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（写真）カルメン・メレンデス内務司法相ツイッターより 

“約３０００名の部隊 Cota９０５を拠点とするマフィアを攻撃” 

１． 一週間のまとめ（７月４日～７月１０日）          

（１）与党陣営の動き ～カラカス マフィアと治安部隊衝突                        

               死者２６名、負傷者２８名～          

 

５月頃からカラカスの旧市街地でマフィアと治安当局（軍・警察）

の激しい衝突が続いている。 

 

治安当局がマフィアの拠点を陥落させたかと思えば、翌日にはマフ

ィアの反撃に合い、再び拠点が占拠されるなど一進一退を繰り返し

ている。 

 

今週は「Cota９０５」と呼ばれる地域で特に激しい衝突が起き、ベ

ネズエラの現地メディアは連日この衝突を大きく取り上げている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.623」）。 

 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～カラカス マフィアと治安部隊衝突 

死者２６名、負傷２８名～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～与野党交渉 ８月からメキシコで？～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～ハイチ大統領殺害 ベネズエラ関与？～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

２．Monomeros 幹部らの汚職疑惑 

追加情報 

・・・・・・・・・・・・・・ ８p 

 

３．中国の「希釈ビチューメン」課税 

輸出量に影響でず 

・・・・・・・・・・・・・・ １０p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
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「Cota９０５」は、カラカスで最も大きな犯罪組織「El Koki」の拠点。 

軍・警察はこの拠点を落とすため、約２５００名の部隊（待機中の兵を含める

と３１１０名）を用意し、鎮圧を試みた。 

 

７月１０日 カルメン・メレンデス内務司法相は、約３日間のオペレーション

の途中経過を発表。 

 

「Cota９０５」の３４拠点、「La Vega」の１２拠点を治安部隊が抑えたと発

表。大量の武器、麻薬を押収したと説明した。 

 

他 、 メ レ ン デ ス 内 務 司 法 相 は 、 マ フ ィ ア の 構 成 員 ２ ２ 名 を 「 無 効 化

（Neutralizado）」したと説明。ただし、この「無効化」という単語は曖昧で「死

亡した」を意味するのか「拘束した」を意味するのかはっきりしない。 

この衝突で警察官４名を含む、２６名が死亡したと説明している。 

 

前述の「無効化」したマフィア構成員２２名と警察官４名を合わせて死者２６

名と理解することもできるし、２２名の中には逮捕者も含まれており、２６名

の中には一般人が含まれている可能性もある。 

 

また、負傷者は２８名。うち１８名は一般人だったという。 

 

政府は、マフィアグループのトップ「Koki」「El Vampi」「Glavis」などに各５

０万ドルの懸賞金をかけ、情報を求めているが、現時点では捕まっていない

（「ベネズエラ・トゥデイ No.623」）。 

 

同日、デルシー・ロドリゲス副大統領が、マフィアグループの支援者について

言及。米国政府とコロンビア政府と野党が関与していると主張した。 

 

ロドリゲス副大統領は、拘束したマフィア構成員の１人 Jorvis Rafael 

Matamoros 氏の証言映像を公開。この人物は自身がコロンビア人で「Koki」

の「Princesa」という人物から雇われたと証言している。また、自分以外にコ

ロンビアで訓練を受けた３５人のコロンビア人が雇われているとした。 

報酬額かどうかは定かではないが「Koki」は彼らに週２０ドルと麻薬を渡して

いたという。 

 

 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権 軍・警

察約３０００名を動員

し、マフィアと衝突。 

 

 

マフィアの拠点を複数

制圧。 

 

 

被害は死者２６名・負

傷者２８名。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
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（２）野党陣営の動き ～与野党交渉 ８月からメキシコで？～                   

 

７月９日 グアイド議長が欧米に派遣したミッション団の代表であるヘラル

ド・ブライ氏（元バルータ市長）は、ラモン・ロシンスキ記者のインタビュ

ーに答え、与野党交渉の第１フェーズは終わり、第２フェーズに入ろうとし

ていると言及。８月にメキシコで与野党交渉が行われるとの見通しを示し

た。 

 

ブライ氏の発言の中で、特に注目を集めているのが「もしマドゥロが勝利し

たら、彼は権力に残る」という発言。 

 

筆者は個人的に大統領選のやり直しの可能性はかなり低いと感じているが、

ブライ氏の発言は大統領選を意図しているように感じる。 

 

ただし、８月から交渉を始めるのではタイムスケジュールとして遅すぎる印

象がある。 

 

１１月の全国州知事選・市長選の立候補者の受付期間は、８月９日～８月２

９日までの２０日間だ。 

 

過去を振り返ると、交渉は結論が出るまでに２～３カ月の時間がかかってい

る。交渉の過程で、立候補受付期間が延長されるのであれば問題ないが、延

長されなければタイムリミットが来てしまう恐れもある。 

 

なお、７月８日から EU のミッション団がベネズエラを訪問している。 

同ミッション団の目的は、１１月に予定されている州知事選・市長選に EU

が選挙監視団を派遣するかどうかを検討するためのミッション団だ。 

 

７月９日には「野党統一連合（MUD）」が、同ミッション団と会合を行っ

た。この会合を主導したのは、「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリス元

スクレ市長。 

 

オカリス氏は、カプリレス元ミランダ州知事と並んで選挙参加を呼び掛けて

いた人物の一人で、今回の選挙の指揮官になる可能性がある。なお、この会

合にはオカリス氏の他に「大衆意思党（VP）」からフレディ・ゲバラ氏、「新

時代党（UNT）」の元党員デルサ・ソロルサノ氏らが出席している。 

POINT 

 

 

 

与野党交渉 第１フェ

ーズ終了し、第２フェ

ーズへ移行。 

 

８月からメキシコで与

野党交渉を実施予定。 

 

第一正義党のオカリス

氏が主導する「野党統

一連合（MUD）」は、欧

州のミッション団と選

挙参加について協議。 
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（３）外国の動き ～ハイチ大統領殺害 ベネズエラが関与？～                      

 

７月７日 カリブ海の島国ハイチで、ジョブネル・モイーズ大統領が自宅で殺

害された。衝撃的なニュースで日本でも大きく取り上げられている。 

 

この事件の真相はつかめていないが、どうやらベネズエラと米国とコロンビア

が大きく関与している可能性が指摘されている。 

 

特にコロンビアの関与が大きい。 

今回の事件で既に１７名の逮捕者が出ている（１５名は個人の身分を特定済み）

が、そのうち１３名はコロンビアの元軍人。また、警察との衝突で殺害された

全員が３名ともコロンビア人。 

 

ハイチ警察の説明によると、モイーズ元大統領は２８名のグループに殺害され

たが、そのうち２６名はコロンビア国籍、他の２名はハイチ系米国籍だったと

いう。モイーズ元大統領を殺害するため３カ月前からハイチに入国していたと

指摘しており、計画殺人であるとした。 

 

また、この殺害グループの動機は「経済的な目的」だったとしており、誰かに

雇われてモイーズ元大統領の殺害を行ったと発表している。 

 

そして、この殺害グループの人集めには４つの会社が関与していると言及。た

だし、捜査の段階なので会社名は公表できないとした。 

 

しかし、この４社のうちの１社とされる会社名はメディアで報じられている。 

 

拘束されたコロンビア人の１人フランシスコ・ウリベ氏（１９年にコロンビア

軍を退役）の妻がメディアに語った内容によると、ウリベ氏は民間警備会社に

月２７００ドルで雇われたという。業務内容はハイチの権力者の護衛と説明し

ており、実態と正反対の業務を請け負っていたことになる。 

 

家族はその民間警備会社の名前は聞いていないようだが、「CTU Security」と

いうロゴの入った人物と一緒に撮影している写真があり、「CTU Security」が

事件に何らかの関係がある可能性が指摘されている。 

 

 

POINT 

 

 

ハイチでモイーズ大統

領殺害される。 

 

事件を起こしたグルー

プのほとんどがコロン

ビア人だが、背後には

ベネズエラ人関与の可

能性も。 

 

モイーズ元大統領殺害

で拘束された人物の妻

の証言によると「CTU 

Security」が関与して

いる可能性あり。 
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この「CTU Security」は、２００８年に米国フロリダで登記された会社。 

この会社の代表はアントニオ・イントリアゴ氏。他にもフロリダに複数の会社

を保有している。このイントリアゴ氏はベネズエラ人だという。 

 

７月１０日 ロドリゲス副大統領は「Cota９０５」のマフィアとの衝突につい

て言及していた際に、イントリアゴという人物がモイーズ元大統領の殺害に関

与していると指摘。このイントリアゴ氏は野党の関係者だと指摘している。 

 

なお、モイーズ元大統領の自宅は「米国麻薬捜査局（DEA）」も警備を行って

おり、彼らの警備を掻い潜って殺害を実行するのは容易ではないとの指摘もあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

「CTU Security」は米

国フロリダ州の民間警

備会社だが、代表アン

トニオ・イントリアゴ

氏はベネズエラ人。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

７月５日は「独立記念日」でベネズエラは国民の祝日だった。 

同日、グアイド政権は抗議集会を実施。グアイド議長は１１月の選挙参加に向けた議論をオープンにすると宣言。 

これまで、主要野党は選挙参加を志向する意見は歓迎されない雰囲気があったが、それを解禁するとみられる。 

 

なお、７月７日にマドゥロ大統領は軍の最高幹部らの役職変更を発表した。 

国防相はパドリーノ・ロペス国防相が留任。ただし、２０１７年から軍部ナンバー２の地位を維持してきたレミヒ

オ・セバジョ CoeFanb（国家戦略オペレーション総司令官）が、ドミンゴ・アントニオ・エルナンデス・ラレス

氏に交代した。その他、陸軍・海軍・防衛軍・民間自警団の総司令官も交代した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.623」）。 

 

 

表：　７月４日～７月１０日に起きた主なイベント

内容

７月 ４日 日

５日 月 Covid-１９隔離緩和週間

独立記念日　国民の祝日

グアイド政権　抗議集会を実施、治安部隊との衝突は無し

６日 火

７日 水 欧州連合の選挙関連調査団　ベネズエラを訪問

マドゥロ大統領　軍高官の人事変更を発表

８日 木 治安部隊　Cota９０５など旧市街地でマフィアの取り締まりを開始

９日 金

１０日 土

表：　７月１１日～７月１８日に予定されている主なイベント

内容

７月 １１日 日

１２日 月 Covid-１９隔離週間

１３日 火

１４日 水

１５日 木

１６日 金

１７日 土

１８日 日

日付

日付

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
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（５）債券の元利支払い状況                                         

 

 

表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状（７月９日時点）

（単位：１００万ドル）

種類 債券
猶予期間

失効日
元本 利息 種類 債券

猶予期間

失効日
元本 利息

国債１９ １１月１３日 2,496 483.6 PDVSA２６ ６月１５日 0 1,080.0

国債２４ ５月１３日 0 823.7 PDVSA２４ ６月１６日 0 1,200.0

国債２５ ５月２１日 0 489.5 PDVSA２１ ６月１７日 1,596 861.6

国債２６ ５月２１日 0 1,410.0 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,169.6

国債２３ ６月７日 0 720.0 PDVSA２２O ３月１７日 2,000 1,338.8

国債２８ ６月７日 0 740.0 PDVSA２７ ５月１２日 0 564.4

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ ５月１２日 0 288.8

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 630.0

国債３６ １月２９日 0 1,137.5 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ２月１３日 0 492.2 6,280 7,347.9

国債３１ ３月５日 0 1,756.9 国債３６ ７月２９日 0 150.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 0.0 150.0

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 13,978.8 19,082.6

国債２２ ３月２３日 1,000 1,338.8

国債２７ ４月１５日 0 1,295.0

国債３８ ４月３０日 0 306.6

7,049 11,557.2   グレースピリオド切れ（１回目）

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（３回目）

13,978.8 18,933   グレースピリオド切れ（４回目）

（出所）ベネインベストメント作成   グレースピリオド切れ（５回目）

  グレースピリオド切れ（６回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（７回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（８回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 18,606.2 電力公社 677.6

PDVSA 13,627.7 合計 32,911.4

国

債

グレースピリオド期間含む未払計

グレースピリオド切れの未払計

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド期間中未払

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド満了未払

P

D

V

S

A

債

33,061.4

13,627.7

総計

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

33,061.4

18,756.2 677.6
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ギジェルモ・ロドリゲス氏 

ホルヘ・パチェコ氏 

カルロス・ロドリゲス氏 

 

２．Monomeros 幹部らの汚職疑惑 追加情報                                  

 

「カントリーリスク・レポート No.208」で、国営石油化学公社「Pequiven」

傘下のコロンビア企業「Monomeros」（肥料などの生産・販売）にまつわる汚

職疑惑について「Monomeros」の労働組合が訴えていると紹介した。 

 

な お 、 コ ロ ン ビ ア は グ ア イ ド 暫 定 政 権 を 支 持 し て お り 、 同 国 に あ る

「Monomeros」はグアイド政権側がコントロールしている。 

野党はマドゥロ政権の汚職を訴えてきたが、彼ら自身が汚職を行っているとす

れば目も当てられない。 

 

本稿ではそれから「Monomeros」の汚職疑惑についていくつかの進展があっ

たため内容を紹介したい。なお、この内容はかなりショッキングなものだが、

ベネズエラの現地メディアでは全く報じられていない。仮にこのニュースがベ

ネズエラで流れれば野党の信頼は完全に崩壊するのではないだろうか。 

 

「カントリーリスク・レポート No.208」で紹介した内容を簡単に説明すると、

「Monomeros」がパナマの会社「LIONSTREET VENTURES」と「Monomeros」

に不利な条件で１５年間の長期契約を締結したという内容。 

この契約について同社の法務担当が３年にするよう提言したが、契約に反対す

る人を異動させるなど役員が権限を乱用し、無理に契約を締結したという。 

 

当時、この契約書がどのようなものか分からなかったが、契約書のコピーを入

手した。詳細は「Acuero de Colaboracion Empresarial entere Monomeros y 

Lionstreet」にて確認できる。 

 

契約の内容は「Monomeros」の製品を外国に販売する際の協力協定のようで、

こ の 協 定 の 枠 組 み で 得 た 利 益 の ６ ０ ％ は 「 LIONSTREET 」、 ４ ０ ％ は

「Monomeros」で分け合うことになっている。 

 

この協定を締結した「LIONSTREET」については、ペーパーカンパニーである

こと、社長がリカルド・ホセ・ロドリゲス氏であること以外の情報があまりな

かったが、追加情報が確認できた。「Factores de Poder」によると、このリカ

ルド・ホセ・ロドリゲス氏は、「Monomeros」の現職役員カルロス・ロドリゲ

ス氏の兄弟だったという。 

POINT 

 

 

Monomeros 幹部の癒

着・汚職疑惑流れる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76abce4dbb2200e2cc2d814df752908a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76abce4dbb2200e2cc2d814df752908a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/doc-1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/doc-1.pdf
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契約相手は活動実態が存在せず、この契約の必要性自体に疑問があるうえ、契

約相手の会社が「Monomeros」役員の親族であれば、完全にアウトだろう。 

 

なお、この「LIONSTREET」との契約には「Monomeros」の役員であるギジ

ェルモ・ロドリゲス氏、ホルヘ・パチェコ氏らが関与しており、パチェコ氏は

グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」と関係が強い人物とされている。 

 

この契約で「LIONSTREET」に流れたお金を政治家の裏金にしようとしていた

と考えるのが妥当だろう。 

 

ただし、７月に入り、今回の汚職を告発した「Monomeros」の労働組合が、

「LIONSTREET」との契約解除に成功したと発表しており、この試みは失敗し

たと思われる（「ベネズエラ・トゥデイ No.621」）。 

とはいえ、野党への政治資金を作る財布として「Monomeros」が使用されて

いる状況は変わっておらず、別の手段で裏金を作る可能性はあるだろう。 

 

なお、上記の問題以外に新たな汚職も発覚している。 

過去「Monomeros」は、肥料を生産する際に使用する原料「NPK」を調達す

るため「Insumos de Pacifico」と契約を締結していた。この「Insumos de 

Pacifico」の会社の住所は、ギジェルモ・ロドリゲス氏の自宅だったという。 

 

ただし、この契約を締結した当時、ギジェルモ・ロドリゲス氏は「Monomeros」

の役員ではなかった。ただし、当時から「Monomeros」の役員を務めているカ

ルメン・エルナンデス氏（VP のレオポルド・ロペス党首と関係が近い人物）

と親交があり、この契約にも汚職が存在している可能性が高い。 

 

なお、「Monomeros」労働者によると、コロンビア・バランキージャは「NPK」

を生産しており、そもそも外国から輸入する必要はないと指摘している。 

 

「Monomeros」での汚職疑惑は今回に限らない。当時からグアイド政権は「コ

ロンビアの捜査当局が捜査を行い、全容を明らかにするだろう」と説明してい

るが、捜査に関する発表は一切ないまま現在に至っている。グアイド政権を支

持するコロンビア政府がこの問題を告発するとは考えにくい。 

 

「Monomeros」がこの状況であれば PDVSA の米国子会社「CITGO」も似たよ

うな状況なのかもしれない。 

POINT 

 

 

 

「Monomeros」が不利

な 契 約 を し た 相 手

「LionStreet」の代表

は、「Monomeros」役員

の兄弟。 

 

「Monomeros」が契約

を結んだ「Insumos de 

Pacifico」の事務所住

所は、役員の自宅住所

（契約当時は役員では

なかった）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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３．中国の「希釈ビチューメン」課税 輸出量に影響出ず？                                  

 

中国が「希釈ビチューメン」に１バレル３０ドルの関税を課すようになってか

ら１カ月が経過した。 

 

ベネズエラ産原油「Merey１６」は、マレーシアで別の原油を混ぜられ産地を

隠した上で中国に輸出されていた。この原油は「希釈ビチューメン」に分類さ

れており、中国向けの原油依存に頼っているベネズエラに甚大な影響を与える

ことが懸念されている。 

 

内部の石油専門家からの情報によると、中国が新たな税を課すようになってか

ら１カ月が経過したが、ベネズエラの輸出量に目立った変化はないという。 

ただし、原油の品質には大きな問題があると指摘している。 

 

７月初旬時点の輸出量は日量約４６万バレル。 

３万バレルはキューバ向け、残りの４３万バレルのほとんどはマレーシアに向

かっているという。専門家は、『今後ベネズエラ産原油はマレーシアで「希釈

ビチューメン」に分類されないような石油製品に加工され、税を逃れて中国に

流れるのではないか』と予想している。 

 

産油量は大きく変わっておらず、日量５６．４万バレル程度。 

 

オリノコ地域の「Petropiar」（Chevron と PDVSA の合弁会

社）と西部「Boscan」（同じく Chevron）で産油量が増加し

たことで先週よりやや増加したようだ。 

 

製油所での精製量は日量３～４万バレル程度。 

先週から、カルドン製油所でメンテナンスが始まっている。 

このメンテナンスは８週間ほどかかると予想されており、こ

の間はベネズエラの燃料は更に制限されることが予想され

る。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

石油製品を「希釈ビチ

ューメン」以外の分類

にして中国に輸出する

可能性が浮上。 

表：　２１年７月のベネズエラ推定産油量

（単位：日量千バレル）

110

Boscan 40

BCF 70

8

156

290

564

（写真）筆者知り合いの現地専門家の情報

合計

西部

産油地域

東部

南部

オリノコ
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（７月９日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.25 0.00  

PDVSA 5.00 0.00  

PDVSA20 25.00 0.00  

カラカス電力 3.00 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原油 

WTI 74.56 -0.80   

Brent 76.25 -0.56   

Venezolano（7 月 1 日） 56.57 0.84   

GOLD（オンス） 1,808.6  1.17   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,177  0.08   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 3,275,925  1.05   

並行レート 3,306,629  1.74   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

 

７月５日 OPEC プラスで増

産合意が決裂したことで、一

時原油価格は１バレル８０ド

ル近くまで上昇したが、週末

には１バレル７５ドル前後と

先週より微減した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.622」）。 

 

 

為替レートについては、先週

比１～２％増の１ドル BsS.３

２７万～３３０万程度となっ

ている。 

 

８月中に通貨切り下げの可能

性が指摘されているが、現在

のところマドゥロ政権からそ

のような発表はなく、それら

しい動きも確認できていな

い。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67b7c19a2031acf63d0c7b185073f22d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67b7c19a2031acf63d0c7b185073f22d.pdf

