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（写真）Maduradas “分裂した行動民主党、両代表が分裂解消に向けた協議を予定” 

 

 

２０２２年２月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「サアブ氏 米国に１０００万ドル引き渡し 

～１９年に情報提供の約束をしたが履行せず～」 

「行動民主党 ２つに分裂した代表が協議予定」 

「OPS マドゥロ政権は未払金がある」 

「欧州連合 ２月２２日に選挙監視結果を報告」 

「Datanalisis ８４％は野党に変化求める」 

経 済                     

「デリバリー業者 手数料を一部無料化」 

「２１年 エビ生産が３０％増、日本輸出も検討」 

「証券発行による資金調達 ４９７％増」 

22 年 2 月 19～20 日（土・日） 

 

政 治                    

「スイス銀 チャベス政権時代の汚職関与認める 

～２５名、総額２．７億ドル超の資金預かる～」 

「VP 党員１００名超が離党を宣言」 

経 済                    

「Reliance PDVSA 取引再開のロビー活動を停止」 

「ベネズエラにビットコイン ATM 導入か」 

「UCAB ２２年の産油量は日量９５万バレル」 

社 会                    

「出入国時のベネズエラパスポート使用求める」 

「ホンジュラス ベネズエラ人入国にビザ要件」 
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２０２２年２月１８日（金曜）             

政 治                       

「サアブ氏 米国に１０００万ドル引き渡し      

 ～１９年に情報提供の約束をしたが履行せず～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.717」で、アレックス・

サアブ氏が２０１８年から１９年にかけて「米国麻薬捜

査局（DEA）」の情報提供者として活動していたとの記

事を紹介した。 

 

本件について、その後情報が追加されており内容を紹介

したい。 

 

コロンビアメディア「El Tiempo」は、サアブ氏が米国

への協力の証拠として、汚職で得た資金１，０００万ド

ルを米国に引き渡していたと報じた。 

 

なお、「El Tiempo」がフロリダ州の関係者から得た情報

によると、情報提供者の提案をしたのはサアブ氏側から

だったという。サアブ氏は弁護士２名を同伴し、DEA 職

員と面談し、捜査協力を申し出たという。 

 

そして、DEA は２０１８年にサアブ氏に対して「情報

提供者」のステータスを与えたが、約束の不履行が重な

り、２０１９年５月に交わしていた約束（どのような約

束かは不明）も履行されず、最終的に「情報提供者」の

ステータスを削除されたという。 

 

「El Tiempo」によると、今回公開された情報はサアブ

氏に関する情報の一部で、他にもよりショッキングな内

容も残されているという。 

 

その内容は、汚職に関与した人物や汚職スキームに関す

るもののようだが、まだ公開されていない。 

 

 

公開されていない理由について、「サアブ氏の家族がベ

ネズエラにおり、家族の身の安全を配慮して公開してい

ない」と報じているが、実際はマドゥロ政権を動揺させ

るための作戦だろう。 

 

サアブ氏の次の公判は４月１６日を予定している。 

その際に新たな情報が公開される可能性が高い。 

 

「行動民主党 ２つに分裂した代表が協議予定」         

 

２月１８日 主要野党の一角「行動民主党（AD）」の分

裂問題が解消すると報じられた。 

 

AD は２０２０年に実施された国会議員選への参加を

巡り党内の意見が分裂していた。 

 

国会選挙への参加の必要性を主張するベルナベ・グティ

エレス氏のグループと選挙不参加を決めたヘンリー・ラ

モス・アジュップ幹事長のグループとの間で仲たがいが

起きた。 

 

マドゥロ政権側の最高裁はグティエレス氏率いる AD

グループを正当な AD と認定し、選挙参加権を保証（以

降、穏健派 AD）。これを受けて、穏健派 AD は国会議

員選に参加した。 

 

一方、アジュップ幹事長率いる AD は、グアイド暫定政

権に留まり、国会議員選には参加しなかった。 

 

この状況は現在も続いており、AD は２つに分裂してい

る。 

 

本件について、AD 両代表の仲介役を務める Joel Roman

氏は「AD 両代表は、１年半前に起きた分裂を終わらせ

るための用意がある。」と説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97cd0b5d497eb4acbd0b922425ad6058.pdf
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報道によると、両代表は２月２１日の午前１０時に協議

を行うことになったという。 

 

その後、両者は「分裂が解消される」との報道について

は拒絶したが、協議を行う点については否定しておらず、

「分裂解消に向けた模索が始まる」というのが正しい印

象だ。 

 

「OPS マドゥロ政権は未払金がある」                  

 

２月１８日 「米州保険機構（OPS）」の Jarbas Barbosa

氏は、記者会見を実施。マドゥロ政権は OPS に対する

未払金があると説明した。 

 

「２０１９年、OPS は８００万の麻疹ワクチンをベネ

ズエラに提供した。また、黄熱病ワクチン４００万を寄

付した。他にベネズエラ政府と OPS の合意により、１

月１７日には３１０万の麻疹ワクチンを送った。 

 

これら医療支援について、マドゥロ政権は未払金を抱え

ている。この問題を解決するためマドゥロ政権は努力し

ている。」と言及。 

 

また、「ベネズエラの資金は欧州やその他各国で凍結さ

れている。しかし、与野党が合意を交わすことで Covid-

１９ワクチンの資金を捻出することが出来た。」 

とコメントした。 

 

「欧州連合 ２月２２日に選挙監視結果を報告」         

 

欧州連合の選挙監視委員会は、２月２２日にベネズエラ

で行われた全国州知事・市長選の監視結果を報告するこ

とを明らかにした。 

 

２１年１１月、ベネズエラで全国州知事・市長選が行わ

れた。 

 

この選挙には EU から選挙監視団が派遣され、選挙の運

営について公平な仕組みになっているかを確認した。 

 

この監視結果を２月２２日に正式に発表するという。 

 

なお、この発表はベネズエラで行われず、ブリュッセル

で行われる予定だという。 

 

恐らく報告が予定されている内容がマドゥロ政権にと

って歓迎できない内容であるため、ベネズエラ国内での

報告実施を拒絶されたものと思われる。 

 

１１月の州知事選・市長選は、当初は比較的大きな問題

なく進んだが、バリナス州知事選を巡り、最高裁が野党

候補の当選をはく奪し、再選挙を実施した。 

 

結局、再選挙でも野党候補が当選したが、この一件で評

価と信頼を大きく損なった。 

 

「Datanalisis ８４％は野党に変化求める」         

 

民間調査会社「Datanalisis」のルイス・ビセンテ・レオ

ン社長は、現在のベネズエラ世論について説明。 

 

直近で実施した調査の結果、回答者の８４％は野党の改

革を求めていると説明した。 

 

レオン社長は、「野党は分裂している。リーダシップが

分裂しており、方向性が定まっていない。野党は政権交

代を目指す前に、政権交代の可能性を期待できる存在に

ならなければいけない。」との見解を示した。 

 

また、制裁について回答者の７５％は、ベネズエラにネ

ガティブな影響を与えている制裁を緩和させることを

支持していると説明した。 
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経 済                        

「デリバリー業者 手数料を一部無料化」           

 

コロナ禍により、外出が制限される中、ベネズエラでも

デリバリー事業は成長を続けている。 

 

ただし、現在ベネズエラのデリバリー事業は、デリバリ

ー業者のプラットフォームを使用することで２～５ド

ルの手数料が徴収される仕組みになっており、ベネズエ

ラ人にとっては大きなハードルとなっている。 

 

ベネズエラのデリバリー業界大手「PedidosYa」は、こ

の手数料を「時間」「地域」を限定して無料、あるいは

手数料を引き下げるサービスを開始すると発表した。 

 

なお、「PedidosYa」は食品だけではなく、薬局・ペット

ショップ・スーパーなど通常の買い物も代行するサービ

スを提供している。 

 

 

（写真）PedidosYa 

 

「２１年 エビ生産が３０％増、日本輸出も検討」                  

 

「西部えび生産者団体（Asoproco）」のフェルナンド・

ビジャミサル代表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」

に出演。 

 

 

２０２１年のエビの生産実績について前年比３０．３％

増の３５，５４０トンだったと発表した。 

 

また、２０２２年は更に生産を拡大できる見通しを示し

ており、５万トンになるとの見通しを発表した。 

 

ビジャミサル代表によると、輸出には欧州の規制をクリ

アする必要があり、エビ３５４体の見本を分析にかける

必要があると説明した。 

 

また、ベネズエラのエビ生産は抗生物質などを使用して

おらず、外国からの評価も高いと説明。 

 

近いうちに日本、韓国、アラブ首長国連邦、トルコ、ロ

シアと輸出取引が交わされると言及した。 

 

「証券発行による資金調達 ４９７％増」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.716」の通り、流通市場で

の株式取引は伸び悩んでいるが、資金調達手段としての

有価証券発行は拡大している。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、２０２２

年に入り約２カ月で発行したボリバル建ての有価証券

は５９件で、金額にして BsD１，３１４万。 

ドルで換算すると２８９万４，７４５．４３ドルの資金

調達が行われたと発表した。 

 

また、ドル建て有価証券発行による資金調達は９件。 

金額は６５万８，７６３ドルだったという。 

 

これは２０２１年の同期と比較すると４９７．１％増だ

という。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f9edcc73f21151544e2045f260d9bcd8.pdf
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２０２２年２月１９日～２０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「スイス銀 チャベス政権時代の汚職関与認める     

 ～２５名、総額２．７億ドル超の資金預かる～」        

 

２月２０日 国際ジャーナリスト団体「Suisse Secrets」

は、スイスの「Credit Suisse」が、汚職疑惑がある人間

の口座を開設し、資金を動かしていたことを認めたと報

じた。 

 

「Suisse Secrets」は４８のメディアに所属する１６３名

の記者により構成されたジャーナリスト団体で、

「Credit Suisse」とマネーロンダリングの関係を調査し

ていた。 

 

「Credit Suisse」が開設した不審な口座の中には、ベネ

ズエラに関係するものもあるという。 

 

「Suisse Secrets」によると、ベネズエラに関する口座は

２００４年～２０１５年にかけての PDVSA の取引に

関連するもののようで、２５人のベネズエラ人口座で総

額２億７，３００万ドルに上るという。 

 

「Suisse Secrets の記事」の中で特に名前が挙がってい

るのは、「Tradequip Services & Marine」という会社の

社長を務めていたロベルト・リンコン氏、石油エネルギ

ー省次官を務めていたネルビス・ビジャロボス氏など。 

 

汚職に関与した人々の汚職スキームなども図示されて

いる（右上の図参照）。 

 

ただし、ロベルト・リンコン氏やビジャロボス氏らが汚

職をしていたことは既によく知られた話であり、現時点

では現役政治家の汚職など特に新しい情報が出てきて

いるわけではない。 

 

 

 
（写真）Suisse Secrets 

 

「VP 党員１００名超が離党を宣言」           

 

２月１９日 グアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」に所属する党員１００名超が離党を宣言した。 

 

集団離党を発表したのは、カラカス首都区の VP 統括を

務めていたハビエル・ゴンサレス氏。 

 

ゴンサレス氏によると「党内で長い間、組織改革の必要

性について訴えてきたが、これらの訴えは尊重されず、

無視され、隔離された。」と指摘。 

 

「党内に常に悪意が存在しており、我々はその悪意と戦

い続けてきたが、VP はマドゥロ政権の悪い組織運営を

真似しており、許容できない事態になっている。」と説

明。これを理由に１００名超の VP 党員が集団離党する

と発表した。 

 

https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/black-gold-in-swiss-vaults-venezuelan-elites-hid-stolen-oil-money-in-credit-suisse
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なお、ゴンサレス氏は「現在も良心をもち、民主主義的

な変革を求める誠実な党員は存在している」と擁護した。 

 

ゴンサレス氏は「引き続き民主主義的な政権交代のため

に戦う」と説明しており、新たな政党が出来る可能性も

ありそうだ。 

 

 

（写真）Maduradas “集団離党を宣言する VP 党員” 

 

経 済                       

「Reliance PDVSA 取引再開のロビー活動を停止」            

 

米国系メディア「Voz de America」は、インドのエネル

ギー会社「Reliance」が PDVSA との取引再開に関する

米国へのロビー活動を停止したと報じた。 

 

ベネズエラにとって、インドは主要な原油輸出先だった

が米国の制裁を受けて取引量は徐々に減少。 

 

２０年には、トランプ大統領がインドへ訪問し、

「Reliance」に対して PDVSA との取引を停止するよう

要請。同年９月を最後にインドは PDVSA との取引を停

止した。 

 

その後、「Reliance」は「ABI Associates」というワシン

トンのロビイング会社と契約。 

 

同社へ１０万ドルを支払い、取引再開のため米国政府へ

ロビー活動を行ってきたが、２１年１２月にこの契約が

終了したという。 

 

ワシントンのシンクタンク「戦略国際問題研究所

（CISIS）」は「バイデン政権発足当初、「Relaince」は制

裁緩和の絶好の機会ととらえ、様々なロビー活動を行っ

たが功を奏することはなかった」と指摘した。 

 

「ベネズエラにビットコイン ATM 導入か」         

 

デジタル通貨の情報サイト「CriptoNoticias」は、ベネズ

エラにビットコイン ATM が導入される可能性がある

と報じた。 

 

同 ATM を設置しようとしているのは、スペインの

「BitBase」という会社。 

 

「BitBase Venezuela」のエンリケ・デ・ロス・レジェス

代表は、２０１７年からベネズエラでのビットコイン

ATM 導入に関心があり、現在ベネズエラ政府や民間金

融機関と協議を行っていると説明した。 

 

２０１８年、年率１３万％という異常なハイパーインフ

レが起きていた当時、ベネズエラは今のように外貨で支

払うことが原則できなかった。 

 

そのため、ボリバル通貨以外の決済手段としてデジタル

通貨の注目が高まり、利用が拡大した。 

 

現在はドル使用が可能になり、インフレも一時期より落

ち着いたため、以前と比べるとデジタル通貨を使用する

人は少なくなったが、他国よりもデジタル通貨になじみ

のある人は多い。 
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「UCAB ２２年の産油量は日量９５万バレル」         

 

「アンドレス・ベジョ・カトリック大学（UCAB）」は、

２０２２年のベネズエラの産油量について、平均で日量

９５万バレルになるとの見通しを示した。 

 

なお、この見通しは OPEC セカンダリーソース（第三

者調べ）の傾向から予測したものだという。 

 

２０２１年の平均産油量は日量５４．３万バレルなので、

日量９５万バレルは前年比７５％増ということになる。 

なお、２０２０年の産油量と比較して９％増になるとい

う。 

 

また、原油価格が高止まりしていること、米国の制裁回

避スキームが安定していること、イランとの希釈剤取引

が続いていることなどを理由に石油産業はプラス成長

との見方を示した。 

 

なお、OPEC セカンダリーソース（第三者調べ）による

と、２２年１月のベネズエラの産油量は日量６６．８万

バレルだった（「ベネズエラ・トゥデイ No.715」）。 

 

平均が日量９５万バレルということは２２年１２月頃

には１２０万バレル前後になっている必要がある。 

 

制裁が緩和されるのであれば、可能かもしれないが、個

人的には楽観的な見通しという印象だ。 

 

社 会                       

「出入国時のベネズエラパスポート使用求める            

 

ベネズエラは二重国籍を許可している国で、複数の国籍

を持っている人は多い。野党支持者はマドゥロ政権に動

きを追われることを嫌い、別の国籍のパスポートを利用

するという話は度々耳にする。 

 

「出入国管理局（SAIME）」のグスタボ・ビスカイノ局

長は、二重国籍者に対して、ベネズエラの出入国時には

ベネズエラのパスポートを使用しなければいけないと

説明した。 

 

これは「ベネズエラ市民国籍法」の７条で定められてい

る規則であり、ベネズエラのパスポートを持つ国民の義

務であると使用を促した。 

 

「ホンジュラス ベネズエラ人入国にビザ要件」         

 

ホンジュラス外務省は、ベネズエラ人のホンジュラス入

国時にビザ要件を新たに加えると発表した。 

 

これはベネズエラ移民のコントロールの強化が目的と

いうより、「同等対応」の外交原則に則ったものだとい

う。 

 

ベネズエラはホンジュラス人の入国に対してビザを要

求している。これを受けて、ホンジュラス側もベネズエ

ラ人の入国にビザを要求すると説明した。この規則は即

時適用されるという。 

 

ホンジュラス入国に必要なビザ発行手数料は１００ド

ル。ビザ発行のためには定められた書類を持参し、ホン

ジュラス領事館に行かなければならない。 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cbe21cba54ce393da8ba4448dec65639.pdf

