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ベネズエラ ･ チャベス政権の石油
政策：1990 年代との比較から
はじめに

　ベネズエラは産油量が200万バレル/日強＊１の中堅産油国である。中東諸国やロシアほどの産油量を
持たないベネズエラが過去10年世界の石油産業で注目を集めてきたのは、1999年に誕生したチャベス
政権下での資源ナショナリズムの高まりとその国際的影響力の強さゆえである。
　産油国の石油産業の現状や石油政策の詳細については、石油専門家やエネルギー ･エコノミストから
多くの有用な情報や分析が出されている。それに対して、ベネズエラの地域研究を専門とする筆者は、
政治経済学や地域研究の立場からベネズエラの石油産業に関する研究を行ってきた。また平成20年度
には、同様に地域研究や政治経済学の立場から六つの途上国産油国の比較研究を行った＊2。そのなかで

興味深い論点として浮かび上がってきたのは、産油国の石油政策
と、政府と国営企業の関係である。
　1960 ～ 1970年代以降、産油国で石油産業が国有化されたこ
とによって、原油の最大の生産者群が欧米メジャーから国営企業
群に代わった。国営石油企業の場合、政府からの強い経営介入を
受けがちである。とりわけ、経済社会開発という国家的課題を抱
える途上国の場合、ノルウェーなど先進国産油国の国営石油会社
と比べてその傾向は歴然としている。そのため、ベネズエラをは
じめとする途上国産油国の石油政策や石油産業のパフォーマンス
を理解するためには、石油産業の技術的側面や国際石油市場、エ
ネルギー ･エコノミクスの知識に加えて、各国特有の地域的要因
や政治経済的背景を理解することが重要であると考える。
　このような理解から、本稿では、ベネズエラ･チャベス政権の
石油政策を、政治経済学的あるいは地域研究的視点から考察して
みたい。また、チャベス政権の石油政策は、それに先んじる
1990年代の石油政策ときれいな対照性を見せているため、その2
時点の比較をしながら考察を進めていく。

1. チャベス政権の「ボリバル革命」

アジア経済研究所
地域研究センター 坂口　安紀

　ウーゴ･チャベス（Hugo Rafael Chávez Frías）大統領
は1999年に就任し、既に10年の長期政権化している＊３。
ベネズエラでは1980年代以降、対外債務危機と石油価
格の反落によって貧困が深刻化し、所得格差が広がっ
た。そうしたなか、当時、若手将校だったチャベスは
新自由主義経済改革を推し進めるペレス政権に反発し、
同政権の失脚を狙って1992年2月、軍事クーデターを

首謀した。クーデターは失敗に終わったものの、チャ
ベスは新自由主義経済改革および伝統的政党や政治家
に対する国民の不満の高まりを自らへの支持に変えて
いく。そして恩赦を受けて自由の身となった後、1998
年12月の大統領選に立候補し、勝利を収めたのである。
　チャベス大統領は政治経済エリートと中間層以上が
政治と石油収入による恩恵を独占し、大衆層はそれら

ウーゴ ･ チャベス大統領写1

米州機構首脳会議にて（2009 年 4 月 17 日）。
出所： ロイター / アフロ
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２. 石油産業が直面する課題

　チャベス政権の石油政策について論じる前に、ベネズ
エラの石油産業の現状について若干説明しておこう。と
いうのも、同国の石油産業は過去20年ほどの間、二つ
の大きな問題に直面しており、それらに対する認識と対
応の違いが、1990年代とチャベス政権の石油政策の対
照性に反映されているからである。二つの問題とは、原
油生産の低迷と超重質油への加速度的依存である。
　図1は原油生産量の長期的推移を示している。ベネズ
エラでは、1960年代末に資源ナショナリズムの高揚か
ら政府が新規コンセッションおよび既存コンセッション
の更新を禁止した。それを受けて将来的な国有化が視野
に入ってきたため、外資石油メジャーが投資を控え、生
産が急減した。1976年の国有化以降、新生PDVSA（国
営ベネズエラ石油）は合理的経営や外資導入などにより
生産拡大の努力を重ね、1980年代半ばにようやく生産

が上向いた。とはいえ、生産量がピークだった1960年
代末の水準に回復したのは、30年後の1990年代末のこ
とであった。
　1990年代末に日産量300万バレルを回復したものの、
1999年のチャベス政権誕生で同国の原油生産量は再び
大きく低下している。チャベス政権は、生産低迷は
2002年12月から2カ月間にわたる反大統領派のゼネス
トにより原油生産が止まったことによると反対派を糾弾
するが、生産低下は実はその3年前、チャベス政権誕生
時に始まっている（図1）。政府はその後石油生産は回復
し、300万バレルを超えていると説明してきたが、その
信
しん

憑
ぴょう

性は低い。IEAなどと異なり産油国側の利害を代
表するOPECでさえも、政府の公表数字に疑問を呈して
いる。石油専門家の間では、図1のOPEC月報ラインが
最も妥当な数字であると言われている。
　もう一つの課題は、超重質油への加速度的依存である。
ベネズエラの伝統的産油地帯は、20世紀前半以降、開
発が進められてきたマラカイボ湖周辺であった（図2）。

から排除されてきたと批判し、大衆層の政治参加の拡
大と、石油収入を大衆層に対して配分することをめざ
した政治社会変革を推し進めている。彼はこれを独立
の父シモン・ボリバルにちなんで「ボリバル革命」と呼
ぶ。市場主義経済への強い疑念、社会主義への傾倒、

強い資源ナショナリズム、反米帝国主義などがチャベ
ス大統領の政治理念やイデオロギーの背景にあり、石
油政策にもそれらが色濃く反映されている。

ベネズエラの原油生産量の推移図1 ベネズエラの産油地域図2

出所： 政府公表数字は 1998 年までは、Ministerio del Poder Popular 
para la Energía y Petróleo , PODE 2006 ,そ れ 以 降 は OPEC , 
Annual Statistical Bulletinより。OPEC月報はセカンダリーソー
スからの情報を使用しているが、国内外の専門家の情報は、これ
に最も近い。

出所： http://www.a-venezuela.com/mapas/map/html/cuencaspetrolifer.
html に加筆
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しかしこの地域は生産開始から長期間が経過しており、
1990年代以降、生産性が低下している。その結果、同
国の最大の産油地は1999年にマラカイボから東部へと
移った（表1）。現在はベネズエラ原油の6割以上が東部

（オリノコデルタを含む）での生産であり、マラカイボ産
の原油は4割を切っている。マラカイボでは中質油、軽
質油も産出するが、東部産出原油、特にオリノコデルタ
の原油生産の9割以上はAPIが10度未満の超重質油と
呼ばれる原油である。
　すなわち、マラカイボから東部への生産のシフトは、
原油生産が超重質油への依存を強めていることを示唆す
る。表2に1991年以降の比重別の原油生産量の推移を
示すが、ベネズエラの原油生産が加速度的に比重の重い
原油中心へと移行していることが分かる。API度が22.0
未満の重質油が全原油生産に占める割合は1991年の
26.0%から2006年には50.8％へとほぼ倍になっており、
その半分がAPI度10未満の超重質油である。さらに言
えば、エネルギー石油省の原油区分（表2）は、日本をは

じめとする国際的な原油の比重別区分よりも軽めに設定
されている。そのため国際的（あるいは日本の）基準で言
えば、ベネズエラ原油の重質油（特に超重質油）の割合は
表2よりも大きくなる。
　比重の低いオリノコ超重質油は、そのままでは一般の
製油施設でプロセスすることができず、事前に改質（アッ
プグレード）する必要がある。しかし1990年代時点で
はアップグレードの技術的めどが立っていなかった＊４。
一般の原油精製コストに加えてその前段階の改質コスト
もかかるため、石油価格が低迷していた1990年代後半
には、オリノコ超重質油の開発の採算性は極めて不透明
であった。唯一特殊な溶媒を使って水溶化したオリマル
ジョンと呼ばれる燃料を火力発電用に生産していたが、
それも代替石炭としての位置付けであったため、オリノ
コ超重質油をいかにして「石油」として開発するかが、産
油国ベネズエラの将来にとっては緊急課題であった＊５。

ベネズエラの堆積盆地別の原油生産量表1

比重別ベネズエラの原油生産量の推移表2

注） 政府発表数字だが、政治的に過大申告されているとの見方が一般的である。2006 年の合計日産量は OPEC をはじめ石油専門家の間では 260 万バレ
ル前後とされる。

出所： Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, PODE, 2003, 2006. より計算

出所： B.Mommer, "The Value of Extra-Heavy Crude Oil from the Orinoco Belt," Middle East Economic Survey,Vol.47 No.22 (March 15, 2004), 
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, PODE 2006 より作成

マラカイボ ファルコン アプレ ･ バリナス 東部 合計

1,000b/d ％ 1,000b/d ％ 1,000b/d ％ 1,000b/d ％ 1,000b/d ％

1991 年 1,518 63.6 0 0.0 105 4.4 765 32.0 2,388 100.0

1995 年 1,599 57.1 0 0.0 137 4.9 1,063 38.0 2,799 100.0

2000 年 1,467 46.6 1.0 0.0 111 3.5 1,567 49.8 3,146 100.0

2006 年 1,175 36.2 1.0 0.0 87 2.7 1,982 61.1 3,245 100.0

API<10  超重質油 API<22  重質油 22<API<30  中質油 30 <API  軽質油 合計

1,000b/d ％ 1,000b/d ％ 1,000b/d ％ 1,000b/d ％ 1,000b/d ％

1991 年 ー ー 622 26.0 1,013 42.4 753 31.5 2,388 100.0

1995 年 ー ー 915 32.7 1,096 39.2 788 28.2 2,799 100.0

2000 年 ー ー 1,332 42.3 1,099 34.9 715 22.7 3,146 100.0

2006 年 826 25.5 822 25.3 928 28.6 669 20.6 3,245 100.0
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3. 1990年代の石油政策とPDVSA経営

　生産拡大とオリノコ超重質油の商業開発促進という二
つの課題に取り組むにあたって、1990年代のPDVSA
経営者は、新規油田開発および新技術導入による老朽油
田の再開発と、超重質油の改質の技術的･商業的めどを
立てることが急務であると認識した。そしてその解決策
として、先進国の石油会社の技術と資本を利用すること
が不可欠と判断し、国有化以来となる国内上流部門の外
資への開放を決めた。
　外資開放政策（aperture petrolera）には三つの枠組み
が 使 わ れ た。 一 つ め は サ ー ビ ス 契 約（convenio 
operativo）と呼ばれるものである。実際には、契約後は
欧米日など先進国の石油会社主体で進めるプロジェクト
であるが、形式的にはPDVSAから委託されたという形
式をとる。外資石油会社は原油の処理権を持たず、サー
ビスフィーを受け取る。外資はあくまでも下請けとして
参加するのであり、コンセッションでも合弁事業でもな
いという契約の性格を理由に、議会を中心に国内で根強
い資源ナショナリズムの高まりを回避しようとの思惑が
垣間見える。
　二つめは、オリノコの超重質油の開発･生産･アップ
グレードのプロジェクトで、外資マジョリティーの合弁
企業を設立する「戦略的提携（alianza estratégica）」が組
まれた。当時はオリノコ超重質油のアップグレード技術
はめどが立っておらず、また石油価格の低迷により採算
性も不確実であったため、外資誘致にあたっては、外資
マジョリティーや1％のロイヤルティーの適用などの優

遇措置が採られた。三つめの枠組みはプロフィット･シェ
アリングと呼ばれるもので、外資が自らリスクを取り、
自らの資本で探鉱･開発を進め、生産開始後は石油収入
を政府と分け合うというものである。
　その結果、外資がサービス契約で参加した32のサー
ビス契約プロジェクトは、2005年には合計で日産49万
7,000バレルを、四つのオリノコの超重質油の改質プロ
ジェクトは日産60万2,000バレルと、外資参加プロジェ
クトで合わせて日産100万バレル以上の生産が達成され
ている（表3）。プロフィット･シェアリングについては
期待された成果を上げていない。サービス契約とオリノ
コの戦略的提携を通して1990年代に導入された外資が
現在は同国の原油生産のおよそ3分の1を占めるに至っ
ている。PDVSA自身による生産が1997年の日産280
万バレルから2005年には日産210万バレルにまで落ち
ていることを考えると、＊6 チャベス政権下でPDVSAに
よる原油生産が大きく縮小するのを、皮肉にも1990年
代に参入した外資石油会社がかなりの部分を穴埋めして
いることが分かる。
　このように1990年代のベネズエラでは、産油量の拡
大と超重質油開発という課題克服のために、市場志向的
な石油政策が採られた。ここでいう市場志向的な石油政
策とは、国家による経営介入を最小限にとどめ、外資も
含めた石油企業の自由な経営活動を尊重し、市場メカニ
ズムを生かすことで生産拡大を目指す政策である。

PDVSA と外資による原油生産量の推移表3

＊： 国内 3 大学との合弁事業も含む（2005 年の合計産油量は 15.6 万 b/d）。
＊＊：その他オリマルジョンを手がける BITOR も含む（2005 年生産量は 6.1 万 b/d）。
出所： Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, PODE 2006, p.80 より計算

1997 年 2000 年 2005 年

万 b/d ％ 万 b/d ％ 万 b/d ％

PDVSA 生産 282.1 89.3 245.4 78.0 210.4 64.4

外資参加事業 28.3 9.0 61.8 19.6 110.4 33.8

　・サービス契約（32 件）＊ 28.3 － 46.5 － 49.7 －

　・オリノコ戦略的提携（4 件） 0 － 15.3 － 60.2 －

　・プロフィット ･ シェアリング 0 － 0 － 0.5 －

合計＊＊ 316.0 100.0 314.6 100.0 326.9 100.0
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　チャベス政権は1990年代の市場志向的石油政策を大
きく転換させ、石油産業の国家管理の強化、財政貢献
の拡大、外資参加事業の国有化など、国家志向的石油
政策を強力に推し進めている。財政や国民経済の屋台
骨である石油産業に対するこのようなドラスティック
な政策転換は、大きな政治的軋

あつ

轢
れき

を生み、2002年4月
にチャベス大統領が反大統領派の抗議行動の激化に
よって2日間政権を追われたり（4.11政変）、同年12月
から2カ月に及ぶ反大統領派によるゼネストなどに発展
した。ゼネストでは石油生産･輸出が停止し、経済成長
率がマイナス8.9%（2002年）と大きな落ち込みも経験
した。PDVSAは、10年にわたるチャベス政権下での大
統領派と反大統領派の厳しい政治対立の最大の軸と
なってきた（坂口［2008b］）。
　チャベス政権の石油政策の特徴は、おおまかに言え
ば、①石油産業による財政貢献の拡大、②政府による
PDVSA経営支配の確立、③外資参加事業における国家
支配の確立、④外交利害を優先した経営戦略などに集
約できる。

（1）財政貢献の拡大

　チャベス大統領は炭化水素法
の改正をはじめ幾度となくロイ
ヤルティー率と石油特別法人税
率を引き上げることで、政府の
石油収入を拡大してきた。チャ
ベス政権以前はベネズエラでは
石油特別法人税率が67.7%、ロイ
ヤルティー率が16.6%となってお
り、財政貢献はロイヤルティー
ではなく法人税を通して行われ
ていた。その後幾度かそれら税
率 を 変 更 し、 現 在 は ロ イ ヤ ル
ティー率が33.3%、石油法人税率
は50%となっている。1990年代
には商業開発のめどがまだ立っ
ていない状況で外資を誘致する
ために1％に設定されていたオリ
ノコ超重質油開発プロジェクト
のロイヤルティー率も16.66%に
引き上げられ、さらにその後他
の石油事業と同様に33.3%に統一
された。

　そして現在チャベス政権下で重要なのは、これらロ
イヤルティーや法人税に加えて、PDVSAが直接的・間
接的に支出する社会開発プロジェクト（ミッションと呼
ばれる）への資金提供の肥大化である。2004年頃から
チャベス大統領は、PDVSAから各種社会開発プロジェ
クトに対して直接巨額の資金を拠出させるようになっ
ている。現在PDVSAのホームページには13の社会開
発ミッションが取り上げられている。低所得者向け住
宅建設や識字教育などこれら社会開発プロジェクトに
直接資金提供するのに加え、PDVSAは社会開発向けに
資金提供する国家開発基金（FONDEN）に資金を供給し
ている。
　表4はPDVSAの損益計算書である。これによると、
ロイヤルティーや各種税金などの制度化された財政貢
献は2008年1 ～ 9月期には377億ドル（④+⑦）である
のに対して、社会開発支出やFONDENへの拠出金が約
130億ドル（⑤+⑥）に達している。表4では、ロイヤル
ティーなどの支払いが費用として計上されているため、

4. チャベス政権下の石油政策

1 月～ 9 月 1 月～ 12 月

2008 年 2007 年 2007 年 2006 年

総売上 115,446 68,767 96,242 99,252

　原油 ･ 石油製品の売上
　　輸出
　　国内販売
　その他売上

114,200
112,095

2,105
1,246

68,494
66,847
1,647

273

96,177
93,820
2,357

65

98,997
96,764
2,233

255

総費用 81,478 54,067 72,324 78,557

　原油 ･ 石油製品の購入
　操業費用
　探鉱費用
　減価償却
　営業費用
　ロイヤルティー、各種税支払い
　資金費用
　その他費用

27,300
16,915

491
3,686
2,109

27,614
-233

3,596

23,199
10,210

72
2,564
1,981

14,720
185

1,136

28,137
14,958

154
4,018
2,702

21,981
584
-210

38,778
14,779

100
3,640
2,184

18,435
267
374

粗利益 33,968 14,700 23,918 20,695

その他収入 1,190 1,204 1,374 2,552

社会開発支出前利益 35,158 15,904 25,292 23,247

社会開発支出 2,120 4,433 14,102 13,784

FONDEN（国家開発基金）への拠出 10,834 4,550 ー ー

法人税 10,093 3,201 5,017 4,031

中断された事業（プラス） 34 14 100 20

純利益 12,145 3,734 6,273 5,452

PDVSA 損益計算書（2007、2008 年の１～９月）表4

出所： "Gestion y resultados 2007," および "PDVSA Informe operacional y financiero, período 
de 9 meses terminado el 30 de septiembre de 2008," いずれも PDVSA ホームページ

（http://www.pdvsa.com) より筆者作成

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

100 万ドル
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それを総費用から外した場合、税・社会開発支出前利
益に占める財政貢献度（④＋⑤＋⑥＋⑦／①－［②－
④］）は、8割（2006、2007年は9割）に達する。
　その規模もさることながら、これらの支出について
もう一つ注目すべきは、ロイヤルティーや税金と異な
り、PDVSAによる直接的社会開発支出やFONDENへ
の資金供給は、法律や規定のないアドホックで制度化
されていない性格のものである、ということである。
　法人税やロイヤルティー率は法律や規定で制度化さ
れており、国家予算に組み込まれ、その使途について
は国家予算として議会で審議･承認されるため、情報が
公開される。それに対して、PDVSAの社会開発支出は、
その支出額、項目についての報告や承認が制度化され
ておらず、情報も公開されないため極めて不透明であ
る。政府が恣

し

意
い

的に扱える大きな「ポケット･マネー」化
していると言っても過言ではない。
　このようにPDVSAによる財政貢献、とりわけ社会開
発支出がチャベス政権によって拡大される一方で、
PDVSAは厳しい資金難に陥っている。
　注目されるのは、PDVSAの資金難が、国際石油価格
が、歴史的高水準にあった2007年当時から既に深刻化
していたこと、すなわちPDVSAの資金不足が石油価格
の下落のみによるものではないということである。
2007年には日本企業コンソーシアムをはじめ、海外か
ら数十億ドル単位の借り入れや社債発行を繰り返して
いる。その結果PDVSAの債務は2007年には前年比で
倍増し、500億ドルを超えている（Minpet｢2008｣）。
　その後2008年秋以降の価格下落の局面でPDVSAの
資金不足はさらに深刻化しており、2009年4月にはチャ
ベス大統領自ら日本をはじめ数カ国を歴訪し、資金調
達に奔走したことは記憶に新しい。国内では2008年秋
から、サービス会社やサプライヤーへの支払いが著し
く滞り、サービス会社が操業を中止する事態に陥って
いる（舩木［2009］）。PDVSAはサービス会社に支払い
額の引き下げを要求したが、その交渉は難航し、2009
年５月、チャベス大統領はそれらのサービス会社を国
有化するという事態に立ち至った。
　指摘しておくべきは、そのようなPDVSAの資金不足
がPDVSAの支出や投資計画によるものではなく、既述
のように利益の8 ～ 9割を財政拡大政策に振り向ける
チャベス政権に吸い取られていたことによるという点
である。一方、PDVSAによる探鉱投資は2008年1 ～ 9
月で5億ドル弱（表4）と、社会開発資金＋FONDEN拠
出金の合計130億ドルと比べても桁

けた

違いに少ない。

（2）ボリバル革命の担い手としてのPDVSA

　さらにチャベス大統領はPDVSAに対して、「ボリバ
ル革命」の名のもとに彼が進める経済社会変革の財源と
なるのみならず、革命の直接的担い手となることを求
めている。2003年2月に終結した反大統領派によるゼ
ネスト直後から、PDVSAのホームページには「革命的
PDVSA」といった言葉が踊るようになった。そしてチャ
ベス大統領は、「ボリバル革命」推進のために必要な事
業や産業の多くを、PDVSA傘下に集結させている。規
模が大きいものとしては、外資企業から国有化した電
力企業とセメント企業、そして低所得者向けに低価格
で食料を流通･販売するためにPDVSA子会社として新
設されたPDVALがある。それ以外にも農業、低所得者
向けの住宅建設、造船、省エネ電球生産、家電販売な
ど多岐にわたる事業がPDVSA傘下に入った。
　PDVSAは2006年以降、外資参加のサービス契約事
業や、外資がマジョリティーだったオリノコ超重質油
の合弁事業をPDVSA主導の合弁企業体へと転換させ
た。その結果PDVSAの事業子会社は30近く増え、過
半数を持つPDVSAはそれら一つ一つに人材を配置しな
ければならなくなっており、数少ない経営者人材が多
くの子会社の社長･取締役を兼任している状態である。
このように石油部門だけでも人材や資金などの経営資
源が不足している状況にある上、非関連事業を数多く
抱えさせられていることで、PDVSA経営に対する負担
は大きく、非効率性が高まっている。
　例えば、電力セクターは国有化されPDVSA傘下に置
かれて以降、全国で大規模停電が幾度も発生しており、
発電能力の不足が顕著になっている。経験やノウハウ
を持たないPDVSAがかかわることで、それらの非石油
事業の非効率経営が積み重なるのに加え、PDVSA自身
の効率性も低下していることは推測に難くない。

（3）資源ナショナリズム、外交利害と石油政策

　チャベス大統領は強い資源ナショナリズムと反帝国主
義（とりわけ反米）を掲げており、それを石油政策にも反
映させている。まず、すべての外資参加事業において国
家支配を確実なものにするため1990年代に導入された
サービス契約、外資マジョリティーのオリノコでの合弁
事業、プロフィット ･シェアリング事業をすべて、
PDVSAマジョリティーの合弁企業体へ移行することを
外資に対して強制し、すべての石油事業の事実上の国有
化を断行した（写2）。サービス契約事業では、期限まで
に移行条件で合意に至らなかったEni（伊）とTotal（仏）
の事業接収が強行された。ExxonMobil（米）は事前に事
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業を売却して撤退している。とはいえ、それらを除き　
大半の外資企業はチャベス政権が出した条件をのまざる
を得ず、32 のサービス契約は事業再編の後、21 の
PDVSAマジョリティーの合弁企業へと衣替えした。オ
リノコ超重質油の戦略的提携は外資マジョリティーの合
弁事業であったが、これもPDVSAの所有比率の過半数
への引き上げが強行された。オリノコでは、Conoco 
Phillips（米）とExxonMobilが移行条件で合意に至らず撤
退を余儀なくされた。ExxonMobilはこれを不服として
国際投資紛争解決センター（ICSID）と国際商工会議所

（ICC）に仲裁を求め、イギリスと米国の裁判所が
PDVSAの海外資産凍結命令を下す事態にまで発展した

（写3）。
　また、チャベス大統領は石油政策において自らの強い

反米帝国主義思想を強く反映させている。米国はベネズ
エラにとって最大の石油輸出市場であるが、チャベス大
統領は米国市場への依存度を低下させることを目指して
いる。図3が示すように、ベネズエラの石油輸出の米国
依存度はチャベス政権下で着実に低下している。米国に
代わってチャベス政権が重視しているのは、成長著しい
中国市場と近隣のラテンアメリカ諸国である。チャベス
政権は中国政府との間で数多くのエネルギー関係の協定
を国家レベルでまず結び、そのもとで中国向け石油輸出
が2004年以降急拡大している。2003年の中国向け石
油輸出は微少であったが、2006年には年間420万トン
に達している＊7。
　またチャベス大統領は、ラテンアメリカ諸国への輸出
拡大や域内エネルギー協力のために、キューバをはじめ
中米･カリブ諸国との間でペトロカリベ（Petrocaribe）と
いうエネルギー協力協定を結んでいる。これは長期、低
金利での支払いのための融資付き、しかも一部は物納（農
作物や教員、医療などのサービス）での支払いも認める
という優遇条件での輸出である。Petrocaribeの土台と
なり、それに先行して進められてきたキューバとのエネ
ルギー協力協定では、ベネズエラ石油の優遇条件での輸
入に対し、キューバは数万人規模で教師や医師などの社
会開発関連の人材をベネズエラに送り込んでおり、それ
らの人材がチャベス政権の低所得者向けの教育や医療プ
ロジェクトを担っている。
　しかし中米･カリブ諸国はいずれも小国で、合わせて
も大きな市場規模にはならない。そのためPetrocaribe
は、域内外交で強い影響力を持つという外交的利害のほ
かには、石油ビジネスの観点で見た場合ベネズエラには

ベネズエラの石油輸出の米国市場依存度図3

注） 原油と石油製品を含む。キュラソーの精油所からの輸出分は含まない。
出所： Ministerio del poder Popular para la Energía y Petróleo, PODE 

2006, p.96 より作成
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ラミレス ･ エネルギー石油大臣兼 PDVSA 総
裁が「PDVSA が Exxon に勝利」と書かれ
た現地新聞を掲げている（2008年３月18日）

写3

イギリスの司法当局が同国の PDVSA 資産凍結を解除したことを受けて
の記事。
出所： ロイター / アフロ

オリノコプロジェクトの国有化を祝って
精製施設に国旗が掲げられている

（2007 年５月１日）
写2

出所： ロイター / アフロ
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5. 石油政策決定の背景としての政治経済的状況

メリットはほとんどない。従来ベネズエラにとってラテ
ンアメリカにおける最大の顧客はブラジルであったが、
同国では近年大型油田が発見されて石油生産が拡大して
いる。そのためブラジル向け輸出は1998年の約6,200
万バレル（年間）から2006年には500万バレル弱へと激
減しており＊8、米国市場依存からの脱却を目指すチャベ
ス政権にとっては、中国が頼みの綱となっている。
　チャベス政権の諸政策の欧米先進国から途上国へのシ
フトは、市場のみならず事業パートナーの選択にも如実
に表れている。チャベス大統領は国内上流部門の新規
パートナーの選択において、ベネズエラでの経験豊富な
欧米石油企業を排除し、代わりに途上国の国営企業を中
心とした、ベネズエラでの経験のない企業を指名認可し
ている。特にオリノコ超重質油プロジェクトでは、
1990年以来同プロジェクトで開発に携わり商業生産の
道筋をつけたConocoPhillips、ExxonMobil、Totalなど
には声をかけず、中国、ロシア、ブラジル、インド、ス
ペイン、イラン、アルゼンチン、ベラルーシ、マレーシ
ア、ベトナムなどの国営企業（一部民間）を指名誘致して

いる。それら途上国の国営企業は技術力、資本力で欧米
メジャーに及ばない上、ベネズエラの超重質油の経験は
ない。このように、市場に加えて事業パートナー選択に
おいても、経営合理性よりも外交利害が優先されている
ことが窺

うかが

える。
　ただし、石油生産の低下に歯止めがかからないことに
危機感を抱いたのか、オリノコ超重質油プロジェクトに
ついては、若干の方針転換が見られる（舩木［2009］）。
既述のように埋蔵量調査段階では、すべてのオリノコプ
ロジェクトは途上国中心の国営企業が指名認可されてい
たが、埋蔵量調査が終了した鉱区の開発・生産について
は、外資石油企業も含めた入札を実施することが2008
年に発表された。産油量下落に加え同年秋から石油価格
が大幅に下落しており、石油収入拡大のためには技術力
と資金力を誇る先進国の石油企業の参加が必要と認識し
たのであろうと考えられる。入札は当初は2009年4月
に実施される予定であったが、7月末に延期されている。

　ここまで、1990年代とチャベス政権の石油政策をそ
れぞれ概説してきた。次に、それらの時期の対照的な
石油政策は、どのような政治経済的状況下で決定され
てきたのかを見ていこう。
　1990年代にベネズエラの石油政策が市場志向的政策
に揺れた背景として、同国が1980年代より厳しいマク
ロ経済危機にあり、財政・国際収支の赤字が危機的状
況にあったこと、またそれを受けて1989年以降、同国
では国民経済全般に対する新自由主義的経済改革が進
められていたことが指摘できる。財政と国際収支の立
て直しのためには、石油輸出（すなわち生産）の拡大は
是が非でも急ぐべき課題であることは誰の目にも明ら
かだった。既存油田の生産性が低下し、オリノコ超重
質油の開発にめどが立っていないという厳しい状況で
は、高い技術力を持つ外資の導入や、PDVSA自身が企
業原理に基づいた経営合理的な経営を行うことが必要
であると認識され、その結果、市場志向的政策が選択
された。
　一方チャベス政権下では、産油量は減少を続けてい

るものの2008年秋までは石油価格が上昇基調にあり、
特に2007～2008年夏にかけては歴史的高騰を記録した。
石油価格の高騰によって十分な石油収入がもたらされ
ている状況で、産油量拡大の必然性は1990年代よりも
薄れる。そのような状況で、ボリバル革命の名の下の
経済社会開発など、政府がより重視する政策課題があ
るために、そちらが産油量拡大のための政策よりも優
先されてきた。またチャベス政権下では毎年のように
各種選挙や国民投票が実施されてきたが、それらに勝
利し、長期政権化を確実なものにするためには、財政
拡大政策の手綱を緩めるわけにはいかなかった。その
結果が、PDVSAを資金難に陥れるほどの財政貢献の拡
大であった。加えて、有権者の支持を集め、政権の求
心力を高めるためにも、資源ナショナリズムは極めて
有効な政治アピールとなる。石油価格の高騰が巨額の
石油収入を数年にわたってもたらしたため、効率的経
営による輸出量（生産量）拡大の必然性が、チャベス政
権内部において認識されにくくなっていたと考えられ
る。



37 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

ベネズエラ･チャベス政権の石油政策：1990年代との比較から

6. PDVSAと政府の関係、経営者人材

（1）1990年代のPDVSA･政府関係と人材

　1990年代に市場志向的石油政策が採られたもう一つ
の背景的要因は、当時のPDVSAが専門経営者によって
経営されていたこと、そして当時はPDVSAの、政府か
らの相対的自立性が許容され、PDVSA経営に対して政
治介入がほとんど行われない状況にあったことが指摘で
きる。1990年代にPDVSA総裁を務めたのは、グスター
ボ・ルーセン（G.Roosen）とルイス･ジウスチ（L.Giusti）
である。ルーセンは石油の専門家ではないが、国内最大
手の電話会社社長、銀行、製造業など国内大手企業の社
長や取締役を歴任した、ベネズエラ屈指の専門経営者で
ある。一方ジウスチは、国有化前のシェル時代に石油産
業に入り、国有化後も社内各部局をくまなく経験し、最
後は本社企画部でPDVSA改革の青写真を作成した人物
で、国内外に優秀な石油企業経営者として知られた人物
であった。PDVSAは国営企業ではあるものの、ルーセ
ンやジウスチは生産主体（企業）としての立場を強く意識
し、民間企業同様、生産拡大やシェア拡大を追求した。
　このように、PDVSAがまるで民間企業のような企業
マインドを持つに至るきっかけは、1976年の石油産業
国有化まで 遡

さかのぼ

る。ベネズエラの国有化に際しては、国
有化後に生産が激減したメキシコを反面教師として、外
資メジャー時代との断絶を最小限にとどめる工夫がなさ
れた。具体的には国有化前の14の外国企業をそのまま、
相互に独立した14の国営操業子会社へと転換し、それ
を持ち株会社PDVSAの傘下に配置するという方法が採
られた（後に三つの子会社へと整理）。そのためメジャー
時代に育成・醸成された人材、チーム、技術、企業文化、
能力主義の伝統などが、国有化後もPDVSA内に温存さ
れ、それが伝統となっていたのである（Baena［1999］）。
　加えて、PDVSAでは人材の質を確保するために、毎
年米国の人事コンサルティング会社を使った全役職員に
対する査定評価が制度化され、その蓄積ポイントによっ
て昇進が決められるなどの能力主義人事の制度が確立し
ていた＊9。国有化後1990年代までのPDVSAが、国営
企業でありながら欧米メジャーに近い企業文化を持ち、
優秀な人材を育成･確保できていたのには、このような
背景があった。
　また1990年代にPDVSAは政府からの相対的自立性
が認められ、経営や人事が政治の対象となるのが回避さ
れた。その理由の一つとして、PDVSAが純粋持ち株会
社として位置付けられ、実際のオペレーションは傘下の
事 業 子 会 社 が 担 っ て い た こ と が 指 摘 さ れ て い る。

PDVSAの株式100 %を所有する政府は、PDVSA経営
者に対する人事権や予算承認権を握るが、持ち株会社が
バッファー要因になることで、事業子会社には人事や予
算面で政府からの影響が直接及ばない仕組みになってい
た（Espinasa［2006］）。加えて政治家たちも、財政や国
際収支の危機にあり石油生産・輸出を拡大させることが
急務であると認識していたため、専門経営者による比較
的自由な企業活動を容認したと考えられる。これは、ほ
かの国営企業群（例えば製鉄などの重化学工業の持ち株
会社でPDVSAに次ぐ第2の国営企業であったグアヤナ
開発公社＜CVG＞など）がおしなべて政治に取り込ま
れ、レント･シーキングの対象となり、非効率性を累積
して赤字経営に陥っていたのと対照的である。
　こうした状況でPDVSAと政府の間には、人的資本の
質や石油産業に関する情報量や技術的ノウハウの非対称
性が存在していた。そのため1990年代には、PDVSA
はエネルギー鉱業省に対し交渉上強い立場にあり、外資
開放政策など石油政策は実質上PDVSAが策定し、エネ
ルギー鉱業省はそれを追認するにすぎなかった（Baena

［1999］）。このように、1990年代の石油政策は専門経
営者たちが経営するPDVSA主導で策定されていたから
こそ、市場志向的政策が採られていたと言える。

（2）チャベス政権下のPDVSA･政府関係と人材

　一方チャベス政権下でPDVSAは、完全に政府の掌握
下にある。チャベス大統領は1990年代のPDVSAを「国
家の中の国家」気取りであるとして糾弾し、PDVSAを
支配下におくべく2002年2月にPDVSA総裁をはじめ
経営陣を更迭した。これに反発してPDVSA役職員が2
カ月に及ぶ抗議行動を行い、それに反大統領派市民の抗
議行進や経団連、労働総同盟によるゼネストが呼応し、
チャベス大統領が政権の座を2日間追われるという4.11
政変に発展した。チャベス大統領とPDVSAを核とした
反大統領派の攻防はその後も続き、同年12月からは、
反大統領派が大統領辞任を求めるゼネストを断行し、2
カ月の長期にわたって同国の石油生産・輸出も止まる結
果となった。これを期にチャベス大統領は反大統領派の
PDVSA役職員2万人弱（当時の役職員の約半数）を更迭・
解雇した。その後PDVSAのウェブページには、「革命
的PDVSA」「PDVSAは国家に従属する」といったスロー
ガンが踊るようになる。
　また、2004年にラファエル･ラミレス（R.Ramírez）エ
ネルギー石油大臣がPDVSA総裁を兼任すると発表され
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た。また、チャベス政権の石油政策のブレーンである、
左派エネルギー ･エコノミスト、ベルナルド･モンマー

（B.Mommer）に対し、エネルギー石油省次官とPDVSA
取締役を兼任させた。その他にもエネルギー石油省の高
官がPDVSA内部の主要ポストに就いている。このよう
に、PDVSAのトップ人事をエネルギー石油省が押さえ
ることで、チャベス政権はPDVSAを完全に掌握した。
PDVSAの自立性は完全に失われ、スローガンにあるよ
うに、PDVSAは完全にチャベス政権に従属する存在と
なった。
　次にチャベス政権下の経営者について見てみよう。
1999年のチャベス政権発足後しばらくは、PDVSA総
裁人事はPDVSAを軸とした政治対立のなかで混乱を極
め、ほぼ毎年のように総裁が代わっていた。1999年か
らの７年間でPDVSA総裁は6人が務めたが、うち石油
産業の経験があるのは3人、あとはチャベス支持派の軍
人、左翼エコノミスト、左派政党の政治家などである。
　チャベス政権下でPDVSA総裁やエネルギー鉱業（後
に「エネルギー石油」と改称）大臣などを務めた人物の経
歴を見よう。
　まずは 2003 年に反大統領派のゼネスト終了後に
PDVSA総裁を務め、エネルギー鉱業大臣、OPEC事務
局長などを歴任したアリ・ロドリゲス（A.Rodríguez）で
ある。彼は、1960年代ベネズエラで左翼ゲリラ活動が
活発だった頃の元ゲリラ戦士である。1970年に武器を
置き、その後は左翼政党（La Causa R：急進正義党、後
にPPT：皆の祖国党）の主要メンバーとして30年近く政
治家として活躍してきた、同国左翼の重鎮であり、チャ
ベスも一目置く存在である。エネルギー分野以外にも
チャベス政権下で外務大臣、キューバ・カストロ政権と
のパイプ役として駐キューバ大使、そして現在は財務大
臣を務めている。長い国会議員時代には石油を専門分野
としてきた。
　現エネルギー石油大臣兼PDVSA総裁のラミレスは、
PDVSAで20年ほどの経験を持つ内部昇進者であり、精
製部門や研究開発部門（Intevep）などで経験を積んでき
た。彼および彼の家族も左翼運動に深くかかわっている。
ラミレスの父は左翼活動家で、ロドリゲスと親交があり、
ラミレスのPDVSA総裁就任にはロドリゲスの後押しが
あったと言われている。ラミレス自身も青年左翼グルー
プのメンバーとして活動し、左翼思想に傾倒している＊10。
こうした思想的背景からもラミレスはチャベス大統領に
絶大なる忠誠心を抱いている。PDVSAの綱領では経営
者の政治活動が禁止されていたが、ラミレス総裁がチャ
ベスのベネズエラ統合社会主義党（PSUV）で重要ポスト

に就くために、その綱領は2008年に改正されている。
2006年の大統領選挙では、選挙直前にPDVSA役職員
の会合で「PDVSAはボリバル革命で真っ赤である。チャ
ベス大統領に投票しないPDVSA役職員は許されない」
と発言し、反大統領派からは政治的自由を迫害するもの
であるとして非難されている。
　チャベス政権の石油政策のブレーンを務めたモン
マーは左派エネルギー ･エコノミストである。20世紀
前半のベネズエラの資源ナショナリズムの高揚、その
中心人物であったロムロ･ベタンクール（R.Betancourt）
やフアン･ペレス･アルフォンソ（J.Pérez Alfonso）の石
油思想についても研究している（Baptista y Mommer

［1987］）。チャベス政権の石油政策や石油ナショナリズ
ムの言説には、1940年代の資源ナショナリズムの影が
色濃く残るが、それはモンマーを通じてベネズエラの
ナショナリスト的石油思想が反映されているのであろ
う。モンマーは1990年代にもPDVSA顧問を務めてい
たが、外資開放政策が国富を外国企業にたたき売るよ
うなものだと述べて、当時のPDVSA総裁ジウスチを批
判してベネズエラを離れていった。2006年以降の外資
参加のサービス契約やオリノコプロジェクトの国有化
は、モンマーが1990年代から言い続けた主張をチャベ
ス政権下で具現化したものであると言える。
　それ以外にチャベス政権のPDVSA経営陣を見ると、
内部昇進者、軍人、そしてチャベス大統領の従

い と こ

兄アスドゥ
ルバル・チャベス（A.Chávez）の存在が注目される。A.
チャベスは地方の精製施設の管理者であったが、わずか
数年で取締役、そして現在はPDVSA副総裁にまでス
ピード出世している（写4）。
　チャベス政権下のPDVSA人事は、経営や石油産業の

ラミレス・エネルギー石油大臣兼PDVSA総裁（左）
とチャベス副総裁（右）

（2008 年７月 12 日、ペトロカリベ・サミット）
写4

出所： ロイター / アフロ
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経験よりも、チャベス大統領への忠誠心が最大の決定要
因になっているようである。ラミレスをはじめ内部昇進
の取締役たちは、2002年のゼネストで当時の役職員の
大半が反大統領派に回ったなかで、それにあらがった数
少ない人々であり、だからこそ異例のスピード出世をし
てきたと言える。逆に言えば、石油政策について、チャ
ベス大統領と意見を異にすることは政治的に極めて危険
である。チャベス政権の石油政策の多くはこれまで見た
ように、経済合理性に乏しい。そのほかにも、ベネズエ
ラからアルゼンチンまで7,000kmのパイプラインを建
設して天然ガスを輸出しようという南米ガスパイプライ
ン構想など、採算性がない、あるいはベネズエラの石油

（天然ガス）産業にとって将来マイナスとなるようなチャ
ベス大統領のアイデアに対して、ラミレス総裁をはじめ

石油産業を熟知しているはずの取締役たちが何も言えな
いでいる。モンマーがチャベス大統領の石油政策ブレー
ンを務めていたころは、外資参加事業の国有化など多く
の政策を主導したのはモンマーであったと考えられる。
しかしモンマーが去った後、たとえばオリノコプロジェ
クトへの途上国国営企業の指名認可や社会開発ミッショ
ンへの拠出といったように、石油に政治外交的利害を反
映させようとする政策については、基本的にはチャベス
大統領のアイデアであろうと推測される。そして多くの
場合、経営合理性の乏しいチャベス大統領の政策アイデ
アに対して、技術的あるいは経営的見地から助言できる
人物がいない、あるいはチャベス大統領が聞く耳を持た
ないかの、どちらかであるように見受けられる。

むすび

　最後に本稿の議論を表５にまとめてみた。1990年代
とチャベス政権期では、石油政策が対照的であることが
一目瞭然であろう。石油政策は1990年代の市場志向的
なものからチャベス政権では一転して国家志向的なもの
へと変わった。実はこうした「政策の振り子の揺れ」は、
1990年代に始まったものではなく、はるか以前、20世
紀初めの石油産業の黎

れい

明
めい

期から歴史を通して観察できる
のである（図4）。

　本稿では1990年代以降の時期のみを扱ったが、ベネ
ズエラの石油開発100年の歴史を振り返ると、振り子の
揺れには、石油企業の投資活動、生産水準、価格水準、
当時の一般的な政治経済状況などが有機的に影響し合
い、作用し合っていることが分かる＊11。貧困、所得格
差などの経済社会問題が深刻化する、あるいは選挙が続
く、相反する政治勢力が拮

きっ

抗
こう

しているなど、政治的に有
権者の支持拡大が重視されるような状況においては、よ

1990 年代 チャベス政権下（1999 ～）

政策の志向性 市場志向的 国家志向的

政策の目的 産油量の拡大、超重質油の開発 石油収入の拡大、社会開発への貢献

主な政策 国内上流部門の外資への開放 外資参加事業の国有化
石油収入からの財政貢献の拡大

PDVSA 経営者 専門経営者、メジャー時代の伝統を引き継
ぐ PDVSA 内部昇進者

左翼政治家でもある PDVSA 内部昇進者
左翼政治家、軍人など

石油政策の実質策定者 PDVSA 経営者 チャベス大統領（少数のブレーンとともに）

政府と PDVSA の関係 PDVSA が相対的自立性を持つ PDVSA は政府に従属する

産油量の推移 増加 減少

国際石油価格の水準
1990 年に湾岸戦争で上昇した以外は 20 ド
ル / バレル以下と低調、1998 年にはアジア
危機でさらに低下。

上昇基調、特に 2007 ～ 2008 年夏には
100 ドル / バレルを超える歴史的高騰。

1990 年代とチャベス政権の石油政策の比較表5

出所：筆者作成
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り多くの財源確保のために政府が国家志向的石油政策を
採るインセンティブが高くなる。特にベネズエラでは、
資源ナショナリズムは20世紀前半の長期にわたる軍事
独裁政権下で、民主化運動および石油収入の国民への分
配を旗印とした社会正義に裏打ちされ醸成されてきたも
のであり、否定しがたい正当性を持つ。こうした状況か
らベネズエラではもともと政府が国家志向的石油政策を
採りがちであるという前提をまず確認した上で、それで
は、なぜそれが市場志向的政策の方に揺れるかを考えて
みよう。
　図4で市場志向的政策に揺れ戻ったのは、1948年に
民主政権が利益折半方式を導入した時と、1976年に国

有化が実現した時である。このように国家志向的政策が
強まると、国家志向的政策を外資が嫌って投資控えをし、
その結果産油量が低下する。財政および国民経済、外貨
収入を石油輸出に依存するベネズエラでは、石油輸出収
入の低下は深刻なマクロ経済危機を招きかねない。その
危
き

惧
ぐ

が高まると、産油量回復が重要な政策課題として認
識されるために、外資を誘致したり石油企業に対する国
家管理を緩和して自由な企業活動を認めるなど、市場志
向的政策へと揺れると考えられる。
　ただし、産油量（＝輸出量）が低下していても石油価格
が高ければ、十分な輸出収入を享受することができる。
その場合、政府は市場志向的政策に切り替える必要性を
さほど認識しない可能性がある。これがチャベス政権下
の状況であったと考えられる。産油量が日産300万バレ
ルから200万バレル強へと縮小しても、歴史的価格高騰
が石油収入を支えたため、チャベス政権は国家志向的政
策を維持することが可能であった。しかし2008年秋以
降の石油価格下落は、この状況を変えつつある。今後生
産量の回復と石油価格の上昇が見込めないと、追い込ま
れたチャベス政権が国家志向的石油政策を緩和すること
を余儀なくされる可能性が出てくる。2008年にオリノ
コ超重質油プロジェクトの開発・生産フェーズの実施企
業の決定を、今までのように途上国国営企業への指名認
可ではなく、先進国石油会社も含めて入札に付するとい
うのも、その兆候と言えるのかもしれない。今後のチャ
ベス政権の石油政策が注視される。ベネズエラの石油政策の振り子図4

出所： 筆者作成

＜注・解説＞
＊１：  OPEC月報によると2009年5月の平均日産量は215万バレル、2007 ～ 08年は240万バレル前後だった（OPEC 

Monthly Oil Market Report May, 2009, p.35）。政府は300万バレル以上を産出していると主張するが、信憑性は
低く、各所からの情報によれば、上記OPEC月報の数字が最も実態に近いと思われる。

＊２：  「発展途上国における石油産業の政治経済的分析」のタイトルで、六つの非中東産油国について二つの分析軸から
比較分析を行った。一つは「国家と市場」の分析軸からベネズエラ、ロシア、中国、インドネシアを扱い、もう一
つは「中央と地方」の軸でナイジェリアとエクアドルを扱った。当研究会の成果は平成21年度中に研究叢書として
出版予定。

＊３：  チャベス政権誕生の経緯や政治経済政策全般については、坂口［2008b］を参照されたい。
＊４：  当時、既にPDVSAのR&D部門であるIntevepが独自の改質技術を開発していたが、オペレーションコストが高く、

利用不能であった（2006年2月、カラカスで元PDVSA取締役を含む石油専門家へのインタビューより）。
＊５：  チャベス政権下でエネルギー石油省次官のポストに就き、石油政策のブレーンとして大きな影響力を持った左翼

エネルギー・エコノミストのモンマー（Bernard Mommer）は、オリノコ超重質油を代替石炭ではなく石油とし
て開発することを強く主張していた。代替石炭である限り価格は低く抑えられ、また産油量、埋蔵量としてカウ

国家志向的 市場志向的

1910年代 軍事政権下で石油開発開始

1945年 短命の民主政権1945～48
1948年 軍事政権

1976年

1990年代

1999年 チャベス政権誕生

民政移管1958年

石油産業の国有化

国内石油部門の外資開放

政策の振り子
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取得。アジア経済研究所入所以来、ベネズエラの企業研究、PDVSA研究、政治情勢分析をしてきました。今後は研究の重点を政治
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ントされない。モンマーは、オリマルジョン事業を続ける限り超重質油は石油として扱われないとして、同事業
の中止を主張し（Mommer［2004］）、彼がチャベス政権下で石油政策ブレーンとなった後にオリマルジョン事業
は原則的に（特別契約を結んだ中国向けを除いて）廃止された。

＊６：  表3は政府発表数字だが、既述のように過大申告されているというのが一般的な見方である。2005年の全産油
量は表3では日産326.9万バレルとなっているが、実際には日産260万バレル前後であったというのが専門家の
一致した意見である（OPEC月報によれば2005年の日産量は263.3万バレル）。とすると、2005年当時のPDVSA
の自社生産量は表3よりもさらに低い水準に落ちていたと推測される。

＊７：  World Trade Atlas（有料データベース）より筆者計算。
＊８：  Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, PODE 2006, p.96.
＊９：  2006年2月、カラカスでの元PDVSA取締役A氏へのインタビュー。
＊10：  2008年9月、カラカスでの石油専門家および石油専門ジャーナリストへのインタビュー。
＊11：  以下の議論の詳細については、注2で触れた出版物で研究している。
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