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（写真）野党連合（MUD） “政府との対話再開を発表するルイス・フロリダ国会議員” 

 

 

２０１７年１１月８日（水曜） 

 

政 治                   

 「制憲議会 嫌悪取締法を承認」 

「欧州連合 ベネズエラへの制裁内容に合意」 

 「外相 マドゥロ大統領が再出馬すると発言」 

 「ファルコン元州知事 大統領選の出馬を示唆」 

 「ベネズエラ ユネスコのボードメンバーに就任」 

経 済                   

 「ロシア ベネズエラとの債務再編合意を発表」 

 「PDVSA２０１７年社債の支払いに暗雲」 

「米国政府 債務再編交渉への参加について発言」 

「中国格付会社もベネズエラの債務不履行を警戒」 

２０１７年１１月９日（木曜） 

 

政 治                   

 「野党連合 与党との対話を宣言 

～対話予定日は１１月１５日（水）～」 

 「米国 ベネズエラ政府関係者１０名を追加制裁」 

経 済                   

 「１０日 PDVSA２０１７社債のデフォルト 

 について協議 ～DTC 支払通知の憶測～」 

 「カラカス電力社債 利払い確認できず」 

 「証券関係者 制裁対象者は会合に参加しない」 

 「PDVSA スイスに会社を設立」 

 「PDVSA インド石油会社への支払い遅延」 
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２０１７年１１月８日（水曜）             

政 治                       

「制憲議会 嫌悪取締法を承認」            

 

１１月８日 制憲議会は発足当初から成立を目指して

いた「嫌悪流布の取締りと寛容と平和的共存の法（以下、

嫌悪取締法）」をついに承認した。本法の詳細は官報で

既に公開されている（オリジナルの法律文）。 

専門家からは「表現の自由を侵害する最終段階に入った」

と非難する声もある。本法律は２５条で構成されている。 

 

 

第１～６条は、平和的な共存は憲法に定められた国民の

権利であることを宣言する内容。 

 

第７～１０条は、教育の分野で、暴力や嫌悪を招くよう

な行動をコントロールすると言及している。 

９月２１日を「平和の日」とし、毎年５月を「平和と共

存と不寛容との闘いの月」としている。 

 

第１１条では、政治政党、社会団体が嫌悪感を招くよう

な行動を行うことを禁止している。 

 

第１２～１４条では、情報発信の規制について言及して

いる。 

国民の対立を招くような宣伝やメッセージの発信を禁

止する。公的セクター、民間セクター問わず、テレビ、

ラジオ、有料放送では１週間に３０分以上、平和と共存

を訴える宣伝を流すことを義務付ける。 

 

第１５～１９条では、「平和的な共存委員会」について

言及している。 

「平和的な共存委員会」の存在目的、権限、構成員、公

民とわず関係者は同委員会に協力する義務について説

明されている。 

 

なお、「平和的な共存委員会」の構成員は以下の１５人。

委員会のメンバーは制憲議会が承認する。 

 

1. ３名は制憲議会のメンバー 

2. 教育分野の大臣職 

3. 高等教育分野の大臣職 

4. 内務司法省分野の大臣職 

5. 情報通信分野の大臣職 

6. 最高裁判庁の長官 

7. 検察庁の検事総長 

8. 護民官 

9. 会計監査総長 

10. 選挙管理委員会の代表 

11. ３名の平和的な共存を推進する社会団体構成員 

 

第２０～２５条は違反者への罰則について言及してい

る。 

 

この法律に違反した者は１０～２０年の禁固刑。違反し

た結果、他者に被害が及んだ場合は、罪は更に重くなる。 

また、嫌悪を招くような情報の流布に協力したマスコミ

についても罰則の対象になる。 

罰金は５０，０００～１００，０００UT（２０１７年

は１，５００万～３，０００万ボリバルに相当）。加え

て、ウェブサイト閉鎖や刑事罰の対象となる。 

 

法律に抵触するような情報を公開しているマスコミに

は官報公開から６時間以内に該当する情報を削除する

よう定めている。 

 

 

本法令が徹底されれば国内での野党や反政府系のマス

コミによる情報発信が著しく制限されるだろう。一方で、

隣国のコロンビアやマイアミなどからベネズエラの情

報が配信されると思われ、情報自体がなくなることはな

いと想像される、 
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この法令はデルシー・ロドリゲス制憲議長から、最高裁

判所のマイケル・モレノ長官、検察庁のタレク・ウィリ

アム・サアブ検事総長に渡された。 

 

 

（写真）制憲議会ツイッター 

 

「欧州連合 ベネズエラへの制裁内容に合意」         

 

欧州連合関係者は、欧州常設委員会で加盟国２８カ国の

代表が、ベネズエラへの制裁の内容について合意したこ

とを明らかにした（AFP 情報）。 

 

制裁は、ベネズエラの民主主義を阻害するベネズエラ政

府関係者の欧州域内の入国禁止、資産凍結に加えて、鎮

圧に使用される武器などの輸出を禁止する内容も含ま

れているようだ。 

 

関係者によると、 

「現在は制裁を制度化させるための事務手続きを進め

ている段階で、来週の１３日（月曜）に具体的な動きを

見せるだろう。 

 

制裁は、徐々に厳しい内容になる方針。制裁対象を限定

しており、制裁を解除する可能性もある。欧州連合はベ

ネズエラを窒息させる意図はない。」 

とコメントしている。 

 

 

「外相 マドゥロ大統領が再出馬すると発言」                 

 

ホルヘ・アレアサ外相は、ウルグアイの政党フレンテ・

アンプリオと会合し、 

「２０１８年の大統領選ではマドゥロ大統領が再出馬

する」と伝えた。 

 

また、現在の政治情勢についてアレアサ外相や関係者は 

「制憲議会選挙は大成功だった。右派が過激な暴力行為

を引き起こし、投票を阻害するような罠をかけたが多く

の国民が投票した。州知事選の結果もベネズエラの民主

主義が勝利したことを証明した。 

もちろん、ベネズエラの情勢は引き続き厳しい。諸外国

から制裁を受けているが、ベネズエラの食料、医薬品な

ど物資不足を解決しなければいけない。」 

と分析している。 

 

ウルグアイの「フレンテ・アンプリオ」は左派政党でム

ヒカ元大統領が所属している政党。現在はベネズエラ政

府を支持するような発言は控えているが、故チャベス元

大統領が存命中はベネズエラとの関係は良好だった。 

 

「ファルコン元州知事 大統領選の出馬を示唆」             

 

発展進歩党（AP）党首のヘンリー・ファルコン氏は民放

のインタビュー番組に出演し、１２月に行われる市長選

への参加を非難する野党政党の姿勢に疑問を呈した。 

 

「一部の野党政党は市長選には参加しないと言い、同時

に大統領選には参加すると言っている。彼らは街頭での

デモを訴え、選挙に参加し、そして今では選挙への不参

加を訴えている。 

国民は彼らの言っていることを理解できない。一貫性の

ない主張が、問題解決の方法をあいまいにし、社会を不

安定にする。選挙での解決を求めている国民はフラスト

レーションを感じている。」と答えた。 
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AP は政権に近い政党なのかとの質問に対して 

「我々は発足当初から常に自分たちの原則を守ってい

る。国民の問題解決に必要な対話には常に参加している。

また、これまで全ての選挙に参加してきた。これが民主

主義を擁護するAPの戦い方だ。」とコメントしている。 

 

「ベネズエラ ユネスコのボードメンバーに就任」         

 

１１月８日 アレアサ外相はベネズエラが国連ユネス

コのボードメンバーに選ばれたと発表した。 

 

「ベネズエラとキューバおよび米州ボリバル同盟諸国

が国連ユネスコのボードメンバーに選ばれた。 

ベネズエラとキューバをユネスコのボードメンバーに

推薦した国の数はアルゼンチン、コロンビア、コスタリ

カ、ペルーを越えた。各国の支援に感謝する。帝国主義

に対抗する我々の勝利だ。」とツイッターで投稿した。 

 

南米カリブ海地域で選ばれたボードメンバーは、２国の

他にサンビセンテグラナディン諸島、グラナダ、ジャマ

イカ、サンタルシアの４カ国。２０１７年～２０２１年

まで同組織のボードメンバーを務める。 

 

 

 

経 済                       

「ロシア ベネズエラとの債務再編合意を発表」          

 

１１月８日 ロシアのアントン・シルアノフ財務相はマ

スコミに対してベネズエラと債務再編の条件で合意し

たと発表した。 

 

「ベネズエラ政府と債務再編で合意した。ベネズエラ側

は先だって交渉した条件を受け入れた。」 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.52」１０月２７日付の記事

でもロシア側がベネズエラとの債務再編条件に大筋で

合意したと発言していた。 

 

報道によると、新しい債務返済内容の署名は１１月１５

日（水曜）に実施されるようだ。 

 

「PDVSA２０１７年社債の支払いに暗雲」        

 

１１月２日にマドゥロ大統領は、同日に満期を迎えた社

債の元本１１．２億ドルおよび利息を支払うと発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.54」１１月２日付の記事）。 

翌３日には PDVSA も自社のウェブサイトで支払い手

続きの開始を発表していた。 

 

しかし、１１月８日（水曜）時点では同社債の元本は投

資家の手元に着金したという報道および意見も出てい

ない。 

 

ロイター通信の情報によれば、PDVSA は、複数回に分

けて元本返済用の資金を送金しているとの話はあるが、

債権者の懸念が拡大している。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月８日～１１月９日報道           No.０５７   ２０１７年１１月１０日（金曜） 

5 / 8 

 

「米国政府 債務再編交渉への参加について発言」          

 

米国財務省は米国の投資家に対して、米国の制裁リスト

に入っている人物との取引することは問題があり、罰則

を科せられる可能性がある。との見解を示した。 

 

「８月２５日にトランプ大統領が署名した金融制裁で

は交渉への参加を禁止していない。しかし、どのような

内容であれ個人制裁リストに入っている人物との合意

には禁止されている。 

 

米国民はベネズエラ政府との関係を持つにあたり制裁

対象者との直接、間接的な取引の合意に注意しなければ

いけない。 

 

違反者には最大で３０年の禁固刑と５００万ドルの罰

金が科せられる。違反者が組織であれば罰金は最大で１，

０００万ドルになる。」と説明した。 

 

米国および英国の証券関係者のコメントでは 

「ニューヨーク、ロンドンの投資家でベネズエラ政府の

招待に応じた人物がいるという話は聞いていない。」と

答えている。 

 

１１月１３日 アイサミ副大統領は債権者に対して債

務再編に関する話し合いをカラカスで行うと呼びかけ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.55」１１月３日付の記

事参照）。 

 

ベネズエラ側の交渉メンバーには、アイサミ副大統領と

シモン・セルパ財務経済相がおり、２名は米国から個人

制裁されている。 

 

 

 

 

 

「中国格付会社もベネズエラの債務不履行を警戒」        

 

中国の格付会社 Dagong Global Credit Rating Co.Ltd は

マドゥロ大統領の発言を受けて、ベネズエラ公社債の見

通しを下方修正すると発表した。 

 

同社による発表（英語）は以下で確認できる。 

「Venezuelas Sovereign Credit Rating on the List of 

Negative Reviews」 

 

「債務再編交渉の開始を受けて、ベネズエラ政府の債務

履行能力に強い懸念が生じている。 

 

ベネズエラの外貨準備は同国の対外債務総額の約１

０％だ。２０１８年６月までにベネズエラ政府は自国の

対外債務の支払いで外貨準備の２１％を使用する。更に

２０１８年６月までに PDVSA が支払わなければなら

ない債務利息は外貨準備の１０．５％に上る。 

短期的な債務履行は可能だが、長期的には債務を履行し

続けることは困難だと認識している。ベネズエラの債務

支払い原資に懸念があるうちは、自国経済を成長させる

ことは出来ないだろう。」ともコメントしている。 

 

２０１７年１１月９日（木曜）             

政 治                       

「野党連合 与党との対話を宣言               

     ～対話予定日は１１月１５日（水）～」        

 

１１月９日 国会のルイス・フロリダ外交政策委員長は

記者会見にて、マドゥロ政権と対話を持つ用意が出来た。

と発表した。 

 

「我々は政府との対話を開始することに合意した。我々

の第一目的は、透明性の高い選挙を実現するための条件

を形成することだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
http://en.dagongcredit.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=20&id=4927
http://en.dagongcredit.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=20&id=4927
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危機の解決には選挙がポイントになるが、同時に人道支

援措置についてもテーマにする。 

加えて、政治犯の釈放と国会の権限回復についても訴え

る。会合はドミニカ共和国で開催する。対話の進展を保

証するために与野党が推薦する国が交渉に付き添う。」 

 

フリオ・ボルヘス国会議長も記者会見を開き、 

「我々は諸外国との対話を継続し、国民が選挙に信頼で

きる環境を作る方法を検討してきた。チリ、メキシコ、

パラグアイの付き添いで対話の信頼性を保証する。」と

発言している。 

 

この発表に野党支持者がツイッターで非難の声を上げ

ている。また、野党中でも過激派として知られるベンテ・

ベネズエラのマリア・コリナ・マチャド党首は野党連合

の発表を強く非難している。 

 

与党側の対話窓口に任命されているホルヘ・ロドリゲス

情報通信相は、自身のツイッターで与野党対話は１１月

１５日（水曜）にドミニカ共和国で開催されると発表し

た。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相ツイッター 

 

「米国 ベネズエラ政府関係者１０名を追加制裁」           

 

１０月９日 米国政府は州知事選で不平等な選挙を行

い、民主主義を侵害したとして、ベネズエラ政府関係者

１０名に制裁を科した。 

 

 

制裁リストの対象者は、米国域内での資産が凍結され、

米国への渡航が禁止される。また、米国民との取引も禁

止される。 

 

新たに制裁リストに加わったのは以下の１０名。 

 

1. サンドラ・オブリタ選挙管理委員会（CNE）役員 

2. ソコロ・エルナンデス CNE 役員 

3. エルネスト・ビジェガス文化相 

4. ホルヘ・マルケス大統領府担当相 

5. フレディ・ベルナル都市農業相 

6. エルビス・アモロソ制憲議会第２副議長 

7. イサイアス・ロドリゲス在イタリアベネズエラ大使 

8. マニュエル・フェルナンデス CANTC 社長 

9. カルロス・キンテロ CNE 役員代理 

10. カルロス・オソリオ元食糧相 

 

経 済                        

「１０日 PDVSA２０１７社債のデフォルト      

   について協議 ～DTC 支払通知の憶測～」          

 

本号「PDVSA２０１７年社債の支払いに暗雲」で１１

月２日に期限を迎えた社債の着金が遅れている点につ

いて言及した。 

 

この支払いは１１月９日時点でも投資家に着金してい

ない。国際スワップ・デリバティブス協会（ISDA）は１

１月１０日（金曜）に PDVSA がデフォルトに陥ったか

どうかを協議する。 

 

この協議で債務不履行したと判断されると、デフォルト

保険クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）で保険

をかけていた投資家が保険の求償を求めることが出来

るようになる。これが起きてしまうと本当に一大事だ。 
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一方で、米国の決済機関 DTC が投資家に対して

PDVSA社債の支払い完了を通知する準備を進めている

との報道もあり、デフォルト宣言を避けられる可能性も

引き続き残されている。 

 

「カラカス電力社債 利払い確認できず」         

 

カラカス電力社債、利息２，７６０万ドルの返済予定日

は１０月１０日だった。同社債は約束日から３０日遅れ

てもデフォルトと認識されない猶予期間（グレースピリ

オド）が設定されている。 

 

よって、カラカス公社債は１１月９日まで利息の支払

いが遅れてもデフォルトにならないと認識されてい

る。 

 

１１月２日にマドゥロ大統領が債務再編を宣言してか

らベネズエラ公社債の利払いが停止しており、９日の

カラカス電力社債の利払いは行われるかどうか注目さ

れていたが、同日時点で支払いに関するアナウンスは

されていない。 

 

カラカス電力社債以外に、ベネズエラ国債、PDVSA 社

債ともに本来は１０月に返済予定だった利払いが遅延

しており、支払い猶予期間（グレースピリオド）の３０

日も使い果たそうとしている。 

 

ブルームバーグの記者が「PDVSA は２０１７年に予定

している債務を約束通り遅行するか？」とシモン・セル

パ経済財務相に質問したところ、同氏より 

 

「投資家は１３日（月曜）の会合に出席しなければいけ

ない。そこで全ての情報を明らかにする。それまでは詳

細を答えることは出来ない。」と答えた。 

 

 

 

「証券関係者 制裁対象者は会合に参加しない」        

 

１１月１３日に実施される債権者との会合には様々な

憶測が飛び交っている。 

 

ベネズエラ国内の証券会社は 

「ベネズエラ政府は、米国政府に制裁されている人物

（タレク・ウィリアム・サアブ検事総長とシモン・セル

パ経済財務相）は月曜の会合に参加しない。と約束して

いる。」とコメントした。 

 

ロイターによると、ニューヨークの投資家も同様の話を

ベネズエラ政府から得ているようだ。米国の債権者は制

裁を理由に交渉への参加を躊躇しており、ベネズエラ政

府側が譲歩していると見る関係者もいる。 

 

「PDVSA スイスに会社を設立」            

 

PDVSA はスイスにオフィスを設立した。 

 

PDVSA の関係者による匿名の情報によると、PDVSA

のネルソン・マルティネス総裁が口座開設のために９月

中旬にジュネーブに出張した。ようだ。 

 

出張の数日後の９月２９日、チューリッヒに Jetmir 

Demiri 氏を代表とする PDVSA AG が設立した。同社

の事業は機械、コンピューター機器・部品の国際取引で

資本金は１０万ドルで登記されている。 

 

スイスは欧州に位置し、投資保護に関する法律も確立さ

れ、金融的な拘束も比較的少ないとされている。 

ブルームバーグは、米国による制裁の影響を避け、金融

オペレーションを継続するために同国に口座を開設し

たと報じている。 
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「PDVSA インド石油会社への支払い遅延」              

 

ロイターによると、PDVSA はインドの国営石油会社

ONGC（Oil and Natural Gas Corporation Limited）へ

の支払いが６カ月間遅れているようだ。 

ONGC の外国事業を行う ONGC Videsh は詳細につい

ては延べなかったが、PDVSA の事業で問題があること

は認めている。 

 

匿名の情報提供者からロイターが得た情報によると 

「PDVSA は今年４月から ONGC への支払いを停止し

ており、ONGC へ支払うべき配当は５．４億ドルに達

している。今年１月にはガスプロムバンクが１，９７５

万ドルを ONGC に支払った。この支払いは PDVSA の

未払い分だった。」とコメントした。 

 

１１月９日にONGCの P.K.Raoダイレクターはベネズ

エラ産原油の精製について相談するため、デル・ピノ石

油相と会合をした。 

 

 

（写真）デル・ピノ石油相ツイッター 

“インド ONGC と会合するデル・ピノ石油相” 

 

以上 

 


