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（写真）シモン・セルパ経済財務相ツイッター “１３日に投資家と会合を行うパラシオ・ブランコ（白宮殿）” 

 

２０１７年１１月１０日（金曜） 

 

政 治                    

 「専門家 EU の武器輸入禁止措置 効果薄い」 

「CAUSA R 野党のプレ大統領選実施を求める」 

「西 カタルーニャ問題でベネズエラ関与を非難」 

経 済                    

 「トラスティ カラカス電力社債をデフォルト認定」 

 「ISDA PDVSA デフォルト協議を月曜に延期」 

社 会                    

「世界の危険都市トップ１０のうち４都市入り」 

「今年のミス・ベネズエラはデルタアマクロ州候補」 

２０１７年１１月１１日（土曜） 

 

政 治                    

 「野党連合 １５日の交渉延期を発表」 

 「アルマグロ事務局長 人権侵害報告書を受理」 

 「野党が国連会合の延期を求めたとの噂流れる」 

経 済                    

 「経済財務相 投資家に会合参加を促す」 

 「PDVSA 中国企業とガスダクト建設で合意」 

 「PDVSA トリニダードトバゴとのガス計画」 

 「原油価格 １バレル５５．６ドル」 
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２０１７年１１月１０日（金曜）             

政 治                       

「専門家 EU の武器輸入禁止措置 効果薄い」       

 

１３日（月曜） 欧州連合はベネズエラ政府への制裁措

置について議論する予定（「ベネズエラ・トゥデイ No.57」

１１月８日付の記事参照）。 

 

制裁にはベネズエラ向けの軍事品輸出の禁止も含まれ

るようだ。 

 

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は武器輸出の

禁止措置がベネズエラに与える影響は限定的だと分析

している。 

 

ベネズエラは、ここ５年間、軍事品の９０％を中国とロ

シアから輸入している。 

そもそも、ベネズエラは原油価格の下落により輸入を極

端に減らしている。２０１６年の武器輸入は２００７年

と比べて７０％減少している。 

 

武器の輸出大国であるロシアはベネズエラの武器輸入

の６５％超を占めている。次いで中国、ウクライナと続

く。 

 

欧州ではオランダ、オーストリア、スペインの３国だけ

がここ数年の間にベネズエラへ武器を輸出した欧州連

合加盟国。 

 

しかし、スペインは２０１４年から催涙弾など暴動対策

用品の輸出を禁止している。 

２０１２年までスペインの武器輸出会社にとってベネ

ズエラは主要な顧客だったが、２０１４年に大衆意志党

（VP）のレオポルド・ロペス党首が呼びかけた反政府

デモの鎮圧に使用されたことを受けて、ベネズエラ向け

の武器輸出の自粛措置をとった。 

今でも武器輸出の自粛措置は継続しているが、船舶関連

の用品は輸出している。とは言え、金額は少なく２０１

５年は１，０００万ユーロ、２０１６年は３００万ユー

ロに留まっている。 

 

また、ここ３年間でオーストリアはベネズエラに D-40

型飛行機６機を販売した。オランダはレーダー機をベネ

ズエラ向けに複数販売している。 

 

イタリアは２０１２年からベネズエラに武器は輸出し

ていない。 

ドイツは２０１４年からベネズエラ向けに武器を輸出

していない。 

 

このように欧州連合とベネズエラの武器取引関係は希

薄で、実質的な影響はほとんどないと言える。 

 

 

２０１７年１１月１２日（日曜） 

 

政 治                   

 「与野党交渉 与党の目的は融資の承認 

～一部野党は交渉再開を非難～」 

 「亡命最高裁判所 発足から１カ月が経過」 

 「チリ国会 ゲバラ議員の免罪特権停止を非難」 

経 済                   

 「大統領 １３日に投資家４１４人が参加 

～債務を払い続ける意思があることを強調～」 

社 会                   

 「日本 最も残忍な死刑を行う国」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
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「CAUSA R 野党のプレ大統領選実施を求める」         

 

野党政党 La CAUSA R のイグナシオ・グエデス秘書長

は同政党のアンドレス・ベラスケス党首を野党の大統領

選統一候補にするべきだと発言した。 

 

イグナシオ・グエデス秘書長は記者会見で 

「アンドレス・ベラスケス党首は選挙管理委員会（CNE）

の不正行為を非難し、偉大な働きをした。La CAUSA R

はプレ大統領選ではアンドレス・ベラスケス党首を推薦

する。」と発表した。 

アンドレス・ベラスケス氏が野党連合の大統領候補にな

る可能性がある点については以前から噂されていたが、

今回の発表で正式に出馬意向を示したと言える。 

ただ、同氏は全国レベルでみれば人気はほとんどない。

与党と対峙する候補としては心もとない。 

 

グエデス秘書長は２０１８年２月に大統領候補を決め

るためのプレ選挙を行うよう提案した。また、他の政党

にもプレ大統領選の検討を開始するよう呼びかけた。 

 

なお、与野党交渉について、ルイス・フロリダ議員は野

党連合が一致して与野党交渉を始めることに合意した。

と説明したがアンドレス・ベラスケス党首は与野党交渉

に反対している。 

 

「また同じ轍を踏むのか？誰が交渉の再開に合意し

た？いつまで隠れて対話を続けるのか。もし勝利したい

のなら国民にもっと明確に話せ。」（アンドレス・ベラス

ケス党首ツイッター） 

 

「西 カタルーニャ問題でベネズエラ関与を非難」                 

 

スペイン政府のメンデス・デ・ビゴ報道官はカタルーニ

ャの独立問題にロシアとベネズエラのハッカーが介入

し、事実を歪曲した情報を流していたと非難した。 

 

「明らかにハッカーはカタルーニャの状況について事

実と異なった情報を流していた。これは重大な問題だ。

民主主義は新しい困難に直面している。」と発言した。 

 

メンデス・デ・ビゴ報道官は、本件についても１１月１

３日月曜に開催される非公式な国連安全保障理事会の

会合で取り上げると発言している。 

 

経 済                       

「トラスティ カラカス電力社債をデフォルト認定」          

 

カラカス電力社債のトラスティを務めるウィルミント

ン・トラスト・カンパニーがカラカス電力社債のデフォ

ルトを宣言した。 

 

トラスティは債券発行時に任命されるもので、デフォル

トに陥った場合に、債券発行者から独立した立場で債権

者の立場に立って問題解決を試みる役割を果たす。 

 

同社債の額面は総額で６．５億ドル。同額面の２５％相

当の債券保有者がまとまった場合、同組織に即時返済を

求めることが出来る。 

 

一方で１１月１０日にはカラカス電力社債の実質的な

支払い会社である国営電力公社がツイッターで 

「１１月８日に送金を行ったが、オペレーション上の問

題で時間がかかっている。」と投稿している。 

 

本件は１１月１３日の債権者との交渉でもテーマにな

ることが予想され、今後の動向に注目する必要がある。 
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「ISDA PDVSA デフォルト協議を月曜に延期」        

 

１１月１０日に国際スワップ・デリバティブス協会

（ISDA）は PDVSA２０１７年債がデフォルトに陥っ

ているか議論を行う予定だった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.57」１１月９日付の記事参照）。 

 

しかし、米国決済機関 DTC が支払い手続きを開始する

との連絡を債権者に通知したことを受けて協議は１１

月１３日に持ち越された。 

 

議論はニューヨークで開かれるため、結果が判明するの

は日本時間の１１月１４日（火曜）深夜になるだろう。 

 

仮にここで ISDA がデフォルトしたと認定した場合は

クレジット・デフォルト・スワップでデフォルト時の保

証料（プレミアム）を支払っていた債券保有者は事前の

合意に基づいて保険料が支払われる。 

 

PDVSA は１銘柄がデフォルトすると、他の銘柄も自動

的にデフォルトするクロスデフォルト条項が設定され

ている。つまり、PDVSA の全債権者が一斉に支払いを

求めることになり、大問題に派生するリスクがある。 

 

社 会                       

「世界の危険都市トップ１０のうち４都市入り」          

 

１１月１０日 政治リスク専門会社として知られるユ

ーラシアグループのイアン・ブレマー社長は自身のツイ

ッターで 

 

最も危険な国トップ１０（住民１０万人あたりの殺人発

生率が高い都市）と題したメッセージを投稿した。 

 

 

 

 

 

 

トップ１０のうち、４都市はベネズエラだった。 

 

・カラカスは１位。 

・マトゥリン（モナガス州）が６位。 

・シウダ・グアジャナ（ボリバル州）が８位。 

・バレンシア（カラボボ州）が９位。 

 

「今年のミス・ベネズエラはデルタアマクロ州候補」             

 

ベネズエラは前述の通り危険な国として有名だが、美女

の多い国としても知られている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.29」９月４日付けの記事の

通り１１月９日にミス・ベネズエラを決めるコンクール

が開催された。 

２０１７年のミス・ベネズエラはデルタアマクロ州候補

のステファニー・グティエレス氏（１８歳）が選ばれた。 

 

 

（写真）Maduradas “写真中央がグティエレス氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
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経済状況が悪いので昨今は別だが、基本的にベネズエラ

では美容整形が盛んだ。ミス・ベネズエラ養成校に入る

と整形手術が無料になるという話もある。 

 

ただ、身長だけは整形では治せないので、身長が高いこ

とはミス・ベネズエラ養成校に入る絶対条件のようだ。 

 

２０１７年１１月１１日（土曜）             

政 治                       

「野党連合 １５日の交渉延期を発表」         

 

１１月９日にルイス・フロリダ議員は与野党交渉を再開

すると発表、１５日に交渉が行われる予定だった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.57」１１月９日付の記事参照）。 

 

しかし、１１日に交渉を延期すると発表した。理由はベ

ネズエラ外務省から対話を見守る外国の保証人の件で

問題があるとの連絡があったためと説明した。どのよう

な問題があったのかははっきりと示されていない。 

 

ただ、与党側の保証人として付き添う予定のボリビア、

ニカラグアの保証人に問題が生じているようなニュア

ンスの発言をしている。 

 

９月に実施された与野党交渉の結果、今後は対話の進展

を保証する外国の保証人が同席し交渉を進めることで

合意している。野党側は保証人としてチリ、メキシコ、

パラグアイを指定。政府側はボリビア、ニカラグアを指

定している（当時の交渉は「ベネズエラ・トゥデイ No.33」

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

「アルマグロ事務局長 人権侵害報告書を受理」           

 

米州機構のアルマグロ事務局長は人権活動家のタマラ・

スジュ弁護士からベネズエラ政府による人権侵害行為

を訴えるレポートを受け取ったとツイッターに投稿し

た。 

 

２０１４年から現在までベネズエラ政府が行った組織

的な殺人や拘束をまとめた調査資料のようだ。 

 

アルマグロ事務局長は１１月１３日の国連安全保障理

事会の非公式会合に出席する予定だ。会合ではベネズエ

ラ政府が行っている人権問題を非難する予定で同資料

も参考として使用されることだろう。 

 

 

（写真）アルマグロ事務局長ツイッターより抜粋 

“左がアルマグロ事務局長、右がタマラ・スジュ氏” 

 

「野党が国連会合の延期を求めたとの噂流れる」              

 

１１月１３日に予定されている国連安全保障理事会の

非公式会合について、野党が会合の延期を求めたとの噂

が流れている。 

 

ディエゴ・アリア元ベネズエラ代表国連大使（反政府派）

は今回の会合をセッティングした人物の一人とされる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd1690b4a293877271286cf6cf29eb44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd1690b4a293877271286cf6cf29eb44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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アリア氏はツイッターに 

 

「野党連合は国連安全保障理事会の開催を妨げるため

に全力を尽くした。野党連合は協議の開催を拒否した。

そして、与野党交渉を優先させている。」 

「ドミニカ共和国で再び交渉を行う努力をしている。フ

ロリダ議員とボルヘス議員は現政権と対話を行うため

に他の野党党員に圧力をかけている。」と投稿した。 

 

ただし、野党連合は公式ツイッターで、以下の通りこの

噂を否定している。 

「野党連合は＠RoderickNavarro氏が公開した噂を否定

する。この噂は事実に基づいていない。１１月１３日に

国連安全保障理事会で人道支援を開始するために討議

が行われることを再確認する。」 

 

ルイス・フロリダ議員はこれまで与党との水面下での交

渉は行っていないと交渉の存在を否定してきた。しかし、

突然交渉の再開を発表した。 

また、野党連合が一致して交渉再開に合意したと発言し

たが、少なくともアンドレス・ベラスケス氏は交渉再開

に合意していないようだ。 

 

今回の野党連合の話も文面通り信じられないというの

が野党支持者の正直なところだろう。 

 

経 済                       

「経済財務相 投資家に会合参加を促す」            

 

タレク・エル・アイサミ副大統領は債務再編のための交

渉を１１月１３日にカラカスで開催すると発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.55」１１月３日付の記事

参照）。 

 

その後、交渉の内容について具体的な提案内容は公にな

っていない。 

 

１１月１１日 シモン・セルパ経済財務相は自身のツイ

ッターで１３日の会合は午後２時から大統領府ミラフ

ローレス前のパラシオ・ブランコ（白宮殿）で行うと投

稿した。 

 

また、ツイッターではベネズエラ政府および PDVSA の

債券保有者と交渉を行うと記載しており、招集対象は債

券保有者に限られていることが確認できた。 

 

 

（写真）シモン・セルパ経済財務相ツイッター 

 

「PDVSA 中国企業とガスダクト建設で合意」         

 

PDVSA と中国の China Petroleum Technology ＆ 

Development Corporation（CPTDC）はバルガス州タコ

ア地区の Josefa Joaquin Sanches Bautidas 工場をつなぐ

ガスダクトを建設することで合意した。 

 

１１月１０日には PDVSA のネルソン・マルティネス総

裁と CPTDC の Zhang Bin Hong 代表および Ace Heavy 

Industries 社の Richard Abouchedid 氏が建設のための

融資契約に署名した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
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マルティネス総裁は、 

「ガスダクトが完成し工場までガスが送られるように

なれば日量１万バレル相当のエネルギーが節約できる。」

と説明した。 

 

CPTDC は中国石油天然気集団（CNPC）の系列会社。 

CNPCはベネズエラに大量の融資を行い、Petromiranda、

Petrourica、Petrolera Sinovensa、Petrozumano で合弁

会社を持っている。 

 

 

（写真）PDVSA 

 

「PDVSA トリニダードトバゴとのガス計画」         

 

ガス精製ベネズエラ連盟（Avpg）は「ベネズエラとトリ

ニダードトバゴの天然ガス分野でのビジネス機会」と題

したカンファレンスをホテル・メリアカラカスで開催し

た。 

 

同イベントに出席したダグラス・ソサ石油省ガス担当次

官は 

「トリニダードトバゴとの共同プロジェクトで最も重

要な案件はドラゴン鉱区だ。PDVSA と Shell とトリニ

ダードトバゴのガス公社（NGC）が共同で行っている事

業で、両政府の協力によりガスを開発している。」 

と話した。 

両国はだいぶ前から共同プロジェクトを行っているが

具体的な成果は見えていないと思われる。 

 

「原油価格 １バレル５５．６ドル」        

 

１１月６日～１１月１０日のベネズエラ産原油の平均

価格は３６９．１８人民元／バレル。ドル建てでは５５．

６ドル／バレルで前週の５２．９ドルから２．７ドル上

がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４５．１９ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも１０．０４ドル

高い。また、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．

５４ドル高い。ベネズエラの経済情勢とは裏腹に、この

ところ原油価格は堅調に上昇している。 

 

 

 

２０１７年１１月１２日（日曜）             

政 治                        

「与野党交渉 与党の目的は融資の承認         

        ～一部野党は交渉再開を非難～」       

 

野党連合が１１月９日に与野党交渉の再開を発表した。

本号「野党連合 １５日の交渉延期を発表」の通り、野

党連合が交渉を延期するとしているため、実施は確定し

ていないが１１月１５日に交渉が行われる可能性があ

る。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１１月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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１１月１２日 マドゥロ大統領は自身のテレビ番組「コ

ンタクト・コン・マドゥロ」で与野党交渉は１１月１５

日に行うと発言している。 

 

「ついに成し遂げた。１１月１５日にドミニカ共和国で

与野党対話が行われる。与党からはホルヘ・ロドリゲス

情報通信相が参加し、野党からは複数の代表が参加する。 

 

野党連合からは第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、ベ

ネズエラ主導党（VV）、行動民主党（AD）、新時代党

（UNT）の代表が出席する。発展進歩党（AP）のヘン

リー・ファルコン氏は参加しない。 

 

問題は街頭での暴力行為ではなく、建設的な対話によっ

て解決しなければいけない。」と発言した。 

 

対話のメンバーにベネズエラ主導党（VV）が含まれて

いることに違和感を覚える。VV の党首マリア・コリナ・

マチャド氏は交渉に強く反対している。野党内部の結束

を乱すための政府の作戦ではないかと思われる。 

 

また、AP のヘンリー・ファルコン党首は野党連合に代

わる新しい連合を組織したいと考えている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.56」１１月６日付の記事参照）。野党

連合が主導する対話テーブルには乗る気がないと考え

られる。 

 

 

（写真）大統領府「コンタクト・コン・マドゥロ」 

 

また、野党は今回の交渉再開の目的は大統領選に向けた

信頼できる選挙制度の構築と人道支援にあるとしてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.57」１１月９日付の記

事参照）。 

 

では、与党側の目的は何だろうか。多くの野党政治家、

経済専門家らは与党が対話を再開させる理由は国会で

融資を承認させることにあると考えている。 

 

国家予算などベネズエラの国内問題は強引に押し通せ

るが、外国からの融資については強引に押し通せない。

投資する側としては投資するにあたり憲法に沿った方

法で融資をしないと、政権交代後に破棄にされる恐れが

あるからだ。 

 

ロシア政府が債務再編の条件として、国会による承認を

求めているという話もある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.52」１０月２７日付の記事参照）。また、仮に投資家

と債務再編について議論したとしても国会が融資を承

認しなければ話はまとまらない。 

 

これらの状況を踏まえて、政府側は国会の機能を回復さ

せることと引き換えに、融資の承認に協力するよう求め

ている可能性は大いにあるだろう。 

 

ボルヘス国会議長は 

「政府は対外債務の借り換えを可能にするために、経済

政策を見直す必要があり、国会の権限も返さなければな

らない。」 

と発言している。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
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「亡命最高裁判所 発足から１カ月が経過」         

 

７月２１日に野党多数の国会が３３名の最高裁判所判

事を任命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.10」７月２

１日付の記事参照）。その後、彼らは政府からの迫害に

合い国外に亡命するか、判事職を辞任し身を潜めている。 

 

一部の判事は１０月１３日に米州機構アルマグロ事務

局長の支援により並行最高裁を組織している（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.46」１０月１３日付の記事参照）。 

 

並行最高裁の長官を務めるミゲル・マルティン氏はそれ

ぞれの判事の現在の状況を説明した。米国ワシントンに

いるのは３名。４名はパナマで暮らしている。コロンビ

アには８名、チリには６名。他の判事の多くはマイアミ

など米国の地方都市に留まり、亡命申請をしている。 

亡命した判事らは１週間に一度、インターネットを通じ

て会合を開いている。また、ウェブサイトを構築してい

ることも明らかにした。 

 

マルティン氏は記者らに対して 

「我々がこのような形で仕事をしていることに満足し

ていると思うか？我々は存在するべき場所で仕事がし

たい。」と憤りをにじませた。 

 

同組織の発足から１カ月が経過したが、国外では国民へ

の訴求力は低い。制憲議会が違法な組織であると声明を

出しても、野党系のウェブサイトに一時的に掲載される

くらいで、混とんした日々の報道にかき消され、存在感

を示せないでいる。 

 

また、ベネズエラの一般市民は外国で暮らしたくても資

金が無い。故チャベス元大統領が毎日のようにエリート

層を非難した結果、外国に突然移動しても暮らせるよう

な経済基盤があるエリート層にある種の嫌悪感を持っ

ているのも彼らの支持が低い理由の一つだろう。 

 

「チリ国会 ゲバラ議員の免罪特権停止を非難」        

 

チリ国会はフレディ・ゲバラ国会第一副議長の免罪特権

はく奪を非難する声明を発表した。 

 

内容は以下の通り 

 

 

1. ２０１５年に実施された国会議員選挙の結果を受

けて国会は合憲的で完全な権利を有している。 

 

2. マドゥロ大統領は憲法３４７条を引用し、新憲法を

起草するよう発議し、８月４日に制憲議会を発足さ

せた。 

3. ８月に制憲議会は政令により国民の平和的な生活

を保障するため、国会の立法権を引き受けることを

決めた。 

4. １１月に最高裁はフレディ・ゲバラ国会第一副議長

の免罪特権のはく奪を制憲議会に申請し、翌月曜に

制憲議会がこれを承認した。 

5. １１月７日に国会は「制憲議会に免罪特権を奪う権

限はなく、同権限を保有するのは国会だけである」

として、制憲議会の決定を拒否している。 

6. この一連の決定を鑑みて制憲議会は国民の平和的

な生活を保障する存在になっていない。 

 

 

経 済                       

「大統領 １３日に投資家４１４人が参加         

  ～債務を払い続ける意思があることを強調～」            

 

１１月１２日 マドゥロ大統領は自身のテレビ番組「コ

ンタクト・コン・マドゥロ」で翌１３日に実施される債

権者との会合について言及した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ff10260bfb9a1514debe8fdf5b2ba5b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
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「１３日の会合には４１４人のベネズエラ債券投資家

が出席する。米国や欧州の銀行も含まれている。９１％

のベネズエラ債券保有者だ。 

 

第一回目の会合のテーマは「対外債務の再交渉と借り換

え」だ。中国とロシアは良い方向に進んでいる。今週に

はモスクワでロシア政府と再融資の文書に署名する。 

 

我々は債務を履行するために努力をしてきた。しかし、

オバマとトランプが支払いの継続を困難にしている。し

かし、ベネズエラは決してデフォルトには陥らない。

我々には戦略がある。その戦略は再融資と交渉だ。 

 

月曜の会合はアイサミ副大統領が主導する。カストロ・

ソテルド経済担当副大統領、シモン・セルパ経済財務相、

リカルド・メネンデス企画相、デル・ピノ石油相、ネル

ソン・マルティネス PDVSA 総裁、レイナルド・ムニェ

ス会計監査総長が出席する。」と発言した。 

 

マドゥロ大統領の発言には、いくつかポイントがある。 

 

まず１点目は、９１％が何を意味しているのか。ベネズ

エラ国債と PDVSA 社債を合わせれば合計で６００億

ドル超だ。４１４人では債務総額の９１％には及ばない

だろう。仮に債務額面９１％の投資家が集まっていると

すればほとんどの国債の債務再編は可能だ。ただ、この

数字は会合を大きく見せるための誇張表現で、あまり真

に受ける必要は無いように思う。 

 

２点目は「デフォルトには陥らない」という発言だ。ベ

ネズエラ国債、PDVSA 社債、カラカス電力公社債は利

息の支払いが遅れており、デフォルト寸前の状態だ。カ

ラカス電力社債に至ってはトラスティにデフォルトし

たと宣言されている。 

一方で、１３日の会合でベネズエラ政府側が自ら「今後

のベネズエラ公社債の支払いを停止する」という提案を

することはなさそうだ。 

 

３点目は、「会合にはアイサミ副大統領とシモン・セル

パ経済財務相も出席する。」と発言したことだ。この２

名は米国から制裁を受けており、米国の投資家は両名と

取引をすることは禁止されている。 

 

複数の証券会社関係者が、１３日の会合には両名は出席

しないと政府から連絡をもらっていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.57」１１月９日付の記事参照）。 

 

１１月１２日のタイミングで参加すると言われても、欧

州、米国から参加する投資家の多くはベネズエラに来て

いるだろう。後出しジャンケン作戦なのか、政府の意図

は定かではないが１３日には分かることだろう。 

 

社 会                       

「日本 最も残忍な死刑を行う国」          

 

ベネズエラの現地紙では時々、日本の情報が掲載される

ことがある。１０月に行われた衆議院選では「安倍大勝

利」というタイトルだが、記事に掲載されている写真は

枝野氏だったりする。 

 

今回は経済情報サイト「BANCAYNEGOCIOS」に

「Japon, el pais con la pena de muerte mas cruel（日本 

最も残忍な死刑を行う国）」と題した記事が掲載されて

いるので参考までに紹介する。 

 

ちなみにベネズエラに死刑制度は存在しない。 

 

ベネズエラ人の知り合いに「ベネズエラは犯罪が多く牢

屋に犯罪者が入りきらないから死刑制度を採用したら

どうか」と聞いたことがある。 

彼は「ベネズエラでは絶対に死刑制度があってはいけな

い。」と答えた。理由は、司法の判断に透明性がなく政

治的な理由で死刑に処されるからとのこと。十分に納得

する回答だった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
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未だに世界では、特定の犯罪に対して死刑を行う国が存

在する。多くの活動家が死刑制度の廃止を求めているが

いくつかの国では有効だ。日本も死刑制度を採用する国

の一つ。 

 

殺人など最高クラスの犯罪に適用される。日本では昔か

ら死刑が行われている。平安時代（７９４年～１１８５

年）には一時的に死刑制度が廃止されたが、源平合戦（１

１８０～１１８５年）の後に、死刑制度が再開された。 

 

日本では現在でも複数の殺人を犯した場合に適用され

る。そして死刑の方法は残忍なものだ。 

 

死刑宣告された加害者は、少なくとも６カ月間は死刑に

処されない。処刑に処される期間は特に決まっておらず

５年～７年間も処刑を待たされる場合もある。死刑宣告

された加害者の扱いは特別なもので基本的に外部との

接触は出来ない。死を待つ過程で気が狂うものもいる。 

 

翌日に死刑が決まると「最後に何が食べたいか？」と聞

かれる。実際の死刑執行は１時間程度で終了する。 

 

また、死刑囚の家族や弁護士は死刑が実行された後に、

死亡の知らせを受け取る。 

 

アムネスティインターナショナルは日本の残忍な司法

制度に強く反対している。 

 

 

筆者は死刑制度には詳しくないので記事が正しいかど

うかは分からないが、ベネズエラ側で日本がこのように

紹介され、そのように認識されることだろう。 

 

以上 

 


