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（写真）シモン・セルパ経済財務相ツイッター “ロシア政府との債務再編に署名するセルパ経済財務相” 

 

２０１７年１１月１５日（水曜） 

 

政 治                   

 「ゲバラ議員弁護団 米州機構に訴え提出」 

「野党 大統領候補者プレ選挙の実施求める」 

 「リベルタドール市長選 出馬受け入れられず」 

 「ベネズエラ支援を理由にニカラグアの制裁検討」 

経 済                   

 「ベネズエラ政府 ロシアと債務再編の署名締結」 

 「国債、PDVSA 社債 利払いを宣言」 

「ベネズエラ政府の債務再編アドバイザーの略歴」 

 「並行レート １ドル６万ボリバルを超える」 

 

２０１７年１１月１６日（木曜） 

 

政 治                   

 「１２月１日、２日に与野党対話を再調整」 

 「米州機構 国際司法裁判所への提訴を検討」 

 「野党新連合の構成議員リスト」 

経 済                   

 「ISDA 国債、PDVSA 社債のデフォルト認定」 

 「S＆P 債務履行を継続しても状況は危機的」 

「中国政府 ベネズエラの債務履行能力を信頼」 

 「ジャマイカ政府 Petrojam の株式購入を検討」 

「IMF のベネズエラ代表 ラモン・ロボ氏兼任」 
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２０１７年１１月１５日（水曜）             

政 治                       

「ゲバラ議員弁護団 米州機構に訴え提出」       

 

１１月１５日 オマール・トスタ弁護士とアンドレス・

メヒア議員（ゲバラ氏と同じ大衆意志党（VP）所属）は、

フレディ・ゲバラ国会第一副議長への政府の不当な対応

を米州機構に訴えた。 

 

オマール・トスタ弁護士は 

「ゲバラ議員は刑法で罰せられようとしている。国会議

員に与えられた不逮捕特権に違反している。この特権を

取り消しできるのは国会での決定だけだ。」と発言した。 

 

アンドレス・メヒア議員は 

「我々は政府に屈することは出来ない。より良いベネズ

エラのために戦い続ける。」とコメントした。 

 

１１月６日 最高裁の求めを受けて、制憲議会はフレデ

ィ・ゲバラ国会第一副議長の不逮捕特権の取り消しを決

定。現在、ゲバラ氏はチリ大使公邸にかくまわれている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.56」１１月６日付の記事

を参照）。 

 

 

（写真）オマール・トスタ弁護士ツイッター 

 

「野党 大統領候補者プレ選挙の実施求める」         

 

大統領選挙の日程は決まっていないが、１８年第１四半

期に実施されそうだという話が多い。最重要選挙が近づ

く一方で、野党連合の結束は崩壊し、組織の再構築が急

務となっている。 

 

１０月に開催されたスリア州知事で当選したものの、制

憲議会への宣誓を拒み州知事に就任できなかったフア

ン・パブロ・グアニパ氏（第一正義党（PJ）所属）は、

早急に野党として擁立する大統領選候補を決めなけれ

ばいけないと強調した。 

 

「我々は政府に、公正な選挙制度を保証させるために大

統領選の野党統一候補を早急に決めなければならない。 

第一正義党は野党連合の立て直しと統一候補を決めな

ければいけない。 

 

ベネズエラ国民はニコラス・マドゥロが強いる悲惨な生

活から脱出したいと考えている。だからこそ我々は変革

のための明確なルートを国民に示さなければいけない。」 

と話した。 

 

また、ボリバル州知事選に敗北した野党候補のアンドレ

ス・ベラスケス氏（La Causa R 党首）は、大統領選の野

党統一候補を決めるための選挙を２０１７年１２月に

行うことを提案している。 

 

「政府は大統領選の日程を来年の第１四半期、２月か３

月に早めようとしている。２月４日という話もある。

我々には大統領選の議論を尻込みしている時間は無い。

１２月に野党の統一候補を決めよう。」とコメントした。 

 

ベラスケス氏は大統領選に立候補する意志を示してい

る。グアニパ氏も立候補が噂されている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
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（写真）フアン・パブロ・グアニパ氏 

 

「リベルタドール市長選 出馬受け入れられず」                 

 

ベネズエラの首都カラカスの中心都市であるリベルタ

ドール市の市長選には５名が出馬申請をした（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.56」１１月７日付の記事参照）。 

程度の差こそあれ、出馬した５名は全員与党と関係が深

い人物だ。 

 

当選する可能性が最も高いのは与党ベネズエラ社会主

義統一党（PSUV）推薦のエリカ・ファリア氏。 

 

次に有名なのは消費者保護庁（INDEPABIS）や価格統

制庁（SUNDECOP）長官を務めたエドゥアルド・サマ

ン氏。 

 

このエドゥアルド・サマン氏は、出馬申請したにもかか

わらず、リベルタドール市長選の候補者リストに自分の

名前が掲載されていないことを明らかにした。 

 

同じくリベルタドール市長選に出馬したオスワルド・リ

ベロ氏は出馬辞退を表明した。出馬を辞退するように

PSUV の圧力が強かったのではないかと噂されている。 

 

 

 

「ベネズエラ支援を理由にニカラグアの制裁検討」             

 

ヌエボ・ヘラルド紙によると、先週１１月９日（木曜）

に米国で５名のベネズエラ野党関係者が米国議会の対

外政策委員会議員らと面談をした。 

 

その面談で野党関係者は、米国議員らに対して、ベネズ

エラ政府とニカラグア政府との関係を調査するように

依頼。 

ベネズエラ政府を支援していることを理由にニカラグ

ア政府とその関係会社（具体的には ALBANISA）に制

裁を科すことを求めたようだ。ALBANISA（正式名 

ALBA de Nicaragua S.A.）はペトロカリベのスキームで

組織された PDVSA との合弁会社（ペトロカリベについ

ては「ウィークリー・レポート No.18」と「ウィークリ

ー・レポート No.20」参照）。 

 

大衆意志党のカルロス・ベッキオ氏は、 

「PDVSA はカリブ海諸国で様々な活動を行っている。

これらの活動を調べて、ALBANISA のような組織は制

裁措置をとらなければいけない。」 

と米国議員らに伝えたようだ。 

 

経 済                       

「ベネズエラ政府 ロシアと債務再編の署名締結」          

 

１１月１５日 ベネズエラ政府とロシア政府はモスク

ワで債務再編計画に署名した。 

 

署名式では、ベネズエラ側はシモン・セルパ経済財務相

が署名、ロシア政府はセルゲイ・ストルチャク財務次官

が署名した。 

 

ベネズエラとロシアの政府間債務は３１，５億ドル。１

０年かけて返済する。最初の６年間の返済負担は軽いも

のになっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
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ベネズエラ政府はロシア政府に３１．５億ドルの債務を

負っているが、これと別で PDVSA はロスネフチから約

６０億ドルの原油代金の前払い債務がある。 

 

シモン・セルパ経済財務相は今回の債務再編はロシア政

府との合意で、PDVSA の案件は含まれていないと説明

している。 

 

「国債、PDVSA 社債 利払いを宣言」        

 

１１月１５日 PDVSA は同社ツイッターで、２０２７

年社債の利息の支払いは実行されたと投稿した。 

 

また、１０月２７日、１１月２日に満期を迎えた２０２

０年債（２０２０年社債は４回に分けて償還）と２０１

７年債についても支払いに成功した。と投稿している。 

 

 

（写真）PDVSA 公式ツイッターより抜粋 

 

また、同じタイミングでベネズエラ経済財務省もツイッ

ターで国債２０１９年、２０２４年債の利息、合計１億

９，９６０万ドルの支払いを開始したと投稿した。 

 

 

 

（写真）経済財務省公式ツイッターより抜粋 

 

「ベネズエラ政府の債務再編アドバイザーの略歴」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.59」１１月１４日付の記事

でベネズエラ政府が債務再編のため金融アドバイザー

の David Syed 氏を雇ったニュースを紹介した。 

 

David Syed 氏は欧州系金融グループ Orrick Bambaud 

Martel の役員を務めていた。２００２年から同社に務

めており、債務再編のエキスパートとして知られている。 

 

LatinLawyer のウェブサイトによると Syed 氏はフラン

スのランス大学の法学部卒、英国のエクセター大学で修

士号を取得している。 

 

国際法務の専門家でWatson, Farley ＆ Williamsの役員

（９２年～０２年）も経験している。仏ルノーの国際契

約担当や Baker ＆ MaKenzie でも務めた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
http://latinlawyer.com/ll250/people/1130141/david-syed
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ベネズエラ政府は Syed 氏以外にも数人の金融専門家と

コンタクトを取っているようで、債務再編のための特別

チームを編成しようとしているようだ。 

 

米国による制裁下での大規模な債務再編は同氏が経験

する中でも規模、難易度共に困難なものになるだろう。 

 

「並行レート １ドル６万ボリバルを超える」         

 

並行レートの上昇が止まらない。１１月１５日に並行レ

ートの参考値となる DolarToday が１ドル６０，０００

ボリバルを越えた。 

 

しかも、この勢いは更に加速している。１１月１７日付

の DalarToday 並行レートは１ドル６６，０００ボリバ

ル。２日間で１０％上昇したことになる。 

 

通常、１１月、１２月はクリスマス前の賞与支払いや国

内の通貨供給量が増えるので、並行レートの上昇スピー

ドは加速するものだが、それにしても異常と言えるだろ

う。ちなみに、一年前の２０１６年１１月１７日の掲載

レートは１ドル１９５２ボリバルだった。 

 

 

 

 

（写真）DolarToday より抜粋 

 

２０１７年１１月１６日（木曜）             

政 治                       

「１２月１日、２日に与野党対話を再調整」        

 

野党連合は１２月１日（金曜）、２日（土曜）にドミニ

カ共和国で与野党交渉を行うことを発表した。 

以下は野党連合の宣言の要約。 

 

 

野党連合は国民に対して国際社会を巻き込んだ対話を

行うことを通知する。民主主義的な全ての野党連合、市

民団体の意見を集約するよう務める。交渉の信頼性を保

証するために外国から中立的な仲裁者が同席する。 

 

マドゥロ大統領がメキシコ、チリ、パラグアイの外相が

交渉に同席することを認めたのは我々にとって重要な

進展である。 

 

１２月１日、２日に交渉を行いベネズエラの変革に必要

な条件を獲得する。我々の交渉団にはビセンテ・ディア

ス（選挙専門家）、グスタボ・ベラスケス（政治学者）も

アドバイザーとして参加する 

 

この対話プロセスに反対する者も巻き込んで、我々は対

話の道を強化する。自由で公正な選挙の条件を獲得する

ために対話を行う。 
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「米州機構 国際司法裁判所への提訴を検討」           

 

１１月１６日 米州機構はマドゥロ政権を人道に対す

る犯罪で国際司法裁判所に訴えるべきかの検討会を開

催した。 

 

同様の趣旨の検討会はこれまで２回開催しており、今回

で３回目になる（１回目の会合は「ベネズエラ・トゥデ

イ No.34」９月１５日付「元食糧相 米州機構で政府の

実態を証言」を参照。２回目の会合は「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.47」１０月１７日付の記事参照）。 

 

会合ではレオポルド・ロペス氏への有罪求刑を強要され

たとして国外に逃亡したフランクリン・ネービス元検事

総長が発言した。 

同氏は、 

「レオポルド・ロペス氏は９つの罪で有罪を宣告された

が、そのような犯罪は確認できなかった。 

 

裁判プロセスに必要なレオポルド・ロペス氏側の弁護団

との会合を開くことは禁止されていた。 

 

検察庁や犯罪科学捜査班（CICPC）の放火事件とレオポ

ルド・ロペス氏を関連付けるようオルテガ・ディアス元

検事総長から命令があった。」 

など当時の検察庁の内情について告発した。 

 

他にも、２０１７年７月から米国に亡命しているアンソ

アテギ州も元レチェリア市長グスタボ・マラカノ氏、同

じく亡命した元チャカオ市長のラモン・ムチャチョ氏、

反政府デモで息子が死亡した父親が証言。マドゥロ政権

を国際司法裁判所に訴えるよう要請した。 

 

なお、オルテガ元検事総長は現在反政府派に回り、マド

ゥロ大統領を国際司法裁判所に提訴することを支持す

ると発言している。 

 

「野党新連合の構成議員リスト」               

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.59」１１月１４日付の記事

で一部の野党議員が「７月１６日」という新連合を組織

したことを紹介した。 

 

同組織に所属する主な議員は以下の通り。彼らは野党の

主要政党よりも過激なスタンスを持つ議員で、今後の動

向が注目される。 

 

＜７月１６日連合 代表＞ 

・リチャード・ブランコ議員 

 

＜７月１６日連合 主な幹部＞ 

・フアン・パブロ・ガルシア議員 

・ビアヒオ・ピレーリ議員 

 

新しい連合は１３名の野党議員で構成されている。 

 

 
（写真）ユニオン・ラジオより抜粋 

“リチャード・ブランコ７月１６日連合の代表。 

同氏の所属は自宅軟禁にされている元カラカス首都区

長のアントニオ・レデスマ氏の国民勇猛党（ABP）” 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
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経 済                       

「ISDA 国債、PDVSA 社債のデフォルト認定」            

 

１１月１６日 米国ニューヨークで国際スワップデリ

バティブ協会（ISDA）がベネズエラ国債、PDVSA 社債

の債券支払いで信用イベントが発生したかどうか（デフ

ォルトしたかどうか）を協議した。 

 

本協議は１３日（月曜）に結論を出す予定だったが、１

４日（火曜）に延期され、更に１６日（木曜）に決定が

持ち越されていた。 

 

最終的に ISDA の委員会メンバー１５社は全会一致で

信用イベントが発生したことを認識した。今後の対応に

ついて米国時間の１１月２０日３時に協議する予定。 

 

ISDA がデフォルトを認定すると、デフォルトが起きた

際に損失を補てんする保険的な役割を果たすクレジッ

ト・デフォルト・スワップを購入していた権利者は損失

を補てんしてもらえる。この補てん率は２０日以降の会

合で議論される予定。 

 

格付会社のデフォルト認定など「デフォルト」は様々な

組織が認定するが ISDA のデフォルト認定は、実際にお

金が動くためデフォルトの中でも注目度の高い決定だ

ろう。 

 

一方で、ベネズエラ国債、PDVSA 社債で CDS をかけ

ている金額は、同国が発行している債券全体から見ると

少額で、影響は限定的との意見も出ている。 

 

また、デフォルト認定されたが、ベネズエラ政府、

PDVSA 引き続き支払い意志がある。着金していない理

由は制裁で送金手続きが遅れているだけとの議論もあ

り、当面は今後の様子を見守る必要がありそうだ。 

 

 

「S＆P 債務履行を継続しても状況は危機的」        

 

格付会社 S＆Pのアナリストはベネズエラの情勢につい

て、 

 

「ベネズエラは支払い資金をかき集め、デフォルトを避

けることは可能だ。しかし、状況が悪いことは変わらな

い。 

 

ロシアと約３１億ドルの債務再編に合意したが、ベネズ

エラが抱える債務規模からすれば、今後の支払い懸念を

払しょくできるようなものではない。 

 

仮にデフォルトが法的な問題に発展すると、保険の受け

取りが始まり、対外資産が差し押さえられる。 

 

ベネズエラの政治経済の方針は何年も前から変わって

いない。過去の経験から考えれば、方針に変化が起きる

とは考えていない。 

 

これまでにアルゼンチンが大規模なデフォルトを起こ

したが、ベネズエラは米国が制裁を科している段階でデ

フォルトを起こしている。歴史的にも唯一のケースだ。

これまでの債務再編よりも不確かなプロセスになるだ

ろう。 

 

ベネズエラは米国に差し押さえが可能な多くの対外資

産を持っている。まずは Citgo の差し押さえが起きるだ

ろう。」と言及した。 

 

S＆P はベネズエラ国債の格付けを SD に格下げしてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.59」１１月１４日付の

記事参照） 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
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「中国政府 ベネズエラの債務履行能力を信頼」        

 

１１月１６日 中国外務省報道官はベネズエラ政府の

債務履行能力を信じているとコメントした。 

 

１５日にベネズエラ政府がロシア政府と債務再編で署

名を交わした件に関連して中国人記者が、外務省報道官

に「中国政府は支払いに懸念を感じているか？」と質問

した。 

 

同質問に対して、 

「ベネズエラ国民と政府は適切に自国の債務問題に対

処する能力があると信じている。」 

と回答した。 

 

BBVA Research は同社のレポートで、ベネズエラは２

０１２年～２０１６年にかけてラテンアメリカの中で

最も中国から借入をした国だと分析している。 

 

中国によるラテンアメリカ地域への銀行信用は合計で

７６９億ドル。ベネズエラはこのうち３４％（２６１．

５億ドル相当）で最も多く、次いでブラジルが３３％、

エクアドルが１６％とのこと。 

 

それ以前の２００５年～２０１１年の間ではベネズエ

ラはラテンアメリカの借入額全体の５７％（３６７．１

億ドル）だと述べている。 

 

「ジャマイカ政府 Petrojam の株式購入を検討」         

 

ジャマイカ政府は PDVSAの関係会社 PDV Caribeが保

有している Petrojam の株式４９％を購入する検討をし

ている。 

Petrojam はペトロカリベのスキームで組織された合弁

会社（ペトロカリベについては「ウィークリー・レポー

ト No.18」と「ウィークリー・レポート No.20」参照）。 

 

８月に米国がPDVSAを含めたベネズエラ政府組織への

制裁を決めたため、今後PDVSAが株式を所有している

Petrojamのオペレーションに影響が出るのではないか

との懸念が生じているためだ 

 

ジャマイカの科学産業技術相は 

「ベネズエラ政府による支援に深く感謝している。ジ

ャマイカ政府は我々の資産のオペレーションを救済す

るために必要な措置を検討しなければならない。」と語

った。 

 

 

（写真）Petrojam 

 

「IMF のベネズエラ代表 ラモン・ロボ氏兼任」        

 

２０１７年１１月１４日付官報にてラモン・ロボ中央銀

行総裁が IMF のベネズエラ代表に任命された。ロボ氏

は中銀総裁職と IMF 代表を兼務することになる。 

 

基本的に IMF のベネズエラ代表は中央銀行総裁が担う

もので、今回の兼務は過去の慣例に従った任命と思われ

る。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf

