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（写真）Pixabay 

“欧州連合の旗  ベネズエラ政府関係者７名への制裁を承認” 

１． 一週間のまとめ（１月１４日～１月２０日）          

（１）与党陣営の動き ～ペレス元捜査官殺害で非難～           

 

１月１５日 オスカル・ペレス元犯罪科学捜査官（下写真の人物）

らが軍部を中心とする治安部隊と銃撃戦を繰り広げペレス元捜査官

および彼の協力者６名が殺された。また、治安部隊側も２名の死者

が出たほか、治安部隊に協力していた民間武装勢力（コレクティー

ボ）の関係者も少なくとも１名が殺された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.86」１月１５日付の記事参照）。 

 

ペレス元捜査官は１７年６月に内務司法平

和省のヘリコプターを奪い、内務司法平和

省と最高裁判所に対して上空から手榴弾を

落とし、拳銃などを発砲した人物。その後も

武器を押収するため軍部の駐屯施設を襲撃

するなどゲリラ活動をしており、政府が最

も捕まえたい人物の一人だった。 

 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～ペレス元捜査官殺害で非難～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～大統領統一候補決定に前進～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（３） 外国の動き 

～欧州連合が政府関係者７名に制裁～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

（４） 今週と来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

２．ペトロの購入は米国制裁の対象 

～ペトロの実効性に影～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １０p 

 

３．PDVSA は利払い遅延を理由とする 

クロスデフォルトは起きない 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １４p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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今回の殺害についてベネズエラ政府に対して野党支持者、国際社会から非難の

声が拡大している。 

 

発端はペレス元捜査官が治安部隊と交戦を繰り広げている際に投稿した動画。

動画の中で彼は治安部隊に対して出頭を申し出たが断られたと告発している。 

この発言が事実であれば、出頭する権利を無視し、治安部隊がペレス元捜査官

を殺害したことになり、重大な人権問題ということになる。 

 

また、ペレス元捜査官の他に殺害された協力者６名のうち、１名は女性で妊娠

中だったようだ。加えて、ペレス元捜査官らを含む７名の埋葬に親族らが参列

できず、一部の国民と衝突が起きた。 

ペレス元捜査官の殺害に加えて、妊婦を殺害したというレッテルが加わったこ

と、親族の埋葬への参列を許可しなかったことなど様々な要因が重なり野党支

持者および国際社会はマドゥロ政権の非人道性を非難している。 

 

一方で与党支持者の視点から見ると本件は違って見える。ペレス元捜査官は法

律の枠を外れた暴力的な手段で政権交代を扇動した犯罪者で、彼が治安部隊か

ら襲撃されることは当然と考えられる。 

 

加えて、ペレス元捜査官が出頭を申し出た事実があったかどうか確認する証拠

がないので、治安部隊が本当に断ったかどうか分からない。与党支持者は基本

的に野党側の主張を信じない。政府を壊滅させようという意志があるペレス元

捜査官の告発を与党支持者は信じていない。 

 

野党側だけの解釈に沿って人道性を非難されればされるほど、政府および与党

支持者は野党側への反発を強め、頑なになりその強権性を強めている。 

 

本件に関連して１月１６日にネストール・リベロール内務司法平和相が正式に

ペレス元捜査官らの死亡を発表した。その際に１月１５日に行われた与野党交

渉で野党側からペレス元捜査官の潜伏先の情報を得たと発表している。 

 

野党側はリベロール内務司法平和相の発言を虚偽だと非難。政府側に真摯な姿

勢が欠如していることなどを理由として１月１８日に予定されていた与野党

交渉を延期すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」１月１７日付の

記事参照）。 

 

POINT 

 

 

治 安 当 局  ペ レ ス 元

CICPC 捜査官ら計７名

を殺害。 

 

 

治安部隊がペレス元捜

査官らの出頭を拒んだ

可能性があり、野党支

持者、国際社会から抗

議が相次ぐ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
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野党側は交渉を延期しただけと発表しており、与野党交渉は継続する見通しだ。 

 

一方で野党側の交渉付添国であるメキシコとチリが交渉の有効性を疑問視し

始めている点については前号の「カントリー・リスクレポート No.29」で述べ

た通り。野党側は付添国の参加が見込めなかったことも１月１８日の与野党交

渉が成立しなかった理由の一つとして挙げている。両国ともにペレス元捜査官

の一件を受けて政府を非難する立場にあり、交渉から離脱する懸念もある。 

なお、両国が交渉から離脱すれば与野党交渉は何らかの合意に至る前に分裂す

る可能性が高くなる。 

 

与党側は野党の交渉離脱に難色を示している。 

交渉が延期された翌日の１月１９日、与党の対話窓口を務めるロドリゲス情報

通信相は与野党交渉の資料の一部（次ページ参照、スペイン語）を公開した。 

資料の起案日は２０１７年１２月２日と書かれており、第一回目の与野党交渉

が始まった時期にベースとして作成されたものとされる。 

 

そこには大統領選の実施日を１８年後期（６月～１２月中）と提案する内容が

掲載されている。一般的には野党が分裂している１８年前期中に大統領選を実

施すると考えられていた。しかし、想定よりも遅い時期での大統領選実施を検

討していたことになる。 

 

またロドリゲス情報通信相は 

「選挙管理委員会（CNE）役員５名のうち２名の任期が満了していることは与

野党双方が認識をしている。我々（与党）は任期が切れた２名は交代させるこ

とに合意しているが、野党は４名を変えるよう求めている。」と述べた。草案

には「遅くとも１８年１月までに CNE 役員を新たに任命する。役員５名のう

ち２名は与党、２名は野党、１名は双方の合意で決める」と書かれているが、

訂正線で２名は双方の合意で決めると書き直されている。 

 

ロドリゲス情報通信相は、 

「選挙については我々の選挙システムだけでなく外国からの監視団の付添い

も受け入れることで合意した。与党は真摯に対話に臨んでおり、内容はほとん

ど合意に至っている。しかし、野党側が交渉を反故にしようとしている。」 

と非難した。 

野党側の対話窓口を務めているルイス・フロリダ議員もロドリゲス情報通信相

が公開した草案の存在については否定していない。 

POINT 

 

リベロール内務司法平

和相はペレス元捜査官

の潜伏先は野党から得

たとコメント。 

 

この発言を野党側が否

定。１８日に予定され

ていた与野党交渉は延

期された。 

 

野党政治家は交渉継続

の意思を示しているが

外国付添国が不参加を

表明し、対話がとん挫

する可能性あり。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb9e3101f323d6741f99855245305cd.pdf
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１２月に始まった与野党交渉は水面下で行われていた。ロドリゲス情報通信相

によって初めて交渉の一端が公開された。公開されている草案を読む限り、与

党側は特に強引な内容を提案した印象はない（本当に書かれた約束を守るかど

うかは不明だが）。 

 

一方で、野党側が草案通りに制裁解除に努める意思があるのかは不明だ。外国

からの制裁は野党が持つ唯一の武器と言える。容易に譲歩できない部分はある

のではないかと想像する。 

 

 

POINT 

 

 

ロドリゲス情報通信相

（与党交渉団）は交渉

草案の一部を公開。 

 

草案には大統領選は１

８年６月～１２月で実

施。 

CNE 役員５名について

２名を与党側、２名を

野党側、１名を双方の

合意で決めるとの提案

が書かれている。 
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（２）野党陣営の動き ～大統領統一候補決定に前進～                 

 

１月１８日 行動民主党（AD）のヘンリー・ラモス・アジュップ幹事長が今年

行われる大統領選に向けて野党候補を決めるための予備選を実施すると発表

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」１月１８日付の記事参照）。 

 

アジュップ幹事長の発表によると１月２４日に予備選の詳細が発表される。６

週間以内に予備選を行うと発言しているので予備選は３月上旬までに行われ

る方向だ。 

 

現時点で出馬を表明しているのはアジュップ AD 幹事長のみ。他、第一正義党

（VP）のファン・パブロ・グアニパ氏も出馬すると噂されている。いずれにせ

よ１月中には主だった候補者が出そろうだろう。 

 

なお、多くの国民から出馬を期待されている大手食品メーカー「ポラール社」

のロレンソ・メンドーサ社長は自身の見解を公表していない。しかし、内部情

報ではメンドーサ社長は大統領選への出馬を辞退したようだ。 

 

もしメンドーサ社長が出馬意思を示していたのであれば野党は全員一致で彼

を候補者に押したはずだ。仮に予備選を行ったとしてもメンドーサ社長に勝て

る候補者は出ないことは明らかなので、予備選をしても意味がない。 

予備選を実施するとの発表を深読みすると、メンドーサ社長が大統領選出馬を

辞退したと推測できる。 

 

また、選挙管理委員会（CNE）は政党更新プロセスのスケジュールを発表した。 

 

政党更新作業の対象となる政党は、①行動民主党（AD）、②第一正義党（PJ）、

③大衆意志党（VP）、④野党連合（MUD）、⑤理解統一党（PUENTE）の５党。

市長選に参加していない政党は他にもあるので、どうして上記５政党が選ばれ

たのか基準は明らかにされていない。 

 

今後の主な予定は１月２７～２８日中に署名の収集、２月５～７日中に第一結

果を発表、２月１５日が政党更新作業の終了日（予定）となる。 

 

ただし、何人の署名を何州で集める必要があるかなど署名集めの詳細について

はまだ明らかになっていない。 

POINT 

 

 

大統領選にむけた野党

統一候補を決めるため

の 予 備 選 挙 実 施 を 発

表。 

 

３月上旬までには実施

する見通し。 

 

CNE は野党４党、中立

系１党の更新手続きス

ケジュールを発表。VP

は更新せず、MUD とし

ての更新を提案。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
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現在のところ、上記５団体の中で政党更新プロセスを受けると表明しているの

は AD のみ。逆に VP は VP としての政党更新を受けないと発表、その代わり

ではないが MUD を更新するよう提案している。更新しないとの決定は VP と

いう政党が無くなることを意味する。レオポルド・ロペス党首含め、VP 党員

としては難しい決断だっただろう。 

 

VP の声明文を読む限りでは更新作業を検討している政党は MUD として協力

して更新することを提案している。しかし、AD は単独での政党更新を希望し

ており非難もでている。 

 

（３）外国の動き ～欧州連合が政府関係者７名に制裁～                 

 

今週の大きな動きは欧州連合の制裁承認だろう。１月１８日、欧州連合はベネ

ズエラの政府関係者への制裁を承認した。正式には１月２２日にベルギーで行

われる欧州連合会合の承認を受けて合法化される。 

 

制裁対象者はディオスダード・カベジョ与党 PSUV 副党首、ティビサイ・ルセ

ナ CNE 長官、マイケル・モレノ最高裁判長、タレク・ウィリアム・サアブ検

事総長など７名（顔写真など詳細は「ベネズエラ・トゥデイ No.87」１月１８

日付の記事参照）彼らは欧州域内への入国が禁止され、資産が凍結される。 

 

欧州連合は１１月にベネズエラ向けの武器輸出を禁止する措置を施行したが、

政府関係者への個人制裁は今回が初めてだ。 

 

今回の制裁承認の前週に米国のトーマス・シャノン米国務次官がスペインのラ

ホイ大統領らと会合を行った。その中でシャノン米国務次官は欧州連合内でベ

ネズエラ政府への制裁圧力を強化するためにスペインの存在は極めて重要だ

と発言していた（「カントリー・リスクレポート No.29」）。同氏の訪問と欧州

連合の制裁承認は無縁ではないだろう。 

 

なお、本件は欧州連合が初めてベネズエラ政府関係者に制裁をかけたという意

味では重要なイベントだが、タレク・エル・アイサミ副大統領やシモン・セル

パ経済財務相など経済に関わる人物はいない。今後も制裁対象者が増えること

は予見されるが、今回の制裁について言えば、経済分野での障害は限定的だと

想像している。 

 

POINT 

 

 

EU  ベネズエラ政府

関係者７名の制裁を承

認。２２日（月曜）に正

式に発効予定。 

 

制裁対象者は軍人、選

管トップ、最高裁判長

など。 

 

経済閣僚など経済分野

の重要人物は制裁対象

には入っていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb9e3101f323d6741f99855245305cd.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

今週はペレス元 CICPC 捜査官らの殺害事件と与野党交渉の延期で多くの記事が埋められた。一方で全国的な略奪行

為は引き続き散見されており、モノ不足感と現状に対する不満は収まっていない。他、１５日にマドゥロ大統領が

制憲議会の前で１７年の年間報告を行った。通常だと大統領は１月１５日までに国会の前で前年の報告を行うこと

が憲法で規定されているが、制憲議会の前で行うこととなった。特筆するような新しい発表は無かった。 

 

来週はいくつかイベントがある。まず、２２日にチリでマドゥロ政権を非難するリマグループの会合が行われる。

同日１１時から Plaza Las Tres Gracias（写真の左下）でペレス・ヒメネス独裁政権を打倒した日（１月２３日）を

記念してマドゥロ政権への抗議行動が行われる。ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首らの呼

びかけによるもの。駐在員が暮らす地域からは約４～５キロほど離れているが、イベント後に治安部隊や武装勢力

（コレクティーボス）がデモに参加した人を追いかけてくる可能性は十分にある。集会場付近は避け、早めの帰宅

をお勧めしたい。 

 

また、２４日には野党が大統領統一候補を決めるための予備選の詳細を発表する。他、１８日に実現しなかった与

野党交渉が行われる可能性がある。 

 

図： １月２２日（月曜）１１時～ 反政府集会の会場 
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（５）債券の元利支払い状況                                        

 

今週は債券のグレースピリオドが過ぎる案件はなかった。また、先週末に PDVSA 社債が支払われるかもしれない

との噂が流れたが誤報だったようだ。今週は債券利息の支払いに関する報道はなかった。 

 

なお、現地の金融関係の情報筋が Euroclear に支払いの状況について確認した。Euroclear 側の回答は「利払いする

ために十分な利息金が振り込まれていないため支払いに遅れが生じている」とのことだったようだ。１月に入って

から PDVSA も含めて利払いに関する動きがなく、今後は債券保有者たちから圧力がかかる可能性がある。 

 

表：　１月１４日～１月２０日の主な予定

内容

１月 １４日 日

１５日 月 オスカル・ペレス元CICPC捜査官ら死亡

マドゥロ大統領　制憲議会で１７年の年次報告を実施

１６日 火

１７日 水

１８日 木 与野党交渉、延期される

１９日 金

２０日 土

表：　１月２１日～１月２８日の主な予定

内容 重要度

１月 ２１日 日

２２日 月 リマグループ会合＠チリ 中

１１時～チャカオ市「パルケ・クリスタル」で反政府集会

欧州連合　ベネズエラ政府関係者７名に制裁 中

２３日 火

２４日 水 野党連合　大統領予備選の詳細を発表（予定） 中

２５日 木

２６日 金

２７日 土 政党更新のための署名集め 中

２８日 日 政党更新のための署名集め 中

（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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表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状と今後の予定

（単位：１００万ドル）

種類
支払い

予定日

猶予期間

失効日
曜日 債券 元本 利息

１０月１３日 １１月１３日 月 国債１９ 0 96.7

１０月１３日 １１月１３日 月 国債２４ 0 103.0

１０月２１日 １１月２０日 月 国債２５ 0 61.1

１０月２１日 １１月２０日 月 国債２６ 0 176.3

１１月７日 １２月７日 木 国債２３ 0 90.0

１１月７日 １２月７日 木 国債２８ 0 92.5

１２月１日 １月２日 火 国債１８ 0 35.0

１２月９日 １月８日 火 国債２０ 0 45.0

国債未払額 0 699.6

１０月１２日 １１月１３日 月 PDVSA３７ 0 41.3

１０月１２日 １１月１３日 月 PDVSA２７ 0 80.6

１０月２８日 １１月２７日 月 PDVSA２０ 841.9 143.1

１０月２８日 １１月２７日 月 PDVSA２２ 0 90.0

１１月２日 １２月４日 月 PDVSA１７ 1121.4 47.6

１１月１５日 １２月１５日 金 PDVSA２６ 0 135.0

１１月１６日 １２月１８日 月 PDVSA２４ 0 150.0

１１月１７日 １２月１８日 月 PDVSA２１ 0 107.7

１１月１７日 １２月１８日 月 PDVSA３５ 0 146.2

PDVSA未払額 0 628.9

１２月２９日 １月２８日 火 国債３６ 0 150.0

１月１３日 ２月１２日 月 国債３４ 0 70.3

（出所）国債、PDVSA社債の支払い予定からベネインベストメント作成

（注）グレースピリオド（猶予期限）が土日祝日の場合は、翌日で記載。

　支払い済 支払猶予期間中

　グレースピリオド切れ

P

D

V

S

A

債

１８年１月２１日時点

グレースピリオド満了未払

国

債

今後

１８年１月２１日時点

グレースピリオド満了未払
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２．ペトロの購入は米国制裁の対象 ～ペトロの実効性に影～                

 

１７年８月に適用したベネズエラへの制裁（Excutive Order 13808、略称

E.O.13808）について、米国財務省は Q＆A で不明瞭な部分について見解を公

表している（米国財務省 Q＆A ページ）。 

 

１月１９日 米国財務省は Q＆A サイトにデジタル通貨「ペトロ」の取引につ

いての見解を掲載した（本ページ下の文章がオリジナルの通知文、英語）。 

内容は以下の通り。 

 

 

Q： 

１７年１２月 ベネズエラのマドゥロ大統領はデジタル通貨の導入計画を発

表した。公開されている情報を踏まえると、マドゥロ大統領は将来的な特定の

コモディティの権利が設定すると述べている。このような性質で発行されるデ

ジタル通貨は E.O.13808 に該当し、米国人が購入することは禁止されていま

すか？ 

A： 

このような性質の通貨はベネズエラ政府に対する融資の延長線上にあるもの

に見える。E.O.13808 は米国人に対してベネズエラ政府向けに３０日以上の新

規債務および債務延長を行うことを禁止している。デジタル通貨を購入する米

国人は制裁リスクを負うことになるだろう。 

 

 

米国財務省のオリジナル Q＆A 

 

 

POINT 

 

 

米国財務省は米国の個

人・法人に対してペト

ロの購入が制裁対象に

なるとの見解を公表。 

 

ペトロの運用は一層厳

しくなる。 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13808.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#551
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今回の発表により米国の個人・法人はペトロの購入を事実上、禁止された。 

 

ベネズエラ政府および PDVSA は、輸出者や契約委託先に対してペトロ建ての

取引を検討するよう求めていた（「カントリー・リスクレポート No.27」参照）。 

しかし、今回の米国財務省の発表により、米国に拠点を持つ石油サービス事業

者はペトロ建ての契約が出来ないことが確定した。 

 

さらに言えば、ペトロも最終的にはドルに換金できなければ意味がない。しか

し、ペトロをドルに換えてくれる金融機関あるいは仮想通貨の取引所は極めて

少なくなることは明らかで、ペトロはデジタル通貨として実質的な価値を持つ

ことが出来ない。ただでさえ障害の多いペトロ取引に新たな障害が加わったこ

とになる。 

 

なお、ラミレス元国連大使（元 PDVSA 総裁）は Aporrea に投稿したオピニオ

ン記事でペトロについて興味深い考察をしている。ペトロはデジタル通貨では

なく、原油の担保が付いた国債だというのだ。 

 

原油はベネズエラ国内にあるので、デフォルト時にどのような手段で回収する

かの懸念はある。ただし、当該債券の準拠法をニューヨーク法にすれば、オリ

ノコ流域で採掘した原油を輸出先で差し押さえる権利が発生する。そして、差

し押さえた原油をもって投資金を回収する判定が下されることだろう。 

 

「ウィークリー・レポート No.23」でデジタル通貨に関する分析を行った。政

府がコントロールを諦め、為替レートを市場原理に任せるのであればデジタル

通貨は機能すると考えていたが、これまでの公開情報から推測するに政府はデ

ジタル通貨もコントロールするつもりのようだ。 

 

１月１８日にはペトロを額面の６０％での売却を検討しているとの情報も流

れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」１月１６日付の記事参照）。 

デジタル通貨が最初に発行される際にどのようなプロセスを経るのかはわか

らないが、原油保証が付いた債券であれば額面の６０％で購入と言うことはあ

り得るかもしれない。Citgo の株式５０．１％を担保としている PDVSA 社債

は額面の８０％超で取引されている。原油担保で額面の６０％債券であれば条

件によっては検討する人も出てくるだろう。 

蓋を開けたら将来的な原油保証が付いた債券だったというという結末は意外

とあり得るのかもしれない。 

POINT 

 

 

ラ ミ レ ス 元 国 連 大 使

は、ペトロはデジタル

通貨ではなく、原油の

担保が設定された国債

だとコメント。 

 

デジタル通貨として運

用できるかどうか懸念

が生じており、実態は

債券だったという結末

はあり得るかもしれな

い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b925942088f551b456930b824f0185a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ec322ccdc14f41e5f93afd3a0b0dec6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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３．PDVSA の利払い遅延はクロスデフォルトを起こさない                  

 

筆者の認識が不足していたことがあるので明らかにしておきたい。 

 

PDVSA 社債については、利払いの遅延を理由として債権者がアクセラレーシ

ョンを起こしたとしてもクロスデフォルトは生じない（アクセラレーションな

ど専門用語の説明は「カントリー・リスクレポート No.25」の「ベネズエラ債

券の契約条項」参照）。 

 

つまり、PDVSA が社債の返済遅延を理由にクロスデフォルトが起きるのは元

本の支払いが遅延した場合だけということになる。なお、あくまで社債の場合

であり、他の債務（例えば、直接融資）で１億ドル以上の支払いが遅延し、期

限から３０日を経過した場合、債権者側の対応によってはクロスデフォルトに

なる。 

 

以下が PDVSA 社債（２６年）目論見書に書かれているクロスデフォルト条項。 

 

(4) the failure to pay at final stated maturity (giving effect to any applicable 

grace periods and any extensions thereof) the principal amount of any 

Indebtedness of the Issuer or any of its Significant Subsidiaries, or the 

acceleration of the final stated maturity of any such Indebtedness (which 

acceleration is not rescinded, annulled or otherwise cured within 30 days 

from the date of acceleration) if the aggregate principal amount of such 

Indebtedness, together with the principal amount of any other such 

Indebtedness in default for failure to pay principal at final stated maturity or 

which has been accelerated (in each case with respect to which the 30-day 

period described above has elapsed), aggregates U.S. $100 million or more 

at any time; 

 

（４） 債務者あるいは債務者の重要な子会社が発行した債務の最後の定めら

れた満期（グレースピリオドなど含む）で支払いを遅延し、アクセラレーショ

ンが起き、アクセラレーションが出された日から数えて３０日以内に問題解決

がされない場合。あるいは債務者の他の債務で１億ドル超の元本支払いが遅れ、

アクセラレーションが起き、同日から３０日が経過しても問題が解決しない場

合。 

POINT 

 

 

PDVSA の場合、利息の

遅延を理由としたアク

セラレーションではク

ロスデフォルトは起き

ない。 

 

 

PDVSA は元本の支払

い遅延を理由にアクセ

ラレーションが起きた

場合のみクロスデフォ

ルトが発生する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f3c45d07fff62152da8b9811f56c4739.pdf
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「（５）債券の元利支払い状況」の通り PDVSA は５つの社債の利息が遅れて

いる。これらの社債は全てデフォルト認定されているが、仮にデフォルト社債

の保有者（例えば PDVSA２０２６年債）が利息の遅延を理由にアクセラレー

ションをかけたとしても全ての PDVSA 社債がデフォルトになるわけではない

ということだ。 

 

とは言え、仮に PDVSA２０２６年債の保有者がアクセラレーションをかけた

とすると、他のデフォルトした４つの社債の保有者も他の社債に遅れまいと自

身の投資を回収するためにアクセラレーションをかけるだろう。その意味で、

いずれかの社債がアクセラレーションをかけた場合、大きな問題に発展するこ

とは変わらないと言える。 

 

 

また、ベネズエラ国債については元本・利息の差はなくアクセラレーションを

かけられた場合はクロスデフォルト条項が発生する。 

 

他、１８年４月に６．５億ドルの償還を迎えるカラカス電力社債については基

本的に PDVSA と同じ条件になっている。 

なお、仮にカラカス電力社債が４月の支払いを履行できず、デフォルトした場

合、ベネズエラ政府に対して支払い保証を求めることが出来るかとの疑問につ

いて米投資銀行トリノ・キャピタルのベネズエラ担当リサーチャーのフランシ

スコ・ロドリゲス氏は「不可能」との回答を示している。 

 

また、ベネズエラ国債がデフォルトした場合、PDVSA 社債も自動的にクロス

デフォルトが起きるか、あるいは PDVSA 社債がデフォルトした場合、国債も

自動的にデフォルトが起きるかという点については「別の発行体なので基本的

には起きないはず」との見解を示している。 

 

外国企業はベネズエラの企業に対して輸出した財・サービスの代金を回収でき

ていないケースがある。支払いを回収できていない理由は輸入者側の財務問題

というより政府の布いた外貨管理制度に起因している。 

その意味ではベネズエラ政府に弁済を求めることが妥当だと思うが、表面上の

発行体が別なので支払いを政府に求めることは難しいかもしれない。 

 

 

 

POINT 

 

 

ベ ネ ズ エ ラ 国 債 は 元

本・利息の差はなくい

ずれかの債務でアクセ

ラレーションが起きた

場合、クロスデフォル

トが発生する。 

 

 

カラカス電力社債のク

ロスデフォルト条項は

基本的に PDVSA と同

様。 
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（１月１９日終値）       

債券指標の動き  解説 

 

 

理由は不明だが先週に引き続

き国債は上昇している。 

 

 

他方、PDVSA 社債は２６年債

を除き価格が下がっている。 

 

 

現地の金融関係者は PDVSA 社

債下落の理由について最近は

利息支払いに関して進展がな

いので悲観的な見方が増えた

のではないかと分析している。 

 

 

以上 

 

2018 13.625 2018/8/15 40.63 -0.29 
2018(N) 7 2018/12/1 31.88 -1.54 

2019 7.75 2019/10/13 26.25 0.31
2020 6 2020/12/9 25.50 0.00
2022 12.75 2022/8/23 28.08 2.41
2023 9 2023/7/5 25.50 -0.66 
2024 8.25 2024/10/13 25.50 0.24
2025 7.65 2025/4/21 25.63 -0.47 
2026 11.75 2026/10/21 27.38 1.97
2027 9.25 2027/9/15 27.12 2.34
2028 9.25 2028/5/7 26.09 0.04
2031 11.95 2031/8/5 27.33 1.30
2034 9.375 2034/1/13 26.25 0.54
2038 7 2038/3/31 26.01 1.56

利率
％

2020 8.5 2020/10/27 82.55 -0.64 
2021 9 2021/11/17 28.50 -0.77 
2022 12.75 2022/2/17 27.19 -2.79 
2024 6 2024/5/16 23.68 -3.74 
2026 6 2026/11/15 24.23 0.58
2027 5.375 2027/4/12 24.03 -3.53 
2035 9.75 2035/5/17 26.09 -2.25 
2037 5.5 2037/4/12 23.98 -1.15 

Elecar債2018 8.5 2018/4/12 33.0 -11.36 

取引
価格

先週比

WTI 63.43 -1.51 
Brent 68.67 -1.72 
Venezolano 61.28 1.46

（出所）　Rendivalor、ベネズエラ産原油価格は石油省

取引
価格

先週比利率

原
油

銘柄

満期
取引
価格

先週比

国
債

P
D
V
S
A

満期


