行トリノ・キャピタルのリサーチャーであるフランシスコ・ロ

ドリゲス氏は PDVSA２０２０の利払いの遅れは他の債券と比較して危険だ

と分析している。 

 

PDVSA２０２０は１６年１０月に発行した債券。２０１７年１１月満期の社

債と２０１７年４月満期の社債の保有者に対して借り換えを呼びかけ発行し

た社債（２０１６年当時のスワップの結果は「PDVSA スワップの結果と所感」

参照）。当初の発行額は３３．７億ドルだったが、１７年１０月に約８．４億

ドルを部分償還したため現在は約２５億ドルが残っている。 

 

この債券には PDVSA の米国子会社 Citgo の株式５０．１％が担保に設定さ

れている。２０年社債がデフォルトした場合、当該債券の保有者は Citgo 株

５０．１％を売却し資金を回収できることを意味する。 

Citgo の資産は３０～５０億ドル程度の価値があると言われている。５０．

１％は１５～２５億ドルの価値があるため高い回収率が保証されている。 

 

一方で、他の PDVSA 社債には同様の担保はない（国債も無担保）。担保がな

い場合、デフォルト後の回収率が低くなる恐れがあるので債権者は法的措置

を取りにくいが、PDVSA２０２０だけは訴訟を起こして回収できる見込みが

高く、PDVSA を訴えやすい。２０２０年社債の残額の２５％（６．２５億ド

ル）相当を保有する債権者グループは PDVSA に即時支払い訴訟を起こすこ

とが出来る（アクセラレーション）。これが起きると、クロスデフォルト条項

が発動し、PDVSA が発行した全ての債券保有者が即時支払いを求めることが

出来るようになる。 

 

一方、ドイツ銀行の分析では、PDVSA は２０年債の利払いの重要性を認識し

ており、他の債券よりも優先的に支払われるはずで近いうちに払われるだろ

うとの見解を示した。 

POINTO 

 

PDVSA２０２０年

社債は Citgo の株式

５０．１％の担保が

付いている。 

 

デ フ ォ ル ト 時 に

Citgo の株を売却し

投資を回収できるた

め高い回収率が期待

できる。 

 

PDVSA２０２０を

起点にクロスデフォ

ルトが起きる可能性

がある。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cf1d7b6e520330d23159268dee8552e-1.pdf
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前述の通り PDVSA は１１月２４日には送金開始を報じている。 

 

発表の通り、グレースピリオドが切れる前に支払銀行に２０２０社債の利息

原資を送金しているならば、その後の手続きの遅れは PDVSA 側の問題では

ない。 

また、PDVSA は期日内に送金を試みたが銀行側が着金を拒んだのであれば、

PDVSA が債務の履行を怠ったとみるのは議論が残るところだろう。 

 

これらを加味すると、仮に PDVSA２０２０の債券者がアクセラレーションを

起こした場合、PDVSA は抗議するだろう。そうなると結論が出るまではクロ

スデフォルトの発動は保留されると思われる。 

 

３．国債、PDVSA 社債利息は送金しているのか                  

 

ベネズエラ政府、PDVSA は債券の利息は支払い済みで、債券保有者の口座に

着金していないのは米国による制裁のせいだと主張している。 

 

仮に政府、PDVSA の発言通りに送金が完了しているのであれば期限が切れた

とはいえ、利息の着金を待つことが出来る。あるいは、まだ振り込まれていな

いことが確認できれば、今後の対応について具体的な検討もできるだろう。 

 

しかし、問題は第三者から「支払われている／支払われていない」の情報が発

表されておらず、どこに真実があるのか分からないことだ。１、２週間もあれ

ば真実が判明するかと思ったが、情報の真偽を判明するのに思った以上に時

間がかかっている。 

 

ただ、真偽を判断するのに参考となるいくつかの情報はある。 

 

１つ目は１１月９日にグレースピリオドが切れたカラカス電力社債の利息２，

７６０万ドルは既に投資家の口座に着金済みということ。 

この債券は国債でも PDVSA 社債でもない。仮に完全にデフォルトしたとし

ても２社債と比べてインパクトは大きくない。優先順位はそこまで高くなか

ったはずだ。それでも遅れながら全額着金した。 

カラカス電力社債の利息を支払って、他の債券の利息を支払わないのは筋が

通らないと思われる。 

POINTO 

 

 

ベネズエラ政府は遅

れながらも支払いを

報じているが、投資

家の口座には着金さ

れていない。 

 

債権者の懸念は、本

当に払われているの

か、あるいは払われ

ていないのか信頼で

きる情報が不足して

いること。 
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２つ目は、PDVSA２０２７の利払い資金は既に欧州決済機関 Clearstream に

入金されていること（ブルームバーグ）。支払いが遅れている理由は資金の振

り込まれ方がイレギュラーだったため、利払いを開始してよいか判断に時間

を要しているとのこと。近いうちに支払いが始まるだろうと報道されている。

なお、具体的にどのようにイレギュラーだったのかは明らかにされていない 

 

他方、金融関係者によると欧州のもう一つの決済機関 Euroclear（ベルギー拠

点）は JP モルガンが設立した組織で同社の判断は米国の判断に強い影響を受

けると話している。米国が制裁を科したのであれば Euroclear は制裁を恐れ

て送金作業を止めるのではないかとコメントしている。 

 

３つ目は、米国の金融制裁はベネズエラ政府、PDVSA を金融面で拘束してい

ること。第３者の情報として、金の開発でベネズエラ政府と合弁会社を組ん

だカナダのゴールドリザーブ社の例が挙げられる。ゴールドリザーブ社は政

府による接収の賠償として２０１７年から毎月支払いを受け取っている。 

 

１１月２４日 ゴールドリザーブ社は１１月分の支払い（２，９５０万ドル）

の入金を確認したと発表した。だが、その着金口座はベネズエラ社会開発銀

行（BANDES）に開設したゴールドリザーブ社名義のドル口座だという。 

ゴールドリザーブ社は８月までは米国のドル口座に送金を受けていたが、９

月からは BANDES のドル口座に入金を受けていると説明した。米国の制裁が

８月２５日なので、制裁以降は BANDES の口座に振り込んでいることになる。 

ゴールドリザーブ社は政府と共同で複数の国外銀行に送金が可能か確認した

が、どの銀行からも断られたと説明している。 

 

また、１１月１３日に行われた投資家との会合でアイサミ副大統領は輸入の

ために３，９００万ドルを送金したが受取銀行に拒否され、戻ってきたと発

言している。他、１７年３月からプエルトリコのイタルバンクはベネズエラ

中央銀行のコレポン銀行の役割を担っていたが、１１月でその役割を辞退し

たようだ。また、シティバンクがベネズエラ中央銀行の口座を閉鎖し、ドイツ

銀行もベネズエラ政府の送金サービスを拒否している。 

 

これらの情報をふまえると、政府、PDVSA には支払う意志があるが、支払え

ないか、支払銀行に届いたとしても銀行側が制裁を恐れ、支払いを躊躇して

いると考えられる。 

 

POINTO 

＜参考情報＞ 

 

① カ ラ カ ス 電 力 社

債 利 息 は 既 に 着

金済み。 

② PDVSA２７年債

利息も Euroclear

に 振 り 込 ま れ て

いる。 

③ ベ ネ ズ エ ラ 政 府

の 国 外 送 金 は 制

限されている。 

 

政府の発言は、全く

の嘘ではないかも

しれない。 
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（１２月１日終値）       

債券指標の動き  解説 

 

 

軍部出身で石油業界に全く携

わってこなかったケベド氏が

PDVSA 総裁と石油相を兼務し

たことで、減産傾向に歯止めを

履けることが一層厳しい見通

しとなった。 

 

 

その後もデル・ピノ元 PDVSA

総裁、マルティネス前総裁の逮

捕を受け、政府の強権性が加速

したことを市場がネガティブ

にとらえ、今週はほぼ全ての日

で下げ一本調子だった。 

 

 

こ れ ま で 国 債 の 取 引 価 格 は

PDVSA 債よりも５～１０ドル

ほど高いことが多かったが最

近では両者の取引価格に違い

がほとんどなくなっている。 

 

 

なお、PDVSA２０２０は Citgo

の担保が付いているので他の

社債に比べて取引額はかなり

高い。 

 

以上 

2018 13.625 2018/8/15 36.23 5.00
2018(N) 7 2018/12/1 34.50 -6.12 

2019 7.75 2019/10/13 24.25 -9.35 
2020 6 2020/12/9 20.37 -6.34 
2022 12.75 2022/8/23 23.50 -8.74 
2023 9 2023/7/5 21.67 -8.76 
2024 8.25 2024/10/13 21.38 -12.98 
2025 7.65 2025/4/21 21.61 -10.44 
2026 11.75 2026/10/21 24.25 -5.83 
2027 9.25 2027/9/15 23.92 -5.49 
2028 9.25 2028/5/7 22.75 -2.11 
2031 11.95 2031/8/5 21.46 -10.13 
2034 9.375 2034/1/13 22.25 -1.64 
2038 7 2038/3/31 20.73 -6.83 

利率
％

2020 8.5 2020/10/27 75.99 -3.99 
2021 9 2021/11/17 27.78 -4.27 
2022 12.75 2022/2/17 27.60 -11.00 
2024 6 2024/5/16 20.89 -13.53 
2026 6 2026/11/15 20.66 -13.08 
2027 5.375 2027/4/12 21.43 -14.76 
2035 9.75 2035/5/17 25.15 -8.81 
2037 5.5 2037/4/12 21.48 -13.70 

Elecar債2018 8.5 2018/4/12 42.8 0.00

取引
価格

先週比

WTI 58.25 -1.19 
Brent 63.62 -0.38 
Venezolano 56.37 1.75

（出所）　国債、PDVSA社債はRendivalor。ElecはAvSec

原
油

銘柄

満期
取引
価格

先週比

国
債

P
D
V
S
A

満期
取引
価格

先週比利率


