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（写真）@ChavistaLRM “サアブ氏 約４年前から米国政府の情報提供者だった疑惑が浮上” 

 

 

２０２２年２月１６日（水曜） 

 

政 治                     

「アレックス・サアブ氏 実は米国の情報提供者？ 

～２０１８年に米国政府と情報提供で合意～」 

「マドゥロ政権 ロシアと軍事関係強化で合意 

～ロシア コロンビア国境にレーダーを配置～」 

「欧米ら１９カ国 与野党協議再開にむけて協議」 

「英国 ベネズエラ商務室を閉鎖」 

経 済                     

「２２年３月からイランとの国際線が開通」 

社 会                     

「情報提供者の元与党幹部 米国で刑期終え釈放」 

２０２２年２月１７日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 統一プラットフォーム不十分 

～２月１９日に抗議行動を実施～」 

「マドゥロ政権 サアブ氏情報提供者説に疑問」 

「KOKI コロンビアでクーデター準備していた」 

「アルゼンチン マクリ前政権の調査を開始」 

経 済                    

「中銀 毎週６２００万ドルを為替市場に供給」 

「２２年１月 外貨預金は預金総額の５３％」 

社 会                    

「強権国家ランキング １６７カ国中１５１位」 
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２０２２年２月１６日（水曜）             

政 治                       

「アレックス・サアブ氏 実は米国の情報提供者？   

  ～２０１８年に米国政府と情報提供で合意～」       

 

米国で拘束されているアレックス・サアブ氏に関して、

大きな変化が報じられた。 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権の協力者とされ

るコロンビア人企業家。 

 

米国が科した経済制裁の回避スキームを作った人物と

して米国が指名手配をし、２０２０年６月にイランへの

移動途中に給油のために立ち寄ったカボベルデで拘束

された。 

 

その後、マドゥロ政権はサアブ氏について「ベネズエラ

政府の外交官であり、外交官の拘束は禁止されている」

と主張。カボベルデに解放を求めたが、２０２１年１０

月に米国に引き渡された。 

 

マドゥロ政権は「サアブ氏が米国に誘拐された」と主張

し、同年８月から始まっていた与野党協議の離脱を宣言。

「サアブ氏が解放されるまで与野党協議の再開はない」

と主張している。 

 

サアブ氏の詳細については「ウィークリーレポート

No.222」を参照されたい。 

 

２月１６日 米国マイアミ地方裁判所は、２０１８年６

月～２０１９年３月にかけて９カ月間、サアブ氏が「米

国麻薬捜査局（DEA）」および「米国連邦捜査局（FBI）」

の情報提供者として活動していたとの文章を公表した。 

 

少なくとも DEA はサアブ氏を「情報提供者」として登

録していた事実が存在している。 

公開された文章によると、 

２０１６年８月にサアブ氏は DEA・FBI 職員とコロン

ビアのボゴタで面談。サアブ氏が行ったチャベス政権下

での住宅建設プロジェクトについて、どのような企業や

政府関係者が関与していたのか、支払い方法などを説明

したという。 

 

その後、２０１７年１１月２８日に弁護士同伴で DEA

職員と面談。ベネズエラの食品販売プロジェクトに関す

る契約内容を説明し、賄賂支払いの可能性なども示唆し

ていたという。 

 

その後、２０１８年６月２７日にサアブ氏は DEA に対

してベネズエラ政府との取引情報の全容を提供する趣

旨の合意を交わし、２０１９年３月には情報を提供する

との合意が交わされていたという。 

 

なお、サアブ氏はこれらの情報を米国へ提供することで

自身の家族に危険が及ぶとの懸念を表明していたこと

も明らかにされている。 

 

本件について、サアブ氏の弁護士はサアブ氏から事実関

係を確認した結果を公表。 

 

サアブ氏は米国政府関係者との面談の事実を認めたが、

これらの面談は全てマドゥロ政権の認識の下で行われ

ており、自身はマドゥロ政権を裏切っていないと述べて

いるという。 

 

なお、当時１９年３月に提供すると約束した情報が米国

政府側に渡ったかどうかは明らかにされていない。 

 

サアブ氏が米国政府に個人制裁を科されたのは２０１

９年７月（「ベネズエラ・トゥデイ No.322」）。事実を並

べると、この情報提供が履行されなかったため制裁を科

されたという認識が自然な気はする。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d04782773401989920e7902fac9b812.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d04782773401989920e7902fac9b812.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7670b7bcda3e6d84a6d5b9594c8d247f.pdf
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「マドゥロ政権 ロシアと軍事関係強化で合意     

 ～ロシア コロンビア国境にレーダーを配置～」         

 

２月１６日 マドゥロ大統領は、ロシアのユーリ・ボリ

ソフ副首相と面談。両国の軍事協力を一段上のレベルに

挙げることで合意を交わした。 

 

ボリソフ副首相は 

「ロシアは、引き続き自国主権・独立国家を支援し、保

護する。外国政府による介入への戦いを支援する。 

両国の軍事面での協力が更に深化することを望んでい

る。」と述べた。 

 

マドゥロ大統領は 

「両国はこれまで軍事的な強い関係を築いてきた。この

関係を更に強化する。平和のための防衛協力だ。パドリ

ーノ・ロペス国防相に対して、ロシアとの軍事訓練、共

同オペレーションなどあらゆる協力を指示した。」 

と述べた。 

 

また、マドゥロ大統領は、ウクライナ問題についても言

及。外国からの不当な圧力を拒絶するとしてロシア支持

を表明。欧米の動きについて「脅迫行為」と非難した。 

 

ウクライナ問題で米露の緊張が高まり、戦争の可能性も

見え始めている状況で、米国と近い距離にある反米国家

で資源国のベネズエラはロシアにとっては地政学的に

重要な存在となっている。 

 

マドゥロ政権が倒壊すれば、キューバ政府も倒壊する可

能性が高く、ロシアの米州戦略全体にも大きな影響を与

える国と言えるだろう。 

 

逆に米国政府にとって、マドゥロ政権は国家安全保障上

の脅威であり、倒壊させたいという思いは強いだろう。 

 

 

なお、ロシアとの軍事関係に関して、コロンビア政府は、

ベネズエラとコロンビアの国境（タチラ州、スリア州、

アプレ州）にマドゥロ政権がロシア製のレーダー５機を

設置したことを明らかにした。ロシアはコロンビア国境

付近での軍備を拡大しており、コロンビア政府は度々ロ

シア政府を非難している。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「欧米ら１９カ国 与野党協議再開にむけて協議」                  

 

２月１５日 米国国務省は、欧米など１９カ国とベネズ

エラ問題について協議したと発表。マドゥロ政権に対し

て対話再開を求めた。 

 

同会合に出席したのは、オーストラリア、ブラジル、カ

ナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、

エクアドル、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ニュ

ージーランド、パナマ、パラグアイ、ポルトガル、スペ

イン、スウェーデン、英国。 

 

参加国は、「ベネズエラでの自由で公平な選挙の実施」、

「不当な理由で拘束されている政治犯の解放」「選挙当

局、司法の独立性」「政党の権利」「個人が制限なく政治

参加できる権利」「表現の自由」「報道の自由」などにつ

いて協議したという。 
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また、２０２４年の大統領選に向けて選挙当局を独立し

た組織にすること、司法を独立させること、政治権を保

証する必要性について強調した。 

 

ここで書かれている内容を読み解くのであれば、重要な

点は「２０２４年の大統領選」についてのみ言及してい

ること。 

 

「マドゥロ大統領の罷免投票」については、声明では一

切触れられていなかった。 

 

つまり、ベネズエラ問題について、欧米政府の照準が２

０２４年の大統領選に統一されたということだろう。 

 

なお、この会合には日本政府も参加している。 

 

マドゥロ政権側は、協議を中断する理由を作ったのは米

国政府と主張しており、協議を再開するにはサアブ氏の

解放が必要と主張している。 

 

この主張を汲み取らない今回の声明はマドゥロ政権側

にとっては受け入れられず、日本との外交関係にはネガ

ティブな影響を与えることが予想される。 

 

「英国 ベネズエラ商務室を閉鎖」           

 

２月１４日 英国政府は、「ベネズエラでの英国企業の

経済関係の成長機会がない」との理由からベネズエラに

ある商務室の閉鎖プロセスを開始した。 

なお、商務室が閉鎖した後、在ベネズエラ英国大使館が

英国企業の活動を支援するという。 

 

「英国政府は、定期的に世界の人員配置について更新を

行っている。英国政府は今後、ベネズエラで活動する企

業を在カラカス英国大使館の人員が支援する。」 

と発表した。 

 

英国政府は米国・コロンビアと並びグアイド暫定政権を

強く支援する政府の１つ。 

 

英国銀行には、１５億ドル相当のベネズエラ中央銀行の

GOLD が保管されており、英国政府はマドゥロ政権に

よる GOLD 引き出しを拒絶。マドゥロ政権とグアイド

政権のどちらに GOLD の裁量権があるかが英国の法廷

で争われている。 

 

経 済                        

「２２年３月からイランとの国際線が開通」           

 

２月１６日 ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」のラ

モン・ベラスケス社長（国土交通省の航空担当次官を兼

務）は、「Hispan TV」のインタビュー番組に出演。 

 

イランとの国際線（直通）を３月に開通すると発表した。 

 

「テヘランは我が国にとって戦略的に重要な地であり、

観光分野では大きな潜在性がある。３月２日にテヘラン

とカラカス間の直通便が始まる予定だ。」 

と述べた。 

 

なお、テヘランーカラカス間の移動は１３時間かかると

いう。 

 

社 会                        

「情報提供者の元与党幹部 米国で刑期終え釈放」           

 

２月１６日 米国系メディア「AP 通信」は、故チャベ

ス政権下で国家歳入庁の長官を務めていたアレハンド

ロ・アンドラーデ氏が釈放されたと報じた。 

 

アンドラーデ氏は２０１７年１２月に汚職容疑で米国

に逮捕された。 
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２０１８年には１０億ドルの汚職に関与したとして懲

役１０年の判決を受けたが、米国政府の捜査に協力し、

汚職で得た２．６億ドルを米国政府に渡すことを条件に

６５％の刑期を軽減。 

 

結果、拘留期間が４年３カ月の刑に短縮され、２２年２

月１６日に釈放された。 

 

なお、アンドラーデ氏の捜査協力により、ベネズエラの

民間メディア「Globovision」のラウル・ゴリン氏が汚職

に関与していることが判明。ラウル・ゴリン氏は、１８

年１１月に米国政府の制裁を受けた。 

 

なお、ゴリン氏はベネズエラにおり、米国政府に逮捕さ

れていない。 

 

２０２２年２月１７日（木曜）              

政 治                       

「グアイド議長 統一プラットフォーム不十分     

      ～２月１９日に抗議行動を実施～」        

 

２月１７日 グアイド議長は、ガイアナ地域の政府系企

業で働く労働者代表らと会合。 

 

労働者は賃金改定を求めるためにもっと声を上げなけ

ればいけないと訴えた。 

 

「ウィークリーレポート No.237」で紹介した通り、野

党国会は、民間セクターの給料は上がっているが、公的

セクター労働者の給料は下がっているとの調査結果を

発表した。 

 

野党は、この問題に注力をするようで、マドゥロ政権に

対して、公務員の給料改善を求めており、２月１９日に

全国的な抗議行動を行うと発表した。 

 

 

また、現在主要野党を中心に構成されている「統一プラ

ットフォーム」について、 

「我々は門戸を広げなければならない。統一プラットフ

ォームは不十分だった。新たな同盟と結束を作らなけれ

ばならない。ガイアナの労働者たちが我々の一部になる

時だ。」と主張した。 

 

「マドゥロ政権 サアブ氏情報提供者説に疑問」           

 

この２日間、ベネズエラのニュースは「アレックス・サ

アブ氏が実は米国の二重スパイかもしれない」との話題

であふれかえっている。 

 

本件について様々な憶測が飛び交っており、サアブ氏が

米国の二重スパイであることを肯定する意見もあれば、

マドゥロ政権を動揺させるための策略との指摘もある。 

 

また、実はサアブ氏はマドゥロ政権が送り込んだ交渉人

で、拘束されたフリをして米国政府と交渉をしている、

との意見まで出てきている。 

 

２月１７日 マドゥロ政権のホルヘ・ロドリゲス国会議

長は、この噂について見解を表明。 

 

サアブ氏がマドゥロ政権を裏切っていたという指摘に

ついて「疑わしい」との見解を示した。 

 

ロドリゲス国会議長は、米国政府の協力者になった「ラ

ファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁」や「クリストファ

ー・フィゲロア元 SEBIN 長官」「クリベル・アルカラ元

軍人」の現在の生活について言及。 

 

「我々は米国政府が情報提供者にどのような待遇を与

えるのかをよく知っている。サアブ氏の待遇は米国の情

報提供者の待遇と一致しない。」と指摘。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5636f27476ad6625abbe02da1e715d0.pdf
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また、カボベルデで尋問中に暴行を受けたことを引き合

いに「仮にサアブ氏が米国政府の情報提供者だったとし

て、なぜ彼の歯を２本抜いたのか理由を聞きたい」と述

べた。 

 

個人的には、この報道は事実を歪めて報じられている印

象を受けている。 

 

２０１６年、アレックス・サアブ氏が初めて米国政府関

係者と協議を持った当時、サアブ氏の息子が米国入国時

に入国を拒否されたとの事件があった。 

 

この時にサアブ氏が自身の取引内容を説明するために

米国政府関係者と面談した可能性が高い。 

 

加えて、米国政府の要請に従わなければ、話はサアブ氏

に不利に進むので、米国政府に説明を求められれば面談

し、取引内容を説明しないわけにはいかないだろう。 

 

これまでの経緯を考えると、サアブ氏が米国の情報提供

者説は無理があるような印象を受ける。 

 

「KOKI コロンビアでクーデター準備していた」         

 

２月１７日 ロドリゲス国会議長は、先日軍事オペレー

ションで殺害されたカラカス Cota９０５地区を掌握し

ていたマフィアのトップ「El Koki」と「El Conejo」に

ついて言及。 

 

「コロンビアのドゥケ大統領とグアイド氏の支援の下

で、コロンビアで戦闘訓練を受けており、コロンビア政

府御用達の暗殺者になっていた。」と言及した。 

 

ロドリゲス議長によると、「El Koki」「El Conejo」は定

期的にコロンビアの離反軍人キャンプ施設に足を運ん

でいたという。 

 

「El Conejo」の彼女マリア・イネス・レジェス氏は調べ

に対して「半月に１度の頻度でコロンビアを訪問してい

た」と証言したという。 

 

他、Conejo 氏はコロンビアに「Pies Descalzos（貧しい

者たちの足）」という基金を設立していたようで、この

基金を通じて犯罪行為を行う資金が動いていたという。 

 

ロドリゲス議長は、マフィア集団と「大衆意思党（VP）」

の党員であるヒルベル・ガロ氏（マドゥロ政権に何度も

拘束されている）との関係を指摘。この基金を通じて野

党から資金が流れていたのではないかと指摘している。 

 

「アルゼンチン マクリ前政権の調査を開始」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.716」で紹介した通り、

アルゼンチンのマクリ前大統領が、米国政府を支援する

目的でベネズエラへの軍事介入を検討していたと報じ

られている。 

 

本件について、アルゼンチン国軍が作成したとされる内

部資料が流出。マドゥロ政権はアルゼンチン政府に対し

て、軍事侵略を検討していた事実に関する真相解明を要

請していた。 

 

２月１７日 アルゼンチンの国防省は、２０１５年～１

９年にかけてマクリ政権下での業務について内部調査

を開始すると発表した。 

 

特に２０１９年４月～７月にかけてマクリ政権は、

「Puma」と称した軍事訓練を行っていたようで、この

訓練がベネズエラへの軍事介入を前提としたものだっ

たと報じられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f9edcc73f21151544e2045f260d9bcd8.pdf
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経 済                       

「中銀 毎週６２００万ドルを為替市場に供給」            

 

ベネズエラ中央銀行は、物価高騰を抑えるため、物価に

強い影響を与える為替レートのボリバル安を抑えてい

る。 

 

為替レートは、外貨供給が減り、ボリバルの需要が減る

とボリバル安になるため、中央銀行は両替市場に外貨を

投入することで為替レートの上昇を食い止めている。 

 

現地メディア「El Estimulo」は、２０２２年に入ってか

らベネズエラ中央銀行は毎週６，２００万ドル超の外貨

を両替市場に投入していると報じた。 

 

なお、中央銀行が両替市場に投入する外貨は「外貨準備」

から支出されている。 

 

経済学者のアリアナ・ブリセーニョ氏は、「通貨当局は

為替レートを安定させるため外貨準備を燃やしている」

と説明した。 

 

「２２年１月 外貨預金は預金総額の５３％」         

 

現地経済コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、２０２２年１月のベネズエラの外貨預金

額について公表した。 

 

同社によると、２２年１月末時点のベネズエラの外貨預

金額は合計で１１億８，６２０万ドル。現地通貨ボリバ

ルを加えた国内預金総額の５３％を占めているとした。 

 

２０１９年以降、ベネズエラでは一般人も外貨口座を開

設する人が増え始めたが、それ以前もベネズエラで外貨

口座を開設することは可能だった。 

 

 

１９年以前に外貨口座を開設する際には「為替協定２０

号」のスキームで開設されていたが、現在は「為替協定

１号」のスキームで開設されている。 

 

前述の１１億８，６２０万ドルのうち、約半分（５１．

３％）は「為替協定２０号」のスキームで預かっている

預金で、残りの半分が「為替協定１号」のスキームで預

かっている預金。 

 

為替協定２０号のスキームでの外貨預金は、ほぼ全て国

営銀行「ベネズエラ銀行」が預かっているが、これらの

外貨預金はほぼ全てマドゥロ政権、国営企業の預金と考

えられている。 

 

従って、最近の外貨流通を調べる際には「為替協定１号」

の預金額を見ることが多い。 

 

「Aristimuño Herrera & Asociados」によると、為替協定

１号のスキームでの預金額が最も多いのは、「Banco 

Nacional de Credito（BNC）」、次いで「Mercantil 銀行」、

次に多いのは「Bancamiga」だという。 

 

 

（写真）Aristimuño Herrera & Asociados 
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社 会                       

「強権国家ランキング １６７カ国中１５１位」            

 

英国メディア「The Economist」は、世界１６７カ国の

政府の強権性に関する調査レポートを公表。 

 

同レポートによると、ベネズエラのマドゥロ政権は１６

７カ国中１５１位。１０ポイント中２．１１点。 

ニカラグア（１４０位）、キューバ（１４２位）よりも

低く評価された。 

 

なお、２０２０年調査では２．７６ポイントだったため、

２０年から０．６５ポイント下がったことになる。 

 

２００６年～１５年ごろ、ベネズエラは５ポイント前後

で評価されており、「強権性と民主性が混ざった国」と

の位置づけだったが、２０１６年以降評価を下げている。 

 

なお、ベネズエラよりも評価が低かった国として、イラ

ン、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、サウジアラ

ビア、リビア、イエメン、シリア、ラオス、北朝鮮、ミ

ャンマー、アフガニスタン、タジキスタンなどが挙がっ

ている。なお、日本は１７位となっている。 

 

 

以上 


