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（写真）米国外国資産管理局（OFAC） “Chevron、条件付きでベネズエラでの事業再開へ” 
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 Chevron の制裁ライセンス         

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

１月２６日 マドゥロ政権と野党統一プラ

ットフォームの協議団は協議を再開した。 

 

協議再開を受けて、米国政府は制裁ライセンス No.４

１を発効。Chevronのベネズエラでのオペレーション

を許可した。同時にこれまで Chevron の活動を制限

していた制裁ライセンス No.8についても変更を加え

た。 

 

本稿では、同制裁ライセンスがどのような内容か、米

国政府が公表した質疑応答も含めて紹介したい。 

 

 

１１月２６日 与野党は、約１年２か月ぶりに協議を

再開した（「ベネズエラ・トゥデイ No.838」）。 

 

今後、与野党双方は５人の代表を選定し、仲裁国らを

含めた「対話交渉テーブル（MDN）」を発足。１カ月

に１度 MDN が集まり、協議が行われる予定となって

いる。 

 

与野党協議は、与党側にとっては「経済制裁」、野党

側にとっては「選挙条件」を改善するためのものとな

る。 

双方が譲り合う形での擦り合わせが必要で、うまく両

者が譲り合うことが出来ればベネズエラにとってポ

ジティブな影響が出ることだろう。 

原油採掘・米国向け販売など可能に 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/290b6e91effe15aa80efefc6105e77b9.pdf
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最初に一定の譲歩を勝ち取ったのは、マドゥロ政権だ。 

 

与野党協議が始まった１１月２６日、米国の「外国資

産管理局（OFAC）」は制裁ライセンス No.４１を発効。

条件付きで Chevron のベネズエラでのオペレーショ

ン再開を許可した（「オリジナルの制裁ライセンス」）。 

 

以下では制裁ライセンス No.41 の内容を紹介したい。 

 

 

米国財務省：外国資産管理局 

ベネズエラ制裁規定 31 CFR part591 

 

制裁包括ライセンス No.41 

Chevron ベネズエラ合弁会社の特定活動の承認 

 

(a) 本包括ライセンスの(b)で定められた規定を除き、

Chevron が PDVSA や PDVSA が５０％以上の株

式を保有している関連会社を含むベネズエラの

合弁会社で通常のオペレーション、メンテナンス

行うために必要な活動を許可する。 

 

(1) Chevron 合弁会社の原油・石油製品の生産・採掘、

同時にメンテナンス・補修・サービス活動を許可

する。 

(2) Chevron 合弁会社が産出し、Chevron に販売した

原油・石油製品を販売・輸出し、米国域内に輸入

することを許可する。 

(3) Chevron 合弁会社の資産・オペレーションのため

の人員の健康・安全を確保することを許可する。 

(4) (a)(1)-(3)に関連する活動を行うために必要な財

を購入し、ベネズエラへ輸入することを許可する。

これには希釈剤・コンデンセート・天然ガス製品・

原油などを含む。 

 

(a)(4)についての注意点：イラン産の希釈剤・コンデ

ンセートなどイラン取引制裁規定で制限されている

取引に該当する財・サービスの購入は禁止。 

 

(b) 以下に定める取引は禁止する。 

 

(1) ベネズエラ政府への税金・ロイヤリティの支払い。 

(2) PDVSA および PDVSA が５０％以上の株式を保

有する企業への配当金・それに類似する支払いの

禁止。 

(3) Chevron 合弁会社を通じて米国域外へ原油・石油

製品を販売することを禁止する。 

(4) ロシア連邦に位置する企業が保有・コントロール

するベネズエラ域内の企業とはいかなる取引も

禁止する。 

(5) ２０１９年１月２８日時点で存在していた鉱区

を超えて、Chevron 合弁会社がベネズエラで新し

い鉱区の開発を行うことを禁止する。 

(6) ベネズエラ制裁規定により定められた特定制裁

対象者を含む取引は個別の許可がない限り禁止

する。 

 

(c) この許可は同制裁ライセンス発行から６カ月間

有効で、特段の変更がされない限り毎月１日に自

動的に更新される。 

 

制裁包括ライセンス No.４１の注意点： 

この制裁包括ライセンスは、米国政府機関が求めるコ

ンプライアンスを免除するものではない。 

 

２０２２年１１月２６日 

 

※ 正確な翻訳は法務翻訳に精通した専門家に頼ま

れたい。 

https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl41.pdf
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また、今回の制裁ライセンス No.41 の発行に伴い、

OFAC は２つの補足点を質疑応答の形式で公表して

いるので、その内容も簡単に紹介したい。 

なお、オリジナルの質疑応答文は「OFAC の質疑応答」

を参照されたい。 

 

 

Q１： 

「制裁ライセンス No.41 により、米国人が Chevron

および Chevron がマネジメントするベネズエラの合

弁会社に財・サービスを提供することが許可されてい

るのか？」 

 

A： 

はい。制裁ライセンス No.41 で定められた Chevron

合弁会社のオペレーションに関わる活動に必要な財・

サービスの提供は可能である。 

 

活動の具体的な内容は、「原油採掘および生産」

「 Chevron 合 弁 会 社 に よ る 石 油 製 品 の 生 産 」

「Chevron 合弁会社に関連するメンテナンス・補修・

サービス」「Chevron 合弁会社の Chevron を第一受け

取り手とする原油・石油製品の販売」「許可された活

動を目的とする財のベネズエラへの輸入・調達」「米

国金融機関による支払い処理の実行」を含む。具体的

な許可内容・条件は制裁ライセンス No.41 を参照。 

 

Q2： 

「米国人以外は Chevron およびベネズエラにある

Chevron 合弁会社と制裁ライセンス No.41 で許可さ

れた取引を行うことによるリスクを負うか？」 

 

A： 

いいえ。 

外国金融機関を含めて米国人以外が、制裁ライセンス

No.41 で許可された内容について、Chevron および

Chevron 合弁会社と取引・支払いをすることで米国

制裁に抵触するリスクは負わない。 

 

米国人が特定のライセンスを得ている場合は、米国の

ベネズエラ制裁規定の個人制裁に該当する個人との

取引でも制裁に抵触したことにならない。 

 

※ 正確な翻訳は法務翻訳に精通した専門家に頼ま

れたい。 

 

加えて、これまで Chevron の活動内容を制限してい

た制裁ライセンス No.8 も修正されている（オリジナ

ルの制裁ライセンス No.8）。 

 

制裁ライセンス No.8 で許可している内容は、以前と

変わっておらず、基本的に「ライセンスで定められた

米国企業が、ベネズエラに保有する施設のメンテナン

ス・人員の安全を保障する活動」に限定されている。 

 

ただし、これまでは「Halliburton」「Schlumberger」

「 Baker Hughes 」「 Weatherford International 」

「Chevron」の５社を対象としていたのが、「Chevron」

が抜けて４社になっている。なお、同制裁ライセンス

の有効期限は２０２３年５月２６日まで。 

 

つまり、上記で書かれている「Chevron」以外の４社

の活動許可範囲はこれまでと変わっていない。 

ただし、質疑応答でもある通り「Chevron 合弁会社」

との取引であれば、上記４社もベネズエラで事業を行

うことが可能と理解できそうだ。 

外国企業も Chevron 合弁会社と取引可能 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-11-26
https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl8k.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl8k.pdf
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今回の制裁ライセンスについては、様々な専門家が分

析・解釈を行っているが、最も的確且つ興味深い考察

をしているのは、ベネズエラ人経済学者のフランシス

コ・ロドリゲス氏だろう。 

 

ロドリゲス氏は、今回の制裁ライセンスについて「大

きな一歩だが、不十分」との認識を示している。 

 

今回の Chevron の制裁ライセンスは、Chevron と米

国にとってはメリットがある（ベネズエラでの原油生

産・米国向けの販売が可能）が、ベネズエラ側への現

金流入が少ない。 

 

ロドリゲス氏は以前より、「PDVSA の原油輸出収入

を国連が管理し、国連経由でベネズエラの人道支援対

応のために資金を使用するべき」と主張している。 

 

今回、国連の管理の下で３０億ドル相当のベネズエラ

政府凍結資産が使用できるようになるようだが、これ

は貯金から切り崩しているだけで、資金が流入しない。 

 

ロドリゲス氏は３０億ドルあれば、食料・医薬品の１

年間の輸入を賄うことが出来るが、それ以外の必須財

の調達をカバーできておらず、６０億ドルでも必要最

低限の財・サービスの調達には足りないと指摘。 

 

必要な資金を確保するためには、原油輸出収入も含め

て国連が管理するべきと主張している。 

 

 

 

 

 

加えて、興味深い指摘は「Chevron の制裁ライセンス

によりマドゥロ政権に資金が流れないという主張は

虚偽である」というもの。 

 

ベネズエラ国内で事業を行う限り、どのような形でも

支払いは発生し、間接的にマドゥロ政権は税金を徴収

することになるという。 

 

また、制裁ライセンス No.41 は、Chevron がベネズ

エラ政府に税金・ロイヤリティを支払うことを禁止し

ているが、ベネズエラ政府へ税金を支払うのは

Chevron の合弁会社（Petropiar、Petroboscan など）

であり、Chevron は合弁会社の支配権を持たない少

数株主であるということ。 

 

つまり、「Chevron は PDVSA へ配当金やロイヤリテ

ィを支払わないとしても、Petropiar、Petroboscan が

配当金・ロイヤリティを支払う」と考察している。 

 

これは確定情報ではなく、あくまでロドリゲス氏の個

人的な考察ではあるが、制裁ライセンスには意図的か

どうかは不明にしても抜け穴がある可能性は否めな

いだろう。 

 

以上 

今回の制裁ライセンス 国の回復には不十分 


