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（写真）ラ米国際報道局テレスール “１１月１３日 債務再編交渉の会合” 

 

２０１７年１１月１３日（月曜） 

政 治                    

 「欧州連合 ベネズエラ政府への制裁を決定」 

「与党 与野党対話での外国による仲裁を拒む」 

 「国連非公式会合 関係各国のスタンスに亀裂」 

 「情報通信相 報道の統制について発言」 

経 済                    

 「投資家との対話 政府から具体的な提案無し」 

 「Fitch PDVSA を RD に格下げ」 

 「ブラジル パリクラブに訴えることを示唆」 

社 会                    

「ミスインターナショナル＠東京 ベネは第３位」 

２０１７年１１月１４日（火曜） 

政 治                   

 「一部議員が野党連合を離脱 新団体を結成」 

 「カタルーニャ偽報道の３０％はベネズエラから」 

 「ロサレス氏 制憲議会選前の交渉内容を発表」 

経 済                   

 「S＆P ベネズエラ債券を D/SD に格下げ」 

 「ISDA デフォルト認定の決定を再度延期」 

 「情報通信相 利払いの開始を発表」 

 「債務再編のために金融アドバイザーと契約」 

 「デフォルト認定を受けロスネフチの株価下落」 

「ベネズエラの産油量が引き続き減少」 
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２０１７年１１月１３日（月曜）             

政 治                       

「欧州連合 ベネズエラ政府への制裁を決定」       

 

１１月１３日 欧州連合はベネズエラへの制裁措置を

決定した。 

 

欧州連合２８カ国代表は 

「対話による平和的な問題解決をサポートするため、欧

州連合は全会一致でベネズエラへの制裁措置を決定し

た。」との声明を発表している。 

 

具体的な内容は、２点。 

 

1. 反政府デモの際に使用されるような武器、材料のベ

ネズエラ向け輸出の禁止。 

2. 人権侵害の原因となった個人・法人をブラックリス

トに入れる。ブラックリストに入ったベネズエラ政

府関係者は欧州域内への渡航が禁止され、資産を凍

結される。 

 

欧州連合の関係者は 

「今回の制裁措置は、徐々に厳しさを増していくことに

なる。民主主義の原則を守らない者や、人権侵害を行っ

た者に適用される。また、状況に応じて柔軟に対応する。

国の状況に改善が見られれば制裁緩和も起こりうる。」

とコメントしている。 

 

武器の輸出を禁止する措置はすぐに施行されるが、制裁

対象となる個人・法人については欧州の代表の中で意見

が異なっており、まだ具体的な制裁対象者は明らかにさ

れていない。 

 

 

 

 

欧州議会のアントニオ・タハニ議長は自身のツイッター

で 

「ベネズエラ政府への制裁は民主主義へ導く正しい選

択だ。」と投稿した。 

 

ベネズエラのアレアサ外相は欧州連合の制裁措置につ

いて、内政干渉にあたる行為だと発言している。 

 

「欧州連合が米国の戦略に加わった。何のための制裁

か？内政干渉を行い欧米主導の国に作り替えるためだ。 

 

武器の輸出を禁止するのであれば、カタルーニャの国民

投票の動きを力でねじ伏せたスペインにも同様の措置

をとるべきだ。」 

と非難した。 

 

現在のところ、制裁を科せられた具体的な関係者は決ま

っていない。また、ベネズエラの武器輸入の多くはロシ

アと中国と言われており、実質的な問題にはならない

（「ベネズエラ・トゥデイ No.58」１１月１０日付の記

事参照）。 

 

欧州連合の制裁措置は、現時点でいえば特段の被害はな

いと言える。 

 

「与党 与野党対話での外国による仲裁を拒む」         

 

政府側の与野党対話の窓口を務めるホルヘ・ロドリゲス

情報通信相は与野党対話に外国政府が立ち会うことは

ないと発言した。 

 

「外国政府らは条件を要求し始めた。我々は常に条件を

課すことなく対話を行うよう求めてきた。外国からの介

入行為は認めない。与野党の対話に付き添うのは内政干

渉者ではなく友人だ。」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9d768c593c89f2c45eafc947dece6537.pdf
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野党から交渉の延期が発表された際には、外国政府の立

会いについて与野党の見解に相違があると発言したも

のの、明確な理由は示されていなかった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.58」１１月１１日付の記事参照）。 

 

ロドリゲス情報通信相の発言を見る限りでは、与党側の

立会人（ボリビア、ニカラグア）が原因ではなく、野党

側の立会人（メキシコ、チリ、パラグアイ）で与野党の

意見が一致しなかったようだ。 

 

１１月１３日にはルイス・フロリダ議員が外国政府の立

会いが無ければ交渉は再開できないと改めて宣言して

おり、１５日に会合が行われる可能性は低くなった。 

 

なお、与野党対話の一連の動きで野党連合は亀裂を更に

深めたと言えるだろう。 

 

「国連非公式会合 関係各国のスタンスに亀裂」                 

 

１１月１３日 国連安全保障理事会の非公式会合でベ

ネズエラの状況について議論された。 

 

米国のニッキ・ハーレー国連大使は 

「ベネズエラは徐々に麻薬と暴力の国になりつつある。

ベネズエラの状況は一国の人権侵害の域を超え、世界の

安全保障の観点からも問題である。」と発言した。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長も会合参加各国に対し 

「いかなる国もベネズエラで起きていることを無視す

ることは出来ない。ベネズエラでは人権に対する組織的

な抑圧が行われている。殺人者や拷問者を擁護すること

はできない。」とベネズエラ政府への非難を強めること

を訴えた。 

 

他にも、反政府デモの際に起きた抑圧行為の詳細を説明

した（「ウィークリー・レポート No.13」参照）。 

 

米国が非難を強める一方で、同会合にはロシア、中国、

ボリビアなど現政権を支援する国は参加しなかった。 

 

米国のハーレー国連大使は、「同会合に参加しない複数

の国がいることを残念に思う。本来行うべきベネズエラ

への圧力の障害になる。」と中国、ロシアらに対する不

満を明らかにした。 

 

こられの国は会合に参加しなかっただけではなく、ベネ

ズエラ代表のラミレス国連大使が開いた米国を非難す

る声明の場に列席した。 

 

「ベネズエラ政府は、我々の国に不当に介入するために

米国が開催した非公式な会合を非難する。これは国連憲

章の自国主権の原則を侵害する行為である。 

ベネズエラは自国の憲法、法制度により自国の問題を解

決することが出来る。 

 

米国は、世界に向けて「ベネズエラが安全保障上の障害

であることを発信したい」という悪意を持って会合を行

っている。我々は世界の平和に対する脅威ではない。 

 

米国は死刑制度を維持し、拷問を行い、貧困層を抑圧し、

黒人、アラブ人への人種差別をしている。米国は人権擁

護を掲げることが出来るような国ではない。」 

と米国の姿勢を非難した。 

 

 

（写真）ラファエル・ラミレス国連大使ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9d768c593c89f2c45eafc947dece6537.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9d768c593c89f2c45eafc947dece6537.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
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「情報通信相 報道の統制について発言」             

 

１１月１３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は国営通

信委員会（Conatel）がソーシャルメディアに対して規

制をかけると発表した。 

ベネズエラは１１月８日に嫌悪取締法が制憲議会で承

認された（「ベネズエラ・トゥデイ No.57」１１月８日

付の記事参照）。 

 

同日、デルシー・ロドリゲス制憲議長は自身のツイッタ

ーで 

「差別に対抗し、共存と容認を促進する歴史的な法律の

内容を精査してほしい。憎悪を生み出す者は敗北する。」 

と投稿している。 

 

現段階では、具体的なアクションは表面化していないが、

今後は情報入手を阻害する動きが起きる可能性がある。 

 

経 済                       

「投資家との対話 政府から具体的な提案無し」          

 

債務再編に向けた債券保有者との会合が１１月１３日

に開催された。 

 

直前まで具体的な提案内容は明らかにされず、関係者の

注目が集まっていたが、蓋を開けてみると会合の時間は

３０分以下。マドゥロ大統領は会合前日に４１４名が参

加すると発言していたが、実際は１００名以下だった。 

 

アイサミ副大統領が、 

「ベネズエラは引き続き債務を履行する意志がある。だ

が、金融制裁が科された現状では債務再編の交渉を行わ

ないといけない。我々は引き続き投資家と協議を続け

る。」 

と語るにとどまり、債務再編のための具体的な提案は無

かった。また、参加者からの質疑応答時間もなかった。 

 

また、アイサミ副大統領は演説中、ほとんどの時間を米

国の金融制裁を非難することに費やし、債券に関する話

はあまり言及しなかった。 

 

米国からの制裁措置を受けているアイサミ副大統領と

シモンセルパ経済財務相は出席しないとの報道が流れ

ていた。この情報を信じて米国から渡航した者は、両名

が会合に参加することを知り、隣の待合室で待機したも

のもいた。 

今回の会合に参加するために米国や欧州から出張した

金融関係者はとんだ時間の無駄をしたことだろう。 

 

「会合では債務に関する話はほとんどなかった。国民の

ために債務再編を進めているように見せるために我々

は使われた。彼らの政治ショーに利用されただけだった。

次回の会合には参加しない。」との意見も聞かれた。 

 

一方、ベネズエラ政府、PDVSA は同会合について大成

功だったと自身のウェブサイトで成果を強調している。 

 

「Fitch PDVSA を RD に格下げ」         

 

１１月１３日 格付大手の Fitch レーティングスは

PDVSA の発行体格付けを RD（一部デフォルト）に格

下げした。 

 

格下げの理由について、１０月２７日および１１月２日

に履行する約束だった社債の償還が遅れたため。として

いる。 

 

なお、同社は債券のリカバリーバリューは３１～５０％

と予想している。 

 

現在、ベネズエラ公社債の取引額は３０％を下回る債券

も多い。同社の予想が正しい場合は、デフォルトを加味

しても利益が狙える水準にある。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7375d9e123ea0862377b06340bb8a953.pdf
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「ブラジル パリクラブに訴えることを示唆」           

 

ブラジル政府関係者はロイターに対して、ベネズエラ政

府が２億６，２５０万ドルの支払いを延滞しており、本

件をパリクラブに提出し、問題を解決させる意思がある

ことを明らかにした。 

 

政府間での取り決めによる支払い予定日から２カ月が

経過しており、ブラジル政府は本件を延滞と認識してい

る。在ベネズエラ・ブラジル大使館に、今後パリクラブ

で議論する可能性がある旨を通知する書面を送った。 

 

パリクラブは先進２２カ国を中心とするグループで、債

権者が債務の処理について協議する非公式な存在。 

 

報道によると、遅延している２億６，２５０万ドルは、

ラテンアメリカ統合連合（ALADI）の相互信用協定

（CCR）。 

 

CCR とは、一定期間の間に二国間で行われた国際取引

の相殺額を清算する協定。 

つまり、特定の期間の間にベネズエラがブラジルから３

００ドル輸入し、同じ期間にブラジルがベネズエラから

２００ドル輸入したので、差額の１００ドルをベネズエ

ラがブラジルに支払う行為。 

 

本来であれば３億３，４５０万ドルの差額を受け取るべ

きところを、７，２００万ドルしか受け取っていないと

いう。 

 

社 会                       

「ミスインターナショナル＠東京 ベネは第３位」         

 

１１月１３日 東京で第５７回ミスインターナショナ

ルが開催された。 

 

 

ベネズエラ代表として同イベントに参加したダイアナ・

クローチェ氏（２０歳）は第３位に入賞した。 

なお、２位はキュラソー代表のシャネル・デ・ラウ氏と

ベネズエラ近隣で２位、３位を占めた。日本は５位。 

 

結果は以下のサイトより確認できる。 

「Miss International Beauty Pageant２０１７」 

 

 

（写真）オスメル・ソウサ氏のツイッター 

ダイアナ・クローチェ氏は、ソウサ氏（ミス・ベネズエ

ラのオーガナイザー）にスカウトされたモデル。 

 

２０１７年１１月１４日（火曜）             

政 治                       

「一部議員が野党連合を離脱 新団体を結成」        

 

１１月１４日 国民勇猛党（ABP）のリチャード・ブラ

ンコ氏は１３名の議員が野党連合から離脱し、新組織を

結成すると宣言した。 

 

新組織の名前は「７月１６日（16 de Julio）」。今年の７

月１６日に野党連合が国民に投票を行った日だ（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.7」７月１６日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首はかねてより７月１６日に示された国民の意思に従

い、ベネズエラの公権力を否定し、現政権を即時退陣さ

せるための戦略を立てるよう呼びかけている。 

https://www.miss-international.org/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
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新しい組織に所属する政党は VV、ABP と集約党

(Convergencia)。その他の政党に所属するが政党のスタ

ンスに異論がある議員たちも同組織に合流する。 

 

野党連合からの離脱を発表した原因の一つは第一正義

党（PJ）のフリオ・ボルヘス議長と大衆意志党（VP）の

ルイス・フロリダ議員による与野党交渉の再開発表だろ

う。 

 

「カタルーニャ偽報道の３０％はベネズエラから」              

 

スペインのマリアノ・ラホイ首相は、カタルーニャに関

してソーシャルメディア、報道で確認されたフェイクニ

ュースの３０％はベネズエラから発信されている。と非

難した。 

 

また、ロシアから発信されたフェイクニュースは全体の

５５％でベネズエラよりも多かったと説明した。 

 

これらの情報の発信に政府が関与しているかは分から

ないが、スペインの分裂を促進することが目的なのは確

かだ、とコメントしている。 

 

「ロサレス氏 制憲議会選前の交渉内容を発表」         

 

新時代党（UNT）の創設者でスリア州知事選に出馬して

いるマニュエル・ロサレス氏は、７月３０日に行われた

制憲議会選の前に与野党で合意した事項を一部の野党

政治家が破談させたと告発した。 

 

７月の頃に、筆者も噂では UNT が与野党対話の仲裁役

として機能していたが、野党連合内での合意が形成され

ず最終的に破談したとの話は聞いていた。当時、聞いて

いた話とも整合性があり、ロサレス氏の発言は信ぴょう

性があるように思う。 

 

 

「与野党対話は水面下で２カ月間続けられ、７月２８日

に与野党は合意が形成できていた。与党、野党、国民に

利益のある内容だった。 

 

対話に参加したのは政府からはホルヘ・ロドリゲス当時

リベルタドール市長、デルシー・ロドリゲス当時制憲議

会出馬者、エリアス・ハウア教育相、ロイ・チャダート

ン元米州機構ベネズエラ代表。野党からは第一正義党

（PJ）のフリオ・ボルヘス議長、行動民主党（AD）の

ルイス・アキレス議員、大衆意志党（VP）のルイス・フ

ロリダ議員、UNT のエンリケ・マルケス党首。 

 

合意事項は制憲議会を延期し、形式を変えることだった。

政府側が１００人の議員を持ち、５０人は全国からの投

票で選ばれる。更に５０人は国会議員の中から選ばれる。 

決定は３分の２の承認を必要とするため、与野党どちら

かが合意するだけでは物事は決定しない。 

 

同時に今後の選挙日程も合意していた。州知事選は２０

１７年１２月、市長選は１８年３月、大統領選は１８年

１０月だった。 

食料品や医薬品をベネズエラに入れるためのシステム

も合意できていた。 

しかし、一部の野党政治家がこの決定に冷や水を浴びせ

るような行動をした。最終的に合意は破棄された。 

 

合意が成立しても我々が出来ることは決して多くなか

った。だが、現在起きている問題の多くは避けることが

出来た。政府は制憲議会選挙を実施した後に、どのよう

な結果が起きるか（米国からの制裁）をかなり心配して

いた。」と説明した。 

 

与野党合意を白紙にしたのが誰かは言及しなかったが、

先週のインタビューでも類似の発言をした。執拗に人物

の特定を求められ、その際は「PJ に聞いてほしい」と回

答した。PJ であれば十中八九、カプリレス元ミランダ州

知事だろう。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月１３日～１１月１４日報道         No.０５９   ２０１７年１１月１５日（水曜） 

7 / 8 

 

経 済                       

「S＆P ベネズエラ債券を D/SD に格下げ」            

 

フィッチレーティングスに続き、S＆P はベネズエラ政

府の外貨建の発行体格付けを SD（選択的デフォルト）

に格下げした。 

 

また、グレースピリオドを過ぎても利払いが完了しなか

った国債２０１９年、２０２４年の２銘柄については個

別で格付けを「D（デフォルト）」にした。 

 

S＆P は「仮に、ベネズエラ政府は今後債務再編を完了

させない状態で、期日内に利息を支払い続けるのであれ

ば、格付けを CC にあげるつもりだ。」とコメントした。 

 

「ISDA デフォルト認定の決定を再度延期」        

 

国際スワップデリバティブス協会（ISDA）は、１１月

２日に返済期限を過ぎたPDVSA２０１７社債がデフォ

ルトしたかどうかを１１月１３日に協議する予定だっ

た。 

 

しかし、同協議は１４日（火曜）に延期され、更に１７

日（木曜）に延期された。 

 

なお、これまで ISDA が検討している議論は「PDVSA

２０１７社債がデフォルトしたかどうか」だったが、１

１月１３日にPDVSA２０２７社債利息のグレースピリ

オドが切れたことで、今後は PDVSA２０２７年社債の

利息支払いも議論に加えられることになる。 

 

PDVSA２０１７年債については米国決済機関 DTC が

支払いを開始すると債権者に通知したが、その多くは着

金していないようだ。 

 

 

 

政府が支払い意志を示している状態で ISDA がデフォ

ルト認定するかどうかに注目が集まっている。 

 

「情報通信相 利払いの開始を発表」        

 

１１月１４日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は「ベネ

ズエラは利息の支払いを開始した。」と発表した。 

同氏は国営放送で１１月１３日の債権者との会合につ

いて以下の通りコメントした。 

 

「国民に１１月１３日に行われた政府と債権者との会

合の重要性を説明したい。米国のトランプ政権、欧州と

右派政党（野党を意味する）は継続的にベネズエラ政府

を金融的に窒息させるための妨害行為を行っている。 

 

マドゥロ大統領は欧米諸国の妨害行為に対して、対外債

務の借り換えという戦略で臨んでいる。野党は欧米各国

を回り、各国政府にベネズエラ経済を攻撃するように求

めている。 

 

我々は昨日、債権者と債務再編の検討を開始した。これ

により、トランプ政権と野党の妨害行為を克服する。ベ

ネズエラはこの２週間で２０億ドルの金融債務を返済

した。そして、今週ベネズエラは対外債務の利息の支払

いを開始した。また、PDVSA は先週、利息の支払いを

開始した。 

これにより、格付機関が考えているようなことは起きな

い。トランプやフリオ・ボルヘスの考えていることは起

きない。ベネズエラは良い支払者だ。 

 

悪意ある欧米、野党の工作行為を妨害しつつ、ベネズエ

ラ国民も守る。・・・・・（その後はベネズエラ国内への

バラマキ政策をアピール）」 

 

ロドリゲス情報通信相の言う「手続きを開始した」とい

うのは具体的にどのステップなのかは不明だ。 
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「債務再編のために金融アドバイザーと契約」        

 

ロイター通信は、ベネズエラ政府が債務再編のために金

融アドバイザーと契約を結んだと報じた。 

 

アドバイザーの名前は David Syed 氏。国際弁護士事務

所 Dentons に所属している。 

 

Syed 氏は元々Orrick, Herrington & Sutcliffe 社の役員だ

ったが、同社が米国政府の制裁を警戒し取引を拒んだた

め会社を辞めてベネズエラ政府のアドバイザーを始め

た。 

 

Dentons 社は「Syed 氏が国の自主権を行使するサポー

トを行う。」とベネズエラ政府の債務再編に関わること

を認めた。 

 

情報筋によると、今後ベネズエラ政府は債務再編のため

の専門家グループを組織するつもりとのこと。 

 

「デフォルト認定を受けロスネフチの株価下落」        

 

ロスネフチの株価が前日比３．２９％下落した。同社の

経営自体は大きなネガティブニュースは無く、S＆P が

ベネズエラ国債の一部の格付けをデフォルトに格下げ

したことで株価が下落したと分析されている。 

 

今年８月、ロスネフチは PDVSA に対して石油代金の前

払いとして合計で約６０億ドル支払ったことを明らか

にしている。 

 

「ベネズエラの産油量が引き続き減少」         

 

ベネズエラの産油量の下落に歯止めがかからない。石油

輸出国機構（OPEC）はベネズエラの２０１７年１０月

の産油量を公表した。 

 

同発表によると、PDVSA からの自己申告値では２０１

７年１０月の産油量は日量１９５．５万バレル。先月か

ら１３万バレルも減少した。また、ついに自国申告の数

値でも日量２００万バレルを下回ったことになる。 

 

専門家による推定値だと１７年１０月のベネズエラの

産油量は日量１８６．３万バレル。先月から４．４万バ

レル減少している。 

 

産油量の減少は、唯一といってよい外貨収入となる石油

輸出の減少を意味する。同時に、国内の燃料供給も制限

されることを意味する。PDVSA の状況は極めて厳しい

と言えるだろう。 

 

 

（出所）OPEC  

“Monthly Oil Market Report（１７年１１月号）” 

 

以上 


