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（写真）Maduradas “米国フロリダ州南部裁判所 アレックス・サアブ氏の外交ステータスを否定” 

 

 

２０２２年１２月２３日（金曜） 

 

政 治                     

「米裁判所 サアブ氏の外交官ステータスを否定 

～１８年～１９年 １２００万ドル支払い～」 

「Gedeon 作戦の実行犯米国人 解放されず」 

「マドゥロ政権 在伯ベネズエラ大使を任命」 

「パラグアイ検事殺人犯 ベネズエラ国内で裁く」 

経 済                     

「２０２３年のベネズエラ 専門家の見解 

～米国とベネズエラの接近が加速～」 

社 会                     

「CLAP 年末の豚肉販売なしか」 

22 年 12 月 24～25 日（土・日） 

 

政 治                    

「暫定政権消滅で予見される影響は？ 

～外国政府・組織の認識、外国資産が危機～」 

経 済                    

「ベネ自動車 故障の原因は燃料ではなく油 

～２３年中に潤滑油などの品質認証開始か～」 

「１２月３週目 証券取引総額は１７．６万ドル」 

「２２年１１月 外貨預金額は１４．９億ドル」 

「西 Abanca 銀行 Turgobank を買収」 

「２３年 電子商取引・漁業・税金法を改定」 

「２０２３年 ベネズエラの金融機関カレンダー」 
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２０２２年１２月２３日（金曜）             

政 治                       

「米裁判所 サアブ氏の外交官ステータスを否定         

  ～１８年～１９年 １２００万ドル支払い～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.849」で紹介した通り、

汚職を理由に米国で拘束されているコロンビア人企業

家アレックス・サアブ氏の外交ステータスを巡る裁判が

２０２２年内に出ると報じられていたが、実際に判決が

出た。 

 

１２月２３日 米国フロリダ州裁判所は、アレックス・

サアブ氏はマドゥロ政権の外交官ではないとの判決を

下し、「サアブ氏には外交官が有する不逮捕特権が適用

されない」とした。 

 

サアブ氏の弁護士はこの決定に不服を申し立てる可能

性が高く、この問題が完全に終止符を打ったことにはな

らないが、サアブ氏の汚職裁判が一歩進展したと言える

だろう。 

 

なお、１２月２１日に行われた裁判にて、米国麻薬捜査

局（DEA）は 

「サアブ氏が２０１６年～１９年にかけて複数回 DEA

捜査員らと接触を持っており、２０１８年８月～１９年

２月にかけて合計１，２００万ドルを支払った」 

と証言した。 

 

サアブ氏は実は米国政府のスパイとして機能していた

可能性は以前から報じられていたが、DEA が正式に事

実を公表したということになる。 

 

しかし、最終的にサアブ氏はマドゥロ政権側に組みした

ため、カボベルデで拘束されたという情報も非公式に報

じられている。 

 

なお、マドゥロ政権は今回の判決を拒絶。 

 

１２月２４日に外務省が声明を発表。 

「ベネズエラ政府は、米国フロリダ州南部地区の判事に

よる、アレックス・サアブ氏の不逮捕特権を否認する判

決を断固として拒絶する。 

 

今回の決定は、米国によるベネズエラに対する一方的な

攻撃行為の新たな一例となる。 

 

米国判事の決定はウィーン条約の明確な違反行為であ

り、米国が国際法を無視している事実を明らかにしてい

る。」と訴えた。 

 

「Gedeon 作戦の実行犯米国人 解放されず」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.847」にて、２０２０年５

月に起きた武力によるマドゥロ政権倒壊作戦「Gedeon

作戦」に参加した米国元軍人ら２名がマイケティア空港

に移送されるとの記事を紹介した。 

 

サアブ氏の判決が間近に迫る中、人質交換の可能性があ

るとの憶測もあったが、最終的にマドゥロ政権は同２名

を米国に送ることはなかったという。 

 

ベネズエラ軍部の内情に詳しいセバスティアン・バラエ

ス記者は、自身のソーシャルメディアにて、 

「拘束中の米国元軍人２名を空港に移送するためのト

ラックが待機していたが、最終的に２名は移送されず、

刑務所に再び戻った」と投稿した。 

 

なお、時系列的には、マドゥロ政権が先に米国元軍人２

名の移送をキャンセルし、その後、米国裁判所でサアブ

氏の外交ステータスを否定する判決がでている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/831c75ecdc0e02bd79dfb64f5cc22d75.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f71ddfcf01418a366865b7bc9005c02.pdf
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「マドゥロ政権 在伯ベネズエラ大使を任命」                  

 

１２月２２日 マドゥロ大統領は、在ブラジル・ベネズ

エラ大使として Manuel Vicente Vadell 氏を任命した。 

 

２０２３年１月１日からブラジルでルラ政権が発足す

る。 

 

ルラ政権に交代することで、ブラジルはマドゥロ政権を

ベネズエラの正当な政府と認識することになり、両国の

外交関係が正常化するとみられている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 Twitter より 

 

 

 

 

 

 

「パラグアイ検事殺人犯 ベネズエラ国内で裁く」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.849」にて、ラテンア

メリカ地域の麻薬捜査を行っていたパラグアイの

Marcelo Pecci 検事を殺害した犯行グループが逮捕され

たとの記事を紹介した。 

 

この犯行はベネズエラ人によるもので、カラカスにて逮

捕されている。 

 

Pecci 検事はパラグアイの検事で、彼が殺害されたのは

コロンビアである。 

 

パラグアイとベネズエラの関係は極めて悪いため、パラ

グアイに移送される可能性はないだろうが、コロンビア

で裁判を受ける可能性はあった。 

 

本件について、ベネズエラ検察庁は、犯行グループはベ

ネズエラ国内にて裁くと宣言。犯行グループを他国に引

き渡さない姿勢を示した。 

 

事実は定かではないが、他国への引き渡しを拒否した理

由として、マドゥロ政権に都合の悪い事実があったので

はないかとの憶測も報じられている。 

 

経 済                        

「２０２３年ベネズエラ 専門家の見解       

     ～米国とベネズエラの接近が加速～」           

 

２０２２年 ベネズエラの石油産業に関して前進があ

った。２０２３年、ベネズエラの石油産業にどのような

変化が予見されるのか現地メディア「Tal Cual」の報じ

た内容を紹介したい。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/831c75ecdc0e02bd79dfb64f5cc22d75.pdf
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制裁についての肯定的な意見が減少したこと、グアイド

暫定政権に対する国際的な支持が減少したことなどを

理由に米国政府は対ベネズエラ方針の変更を余儀なく

されている。 

 

そのような中、ベネズエラと米国との間で小さな変化が

みられた。具体的には Chevron のベネズエラでの事業

再開と、米国向けの原油販売が許可された。 

 

また、人道支援基金の創設が与野党協議で合意された。 

これにより国連が管理する形で外国にあるベネズエラ

政府の凍結資産が使用可能になり、その額は約３０億ド

ル超と報じられている。 

 

「ラテンアメリカ・アトランティック・カウンシル」の

ディエゴ・アレア氏は、「米国政府は、米国の対ベネズ

エラ方針は変わっていないと説明しているが、明確に変

化している」とコメント。 

 

「２０２３年、米国とベネズエラは更に接近することに

なると考えている」との見解を示した。 

 

「国際戦略調査センター」の Ryan Berg 氏は、「ラテン

アメリカで左派政権の勢力が拡大しており、多くの国が

マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識するようになっ

た。これがバイデン政権の活動を阻害している。グアイ

ドは国際的な政府認識を獲得することが出来ず、野党は

求心力を失った。 

 

バイデン政権は引き続きグアイド暫定政権をベネズエ

ラの政府と認識する意思があるだろうが、ベネズエラの

野党自身が暫定政権の継続を望んでいるかどうかが問

題だろう」と指摘している。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「CLAP 年末の豚肉販売なしか」           

 

ベネズエラでは年末に豚肉を食べる習慣がある。 

 

今年は豚肉１キロ当たり７．５ドル～９．５ドルが相場

で、家族で５キロの豚肉を食べるためには３８ドルが必

要と報じられている。 

 

マドゥロ政権はこの時期に CLAP を通じて豚肉を安価

に販売することが多かったが、現時点ではそのような発

表はされていない。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

２０２２年１２月２４日～２５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「暫定政権消滅で予見される影響は？         

  ～外国政府・組織の認識、外国資産が危機～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.849」で紹介した通り、

主要野党のうちの３党「第一正義党（PJ）」「行動民主党

（AD）」「新時代党（UNT）」は、グアイド暫定政権の消

滅を提案した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/831c75ecdc0e02bd79dfb64f5cc22d75.pdf
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この提案は賛成多数で受け入れられており、２０２３年

１月５日に行われる決議では、暫定政権の継続が否決さ

れることが予想されている。 

 

本件について、「ベネズエラ憲法ブロック」は、暫定政

権が消滅することについて、「政治・経済・社会的に甚

大な被害が出る」と警鐘を鳴らした。 

 

「ベネズエラ憲法ブロック」によると、暫定政権が消滅

することで、外国で活動しているベネズエラ代表も消滅

すると指摘。暫定政権を支持している国の支持を失うと

訴えた。 

 

現在、暫定政権を正当なベネズエラ政府とまともに認識

している国は、米国とパラグアイくらいだろう。日本な

どマドゥロ政権に否定的な国でもマドゥロ政権の実効

支配を暗に認識している。 

 

他、暫定政権をベネズエラ政府と認識する国際組織とし

て「米州機構（OAS）」が挙げられる。 

 

暫定政権が消滅すれば、これらの国・組織のベネズエラ

代表を失うことになる。 

 

また、暫定政権が消滅することで外国にあるベネズエラ

政府資産が危険にさらされると指摘した。 

 

現在、「国際通貨基金（IMF）」は、ベネズエラ政府の認

識が統一されておらず、本来ベネズエラ政府が使用でき

るはずの「特別引出権（SDR）」が使用できず、５０億

ドル以上の資金が使用できない状況にある。 

 

仮に IMF がマドゥロ政権をベネズエラ政府と認識した

場合、この資金をマドゥロ政権が使用することにもなり

かねないとした。 

 

 

 

ただし、PJ、AD、UNT は「ベネズエラ中央銀行」など

対外資産の保護を目的とした一部の組織は維持するこ

とを提案しており、２３年以降は残された組織が外国に

ある政府資産を管轄することになりそうだ。 

 

経 済                       

「ベネ自動車 故障の原因は燃料ではなく油     

 ～２３年中に潤滑油などの品質認証を開始か～」        

 

「全国メカニック工場商工会（Canatame）」の Gino 

Fileri 代表は、「Union Radio」のインタビュー番組に出

演。 

 

ベネズエラの自動車市場について、故障が起きる問題の

多くは燃料の質が悪いからではなく、油や潤滑油の質が

悪いからだと説明。現在のメディアの報道に苦言を呈し

た。 

 

Fileri 代表は、ベネズエラ国内で質の悪い油を使用して

いるケースが多発していると指摘。 

 

ベネズエラで製品規格を監督する「Sencamer」と共同で

自動車の潤滑油など部品や材料についての規格を定め、

認証を行う作業を進めていると説明した。 

 

こういった認証プロセスを挟むことで、違法な部品など

が使用できなくなるため、修理に必要なコストが増える

ことを認めた一方で、安全性を踏まえて適切な部品での

修理・修繕の必要性を主張した。 

 

Fileri 代表によると、この認証規格は２０２３年から始

まるという。現時点では油・潤滑油などの品質を認証す

る研究所がベネズエラ国内にないようだが、このような

認証は必要だと訴えた。 
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「１２月３週目 証券取引総額は１７．６万ドル」            

 

１２月１９日～２３日 ベネズエラ証券市場の取引総

額は１７．６万ドルだった。 

 

同取引額の５５％は「Grupo Zuliano」と「Mercantil」

の２銘柄で取引額はそれぞれ５万１，４００ドル、４万

６，４００ドルだった。 

 

また取引の７４％は、外貨建ての有価証券の取引だった

という。 

 

今週は「Agropecuaria Insa de Venezuela（Agroinsa）」

が５．６万ドルの債券を発行。年間利回りは１２％、償

還は１８０日だという。 

 

「２２年１１月 外貨預金額は１４．９億ドル」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２２年１１月時

点のベネズエラ金融機関の外貨建ての預金額に関する

状況を報じた。 

 

同メディアによると、２２年１１月の金融機関の外貨建

て預金総額は約１４．９億ドル。ボリバル通貨建てを含

めた預金総額の４６．２８％を占めているという。 

 

なお、１４．９億ドルという金額は預金のみであり、ベ

ネズエラには現金外貨紙幣が流通しているため、実際の

通貨流通量はもっと多い。 

 

「Bancaynegocios」によると、ベネズエラ国内で流通し

ている外貨の３５％は預金されない状態で紙幣として

流通しているという。 

 

 

 

 

なお、銀行が預かっている外貨預金の総額は１４．９億

ドルだが、ベネズエラでは「為替協定２０号」と「為替

協定１号」の２種類の外貨預金制度が存在する。 

 

「為替協定２０号」が昔から存在する外貨預金制度で、

同制度をベースに預金されている金額は５．３億ドル。 

 

「為替協定１号」が新しい外貨制度で、現在は一般的に

「為替協定１号」の枠組みで外貨預金が行われている。 

 

この「為替協定１号」の枠組みで預金されている金額は

約９．６億ドルだという。 

 

「西 Abanca 銀行 Targobank を買収」             

 

スペインの「Abanca 銀行」の Juan Carlos Escotet 頭取

は、最も金持ちのベネズエラ人として知られる人物だ。 

 

この「Abanca 銀行」の Escotet 頭取は、フランス系金融

機関「Credit Mutuel」がスペインに持つグループ会社

「Targobank」の買収プロセスを完了したと発表した。 

 

「Targobank」は、スペインで６６の支店と５４４名の

職員を有する金融機関で。２０１６年から赤字が続いて

いたため、「Credit Mutuel」が整理を進めていたという。 

 

「Abanca 銀行」は２０１７年から同銀行の買収に関心

を示しており、５年越しの買収になるという。 
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「２３年 電子商取引・漁業・税金法を改定」         

 

与党国会のヘスス・ファリア議員（経済財務常設委員会

所属）は、２０２３年に法案の検討を進める分野につい

て「州税・市税」「電子商取引」「カラカス首都区の消防

隊」「農業・漁業」など４つの分野を挙げた。 

 

他、２０２２年に経済財務常設委員会が実行した法令に

ついて、 

「保険業法の改定（１０月１１日に制定）」 

「経済特別区法の制定（６月３０日に制定）」 

「大規模金融取引税の改定（２月３日に制定）」 

などを挙げた。 

 

「２０２３年 ベネズエラの金融機関カレンダー」           

 

ベネズエラの金融機関は、通常の祝祭日に加えて、金融

機関だけが休む祝祭日が存在する。 

 

金融機関だけの祝祭日は忘れがちなので、銀行に行って

みたが休みだったということはベネズエラではよくあ

る話だ。 

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、２０２３年の金融機

関カレンダーを公表しているので、参考までに紹介した

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）銀行監督庁（SUDEBAN） 

 

以上 


