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（写真）国営報道局 VTV “補助金ガソリン価格を改定 １リットル BsD.０．１に値上げ” 

 

 

２０２１年１０月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「米国政府 サアブ氏のビジネスパートナー 

アルバロ・プリド氏に懸賞金１０００万ドル」 

「ポレオ記者 ロペス VP 党首のインタビュー批判」 

「西裁判所 カルバハル氏の米引き渡し延期に」 

経 済                     

「CITGO 制裁ライセンス延長求め米政府と協議」 

「エルパリート製油所で火災発生」 

社 会                     

「刑務所 ６か月間で３７名が死亡」 

「コロニア・トバル オクトーバーフェスト」 

21 年 10 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「１０月２５日から通学形式の学校が再開 

～学校・医薬品店などワクチン接種会場に～」 

「ペルー 在ベネ・ペルー代表大使派遣見送り」 

「アレックス・サアブ氏とベネ検事総長の関係」 

経 済                    

「補助金ガソリンの価格を改定 

～１リットル BsD.０．１に～」 

社 会                    

「R4V ベネズエラ移民６００万人弱に拡大」 

「チャベス関係者 西高級マンションを保有」 
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２０２１年１０月２２日（金曜）             

政 治                       

「米国政府 サアブ氏のビジネスパートナー        

 アルバロ・プリド氏に懸賞金１０００万ドル」       

 

１０月２２日 米国国務省はアレックス・サアブ氏のビ

ジネスパートナー、アルバロ・プリド氏（コロンビア人）

に懸賞金をかけると発表。 

 

プリド氏逮捕につながるような情報を提供した人に対

して１０００万ドルを支払うとした。 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権のテスタフェロ

（政府高官の蓄財に協力する人物）として、１０月１６

日に米国に身柄が拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.666」）。 

 

その後、１０月２１日 米国司法省は、サアブ氏のビジ

ネスに協力した容疑で今回プリド氏に加えて５名を起

訴（「ベネズエラ・トゥデイ No.668」）。 

 

そして、今回プリド氏に懸賞金がかけられたことになる。 

 

アルバロ・プリド氏がサアブ氏と非常に親しい関係にあ

ることは以前から知られていたが、これまで米国はプリ

ド氏については本格的な捜査に着手していなかった。 

 

サアブ氏を拘束し、次はプリド氏の拘束に本腰を入れる

つもりなのかもしれない。 

 

なお、サアブ氏とプリド氏の関係については「ウィーク

リーレポート No.126」「No.131」で紹介している。 

 

 

 

 

（写真）米国国務省 

“アルバロ・プリド氏に懸賞金１０００万ドル” 

 

「ポレオ記者 ロペス VP 党首のインタビュー批判」         

 

以下の記事はニュースではないが、急進野党系記者パト

リシア・ポレオ氏の指摘を紹介したい。 

 

現在のグアイド政権を事実上コントロールしているの

は「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首。 

 

ロペス VP 党首は、積極的にメディアからの取材を受け

ているが、ポレオ記者曰く、「ロペス VP 党首がメディ

アでインタビューを受けるときは、質問について制限事

項があり、自由で独立した取材は受け入れない。」 

と訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c3e8b9726b4249927223a1eab4563360.pdf
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その証拠として、先日セルヒオ・ノベリ記者とロペス VP

党首が行ったインタビュー番組を例に挙げた。 

 

この番組は、ノベリ記者が司会を務めるインターネット

で配信する番組。 

 

ポレオ記者は、インタビュー全体について 

「ロペス党首に対して、質問するべき追及を一切しなか

った。全てロペス党首の言いたいことを言わせていた。」

と指摘。 

 

特にポレオ記者が問題視していたのは番組の最後。 

 

ロペス VP 党首は配信が終わったと思い込んで、ノベリ

記者に急に親しく話しかけ「どうだった？」と会話する

一幕があった。なお、ノベリ記者はまだ配信が続いてい

ると知っているのでバツが悪そうにしていた。 

 

ロペス党首の話し方から両者が親しい間柄にあると認

識でき、「彼のインタビューはショー、メディアを通じ

て人を騙そうとしているだけだ」と訴えた。 

 

「西裁判所 カルバハル氏の米引き渡し延期に」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.668」で、スペイン裁

判所が、ウーゴ・カルバハル氏の身柄を米国に引き渡す

ことを承認したとの記事を紹介した。 

 

カルバハル氏は、故チャベス政権時代からの政府重鎮だ

が、２０１９年にマドゥロ政権を離反し、スペインに潜

伏していた。 

 

しかし、引き渡し承認から２日後の１０月２２日、スペ

イン裁判所は引き渡し承認を撤回するとの決定を下し

た。 

 

 

どうやらカルバハル氏の弁護団が「裁判手続きにイレギ

ュラーがあった」と再審議を要請し、裁判所側がその要

請を認めたことが理由のようだ。 

 

カルバハル氏は麻薬取引に関与した容疑で米国から身

柄引き渡しを要請されている。 

 

しかし、彼は故チャベス政権の時代から政府の裏取引に

深く関与していた人物と考えられており、その裏取引に

はスペイン政府（特に現サンチェス政権が所属する政党

「社会労働党（POSE）のサパテロ首相時代の汚職」）も

関与していたとの噂がある。 

 

つまり、カルバハル氏を引き渡すと米国にスペインの弱

みを握られることになるため、スペイン政府内でもカル

バハル氏の引き渡しを妨害する動きもあるようだ。 

 

経 済                        

「CITGO 制裁ライセンス延長求め米政府と協議」           

 

ロイター通信は、PDVSA の米国子会社 CITGO の役員

らがコロンビアで米国政府関係者と制裁ライセンスの

延長について協議を行ったと報じた。 

 

２０１９年から米国政府はグアイド暫定政権をベネズ

エラの正当な政府と認識しており、米国にある CITGO

はグアイド政権側のコントロール下にある。 

 

また、米国で行われるベネズエラ政府関連の裁判を担う

のはグアイド政権側になっている。 

 

しかし、グアイド政権には裁判を戦えるだけの人材もお

らず、資金も十分ではない。更に米国にあるベネズエラ

政府資産は、OFAC の承認が無ければ動かすことが出来

ず、支出にはかなりの手間と時間がかかる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c3e8b9726b4249927223a1eab4563360.pdf
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様々な理由からグアイド政権は、外国で行われている裁

判に適切に対応できておらず、現在 CITGO は債権者に

すぐにでも差し押さえられる状況まで来ている。 

 

それでも CITGO が差し押さえられていない理由は、米

国政府が発行した制裁ライセンス。この制裁ライセンス

が CITGO 保護の最後の砦となっている。 

 

なお、以下は筆者の想像だがこのようなリスクが高い状

況で CITGO に喜んで融資をする金融機関は少ない。 

コロンビアの Monomeros と同様に CITGO も資金調達

には相当苦しんでいると思われる。 

 

「エルパリート製油所で火災発生」                  

 

１０月２２日 エリザベス・ゴンサレス記者は、カラボ

ボ州プエルト・カベジョ市にあるエルパリート製油所で

火災が発生したと報じた。 

 

 

（写真）@Heberlizeth 

 

火は PDVSA と Pequiven の消防隊により消火され大事

には至らなかったという。 

 

社 会                        

「刑務所 ６か月間で３７名が死亡」           

 

非政府系団体「Una Ventana a la Libertad（自由への扉）」

は、２０２１年４月～９月まででベネズエラの刑務所に

て病気を理由に３７名が亡くなったと訴えた。 

 

主な死因は「結核」で、死者の８３．８％の死因が結核

だという。 

 

また、一時留置所の衛生環境も劣悪で、同施設に隔離さ

れている人の多くが病気になるリスクがあるという。 

 

同団体によると、刑務所や留置所に収容されている人の

家族の中には、「所内に Covid-１９感染者がいる」との

訴えが出ているが、所内の感染状況がどうなっているの

か正確な情報が得られないという。 

 

「コロニア・トバル オクトーバーフェスト」                  

 

アラグア州にコロニア・トバルと呼ばれる集落がある。 

 

ドイツ移民が集まる村で、山深くにあった集落なので、

長らく都市部と隔離されていた。この地域は今でもドイ

ツ風の家が建てられ、ドイツの習慣が残っている地域と

してカラカスのベネズエラ人が訪れる観光スポットに

なっている。 

 

そして、１０月には観光イベント「オクトーバーフェス

ト」が毎年開催される。昨年は Covid-１９の影響で行わ

なかったようだが、今年は１０月２９日～３１日にかけ

て実施するという。 

 

なお、１０月２５日の今週は「隔離緩和週」なので、外

出することは可能となっている。 
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（写真）Bancaynegocios “コロニア・トバルの街並み” 

 

２０２１年１０月２３日～２４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「１０月２５日から通学形式の授業が再開        

  ～学校・医薬品店などワクチン接種会場に～」        

 

１０月２４日 マドゥロ大統領は、明日（１０月２５日）

から通学形式の授業を再開すると発表した。 

 

マドゥロ政権は Covid-１９の感染を初めて発表した２

０２０年３月１３日に緊急事態令を発令。通学形式の授

業を停止した（「ベネズエラ・トゥデイ No.419」）。 

 

その後、何回か再開するとの観測があったが、最終的に

白紙になり、現在に至っていた。 

 

１０月２４日に「明日、学校を再開する」と言うからに

は今回は撤回されないだろう。 

 

なお、通学形式の授業が再開するのは１２歳以上の生徒

（中学生以上？）で、２週間ほど経過した１１月中旬に

１２歳以下の生徒の授業も再開する見通しだという。 

 

マドゥロ大統領は現在の Covid-１９ワクチン接種率に

ついて５６％と説明。２週間ほど前に「１０月末にはワ

クチン接種率を７０％まで引き上げる」と述べていたた

め、目標を大きく下回っていることになる。 

 

ワクチン接種が想定より進んでいないことを受けて、マ

ドゥロ大統領は「学校やドラッグストア、ショッピング

センターをワクチンの接種会場にして接種を進める」と

発表。 

 

２０２１年１２月末にはワクチン接種率９５％との目

標を改めて掲げた。 

 

なお、ショッピングセンター協会の代表も「ワクチン接

種会場として全国の施設を解放する用意がある」と述べ

ており、受け入れ側もワクチン接種に協力的のようだ。 

 

「ペルー 在ベネ・ペルー代表大使派遣見送り」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.666」で、ペルーのカステ

ィージョ政権がマドゥロ政権と外交関係を回復すると

の記事を紹介した。 

 

そのきっかけとして両国に代表大使を置くことになっ

ていたが、ペルー側の在ベネズエラ代表大使の派遣はい

ったん見送りになった。 

 

両国の合意によりペルー政府は、在ベネズエラ代表大使

としてリチャード・ロハス・ガルシア氏（マルクス主義

政党「Peru Libre」所属）を派遣する予定だったが、こ

の人物には汚職・マネーロンダリングの容疑かかってい

た。 

 

そのためペルー裁判所がガルシア氏のペルー出国を禁

止したという。 

 

なお、メディアによるとカスティージョ政権は２１年９

月にガルシア氏を在パナマ・ペルー代表大使に任命した

が、パナマ政府側に拒絶されていたという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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「アレックス・サアブ氏とベネ検事総長の関係」         

 

１０月２３日 コロンビア誌「Semana」は、マドゥロ政

権下で検事総長を務めるウィリアム・サアブ氏と１０月

１６日に米国に身柄を引き渡されたアレックス・サアブ

氏に血縁関係があるとの記事を報じた。 

 

「Semana」によると、アレックス・サアブ氏の父親は、

アミール・サアブ・ラダ氏。 

 

ラダ氏は、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長の父親

であるナセル・サアブ氏の従兄弟だという。 

 

そして、故マドゥロ政権から続くアレックス・サアブ氏

との汚職関係はウィリアム・サアブ氏から来ているとの

可能性を指摘した。 

 

この記事に対して、サアブ検事総長は、記事の内容を否

定。血縁関係にはないと反論。加えて、自分の父親の名

前はナセル・サアブではなく、ネメル・サアブであり、

コロンビアに親族はいないと反論した。 

また、この記事を書いた Vicky Davila 氏に対して名誉棄

損で訴えると主張した。 

 

 

（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

 

なお、ベネズエラでは中東系の移民が政府・経済分野で

かなり重要な役割を担っている。ウィリアム・サアブ検

事総長に加えて、タレク・エル・アイサミ石油相もレバ

ノン系移民の子孫だ。 

 

経済不況で安くなったカラカスのマンションを中東系

の人が購入しているとの噂もあり、ベネズエラの中東コ

ミュニティーはかなり大きいことが想像される。 

 

経 済                       

「補助金ガソリンの価格を改定            

        ～１リットル BsD.０．１に～」            

 

１０月２３日 PDVSA の組織改革委員会は、補助金ガ

ソリンの価格を改定すると発表した。 

 

これまでベネズエラの補助金ガソリンの価格は１リッ

トル BsS.５０００（BsD.０．００５）だったが、今後は

１リットル BsD.０．１になる。１０月２４日から新料

金で補助金ガソリンが販売される。 

 

大幅な料金改定だが、それでも１リットル BsD.０．１

なら４０リットルを給油するために４ボリバル。 

 

現在の為替レートは１ドル約 BsD.４．３なので、４０

リットルのガソリンを１００円で給油できることにな

る。異常に安価であることには変わりない。 

 

また、メディアでの報道はそこまで大きくない印象だ。 

 

実際のところ、コネなしで補助金ガソリンを給油するの

は相当大変で、今でも車を維持できる一般人は補助金な

しのガソリン価格で給油するのが普通だ。 
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補助金ガソリンを給油できるのはコネのある人か、軍人

など汚職を行う人が多く、今回の価格改定は一般人の関

心事にはなっていないと思われる。 

 

なお、補助金なしのガソリン価格の改定は発表されてお

らず、１リットル０．５ドルが維持される見通し。 

 

社 会                       

「R4V ベネズエラ移民６００万人弱に拡大」            

 

国連「難民高等弁務官事務所」や「国際移民機関」など

複数の非政府系団体で構成される「ベネズエラ移民・難

民調整プラットフォーム（R4V）」は、２１年１０月現

在のベネズエラ移民の状況を更新。 

 

 

 

R4V によると、世界にベネズエラ難民・移民は５９１万

人。ラテンアメリカ地域だけに限定すると４８７万人い

るという。 

 

ベネズエラ難民を最も多く受け入れている国は、コロン

ビアで１７４万人。次いで、ペルーが１２９万人。 

エクアドルが４８．３万人。チリが４４．８万人。ブラ

ジルが２８．１万人と続く。 

 

「チャベス関係者 西高級マンションを保有」         

 

スペイン紙「El Pais」は、マドリッドの Lagasca 通りに

ある超高級マンションのオーナーが、チャベス政権下で

ベネズエラの大規模な建設事業に携わった人物だと報

じた。 

 

このマンションの家賃は月額１．６万ユーロ（約２１０

万円）だという。広さは２８４平米、５部屋・トイレ５

つ。 

 

「El Pais」はオーナーの名前は明らかにしなかったもの

の、この人物は現在マイアミに住んでいると報じた。 

 

 

（写真）El Pais 

 

以上 


	uno
	dos
	tres
	cuatro
	cinco
	seis

