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（写真）CARIVE ツイッター（作戦実行前の宣誓映像） 

“「Gedeón オペレーション」実行者 マクト沖で軍部と衝突” 

一週間のまとめ（５月３日～５月９日）          

（１）与党陣営の動き ～野党の大統領暗殺計画が表面化？～          

 

今週はベネズエラの歴史に残る一週間になるだろう。 

それだけ衝撃的な事件がベネズエラで起きた。 

 

５月３日 マドゥロ政権は、ラグアイラ州マクト沖合で、コロンビ

アからベネズエラに侵入しようとしたクーデター集団を発見し、

海上部隊との衝突の結果、８名が死亡、２名を拘束したと発表した。

翌４日に同様の理由からアラグア州で１３名が拘束された。 

 

当初、グアイド議長は本件について自身のツイッターで 

「愛国者の軍人の中には戦う覚悟がある人物がいる。しかし、今回

の一件は明らかに政府の自作自演によるものだ。」と投稿。 

 

野党と今回の事件との関与はもちろん、そもそも事件自体がマド

ゥロ政権によるでっち上げだと主張した。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～野党の大統領暗殺計画が表面化？～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～グアイド議長 退陣の危機？～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（３） 外国の動き 

～米国・コロンビア政府以外は沈黙～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（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 企画執行部の提案 

～３．共同サービス合意の改定 

４．国内精製施設の回復～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

３．PDVSA 企画執行部の提案 

～５．その他、戦略的な必要事項 

６．法律・会計上の提案～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １８p 

 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  
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（写真）Factor de Poder 

 

「Gedeon オペレーション」の実

行者とされる Jordan Godreau

「SliverCorp USA」社長（左）と

ハビエル・キンテロ元ベネズエラ

軍人（右） 

 

しかし、同日に今回のクーデターの実行犯とされる人物２名（ハビエル・キン

テロ元軍人と米国のベテラン軍人 Jordan Godreau 氏）が動画を投稿。 

今回の計画を「Gedeón オペレーション」と名づけ、クーデター計画が実際に

存在すると主張、ベネズエラ国内の軍人らに対して計画への支援を求めた。 

 

この段階では、グアイド政権と「Gedeón オペレーション」との直接の関連は

なかったと理解することが出来たが、思わぬところから情報が流れた。 

 

米国マイアミ在住の野党系記者パトリシア・ポレオ氏は、自身のネット番組で、

Jordan Godreau 氏（米国の軍事コンサルタント会社「SilverCorp USA」社長）

とグアイド議長、セルヒオ・ベルガラ議員、政治戦略家 J.J. Rendon 氏の署名

入りの契約書を公表。契約書は、マドゥロ政権を倒壊させるため「SilverCorp 

USA」と軍事契約を結ぶという内容だった。 

 

実は、この契約書は Jordan Godreau 氏自身が（ハビエル・キンテロ元軍人の

合意の上で）ポレオ記者に暴露を求めたものだという。理由は金銭的な問題。 

 

ポレオ記者が Godreau 氏から受け取った暴露文によると、Jordan Godreau 氏

は１９年１０月にグアイド政権と本契約を交わしたという。 

 

契約総額は２億１，２９０万ドルだが、契約実行後に支払われることになって

おり、Godreau 氏は前金として１５０万ドルの支払いを求めていた。 

しかし、支払いがされないまま時間が経過しており、再三にわたり支払いを担

当している J.J. Rendon 氏に履行を求めていた。 

 

２０年２月にキンテロ氏がグアイド議長のマイアミ滞在中に直接支払いを求

めた際にもグアイド議長からポジティブな返事をもらえず、グアイド政権の契

約違反を理由に守秘義務を放棄したという。 

 

また、Godreau 氏は、契約書締結に関してグアイド議長と電話会議をしている

音声も秘密裏に録音しており、その録音を公表。グアイド議長が本件と関係し

ていることが否定できないものとなった。 

 

その後、契約書にサインをした人物の一人 J.J. Rendon 氏は、メディアの取材

に応じ、本計画を検討したこと、自身は契約書にサインしたこと、着手金とし

て５万ドルを Rendon 氏の個人資産から支払ったことなどを認めた。 

POINT 

 

 

５月３日 マドゥロ政

権倒壊を目指す軍事作

戦「Gedeón オペレー

ション」が実行される

もマドゥロ政権に阻止

される。 
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（写真）Medium 

グアイド政権政治アドバイザー 

J.J.Rendon 氏（米国在住） 

 

ただし、グアイド議長は契約書にサインをしていないと主張し、Godreau 氏が

暴露した契約書とは別の契約書を公表した（内容の大筋は Godreau 氏が公表

したものと変わらないが、Rendon 氏が公表した契約書は、オペレーションの

より詳細な計画が記されており、グアイド議長の署名欄が存在しない）。 

 

加えて、Rendons 氏は、米国は今回の件に一切関与していないと主張した。 

 

Rendon 氏は、今回の計画を検討した事実は認め、１９年１０月に契約書に署

名したものの、翌１１月に Godreau 氏の計画実効性に懸念（資金的な問題と、

傭兵部隊が想定より少なかった点）が生じたため契約は白紙になっており、そ

の後、Godreau 氏とは連絡を取っていないと説明。もちろん、今回の計画を実

行するよう指示していないと主張した。 

 

Godreau 氏がマドゥロ政権の協力者だった可能性も含めて、本件の解釈の仕

方は色々あるだろうが、 

「グアイド政権が金銭的な手段でマドゥロ政権倒壊の軍事計画を指示した点

（憲法に準じた民主的な政権交代を主張するグアイド政権にとって致命的）」 

「野党側がGodreau氏と契約を交わさなければ今回の事件は起きなかった点」 

「グアイド議長は、今回の事件と関係がないと嘘をついた点」 

については否定できないものとなっている。 

 

今回の一件について、マドゥロ政権は野党側の関与はもちろん、米国政府、コ

ロンビア政府も加担していると主張。米国政府の攻撃を国際司法裁判所に訴え

ると発表。 

 

他、米国政府に対して、今回のクーデター計画との関係が明らかな米国在住ベ

ネズエラ人、J.J.Rendon 氏、セルヒオ・ベルガラ議員、Jordan Godreau 氏ら

の引き渡しを要請した。 

 

なお、今回の計画「Gedeón オペレーション」には、３月に麻薬取引の元締め

の一人として米国政府に拘束されたクリベル・アルカラ元軍人も深く関与して

いることが明らかになっている。 

 

アルカラ氏については「カントリーリスク・レポート No.144」で詳細を説明

している。当時、アルカラ氏に関する米国政府の動きが不振だと指摘したが、

今回の事件を把握していたことが理由であることはほぼ間違いないだろう。 

POINT 

 

 

Godreau 氏は、前金支

払いを巡りグアイド政

権と衝突。契約不履行

を理由にオペレーショ

ンを暴露したと説明。 

 

Rendon氏は、契約書へ

のサインは認めたが、

１９年１１月に合意不

成立で無効になったと

主張。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c80acf63c6e5a583508818ee6f8d0002.pdf
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（２）野党陣営の動き  ～グアイド議長 退陣の危機？～                 

 

「Gedeón オペレーション」とグアイド政権との関係が否定できないものと

なり、グアイド議長は厳しい立場に立たされている。 

 

とは言え、メディアは引き続きグアイド議長に好意的な報道を続けており、

今後も野党のリーダーとして活動することも出来そうな雰囲気はある。 

 

しかし、主要野党の中からグアイド議長降ろしが起こりそうな雰囲気が出始

めている。 

 

５月８日 主要野党の１つ「第一正義党（PJ）」は、野党国会に対して、

「Gedeón オペレーション」の独立調査委員会を組織するよう提案。 

「Gedeón オペレーション」に関与した人物を公務から外すよう提案した。 

 

PJ の提案がグアイド議長を公務から外すことを想定しているかどうかは定か

ではない。しかし、グアイド議長が「Gedeón オペレーション」の実施、契

約締結について Godreau 氏と協議していたことは否定できず、グアイド議長

が暫定大統領職を外される可能性もありそうだ。 

 

Rendon 氏は PJ の提案について「PJ は、ほとんどマドゥロ政権の協力者だ」

と非難。特にエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事を名指して批判した。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は１２年１０月に行われた大統領選（故チャベ

ス元大統領の対抗馬）、１３年４月に行われた大統領選（故チャベス元大統領

死後に行われた再選挙）での野党統一候補として出馬した人物。 

 

PJ の中でも穏健派に属しており、１３年４月に行われたマドゥロ大統領との

選挙の際には、得票率の差はわずか１．４９ポイント（マドゥロ大統領の得

票率５０．６１％、カプリレス元ミランダ州知事の得票率４９．１２％）で

あったにも関わらず、その後のデモ行動でマドゥロ政権に逮捕をちらつかさ

れるなどして、結果的に強いアクションを取ることなくマドゥロ政権を認め

てしまった人物。 

１８年５月の大統領選も野党は参加するべきと主張し、米国の経済制裁にも

批判的な見解を示しており、急進野党や主要野党の方針と異なるスタンスを

取っている。 

POINT 

 

 

「第一正義党（PJ）」 

国会で独立委員会を組

織し「Gedeón オペレ

ーション」の真相を解

明するよう要請。 

 

「Gedeón オペレーシ

ョン」に関与した人物

を公務から外すよう提

案。 

 

グアイド議長の進退に

も影響か。 
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（３）外国の動き ～米国・コロンビア政府以外は沈黙～                      

 

「Gedeón オペレーション」に関してマドゥロ政権に名指しで関与を訴えられ

ている米国・コロンビア以外の政府は本件について沈黙を貫いている。 

 

国連・欧州連合・南米諸国（コロンビア除く）も「Gedeón オペレーション」

について何も意見を表明していない。事件の全容が明らかになっておらず、状

況が流動的なため様子を見ていると思われる。 

 

敢えて言えば、「Gedeón オペレーション」とグアイド政権との関係が報じら

れた後に、カナダ外相がグアイド議長と電話会談をしている。グアイド議長は

カナダ外相から「緊急国家政府」の発足を支持するとのカナダ政府としてのス

タンスを確認したと説明している。 

 

当然、米国政府もコロンビア政府も「Gedeón オペレーション」との一切の関

係を否定。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、Godreau 氏が社長を務める「SliverCorp USA」

はトランプ政権の護衛任務も担当しており、米国政府が今回の一件を把握して

いない可能性はないと主張。 

 

Godreau 氏は、米国のマイク・ペンス副大統領の関係者とのコネクションがあ

り、副大統領の側近に今回のオペレーションについて支援を要請していたと説

明している。これに対して、ペンス副大統領の報道官は「一切のコンタクトは

無い」とロドリゲス情報通信相の主張を否定している。 

 

ポンペオ国務長官は「直接的な関与はない」と「Gedeón オペレーション」と

米国政府との関係を否定している（「ベネズエラ・トゥデイ No.442」参照）。 

 

コロンビア政府について、マドゥロ政権はコロンビアとベネズエラの国境の町

「リオアチャ」の施設にクーデターを企てるグループがいると主張。ドゥケ政

権に施設取り締りを要請してきたが、コロンビアが取り締りに乗り出さないと

して事実上のクーデター支援を主張している。 

 

マドゥロ政権を支持したいわけではないが、事実を確認するとマドゥロ政権の

主張はでっち上げには見えないのが正直なところだ。 

POINT 

 

 

 

「Gedeón オペレーシ

ョン」について、米国政

府とコロンビア政府は

関与を否定。 

 

国連・欧州各国、南米諸

国に至るまで国際社会

は、沈黙を貫いている。 

 

事件の全容が把握でき

ておらず、状況が流動

的なため様子見をして

いると思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

「Gedeón オペレーション」と並んでベネズエラのメディアを騒がせている事件がある。 

カラカス最大のスラム街「ペタレ地区」でマフィア団の抗争が起きている。５月４日に「Wilexis」というグループ

が地域を掌握したかに見えたが、５月７日、マドゥロ大統領は「Wilexis」と米国麻薬捜査局（DEA）との関係を指

摘。 

「Wilexis」は、「Gedeón オペレーション」が円滑に進むよう意図的にペタレで衝突を起し、警察の捜査をかく乱

させたと主張。５月８日から国軍、警察らがペタレ地区で「Wilexis」のリーダー「Wilexis Alexander」逮捕に乗

り出した。地元住民の大半は「Wilexis」を支持しているようで、マドゥロ政権側が地元住民の民意を無視して取り

締まりを行っているように見える。 

 

表：　５月３日～９日に起きた主なイベント

内容

５月 ３日 日 ラグアイラ州マクト沖で高速船拿捕、８名死亡・２名拘束。

４日 月 アラグア州でクーデター容疑者ら１３名拘束。

５日 火

６日 水 Rendon氏、Godreau氏との契約を認める。

統制価格の価格改定（１度目）

７日 木

８日 金 マドゥロ政権　ペタレ地区で「Wilexis」と衝突

第一正義党　国会で「Gedeónオペレーション」の調査を要請。

統制価格の価格改定（２度目）

９日 土

表：　５月１０日～１７日に予定されている主なイベント

内容

５月 １０日 日

１１日 月

１２日 火

１３日 水

１４日 木

１５日 金

１６日 土

１７日 日

（出所）各種報道からベネインベストメント作成

日付

日付
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（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（５月８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 0 675.0

国債２４ １１月１３日 0 514.8 PDVSA２４ １２月１６日 0 750.0

国債２５ １１月２１日 0 306.0 PDVSA２１ １２月１７日 0 538.5

国債２６ １１月２１日 0 881.3 PDVSA３５ １２月１７日 0 731.0

国債２３ １２月７日 0 450.0 PDVSA２２O ３月１７日 1,000 956.3

国債２８ １２月７日 0 462.5 PDVSA２７ １１月１２日 0 322.5

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ １１月１２日 0 165.0

国債２０ １月９日 0 225.0 PDVSA２２ １１月２８日 0 360.0

国債３６ １月２９日 0 812.5 PDVSA２０ １１月２７日 842 71.6

国債３４ ２月１３日 0 351.6 1,842 4,569.8

国債３１ ３月５日 0 1255.0 ５月１２日 0 80.6

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ５月１２日 0 41.3

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 ５月１３日 0 103.0

国債２２ ３月２３日 0 956.3 ５月２３日 0 176.3

国債２７ ４月１５日 0 925.0 ５月２３日 0 61.1

国債３８ ４月３０日 0 219.0 ５月２７日 0 71.6

4,549 8,090.8 ５月２８日 0 90.0

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6 ６月７日 0 90.0

650.0 27.6 ６月７日 0 92.5

7,040.9 12,688 0.0 806.3

（出所）ベネインベストメント作成 7,040.9 13,494.6

  支払済／着金予定

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（２回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（３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（４回目）

  グレースピリオド切れ（５回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 12,639.8 電力公社 677.6

PDVSA 6,411.7 合計 19,729.1 20,535.56,695.2

PDVSA２０

PDVSA２２

20,535.5総計

13,162.6

Grace Period

期間中含む

677.6

国債２８

Grace Period

期間中含む

P

D

V

S

A

債
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

PDVSA２７

PDVSA３７

国債２４

国債２６

国債２５

国債２３
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３．PDVSA 企画執行部の提案                    

  ～３．共同サービス合意改定、４．国内精製施設の回復～                                      

 

前号「カントリーリスク・レポート No.149」にて、PDVSA 企画執行部が

「PDVSA 改革委員会」に提案した改革案の内部資料の一部を紹介した。 

 

前号と今回の２度に分けて紹介することとしており、前号では「１．PDVSA

組織の統合・簡素化」、「２・合弁会社の改定」について紹介した。 

 

「２・合弁会社の改定」について、資料に書かれていたが説明が抜けていた

部分があり、本稿にて最初に補足し、その後「３．共同サービス合意の改

定、４．国内精製施設の回復」、「５．その他、戦略的に必要な事項、６．法

律・会計上の提案」について紹介したい。 

 

「２．合弁会社の改定」補足事項                         

 

前号「２．合弁会社の改定」では、合弁会社の事業を「収益性」「リスク」の

２つの要素に分類し、組織体制（株式持ち分比率の変更など）の変更を提案

する趣旨の計画について紹介した。 

 

これに加えて、合弁相手先の権限をこれまでよりも増やすことも提案内容に

入っている。具体的には合弁会社に以下の活動を許可するという提案。 

 

１．採掘した原油を販売する。 

２．合弁会社規定で定めた合意に基づき自身でファイナンスを管理させる。 

３．油種・品質に応じて石油省が定めた「輸出査察価値（Valor Fiscal de 

Expotacion）」のロイヤリティを支払わせる。 

４．合弁相手先は 

（１）自身の全担当範囲を管理・運営できる（人事・財務・監査・法務等）。 

（２）投資実行に必要な外貨建ての債務を国内外で発行できる。 

５．オペレーション結果、財務状況をリアルタイムで確認出来る。 

６．他の合弁会社と統合することで事業運営を円滑にできる。 

７．法律で求めた要件の範囲（５０．１％）であれば、株式を売却できる。 

 

筆者はこの変更がどの程度良いものか評価しかねるが、これまでの PDVSA

の運営を聞く限り、柔軟性の高い方向で検討しているのではないだろうか。 

POINT 

 

 

 

合弁会社の裁量権を拡

大する方針で提案。 

 

 

原油販売の許可、民間

セ ク タ ー の 管 理 で 運

営、他の合弁会社の企

業統合、株式の売却の

許可など。 
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「３．共同サービス合意（ASC）の改定」                         

 

次に「共同サービス合意」に関する提案について紹介したい。 

 

同提案資料では、今後民間セクターとの契約形態を「ライセンス」「合弁会

社」「共同サービス合意（ASC）」の３種類に分けるよう提案。それぞれの契

約形態の違いについて一覧表にして説明している。 

 

以下がオリジナルの提案資料（次ページに日本語に訳した表を掲載）。 

明確に説明されていないが資料を見る限り「ASC」は「Contratos de 

Produccion Compartida（生産分与契約、PS 契約）」と「Contratos de 

Servicios（サービス契約）」の２種類に分かれているようだ。 

 

POINT 

 

 

ASC は生産分与契約と

サービス契約の２種類

か。 
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「ライセンス」は、民間セクターの権限が最も高く政府の介入が最も少ない

契約形態。ガス開発については PDVSA と分離し、民間セクターにガスライ

センスを供与することを提案している。 

 

また、石油産業の中流サービス（輸送・貯蔵）について、文章では「ライセ

ンス」「合弁会社」「ASC」のいずれかの契約形態でコントラクターに運営さ

せるよう提案がされているが、「PDVSA Oriente（東部）」「PDVSA 

Occidente（西部）」の中流サービスに関連する改変の提案地図（１１～１２

ページ）では、「A convertir en ASC（ASC に変更する）」と書かれており、

基本的には中流サービスは ASC の契約を想定していると思われる。 

 

ライセンス 合弁会社 生産分与契約 サービス契約

適用プロジェクト
資本参加しない天然ガス

採掘・生産

原油・ガスの採掘・生

産・精製・改質・ガス加

工・圧縮・運搬・貯蔵・

サービス

原油・ガスの採掘・生

産・精製・改質・ガス加

工・圧縮・運搬・貯蔵

原油・ガスの生産・精

製・改質・ガス加工・圧

縮・運搬・貯蔵・サービ

ス

施設の最終所有権 コントラクター 合弁会社 国家 国家

炭化水素所有権の移転 鉱井頭部 確認・査察時 確認・査察時 N/A

ファイナンス責任 １００％コントラクター １００％合弁会社 １００％契約者 １００％契約者

国・国営企業の参加 なし あり あり あり

コスト回収リミット なし なし あり あり

政府のコントロール 低い 高い 中間 高い

コントラクターのコント

ロール
高い 中間 中間 低い

炭化水素の権利
総収入、ロイヤリティ、

税金

総収入、ロイヤリティ、

税金
原油コスト＋総収入 N/A

支払い方法 原油／ガス 原油／ガス／現金 原油／ガス／現金 手数料による現金

政府取り分 ４０～６０％ ７０～９０％ ６０～９０％ ８０～９５％

表：　想定される契約の種類

ASC

POINT 

 

 

中流は ASC によるオペ

レーションを想定。 
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PDVSA 東部 

原油流通・貯蔵

中流システム分

析（ASC に変更） 

PDVSA 西部 

原油流通・貯蔵

中流システム分

析（ASC に変更） 
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PDVSA 東部 

ガスコンプレッ

ション・加工中

流システム分析

（ASC に変更） 

PDVSA 西部 

ガスコンプレッ

ション・加工中

流システム分析

（ASC に変更） 
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「４．国内精製施設の回復」                           

 

石油産業の下流サービス（精製・販売）についても、中流サービスと同様に

コントラクターに運営を任せる仕組みを提案している。 

 

精製・販売部門については「A Convertir em ASC o EEMM（ASC あるいは合

弁会社に変更）」と書かれており、PDVSA 自身による直接の関与を減らし、

民間セクターの権限を拡大する方針が垣間見える。 

 

ベネズエラ国内には主要な製油所が３カ所ある。 

１つ目は「PDVSA Oriente（東部）」にある「プエルト・ラ・クルス製油所」

で、精製能力は日量１９．２万バレル（１６年 PDVSA 公表資料）。 

 

 

POINT 

 

 

下流は合弁会社 orASC

による運営を想定。 
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２つ目は「PDVSA Occidente（西部）」にある「CRP（アムアイ製油所、カ

ルドン製油所）」で、精製能力は日量９４万バレル。 

 

３つ目は「エル・パリート製油所」で、精製能力は日量１４万バレル。 

 

現在「プエルト・ラ・クルス製油所」「エル・パリート製油所」は稼働を停止

しており「CRP（カルドン製油所、アムアイ製油所）」だけが精製している。 

 

ロイター通信によると、イランの支援もあり「カルドン製油所」は日量５万

バレル、「アムアイ製油所」は日量６．５万バレルまで増えたようだが、今週

「カルドン製油所」で事故が起きており、稼働率の低下が懸念されている。 

今の状況はベネズエラ史上最も低い精製稼働率と言えるだろう。 

 

 

POINT 

 

 

製油所の稼働率は歴史

的に最も低い水準に。 
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PDVSA 企画執行部は「国内製油所の回復」のため、資金力と技術力のある民

間セクター（あるいは公的組織）に委託するライセンス式のモデルを構築する

必要があると提案している。 

 

同ライセンスの期間は２５年間（契約要件を満たしていれば最大１５年間の

延長が可能）。ライセンスは石油省が発行するとしており、アイサミ新石油相

の権限で発行することになる。アイサミ新石油相はカルドン製油所の改修に

関してイランとの関係を強化しており、将来的にイラン企業がベネズエラ国

内の精製施設のライセンスを取得することもあるのかもしれない。 

 

４．PDVSA 企画執行部の提案                     

 ～５．その他、戦略的に必要な事項、６．法律・会計上の提案～                                      

 

「５．その他、戦略的に必要な事項」                           

 

「その他、戦略的に必要な事項」として挙げられているのは以下７項目。 

 

１．合弁会社、その他債権者への債務支払いスキームを構築すること。 

 

２．合弁会社の生産状況をリアルタイムで確認することが出来るシステムを構

築すること。 

 

３．マラカイボ湖を環境警戒特別区に指定し、同地域の環境改善のためのイン

センティブを設定すること。 

 

４．国の将来のため CITGO の運営権を奪取すること。 

 

５． Dragon プロジェクト（スクレ州沖合ガス田の開発プロジェクト）をガス

ライセンスを発行するなどして進めること。 

 

６．現在、放出後に無駄に漏出してしまい商業化できていない天然ガスを商業

化できる仕組みを構築すること。 

 

７．国内の軽質油、中質油、重質油の埋蔵探査を再開する。 

 

 

POINT 

 

 

精 製 施 設 の 回 復 の た

め、ライセンス方式に

よる製油所の運営を提

案（ライセンスは石油

省が発行）。 

 

 

その他、合弁相手先へ

の債務支払いスキーム

の構築、生産状況をリ

アルタイムで確認でき

るシステムの構築の必

要性を提案。 
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「６．法律・会計上の提案」                           

 

最後に PDVSA 企画執行部は、石油産業の回復を妨げる要因となっている既存

の法律・会計制度について、いくつかの変更を提案している。 

 

１つ目は、ガソリン補助金の段階的な削減。 

 

現在、ベネズエラのガソリン価格は公式にはタダ同然の価格となっている。 

PDVSA は補助金の負担をおっており、資金的な負担は年間１１０億ドルに相

当するとしており、ガソリン価格を国際価格と同等にするべきとしている。 

 

補助金は段階的に削減し、最終的にはゼロにする。増加した部分は社会開発プ

ロジェクトや必要な経済政策（交通セクター支援、電力投資、食料・医薬品購

入など）に充てることで社会に還元する仕組みを提案している。 

 

また、PDVSA はガソリン補助金廃止により削減した経費を原油生産、精製施

設の改修など必要事業に投資することができるとしている。 

 

２つ目は、炭化水素組織法２２条の改定。 

 

炭化水素組織法は、ベネズエラの石油事業を規程する最も重要な法律。 

同法２２条では「合弁会社を通じた石油開発は最低でも国が５０％の資本を保

有すること」と定められている。この条文を「ガス炭化水素法」と同様に国の

資本参加比率の制限を改定するよう提案している。 

 

同規定を柔軟化することで、民間セクターの投資環境を改善し、国内外からの

投資を呼び込むことができるとしている。 

 

また、リスクの高い地域の開発を民間セクターに委託することで、国の資本だ

けではできなかった開発が実現し、ロイヤリティ、法人所得税、各種税制など

を通じて収入を増やすことが出来るとしている。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

その他、提案事項 

 

１．ガソリン補助金の

段階的な削減・停止。 

 

 

２．炭化水素組織法２

２条の改定（石油産業

における国家の資本参

加率５０％超の規定の

変更） 
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３つ目は、炭化水素組織法５７条、５９条の改定。 

 

５７条は、合弁会社による原油の販売について定める条文。 

「合弁会社は生産した原油を政府が定める組織にしか売却することが出来な

い」としており、今後の契約スキームの妨げになるとしている。 

 

また、５９条では石油製品の国内販売について政府が介入する権限が定められ

ている。同条文は販売価格についてもコントロールの対象になっており、５７

条と同様に今後のスキームの妨げになるとしている。 

 

４つ目は、政令５，２００号「炭化水素関連活動の財・サービス組織法」の廃

止。 

 

「炭化水素関連活動の財・サービス組織法」は、炭化水素関連の事業について

は PDVSA が関与することを定めた法律。 

 

この法律を撤廃し、PDVSA が管理できていない鉱区などを民間セクターに独

立して開発させるべきだとしている。 

 

５つ目は、政府取り分の削減。 

 

「Rystad Energy; BCG analysis」によると、石油産業に関するベネズエラ政府

取り分は世界で 7 番目に高い７２％だという。 

 

しかし、ベネズエラの場合、PDVSA が合弁会社の６０％超の資本を保有して

おり、その点を考慮に入れると政府取り分は実質的に９０％を超えており、世

界で最も政府取り分が高い国になるという。これが企業の投資を妨げる大きな

原因となっていると指摘している。 

 

この問題を改善するため、以下４つの税負担を減らすべきとしている。 

 

・ロイヤリティの削減。 

・ 石 油 超 過 利 潤 負 担 金 （ Ley de contribucion especial sobre precios 

extraordinarios）の撤廃。 

・特別目的税（教育税、科学技術税など）の支払い義務の停止。 

・市税支払いの削減。 

POINT 

 

 

３．炭化水素組織法５

７条、５９条の改定（合

弁会社の原油販売に関

する制限の停止、国内

での石油燃料の販売に

関する政府の介入規定

も停止） 

 

４．民間セクター単独

での石油事業の実施。 

 

５．政府取り分の削減 
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（５月８日終値）       

 

銘柄 
取引 

価格 
先週比  

国債 8.00 -27.27  

         

    取引 

価格 
先週比 

 

     

PDVSA 3.75 -46.43  

         

    
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 22.45 47.79   

Brent 28.76 31.08   

OPEC バスケット 20.83 44.15   

Venezolano 13.45 39.23   

（出所）Avsecurity、石油省 

債券指標の動き  解説 

 

 

 

今週に入り、ベネズエラ国

債、PDVSA 社債の取引価格が

急落した。 

 

ベネズエラでは「Gedeón オ

ペレーション」をきっかけに

マドゥロ政権の野党に対する

圧力が急激に高まっており、

債券市場にもネガティブな影

響が出たのかもしれない。 

 

 

他方、原油価格については軒

並み先週比プラスに推移し

た。 

 

ベネズエラ産原油は、先週

（１バレル９．６６ドル）か

ら３．７９ドル上昇し、１バ

レル１３．４５ドルとなっ

た。 

 

以上 


