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（写真）国営報道局（VTV） ファン・レケセンス議員 

“ボルヘス前議長に頼まれモナステリオ氏の出国を支援したと証言”  

１． 一週間のまとめ（８月５日～８月１１日）          

（１）与党陣営の動き ～経済改革 襲撃事件に埋もれる～        

 

今週の主要テーマは２点。 

 

１点目は８月４日に起きたマドゥロ大統領へのドローンによる襲撃

事件（「ベネズエラ・トゥデイ No.172」８月４～５日付の記事参照）。 

 

２点目は米国裁判所がカナダの金開発会社 Crystallex の主張を認め

て、PDVSA の米国子会社 Citgo の資産差し押さえをみとめたことだ

（「ベネズエラ・トゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

２点目は「２．Citgo の資産差し押さえは PDVSA 債権者の権利を毀

損」で紹介したい。 

 

大統領襲撃事件から３日後の８月７日 マドゥロ大統領はテレビで

捜査の進捗を報告。事件はコロンビア政府と米国で活動をしている

反政府勢力の関与があると断定した。 

 

以下は本日までの政府による発表をまとめたもの。 

今週のテーマ 

 

１．一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～経済改革 襲撃事件に埋もれる～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～レケセンス議員の拘束で政府非難～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（３） 外国の動き 

～大統領ドローン襲撃事件 

政治的なスタンスを示す国少ない～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

（４） 来週・再来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ９p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ １０p 

 

２．Citgo の資産差し押さえは 

PDVSA 債権者の権利を毀損 

・・・・・・・・・・・・・・ １１p 

 

３．大統領襲撃事件 筆者の見解 

・・・・・・・・・・・・・・ １５p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・原油価格の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １８p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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事件の首謀者とされているのは２名。 

コロンビア在住のライデル・ルッソ氏と米国在住のグスマン・デルガド・タボ

スキ氏。政府によると、ルッソ氏は元軍人、デルガド氏は資金面で計画を支援

していた。 

 

両名は１年前にバレンシアのパラマカイ駐屯地で起きたクーデター未遂事件

にも参加し、政府から指名手配が出ている人物。 

 

政府はルッソ氏の上には今年５月に行われた大統領選の直前に軍関係者らが

計画していたクーデター未遂事件の首謀者とされるガルシア・パロモ元大佐が

関わっていると発表した（５月のクーデター未遂事件については「ウィークリ

ーレポート No.53」参照）。 

 

デルガド氏は米国に住んでおり計画を資金的に援助していたとされている。８

月９日に政府はカラボボ州にあるデルガド氏の資産を差し押さえた。 

具体的には「Clinica Elohim」「Clinica San Lazaro」という診療所や農園。マ

ンション、ペーパーカンパニーなどを差し押さえたと発表している。 

 

また、今回の事件のキーパーソンとなっているのがファン・カルロス・モナス

テリオ氏。彼はルッソ氏からの要請を受けて今回の事件の実行役になった。 

モナステリオ氏が逮捕され、事件の内容が明らかになっている。 

 

ファン・カルロス・モナステリオ

１３年に軍を抜けたが、ルッソ氏からの

誘いを受けて事件に加担したと証言。

オスワルド・ガルシア・パロモ

事件の首謀者とされる人物。退

役軍人で元大佐。コロンビア在

住。５月の大統領選前に阻止さ

れたクーデター未遂事件の首謀

者とも言われている。

事件の計画グループ
ライデル・ルッソ グスマン・デルガド

POINT 

 

 

政府 ライデル・ルッ

ソ氏とグスマン・デル

ガド氏が事件の主犯格

と断定。 

青いマルは指名手配中 

赤いマルは逮捕済み 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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モナステリオ氏は１４年、１７年に起きた反政府デモに参加していた学生を中心に実行犯らを勧誘した。 

 

サアブ検事総長の説明によると、ドローン２機は同じ場所で操縦されたのではなく、２つのグループに分かれて別々

の場所で操縦されていたという。既に実行犯とされる人物の多くが逮捕されている。 

また、デルガド氏以外にも計画を実行するための場所の貸与、滞在ホテルの手配など資金的な協力者がおり、複数

名の名前が出てきており、逮捕者も出ている。 

 

 

 

資金協力グループ

ファン・カルロス・モナステリオ

ファン・レケセンス議員の口利きでベネズエラと

コロンビアの国境を移動したと証言した人物。

実行犯を勧誘したのもモナステリオ氏。

Jose Pinto Hernandez

事件の実行犯グループ

青いマルは指名手配中 

赤いマルは逮捕済み 

青いマルは指名手配中 

赤いマルは逮捕済み 

Group１ 

Group２ 
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政府は逮捕されたモナステリオ氏とされる人物が 

「第一正義党（PJ）のファン・レケセンス議員の口利きでコロンビアとベネズ

エラの国境を渡った。ボルヘス前国会議長がレケセンス議員に頼んだようだ。」 

と証言している映像を公開した。 

ただし、映像は顔にモザイクがかかっており本人かどうかが確認できない。 

 

マドゥロ大統領はこの証言を基にレケセンス議員、ボルヘス前国会議長の拘束

を指令。８月７日にレケセンス議員が SEBIN に拘束された（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.173」８月７日付の記事参照）。 

 

拘束から３日後の８月１０日、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はレケセンス議

員の「ボルヘス前国会議長から要請を受けてファン・カルロス・モナステリオ

氏の国境移動に口添えをした」との証言映像を公開した。 

また、翌１１日 マドゥロ大統領は、レケセンス議員が「ボルヘス氏からルッ

ソ氏の連絡先を知らされた。ルッソ氏からモナステリオ氏が国境を通過したと

の連絡を受けた。」と証言する映像を公開した。 

 

 

以上が政府側から見た最新の状況だろう。 

 

他、経済関連の情報については８月２０日の通貨単位切り下げ（デノミ）に向

けて準備が進んでいるようで、当面の間は新紙幣と現行紙幣を併用する方向で

話が進んでいると報じられている。 

また、新紙幣はしばらく ATM からしか出ないようにするとの話も出ている。 

現在のところ新通貨移行に関する正式なアナウンスは出ていないが、今週には

何らかのアナウンスがされることになるはずだ。 

 

また、８月５日に不正為替取締法の廃止を決定する政令が公布、即日有効とな

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.173」８月４～５日付の記事参照）。 

同法律の廃止により現在運用されている為替制度 DICOM が停止する懸念が

あったが、８月９日にこれまで通り２６回目の DICOM が実施された。 

つまり、不正為替取締法を廃止した後も DICOM は運用されたことになる。 

 

他、５月から９０日間の政府管理措置が決定された民間最大手の金融機関

「BANESCO」について９０日の延長が決まった。同決定により、少なくとも

１１月まで BANESCO は政府管理下に置かれる。 

POINT 

 

 

事件に関与した疑いで

逮捕されたモナステリ

オ氏 レケセンス議員

に国境通過をサポート

してもらったと証言。 

 

 

政府に拘束されたレケ

センス議員は、モナス

テ リ オ 氏 の 証 言 を 追

認。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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（２）野党陣営の動き ～レケセンス議員の拘束で政府非難～              

 

本稿「１．（１）政府の動き」で紹介した通り、大統領襲撃事件に関与した疑

いがあるとして第一正義党（PJ）のボルヘス前国会議長とファン・レケセンス

議員に拘束命令が出た。 

 

ベネズエラの憲法２００条では国会議員は発言や思想などを理由に逮捕され

ないという不逮捕特権が明記されている。この不逮捕特権を解除できるのは殺

人など刑法で裁かれる類の罪を犯したとき。 

 

また、事前に国会の内諾を得たうえで最高裁判所が該当者の拘束指令を出すこ

とが憲法で定められている。 

 

しかし、政府は国会の代わりに制憲議会の内諾を得て、最高裁が拘束指令を出

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.174」８月８日付の記事参照）。 

 

レケセンス議員は既に拘束されたが、ボルヘス前国会議長は１８年２月から外

国で暮らしている。彼はコロンビアにいるため拘束されていないが、証拠資料

を押収するためカラカスの自宅が家宅捜索を受けたようだ。 

 

野党はレケセンス議員の拘束について、憲法違反で適切な逮捕プロセスを経て

いないと政府を非難。また、モナステリオ氏の出国をサポートしたとする証言

ビデオについては拷問を受けた環境での証言であり、政府から麻薬を使われて

精神が錯乱した状態で証言させていると説明。証言ビデオは証拠として機能し

ないと主張している。 

８月１０日にはレケセンス議員が上半身裸、下着のみを着用した映像がツイッ

ターで流れた。身体的な怪我はないが、下着は排泄物と見られる汚れが付いて

おり、良好な環境ではないことが想像できる。 

 

なお、今回の襲撃事件が政府による自作自演ではないかとの説も存在している。 

 

根拠は１７年６月に内務司法平和省のヘリコプターを奪い、上空から最高裁判

所を攻撃したことで指名手配され、１８年１月に政府との衝突の末に亡くなっ

たオスカル・ペレス犯罪科学捜査官（CICPC）がツイッターで、ライデル・ル

ッソ氏とグスマン・デルガド氏について、政府に情報を売っていた裏切り者だ

と投稿していたためだ。 

POINT 

 

 

レケセンス議員の証言

は拷問、薬物投与など

で精神が錯乱した状態

で 行 っ た も の だ と 主

張。 

 

事実を否定している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf


 
COUNTRY RISK REPORT 

No.０５９   ２０１８年８月１２日（日曜） 

6 

 

 

ただし、様々な情報を精査する中で、政府内部関係者の証言などでもこの情報

を裏付ける話は出てきていない。むしろ野党系ジャーナリストとされる人物は

犯行が政府の自作自演ではなく実際に起きたものだと説明する見解が多い。 

 

本件について多くの情報を持っているとされる人物は米国在住のペルー人ジ

ャーナリスト ハイメ・バイリー氏だろう。 

 

バイリー氏は今回の計画に加担した米国在住の関係者と知人だと公言。 

事件が起きる前からドローンでの大統領攻撃計画は知っていたとコメントし

た上で、マドゥロ大統領の暗殺計画を支持する旨の発言をしている。 

 

ただし、バイリー氏が語る内容は野党政治家が望むような内容ではなかった。 

 

バイリー氏は当初、（知人から聞いた話との前提で）レケセンス議員とボルヘ

ス前国会議長は今回のクーデター計画とは全くの無関係だと主張していたが、

その後主張を微修正。 

 

レケセンス議員はクーデター計画を画策していたとは聞かされることなく、

（計画自体とは無関係で）モナステリオ氏の国境移動を手伝ったと語った。 

 

また、逮捕されたモナステリオ氏の携帯電話にはレケセンス議員個人の携帯メ

ッセージが残っていると語った。 

 

なお、バイリー氏はレケセンス議員が今回の計画を知らずにモナステリオ氏を

手助けしたと考える根拠は、「レケセンス議員が自身の携帯を使用してモナス

テリオ氏に連絡を取ったからだ」と説明している。 

「クーデター計画に関与している自覚があるのであれば、自分の名義がすぐに

特定されるようなメッセージを送らない」と主張している。 

 

バイリー氏が政治家のクーデター関与を示唆したことで結果的に政府による

レケセンス議員とボルヘス前国会議長への拘束と事情聴取についての正当性

を与えることになってしまっているように感じる。 

 

なお、ボルヘス前国会議長はモナステリオ氏のことを「全く知らない」と関係

を否定している。 

 

POINT 

 

 

政府の自作自演説を裏

付ける根拠が少ない。 

 

 

また、野党系のジャー

ナリスト（今回の件に

ついて有益な情報筋を

知っている人物たち）

が事件は政府の自作自

演ではないと主張して

いる。 
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（３）外国の動き ～米国政府 判断が付きかねる態度～                 

 

大統領襲撃事件をめぐる外国の動きは興味深い。 

欧米諸国はこれまでのような無条件の野党支援を表明していない。 

 

今回の事件についてマドゥロ大統領から名指しされた国は米国とコロンビア。 

 

ただし、米国については「米国政府が関与している」との発言ではなく「フロ

リダ州に住む反政府グループが資金的な支援をした」と述べている。 

 

他方コロンビアについては「サントス大統領が関わっていると信じている」と

サントス大統領本人が事件に関与していると断言している。 

なお、非難の矛先にされているサントス大統領自身は８月７日付で大統領任期

を終え、イバン・ドゥケ氏が大統領に就任した。 

 

８月８日 アレアサ外相は在ベネズエラ米国大使館のジャームス・ストーリー

経済担当官（米国大使館の実質的ナンバーワン）と会談。米国在住のベネズエ

ラ人が事件に関与していることを示す資料を渡し、調査協力を要請した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.174」８月８日付の記事参照）。 

 

なお、事件発生の翌日、米国のボルトン大統領補佐官はテレビの取材に対して、

「ベネズエラ政府が、米国人が事件に関与した証拠を提示するのであれば、真

摯に調査する用意がある。」と答えている。 

 

独裁政権と非難するベネズエラとは言え、大統領暗殺計画が米国で練られたと

いう証拠を提示されれば調査しないわけにはいけないと考えている。 

 

そして、その調査を終えない限りベネズエラ政府が悪いと非難することはでき

ないだろう。ちなみに、「１．（２）野党の動き」で言及したハイメ・バイリー

氏は「米国政府も今回の計画は事前に知っていた」と述べている。 

 

コロンビアのドゥケ新大統領は大統領の襲撃事件について一切、見解を示して

いない。あれだけベネズエラ問題に首を挟み続けたドゥケ氏が事件から１週間

が経過しても見解を述べないのは異例と言えるだろう。 

 

 

POINT 

 

 

 

米国政府は今回の一件

について慎重な姿勢で

対応。 

 

 

それを受けてかコロン

ビアのドゥケ新大統領

も事件について、野党

を支持するスタンスは

取ってない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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サントス大統領が今回の事件に関与していたかどうかは別として、コロンビア

国内で襲撃事件が準備された可能性は高い。 

 

ベネズエラ政府側の調査要請を無視すれば、コロンビア政府は隣国をほろぼす

ためのクーデター計画を放置していることになる。コロンビアがベネズエラを

崩壊させようとしているとのマドゥロ大統領の主張を裏付けることになる。 

 

一方で、コロンビアにいるボルヘス前国会議長をどのように扱うかも悩むとこ

ろだろう。 

 

８月８日にボルヘス前国会議長はコロンビアの新外相と会談している。新外相

はボルヘス氏に対して、「ベネズエラの民主主義を確立するための支援を惜し

まない」と伝えたものの、ボルヘス氏の身の安全を保証したわけではない。 

 

外国政府が今回の襲撃事件に関してあまりスタンスを示していないとはいえ、

レケセンス議員の拘束については国会議員の不逮捕特権を犯しているとの事

実は否定できず、捜査の透明性、客観性の欠如を指摘する声は多い。 

 

この点については欧州連合議会、ブラジル政府、コロンビア議会、リマグルー

プがベネズエラ政府の対応を非難する声明を発出している。 

 

なお、日本政府については、今回の襲撃事件を受けて目立ったアクションをお

こしているわけではないが、野党多数の国会が各国外交官を招いた議会の召集

に応じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

ボルヘス議員が事件に

関わっているとされる

証拠が増えており、コ

ロンビア政府はボルヘ

ス氏の処遇に苦慮する

ことと思われる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

今週は大統領襲撃事件に関連する動きや米裁判所の Citgo 資産差し押さえ判定など騒がしい一週間だった。 

 

来週からは１２月に予定されている市議会議員選の準備が本格的に始まる。 

また、大統領襲撃事件に関連して国内で政治的な衝突も起きそうだ。 

そして、政府が経済回復のキックオフデーになると主張している８月２０日に向けてデノミや外貨管理制度に絡ん

だ発表も予見される。来週のベネズエラは騒がしくなりそうだ。 

 

 

 

表：　８月５日～８月１１日に起きた主なイベント

内容

８月 ５日 日 交通部門の国勢調査期限、１００万人が登録

６日 月 民間金融機関BANESCOの政府管理９０日間延長

７日 火 ドローン爆破事件の関与容疑でファン・レケセンス議員を拘束

８日 水

９日 木 米国裁判所 CrystallexにCitgo資産差し押さえを承認

１０日 金 祖国カードの国勢調査２回目（１２日まで）

１１日 土 レケセンス議員擁護の抗議行動

表：　８月１２日～８月１９日に予定される主なイベント

内容

８月 １２日 日

１３日 月 国債３４のグレースピリオド期限 少

政党更新作業の開始（１５日までにCNEで書面にサイン） 少

レケセンス議員の裁判初日（１５時～） 少

１４日 火

１５日 水 国債１８の返済予定日（グレースピリオド３０日あり） 少

１６日 木 政府とCrystallexとの協議期限 大

１７日 金

１８日 土

１９日 日 市議会議員選の出馬要領を発表 少

新政党の供託金支払い期間開始（２１日まで） 少

（出所）各種報道からベネインベストメント作成

日付

日付
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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（８月１０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 ５月１３日 0 193.4 PDVSA３７ １１月１３日 0 41.3

国債２４ ５月１３日 0 205.9 PDVSA２７ １１月１３日 0 80.6

国債２５ ５月２１日 0 122.4 PDVSA２０ １１月２７日 841.9 143.1

国債２６ ５月２１日 0 352.5 PDVSA２２N １１月２７日 0 90.0

国債２３ ６月７日 0 180.0 PDVSA１７ １２月４日 1121.4 47.6

国債２８ ６月７日 0 185.0 PDVSA２６ ６月１５日 0 270.0

国債１８ ７月１日 0 70.0 PDVSA２４ ６月１６日 0 300.0

国債２０ ７月９日 0 90.0 PDVSA２１ ６月１７日 0 215.4

国債３６※ 7月２９日 0 325.0 PDVSA３５ ６月１７日 0 292.4

国債３４ ２月１２日 0 70.3 PDVSA２２O ３月２０日 0 191.1

国債３１ ３月７日 0 251.0 PDVSA２７ ５月１４日 0 80.6

国債１８ ３月１９日 0 51.3 PDVSA３７ ５月１４日 0 41.3

国債１８Ｆ ３月１９日 0 20.4 PDVSA２０ ５月２７日 0 107.4

国債２２ ３月２５日 0 191.3 PDVSA２２ ５月２８日 0 90.0

国債２７ ４月１６日 0 185.0 0 1,480.8

国債３８ ４月３０日 0 43.8 ８月１３日 0 70.3

0 2,537.3 ９月５日 0 251.0

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6 0 321.3

650.0 27.6 650.0 4,367.0

650.0 4,046

（出所）ベネインベストメント作成

　支払済／着金予定 　グレースピリオド期間中

　グレースピリオド切れ（１回目） 　政府組織１００％保有債券

　グレースピリオド切れ（２回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 2,537 電力公社 678

PDVSA 1,481 合計 4,696

5,017.0

国

債

P

D

V

S

A

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

国債３４

国債３１

総計

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

678

5,0171,481

2,859
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２．Citgo 資産の差し押さえは PDVSA 債権者の権利を毀損                      

 

８月９日 米国デラウエア州裁判所はカナダの金鉱山開発会社 Crystallex の

主張を認め、Crystallex が PDVSA の米国子会社 Citgo の資産を差し押さえる

ことを承認し、ベネズエラ経済界に衝撃が走った（「ベネズエラ・トゥデイ

No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

Crystallex は０２年にベネズエラ最大の金鉱区「ラス・クリスティナス（Las 

Cristinas）」の４～７鉱区の採掘権を獲得。同地域の金開発を進めていた。 

 

しかし、資源ナショナリズムの高まりを受けてチャベス大統領（当時）が同地

域の環境配慮を理由に Crystallex との契約を破棄。同社が開発していたラス・

クリスティナス鉱区を政府が接収した。 

 

Crystallex は国際紛争解決センター（ICSID）に本件を提訴し訴えが認められ

１２億ドル＋利息の賠償請求を勝ち取った。 

 

１７年３月、この判定は米国裁判所で追認され、利息を含めて１４億ドルの支

払いがベネズエラ政府に命じられた、 

 

ただし、同国政府は外貨になるような資産はあまり保有していない。 

そこで Crystallex は同年４月に「ベネズエラの国営石油公社 PDVSA は実質的

にベネズエラ政府と同一の存在である」と主張し、PDVSA の米国子会社 Citgo

の資産差し押さえを試みることが出来るか裁判所に確認。６月に裁判を行うこ

とを認められ、８月には正式に Citgo 資産差し押さえの裁判を起こしていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.21」８月１５日付の記事参照）。 

 

この裁判で Crystallex が勝訴するのは容易ではないとの見方が大半だった。 

 

実際に１８年１月に米国裁判所は Crystallex 側の主張を棄却する判定を下し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.81」１月３日付の記事参照）。 

その後、Crystallex はこの判定を不服として上告していたが、判定を覆すのは

容易ではないとの見方が多かった。 

 

 

POINT 

 

 

米国裁判所 Crystellex

に対して PDVSA の米

国子会社 Citgo の差し

押さえを認める。 

 

 

ベネズエラ政府への賠

償金を PDVSA 資産で

回収するという前例に

なり得る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8da41e29fdf72ff3f06edccfb1356907.pdf
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なお、Crystallex については訴訟期間中の１７年１１月に一度ベネズエラ政府

と示談に至ったとの報道が流れている（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」１１

月２５日付の記事参照）。 

 

しかし、報道から数日後に Crystallex 側が合意の存在を否定し、改めて裁判を

起こし直していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.68」１２月４日付の記事参照）。 

 

この約１週間に何が起きたのか。 

Crystallex が示談を破棄し、裁判のやり直しを起こした背景、および今回

Crystallex が勝訴できた背景には ケベド PDVSA 新総裁の就任と Citgo のペ

レイラ社長（当時）の逮捕があったとされている。 

 

 

Crystallex とベネズエラ政府が示談に至ったと報じられたのは１１月２５日。 

 

しかし、合意報道が流れた翌日の１１月２６日 マドゥロ大統領はネルソン・

マルティネス PDVSA 総裁を更迭し、石油産業の門外漢で軍部出身のマニュエ

ル・ケベド総裁を後任に任命すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」

１１月２６日付の記事参照）。 

 

また、１１月２１日には Citgo のペレイラ社長、他役員５名が政府の承認を経

ることなく融資を受け入れたことを理由に逮捕された（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.62」１１月２２日付の記事参照）。つまり、Citgo としての企業判断より

もベネズエラ政府の判断が優先されたということを意味する。 

 

これらの件は Crystallex が訴えていた「PDVSA と政府が同一の存在である」

との主張を後押しする重要な要素になった。この事実を基に裁判を戦うことで

勝てる見通しが高まったことが合意を破棄させた理由とされている。 

 

今更の話ではあるが、マルティネス氏が総裁職を継続し、Citgo 社長らの逮捕

がなければ Crystallex の訴訟はベネズエラ政府側の勝訴で終わった（Citgo 資

産の差し押さえ申請は棄却）のだろう。 

 

本件については「カントリーリスク・レポート No.24」（３．外国企業の訴訟相

次ぐ）でも言及している。 

 

POINT 

 

 

Crystallex が勝訴でき

た理由は１７年１１月

のマニュエル・ケベド

PDVSA 総裁の就任と

ペレイラ Citgo 社長の

逮捕が大きく影響して

いる。 

 

これで「政府と PDVSA

が 実 質 的 に 同 一 の 存

在」と言う Crystallex

の主張が補強された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28e794c56ef84dade5e832382eb7de43.pdf
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以上が今回の訴訟の経緯。 

 

今のところ米国裁判所は Citgo 資産の差し押さえを承認しただけで差し押さ

え指令は出していない。 

 

裁判所はベネズエラ政府と Crystallex に対して８月１５日までに示談の可能

性を探るよう命じた。そのため、まだ Citgo 資産差し押さえを避けられる可能

性が残っている。 

 

加えて、判決を受けた翌日の８月１０日に PDVSA は決定を不服として上告し

た。時間稼ぎになるか決定を覆せるかは不明だが、PDVSA の組織力は著しく

衰退しており、法務アドバイザーもまともに機能していないと聞いている。 

ConocoPhillips がカリブ海の資産差し押さえに動いた際も、PDVSA 側は直前

まで彼らの計画を察知していなかったようだ。 

この状況で PDVSA が出来るのは時間稼ぎが関の山かもしれない。 

 

ただし、Citgo の株式の５０．１％は PDVSA２０の債権者の担保に設定されて

おり、残りの４９．９％はロスネフチからの１５億ドルの融資担保になってい

る。知人の有識者によると、ベネズエラ政府はロシアとの関係には配慮してお

り、最終的には Crystallex と合意に至るのではないかとの見解を示していた。 

 

今回の判定は２つの意味で重要な判定だった。 

 

１つ目は「初めて Citgo の資産差し押さえが具体的に承認されたこと」 

２つ目は「PDVSA が政府と実質的に同一の存在であると認められたこと」 

 

「初めて Citgo の資産差し押さえが具体的に承認されたこと」について、 

 

債務返済が事実上停止状態にある中、多くの債権者は外国資産の差し押さえを

検討している。ConocoPhillips のカリブ海資産差し押さえはその一例だ。 

 

中でも Citgo は４０～８０億ドル相当の資産価値があると評価されており（統

一した見解はない）、ベネズエラが持つ最も重要な資産として債権者が差し押

さえに強い関心を示している。 

 

 

POINT 

 

 

PDVSA は今回の判決

を不服として上告する

と報じられている。 

 

 

同時に Crystallex の主

張を認めた米国裁判所

は８月１５日までにベ

ネ ズ エ ラ 政 府 と

Crystallex の和解案を

出 す よ う 提 案 し て い

る。 
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Crystallex は初めて Citgo の資産差し押さえを目前に控えることが出来た。 

 

しかし、Crystallex はベネズエラ政府の債権者だ。 

ベネズエラ政府の債権者よりも PDVSA の債権者の方が Citgo 資産を差し押さ

える際の優先順位が高いと考えるのは自然なことだろう。 

 

今回の一件を機に PDVSA 債権者が訴訟を起こし始める懸念が高まっている。 

 

 

２つ目の「PDVSA が政府と実質的に同一の存在であると認められた」という

点について、 

 

これまで政府の債務と PDVSA の債務というのは別々に認識されると考えられ

ており、PDVSA が政府の債務を返済する義務はないとの理解が一般的だった。 

 

今回の判決はその前提を覆すものになる。 

 

つまり、今後ベネズエラ政府の債権者（例えば国債の保有者）が支払いを求め

る際に、PDVSA に支払いを求めることが可能になることを意味する。 

 

ベネズエラ政府に対する債券保有者にとってはプラスの話ではあるが、

PDVSA の債権者にとってはマイナスの話になる。 

 

ベネズエラ政府も PDVSA も大半の対外債務支払いを停止しており、債券だけ

でも支払い遅延総額は５０億ドルを超える。また、８月１５日にはベネズエラ

国債約１０億ドルの償還も控えている（グレースピリオド（支払い猶予期間）

があるので、実質的な支払い期限は９月１５日）。 

 

その他、債券以外の直接融資の債務返済遅延などを含めればその額はさらに増

える（正確な数字は存在しない）。 

 

仮に Citgo が差し押さえをされた場合、PDVSA のオペレーションは袋小路に

はまる。カリブ海の製油所も正常に機能出来ず、Citgo まで動かせなくなれば

PDVSA は相当厳しい立場に追い込まれるだろう。 

 

 

POINT 

 

今 回 の 件 は 「 初 め て

Citgo に差し押さえの

手がかかったこと」、

「 政 府 の 債 務 を

PDVSA で回収するこ

とが認められたこと」、 

の２点で極めて大きな

意味を持つ。 

 

仮に Citgo 資産が差し

押 さ え ら れ た 場 合 、

PDVSA のオペレーシ

ョ ン は 更 に 苦 し く な

る。 
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３．大統領ドローン襲撃事件 筆者見解                    

 

８月４日に起きた大統領へのドローン襲撃事件の最新状況は「１．（１）政府

の動き」「１．（２）野党の動き」「１．（３）外国の動き」で紹介した通り。 

 

情報が多すぎて真実をつかむのは容易ではないが、筆者が確認した情報を踏ま

えて今回の事件の所感と仮説を紹介したい。 

 

最初に、今回の一件が政府の自作自演だったのか、あるいは本当にマドゥロ大

統領の暗殺を計画したグループの犯行だったのかという点について分析する。 

 

「１．（２）野党の動き」で紹介した通り、今回の事件が政府の自作自演だと

する主張の根拠は１８年１月に政府に殺害されたオスカル・ペレス元 CICPC

捜査官のツイッターの投稿。 

 

ペレス元捜査官は事件の主犯格とされるライデル・ルッソ氏とグスマン・デル

ガド氏は政府に情報を売り渡していた裏切り者だと非難している。 

 

この件について、野党系のジャーナリストであるパトリシア・ポレオ氏はペレ

ス氏が所属していた極右グループ「Resistencia」に派閥抗争があり、ペレス元

捜査官とライデル・ルッソ氏のグループは意見の違いがあったと説明している。 

 

また、ポレオ氏は、ルッソ氏について１７年８月にカラボボ州のパラマカイ駐

屯地で起きたクーデター未遂事件の参加者で、首謀者だったファン・カグアリ

パーノ氏の右腕とされ、クーデターの際に軍部の武器を持ち去っており、ベネ

ズエラ政府は彼を血眼になって探していると説明。ルッソ氏は政府の内通者で

はないとの見解を示した。 

 

他、今回の犯行を事前に知っていたと公言しているバイリー氏も事件は政府の

自作自演ではないとコメントしている。彼も強硬な反政府ジャーナリストで政

府を擁護するための発言とは思えない。 

 

政府の自作自演だとすれば、どこかから情報が出てくるものだが現在のところ

オスカル・ペレス氏のツイッター以外に政府の自作自演を裏付ける証拠が存在

していない。これらを含めると今回の事件は本物だったと考えるべきだろう。 

POINT 

 

 

ドローン襲撃事件 

政府による自作自演の

可能性は低い。 
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ただし、筆者は政府が今回の企みを事前に知っていたのではないかと疑ってい

る。 

 

理由は政府の対応が速すぎることだ。 

 

８月４日 事件勃発から４時間後にマドゥロ大統領は「今回の事件はコロンビ

ア政府と米国フロリダ州に住む反政府勢力の協力がある」と断言した。 

 

最初はベネズエラ政府にありがちな恒例の主張かと間に受けなかったが翌日

にはリベロル内務司法平和相が事件に関わったとされる人物の顔写真を公開。

６名を逮捕したと発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.172」８月４～５日付

の記事参照）。 

 

その時も捜査の進捗が早すぎて、しっかりとした捜査もなく逮捕したのだろう

と思っていた。 

 

また、誤った逮捕なら親族や知人などが事件当日の彼らの行動を主張し、事件

との関与を否定するなど誤認逮捕を証明する何らかの証拠が出てくると考え

ていた。 

あるいは、潔白であれば主犯格とされるライデル・ルッソ氏（コロンビア在住）

やグスマン・デルガド氏（米国フロリダ州在住）自身が事実無根だとメディア

に登場しても良いと思われる。 

 

しかし、逮捕から１週間が経過しても逮捕者と事件とのつながりを否定する報

道や犯人とされた人物の身の潔白を訴える声明は確認できていない。 

 

政府が圧力で報道を規制していると思うかもしれないが、政府の報道規制力は

多くの人が考えるほど高くない。実際にベネズエラのウェブ情報はほとんどが

政府批判だ。今回の件だけ政府がうまく報道を統制できているとは考えにくい。 

 

また、野党系のジャーナリストが事件は本物だと訴えている点も含めて、政府

の説明に事実が多く含まれていると考えるのが一番しっくりくる。 

 

レケセンス議員を拘束した SEBIN 部隊のトップもキューバで研修を受けてい

る。携帯電話の傍受など人権やプライバシーを考慮せず、捜査を行うことが出

来る彼らの情報収集力は決して低くないだろう。 

POINT 

 

 

政府は計画を事前に知

っ て い た 可 能 性 が 高

い。 

 

 

理由はベネズエラ政府

の本件に対する捜査が

迅速すぎること。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
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政府が素早く行動出来ているのはモナステリオ氏の証言によるところが大き

い。 

 

モナステリオ氏は映像でライデル・ルッソ氏、グスマン・デルガド氏が主犯格

であること、仲間の犯行グループがどこに滞在していたか、レケセンス議員を

含めて今回の計画に誰が関与していたかなどを証言している。 

 

政府はどうして事件のキーパーソンとなるモナステリオ氏をここまで迅速に

逮捕できたのか。 

 

一番しっくりくるのは、政府がモナステリオ氏の動きを事前に察知し SEBIN

が彼を追跡していたか、あるいはモナステリオ氏が実は政府の内通者で情報提

供者になっていた場合ではないか。 

 

モナステリオ氏の証言映像は顔にモザイクがかかっており本人か特定できな

い（以下の写真）。 

 

筆者はモナステリオ氏が情報協力の見

返りに雲隠れすることを約束されたの

で、現在の顔が知られないようモザイク

をかけていると考えている。 

 

なお、現在公開されているモナステリオ

氏の写真は軍服を着ている写真が多い。

彼は１３年に軍人を辞めており、少なく

とも５年前の写真と言うことになる。 

 

 

本人ではない可能性もあるが、虚偽の証言だとすれば色々なところで矛盾が生

じるが現在ところ矛盾が生じておらず、証言の内容自体は事実を多く含んでい

ると考えている。 

 

なお、ファン・レケセンス議員の証言については、クーデター犯だと知らずに

モナステリオ氏の国境移動を支援したという説は信ぴょう性が高いと考えて

いる。 

 

POINT 

 

 

事件のキーパーソンと

なったモナステリオ氏

は政府の情報提供者の

可能性があるのではな

いか。 
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４．ベネズエラ債券・原油価格の増減（８月１０日終値）       

債券指標の動き  解説 

 

 

 

今週はマドゥロ大統領襲撃事

件、Citgo の差し押さえなどネ

ガティブ報道が続いた。 

 

これを受けて同国公社債はも

れなく下落した。 

 

特に Citgo の株式５０．１％が

担保に設定されている PDVSA

２ ０ ２ ０ に つ い て は 先 週 比

５％減と著しく下落している。 

 

今後も更に下げる可能性があ

るだろう。 

 

なお、電力公社債は先週比１

３％減と大きく下げているが

取引量が少ないため価格がブ

レやすくなっていることが理

由と思われる。 

 

 

以上 

 

2018 13.625 2018/8/15 30.00 -1.64 
2018(N) 7 2018/12/1 26.75 -2.30 

2019 7.75 2019/10/13 26.60 -2.64 
2020 6 2020/12/9 26.13 -2.61 
2022 12.75 2022/8/23 27.57 -2.55 
2023 9 2023/7/5 26.50 -1.85 
2024 8.25 2024/10/13 26.47 -2.72 
2025 7.65 2025/4/21 26.43 -1.86 
2026 11.75 2026/10/21 27.75 -2.94 
2027 9.25 2027/9/15 28.13 -1.44 
2028 9.25 2028/5/7 26.50 -3.04 
2031 11.95 2031/8/5 27.78 -2.80 
2034 9.375 2034/1/13 28.11 -3.50 
2038 7 2038/3/31 26.63 -2.28 

利率
％

2020 8.5 2020/10/27 86.21 -5.01 
2021 9 2021/11/17 23.57 -3.56 
2022 12.75 2022/2/17 25.50 -2.89 

2022(N) 6 2022/10/28 19.75 -0.40 
2024 6 2024/5/16 21.79 -1.45 
2026 6 2026/11/15 21.70 -1.81 
2027 5.375 2027/4/12 23.11 -1.20 
2035 9.75 2035/5/17 23.76 -2.42 
2037 5.5 2037/4/12 23.09 -0.99 

Elecar債2018 8.5 2018/4/12 11.75 -12.96 

取引
価格

先週比

WTI 67.73 -1.25 
Brent 72.92 -0.52 
Venezolano 66.82 -1.98 

（出所）　Rendivalor、Avsec、石油省

原
油

銘柄

満期
取引
価格

先週比

国
債

P
D
V
S
A

満期
取引
価格

先週比利率


