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（写真）アイサミ石油相 “Chevron Venezuela 社長と協議” 

一週間のまとめ（１１月２７日～１２月３日）          

（１）与党陣営の動き  ～Chevron マドゥロ政権と契約～          

 

前号「カントリーリスク・レポート No.281」で紹介した通り、１

１月２６日にメキシコで与野党協議が再開した。 

 

協議再開を受けて、米国政府は Chevron の制裁ライセンス No.41

を発行。「ベネズエラでの原油採掘」「米国向け販売」「オペレーシ

ョンに必要な資材の購入」などを許可した（詳細は「ウィークリ

ーレポート No.280」）。 

 

制裁ライセンスの発行を受けて、１１月２０日にアイサミ石油相

は「Chevron Venezuela」の Javier La Rosa 社長と面談。事業再

開に向けた契約締結について協議を行った（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.839」）。 

 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～Chevron マドゥロ政権と契約～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～穏健派の支持が多いが、 

急進野党の番狂わせも～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～UNASUR 立て直しか～ 

・・・・・・・・・・・・・・ 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．制裁ライセンス No.41 でどう変わるか 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

 

 

３．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １４p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a888558c1af96c50553091bda7dc1037.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/666ca831f870a32530aa4d10c6eb43ff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/666ca831f870a32530aa4d10c6eb43ff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94e358ec4334db945a0a89690866c2c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94e358ec4334db945a0a89690866c2c.pdf
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１２月３日付の報道によると「アイサミ石油相が Chevron と契約を交わし

た」と報じられており、既に契約締結済みと思われる。 

 

Chevron が採掘活動を再開することで、６カ月後には日量５～１０万バレル

ほどの増産が可能との見方が多い。他、「Bloomberg」は、早ければ１２月中

に Chevron の米国向け原油輸出が実現する可能性があると報じている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.840」）。 

 

他、外国に凍結されているベネズエラ政府資産３０億ドル相当の人道基金を

設立。国連管理の下でベネズエラの緊急的に対応するべき課題に対応すると

いう計画も本格的に始まりそうだ。 

 

現時点で対応が想定されている分野は、「食料」「医療」「電力」「教育」「文

化」。マドゥロ政権は「保健省、電力省など政府組織が支出について決定権を

持つ」と説明しているが、現時点で具体的な意思決定プロセス、支払いプロ

セスなどは明らかになっていない。 

 

なお、国連報道官は、「ベネズエラの凍結資産に加えて、他国からの寄付も募

る」と説明しており、寄付が集まるようであれば使用できる資金は３０億ド

ルより多くなりそうだ。 

 

制裁とは異なるが、コロンビアにあるベネズエラ政府系企業「Monomeros」

について、コロンビア政府が買収を検討している。 

 

コロンビアのホセ・アントニオ・カンポ財務相は、農家向けの肥料販売に補

助金をかけることを計画しており、その中で Monomeros の買収も含めて

「あらゆる選択肢を受け入れる用意がある」と発言した。 

 

マドゥロ政権側は Monomeros 売却について一切言及していないが、現在の

ペトロ政権とマドゥロ政権の関係は良好で、双方 Win-Win の合意を交わすこ

とは可能なのかもしれない。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

ア イ サ ミ 石 油 相 

Chevron Venezuela

社長と面談。 

 

事業再開に向けて契約

を締結したと説明。 

 

 

コ ロ ン ビ ア 政 府 

Monomeros の買収に

意欲を示す。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f950322fb819fe49894b03d18a9c6643.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f950322fb819fe49894b03d18a9c6643.pdf
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（２）野党陣営の動き ～穏健派の支持が多いが、急進野党の番狂わせも～                 

 

野党の目下の対応事項は、２０２３年６月末に予定されている予備選挙の準備。 

 

先月発足した「予備選挙運営委員会」は、２０２３年３月から予備選の出馬受

け付けを開始すると発表した。また、２３年６月末の予備選開催についても「暫

定的」と補足。６月末から予定が変更される可能性もあることを示唆した。 

 

世論調査会社「POlianalitica」が、１１月２１日～２６日にかけて、「予備選が

行われた場合、誰に投票するか」について、ベネズエラ人有権者１２００人を

対象に行ったアンケート結果が以下の通り。 

 

最も多かった回答は「誰にも投票しない」が２１％だった。 

次に多かったのは「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス氏で１３％。 

次いで「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス現スリア州知事が１２％。 

 

この２名は、主要野党の中でも比較

的穏健的でマドゥロ政権との対話を

支持し、米国の経済制裁に否定的な

見解を持っている。 

 

４ 番 目 の ヘ ン リ ー ・ フ ァ ル コ ン

Futuro党首も穏健野党の代表であり、 

全体として穏健的な野党を支持する

国民が多い印象だ。 

 

穏健的な野党政治家は支持が拮抗す

る一方で、過激派野党は「Vente 

Venezuela」のマリア・コリナ・マチ

ャド党首の一択。 

多くの穏健派政治家が乱立した場合

は、得票率でマチャド党首が勝利す

る可能性は十分に考えられる。 

ただし、その場合２４年の大統領選

にマチャド党首が参加するかは不透

明だ。 

POINT 

 

 

 

野党政治家の支持率調

査。 
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（３）外国の動き ～UNASUR 立て直しか～                   

 

マドゥロ大統領は、「南米諸国連合（UNASUR）」の総会実施について検討する

ため、コロンビアのエルネスト・サンパール元大統領と面談を行った。 

 

「南米諸国連合（UNASUR）」は、南米で左派勢力が強かった２０００年台に

ブラジルのルーラ元大統領とベネズエラの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。 

 

一時は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、アルゼンチン、ブラジ

ル、ウルグアイ、パラグアイ、ベネズエラ、チリ、ガイアナ、スリナムと南米

主要国が加盟していたが、アルゼンチンでマクリ政権・ブラジルでテメル政権・

コロンビアでドゥケ政権などが発足し、米国でトランプ政権が発足するなど右

派の勢力が拡大したことで UNASUR は瓦解。 

 

UNASUR 加盟国＝マドゥロ政権の味方という流れもあり、UNASUR が本部を

置いていたエクアドルではモレノ政権が UNASUR の本部を教育施設にすると

宣言。UNASUR は本部を持たず、機能停止状態の国際組織となった。 

 

しかし、最近ではコロンビアでペトロ政権、アルゼンチンでフェルナンデス政

権、来年はブラジルでルーラ政権が発足するなど、再び左派の波が押し寄せて

いることもあり、UNASUR の立て直しが検討されているようだ。 

 

マドゥロ政権は、国際的に孤立した状態からの脱却を図っており、この流れは

好都合。ベネズエラ国内ではマドゥロ政権が実効支配していることは論を俟た

ないが、グアイド暫定政権は外国からは一定の支持を得ている。 

 

この支持を失わせることでグアイド暫定政権の正当性を失わせ、ベネズエラ政

府＝マドゥロ政権の状態を強固なものにすることにもなるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

２０２３年 南米で左

派勢力が拡大。 

 

左 派 勢 力 拡 大 を 受 け

て、左派色の強い国際

組織 UNASUR の立て

直 し が 検 討 さ れ て い

る。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

１２月２日 マドゥロ大統領は「鳥インフルエンザ警戒措置」を発表。 

 

ガブリエラ・ヒメネス高等科学技術相によると、アンソアテギ州北部沿岸で鳥インフルエンザ（AH５N１）に罹っ

たペリカンの存在を確認。感染拡大を防ぐ予防措置として、アンソアテギ州、ミランダ州、ヌエバエスパルタ州、

ラグアイラ州（旧バルガス州）、スクレ州の５州について鳥の移動を禁止した。この警戒措置は、少なくとも９０

日間続くという。 

 

他、１２月１日 OFAC は、ベネズエラのプロ野球チーム「Tigre de Aragua（アラグア・タイガー）」と

「Navegantes del Magallanes（マガジャネス船夫）」への制裁を解除した。両チームは PDVSA がスポンサーにつ

いているため、制裁対象となっており米国メジャーリーグの選手にスカウトすることが出来なかったが、制裁解除

によりメジャーリーグ選手をスカウトすることが可能になるという（「ベネズエラ・トゥデイ No.840」）。 

 

 

内容

１１月 ２７日 日

２８日 月 Covid-１９隔離緩和週

予備選挙運営委員会　予備選候補者の受付開始は２３年３月

２９日 火 アイサミ石油相　Chevron Venezuela社長と面談

３０日 水

１２月 １日 木 OFAC　ベネズエラ２球団の制裁を解除

２日 金 アンソアテギ州、ミランダ州など５州で鳥インフル警戒措置

３日 土

内容

１２月 ４日 日

５日 月 Covid-１９隔離緩和週

６日 火

７日 水

８日 木

９日 金

１０日 土

１１日 日

表：　１２月４日～１２月１１日に予定されている主なイベント

日付

表：　１１月２７日～１２月３日に起きた主なイベント

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f950322fb819fe49894b03d18a9c6643.pdf


 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２８２   ２０２２年１２月４日（日曜） 

6 

 

 

（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（１２月２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 1,350.0

国債２４ １１月１３日 0 1,029.6 PDVSA２４ ６月１６日 1,666 1,500.0

国債２５ １１月２１日 0 673.1 PDVSA２１ １２月１７日 2,394 969.3

国債２６ １１月２１日 0 1,938.8 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,462.0

国債２３ １２月７日 0 900.0 PDVSA２２O ９月１７日 3,000 1,912.5

国債２８ １２月７日 0 925.0 PDVSA２７ １１月１２日 0 806.2

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 412.5

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 3,000 900.0

国債３６ ７月２９日 0 1,625.0 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ８月１３日 0 703.1 11,744 9,527.3

国債３１ ３月５日 0 2,509.9 １２月７日 0 90.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 １２月７日 0 92.5

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 １２月１５日 0 135.0

国債２２ ８月２３日 3,000 1,912.5 １２月１６日 0 150.0

国債２７ １０月１５日 0 1,850.0 １２月１７日 0 146.2

国債３８ １０月３０日 0 394.2 0.0 613.7

9,049 15,508.1 21,442.8 25,676.8

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6

650.0 27.6

21,442.8 25,063   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）

  グレースピリオド切れ（１回目）   グレースピリオド切れ（９回目）

  グレースピリオド切れ（２回目）   グレースピリオド切れ（１０回目）

  グレースピリオド切れ（３回目）   グレースピリオド切れ（１１回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 24,557.1 電力公社 677.6

PDVSA 21,271.1 合計 46,505.9

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２３

国債２８

PDVSA２６

677.6

47,119.6

PDVSA２４

24,739.6

47,119.6

Grace Period

期間中含む

総計

Grace Period

期間中含む

PDVSA３５

21,702.3
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２．制裁ライセンス No.41 でどう変わるか                     

 

前号「カントリーリスク・レポート No.281」にて、米国の「外国資産管理局

（OFAC）」が、条件付きでエネルギー会社「Chevron」のベネズエラでの事業

再開を許可したとの内容を紹介した。 

 

本件について、経済専門家として様々な考察が報じられているが、これらの考

察の多くは専門家自身の政治思想や、その人物の顧客の利害が反映されており、

経済専門家というより政治家としての考察の側面が強い。 

 

筆者は現地で多くの経済専門家の肩書を持つような人物と意見交換をしてき

たが、一般的に経済専門家はエリート層で野党系政治家とのつながりが深い。 

顧客も野党系の人物・企業が多いため、人間関係上も、自身の仕事の都合から

も米国・野党に忖度したような分析をする必要がある。 

 

このような背景から、現状を正確に伝えることが出来る経済専門家は稀で、ベ

ネズエラの現状を中立的かつ客観的に説明できる経済専門家が誰なのかを知

ることは極めて重要である。 

 

筆者が知る中立的かつ客観的に現状を分析している経済専門家の一人にフラ

ンシスコ・ロドリゲス氏がいる。ロドリゲス氏は、ベネズエラ国会の経済調査

員、「Bank of America」のベネズエラ担当リサーチャー、投資会社「Torino 

Capital」などを歴任し、現在は非営利団体「Oil For Venezuela」の代表として

ベネズエラ経済危機の解決策について提言している。 

 

そのフランシスコ・ロドリゲス氏が Chevron の制裁ライセンスについて考察

記事を公表しており、その内容は参考になると思われるため、以下にて紹介し

たい。 

 

 

１１月２６日 OFAC は制裁ライセンス No.41 を発行。Chevron（米国企業で、

唯一ベネズエラで産油・販売を直接行っている企業）がベネズエラでオペレー

ションを再開することを許可した。今回の許可により、Chevron はベネズエラ

国内での生産・採掘・販売が可能となり、同様にこれらの活動に必要な資材を

ベネズエラに輸入・購入することが可能となる。 

POINT 

 

 

ベネズエラの経済専門

家の肩書を持つ人物の

多くは、実質的に政治

家であり中立且つ客観

的な考察をしていない

ケースが多い。 

 

その中で、中立的に現

状を分析しているフラ

ンシスコ・ロドリゲス

氏 の 制 裁 ラ イ セ ン ス

No.41 に対する考察を

紹介。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a888558c1af96c50553091bda7dc1037.pdf
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しかし、この制裁ライセンスはベネズエラ政府への税金・ロイヤリティ支払い

を禁止している。また、PDVSA および PDVSA 関係企業への配当金・それに

類似する支払いも禁止している。 

 

米国財務省は声明を発表。「同制裁ライセンスは、PDVSA が Chevron の原油

販売収益を受け取ることを避けるもの」と説明した。他、バイデン政権高官は

「New York Times」の記事で、「ベネズエラ政府に支払う税金・ロイヤリティ

は Chevron の未回収債権の支払いに充てられる」と説明した。 

 

しかし、上記の「制裁ライセンス No.41 がマドゥロ政権に原油収益を渡さな

い」という主張は、正しくなく・詐欺的である。 

 

この米国政府の誤った仕組みの制裁ライセンスは、原油収入をベネズエラ国民

のために使用するメカニズムの創造を妨げる。 

 

＜制裁ライセンス No.41 は、誰に何を制限しているか？＞ 

 

OFAC は、２０１５年～１９年にかけてベネズエラに対し７つの大統領令を発

行。また、２４０の個人・資産・法人を「国家特別指定対象（SDN）」リスト

に加えた。 

 

特に重要なのは、２０１９年１月２８日に PDVSA を SDN リストに加えたこ

と。この措置により、米国企業はベネズエラ石油産業との取引を全面的に禁止

された。 

 

この大統領令の根拠となる法律は、１９７７年に成立した「国際経済危機権力

法」というもの。この法律は元々、第１次世界大戦を起源とする法律で、敵国

に対して米国の軍事兵器が渡らないようにするための法律だった。 

 

同法律により、大統領は特定の対象に対する財の取引を全面的に禁止する権限

を与えられた。この「財」とは、「米国にある財」「米国を起源とする財」「米国

の個人・法人がコントロールしている財」が対象になる。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

制裁ライセンス No.41

により、Chevron はベ

ネズエラで事業再開・

米国への原油販売が可

能に。ただし、税金・ロ

イヤリティ・配当金な

どの支払いは禁止。 

 

しかし、ベネズエラの

法律に照らして、この

禁止事項は適切に機能

しない。 
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＜同ライセンスでマドゥロ政権が原油販売収入を得ないという主張は誤り＞ 

 

SDN リストに入ると、全ての米国の個人・法人は SDN 対象者との取引が禁止

される。一例として、（OFAC が許可を出さない限り）全ての米国金融機関が

SDN 対象者の金融取引を仲介できなくなる。 

 

２０１９年に米国が PDVSA を SDN リストに加えたことで、Chevron につい

ても PDVSA および PDVSA 関係会社（PDVSA が５０％以上の株式を保有し

ている企業）との一切の取引が禁止された。 

 

５０％以上の株式を保有している企業との取引が禁止されるということは、

Chevron が少数株主となっている合弁会社「Petropiar」「Petroboscan」

「Petroindependiente」「Petroindependencia」も対象に含まれる。 

 

制裁ライセンスの不在により、Chevron は合弁会社との一切の金融取引が出来

なかった。加えて、Chevron の合弁会社は米国の金融システムを介した取引を

行うことは出来なかった。 

 

しかし、それは Chevron の合弁会社が産油活動を出来ないことを意味しない。

むしろ、制裁下でも Chevron の合弁会社は現在も日量約１０万バレルを産出

している。これは米国政府が、ベネズエラ政府の所有している企業の産油活動

および米国以外への販売活動を止めることが出来ないことを意味している。 

 

Chevron は少数株主のため、合弁会社の産油・販売を止める決定権を持ってい

ない。米国政府の司法権が及ばない場所で、米国政府が行えることは、米国企

業（米国人が所有する企業を含む）が当該取引に関与しないよう命じることで

ある。 

 

上記と全く同様の理由により、制裁ライセンス No.41 は「ベネズエラ政府への

税金・ロイヤリティの支払い」を禁止しているが、この禁止事項は全く機能し

ない。Chevron は少数株主のため、合弁会社がベネズエラ政府に対して税金・

ロイヤリティの支払い、PDVSA への配当金支払いを留める権限を有していな

い。 

 

 

 

POINT 

 

 

米国政府が PDVSA へ

制裁を科したことで、

Chevron はベネズエラ

の合弁会社での活動を

禁止されたが、合弁会

社は採掘活動を継続し

た。 

 

Chevron は少数株主で

あり、合弁会社の活動

の最終決定権を持たな

いことが理由。 
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＜支払いをするのは誰か？＞ 

 

ベネズエラの法律によると、ベネズエラで産出された原油は１バレル当たり２

０％～３３％のロイヤリティを支払うことが義務付けられている。また、法人

所得税は５０％となっている。 

 

この納税義務者は生産活動を行った企業。つまり「Petropiar」のような合弁会

社になる。 

 

＜制裁ライセンス発行後のシミュレーション＞ 

 

以下では、制裁ライセンス発行後にどのように収入が配分されるかの一例を考

察する。 

 

重要なポイントは 

・ Chevron は、税金・ロイヤリティをベネズエラ政府に支払わないが、

Petropiar は税金・ロイヤリティをベネズエラ政府に支払うということ。 

・ Chevron は、合弁会社の株式参加割合に応じて経済的な利益を得る。 

つまり Chevron の利益は税金・ロイヤリティを支払った後の合弁会社の

利益により変化する。 

 

シミュレーションでは、Chevron の合弁会社 Petropiar を例とする。 

 

また、計算を単純化させるためにベネズエラ政府は、Petropiar の原油販売収

入の５０％を税金・ロイヤリティ支払いとして受けることとする。 

 

株式参加割合に応じて、税金支払い後の Petropiar の原油販売収入の３分の２

は PDVSA、残りの３分の１は Chevron が得ることとする。 

 

なお、シミュレーションでは採掘にかかる操業コストを考慮しない。 

 

現在の Petropiar の産油量を日量１０万バレル、制裁ライセンス発行後の

Petropiar の産油量を日量１２万バレルと仮定する。 

 

 

 

POINT 

 

 

 

ベネズエラの法律上、

ベ ネ ズ エ ラ 政 府 へ 税

金・ロイヤリティを支

払うのは Chevron合弁

会社。 

 

制裁下でもChevron の

合弁会社が採掘活動を

行ったのと同様に、税

金支払い等の禁止措置

は Chevron合弁会社の

決定に影響を及ぼさな

い。 
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下表をベースにシミュレーションをしたい（単位は千バレル）。 

 

「Pre-licencia」は「制裁ライセンス発行前」。 

「合弁会社の産油量（Produccion empresa mixta）」は日量１０万バレル。 

「ロイヤリティ・税金（Regalias e impuestos）」として、５０％の同５万バレ

ルの収入がベネズエラ政府に流れる。 

残りの日量５万バレルのうち、同３．３万バレルが「PDVSA」、同１．７万バ

レルは「Chevron」が留保する。なお、現在この原油輸出の全ては「米国域外

（Fuera de EE.UU.）」に流れている。 

 

次に「制裁ライセンス発行後（Post-licencia）」について確認したい。 

「合弁会社の産油量（Produccion empresa mixta）」は日量１２万バレル。 

「ロイヤリティ・税金（Regalias e impuestos）」で５０％の同６万バレルの収

入がベネズエラ政府に流れる。 

残りの日量６万バレルのうち、同４万バレルが「PDVSA」、同２万バレルを

「Chevron」が留保。Chevron は同２万バレル分を「米国（En EE.UU.）」へ輸

出。PDVSA は同４万バレルを「米国域外（Fuera de EE.UU.）」へ輸出する。 

 

このシミュレーションの通り、今回の制裁ライセンスを通じてベネズエラ政

府・PDVSA は収入を増やすことが可能になる。 

 

 

（出所）フランシスコ・ロドリゲス氏 

POINT 

 

 

 

簡易なシミュレーショ

ンの結果、Chevron が

活動を再開し、産油量

が増加すれば、ベネズ

エラ政府の収入増は避

けられない。 

 

PDVSA についても同

様に増産により収入が

増加する。 
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＜債務返済を目的とした原油販売の収入配分＞ 

 

米国政府は「Chevron の原油販売は、PDVSA が負っている未回収債権の回収

に充てられる」と説明している。この点について、制裁ライセンス No.41 では

全く言及されておらず、債権回収については公開されていないが、マドゥロ政

権と Chevron との間で別途交渉が行われていると思われる。 

 

債務返済を前提とした簡易なシミュレーションは以下の通り。 

 

仮に Chevron が債権回収のために米国へ原油を販売する場合、Chevron はよ

り多くの原油を米国へ輸出する必要がある。前ページの表では、２０％の増産

（日量１０万バレル→同１２万バレル）だったが、以下のシミュレーションで

は１００％の増産（日量１０万バレル→同２０万バレル）で仮定している。 

 

日量２０万バレルのうち５０％に相当する同１０万バレルは税金に充てられ

る。米国に原油を販売できるのは Chevron のみなので、残りの日量１０万バ

レルを全て米国向けに輸出すると仮定する。 

出資比率に応じた利益配分では、Chevron が同３．３万バレル、PDVSA が同

６．７万バレルを分け合うが、この６．７万バレル分が Chevron の債権回収の

ために充てられることになる。 

 

 

POINT 

 

 

 

 

Chevron の米国向け原

油輸出で得た収入は債

権回収に宛てられる。 

 

 

PDVSA が債務返済を

目的に米国への原油輸

出割合を増やしたとし

ても、ベネズエラ政府

が得る税収は必ず増加

する。 
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仮に PDVSA が日量６．７万バレル分の原油販売を全て Chevron への債務返済

に充てたとしても、制裁ライセンス前に「ベネズエラ政府＋PDVSA」が得てい

た原油収入、日量８．３万バレル（政府分の同５万バレルと PDVSA 分の同３．

３万バレル）から日量１０万バレル（政府分のみ）となり、マドゥロ政権が得

る税収は制裁ライセンス前より増加している。 

 

従って、Chevron が米国での原油販売の全てを債権回収に充てたとしても全体

としてベネズエラ政府の税収は制裁ライセンス以前より増加する仕組みにな

る。 

 

理由は単純で、「ベネズエラ政府の税収は Chevron が米国にどのくらい輸出す

るかが問題ではなく、Petropiar がどのくらい輸出するかが重要になるから」

である。 

 

もちろん、実際のところ Petropiar が産出する全ての原油が米国に輸出される

ことはない。 

 

報道によると、現在 PDVSA と Chevron は、「Chevron が PDVSA に代わって

米国へ輸出する原油の３分の１は債権回収、３分の１は合弁会社の再投資、３

分の１はオペレーションコストの支払いに充てられる」との条件で交渉を行っ

ているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

PDVSA についても原

油全てを米国へ輸出す

ることは無く、一定の

収入を確保する。 

 

 

これらの点から、制裁

ライセンス No.41 は、

マドゥロ政権の収入を

増やすことになると言

える。 

 

 

 



 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２８２   ２０２２年１２月４日（日曜） 

14 

 

 

３．ベネズエラ債券・経済指標の増減（１２月２日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 8.50 3.03  

PDVSA 5.00 11.11  

PDVSA20 20.00 5.26  

カラカス電力 1.50 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 80.3  4.95   

Brent 85.42 1.80   

Venezolano Merey(10 月) 71.56 -2.90   

GOLD（オンス） 1,797.8  2.51   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 9,983  0.31   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 11.692  9.01   

並行レート 13.850  9.06   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

WTI、ブレント価格は Investing.com 

Venezuela Merey は OPEC Monthly Report 

* Merey のみ先月比 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

与野党協議再開・Chevron の

ベネズエラでの事業再開許可

などを受けて、膠着したベネ

ズエラ情勢にようやく変化が

見られ始めた。 

 

債務再編までの道のりはまだ

遠いが、先行きにポジティブ

な見通しが見えてきたことか

ら先週に引き続き、今週もベ

ネズエラ公社債は先週比プラ

スに推移した。 

 

原油価格は WTI、ブレントと

もに先週比増。 

 

為替レートは、公定レート

（両替テーブル）、並行レート

ともに先週比約９％増とボリ

バル安が進行。インフレ加速

の懸念が拡大している。 

 

 

以上 

 


