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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 アレックス・サアブ氏の米国移送に強く抗議” 

 

 

２０２１年１０月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 サアブ氏の引き渡しに怒り 

～与野党協議を全面的に見直す～」 

「サアブ氏初公判 記者ら３００人超が視聴」 

「サアブ氏妻 夫の手紙を読み上げ涙の訴え」 

「野党 与野党協議の再開を求める」 

「欧州 サアブ引き渡し無言、選挙参加方針を維持」 

経 済                     

「イランと２０年単位の戦略協力協定を協議」 

社 会                     

「マドゥロ政権 黄熱病ワクチンの接種を拡大」 

２０２１年１０月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「CNE 州知事・市長選の出馬者リストを公表」 

「大学教育相、商業相が交代」 

経 済                    

「米国財務省 制裁報告書を公表 

～制裁を回避できないよう仕組み改良～」 

「SUDEBAN ２２年の銀行カレンダー公表」 

「２１年９月 融資額の７２％は５行に集中」 

「学童用２７品目の消費税・所得税は免税」 

社 会                    

「人質解放のため誘拐犯に１．１万ドル支払い」 
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２０２１年１０月１８日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 サアブ氏の引き渡しに怒り      

      ～与野党協議を全面的に見直す～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.666」で紹介した通り、

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）とされるコロンビア人企業家アレックス・サア

ブ氏の身柄がカボベルデから米国に引き渡された。 

 

この措置を受けて、マドゥロ政権は米国を強く非難。 

１０月１７日に予定していた与野党協議を中止すると

宣言した。 

 

１０月１８日 マドゥロ大統領は、サアブ氏の件につい

て言及。米国への怒りをあらわにした。 

 

「我々は協議でサアブの引き渡しについて話した。そこ

で米国は野党に対して、サアブを拉致しないと約束した。

しかし、米国はサアブを拉致した。」 

 

「引き渡しが行われた時、引き渡し命令は出ていなかっ

た。サアブは間もなく退陣するカボベルデ政府の共謀の

もとで米国へ送られた。今のカボベルデ政府は、国民の

意思を受けて選挙で敗北し退陣することになっていた。

彼らは卑怯で腐敗したグループだ。」 

と訴えた。 

 

「アレックス・サアブの誘拐は、米国と米国に追随する

野党がゲームのルールを違反したことを意味する。共存

の精神を無視し、国際法を違反し、与野党協議のメンバ

ーで、ベネズエラに食料・医薬品・ガソリンを運ぶこと

に尽力した外交官を誘拐した。米国の承諾の元で我々は

背後から刃物を指された。 

 

 

我々は決定的な対応を採るべき検討を行っているとこ

ろだ。第１の対応として対話を止めた。」 

 

「米国国務省と野党協議団の代表ヘラルド・ブライの愚

か者は、“マドゥロはベネズエラ国民に関心がない。”と

全く同じことを言っている。ただ、ゲームのルールを守

らず、国際法を無視するグループと話し合いはできない。

我々は我慢の限界に来ている。」 

と訴えた。 

 

この中で事実として言えることは、現在のカボベルデ政

権は１０月１７日の大統領選で敗北し、左派系の José 

Maria Neves 候補が大統領になる予定だった。 

 

過去のカボベルデの大統領の移行期間を見る限り、大統

領選挙後１カ月前後で次の大統領に交代していた。 

 

つまり、１１月にはカボベルデで左派政党が発足する予

定だった。報道によると、サアブ氏が米国に移送された

１０月１６日の時点で対抗候補との支持率は大きく開

いており、Neves 候補の当選が予見できたという。 

 

また、Neves 候補は関係者に対して、政権交代後にサア

ブ氏の米国への身柄引き渡し方針を見直し、人道的な観

点から解放する意思を示していたという。 

 

「サアブ氏初公判 記者ら３００人超が視聴」         

 

１０月１８日 サアブ氏の初公判が米国フロリダ州南

部連邦裁判所で行われた。 

 

同公判の関心度は高いものの Covid-１９感染拡大防止

策のためマスコミはその場で公聴出来なかった。 

そのため、マスコミによる公聴はインターネット「Zoom」

を介して行われた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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サアブ氏の公聴には少なくとも３２７件のアクセスが

あり、その画面から複数の人が見ていたと考えると、多

くの記者らがサアブ氏の初公判を公聴していたことに

なる。 

 

米国検察が説明したサアブ氏の罪状は８つ。全てマネー

ロンダリングに関連する容疑。これらの違法取引で総額

３．５億ドルのマネーロンダリングが行われたという。 

 

「Washinton Post」は、公判を待つ間のサアブ氏の様子

について、椅子に座り、足を揺らし、おびえた様子だっ

たという。 

 

また、裁判官は保釈金を支払うことで仮釈放を得る選択

肢については、「逃亡の可能性がある」として拒否。判

決が確定するまで刑務所で留置するよう命じた。 

 

次回の公判は１１月１日を予定している。 

 

 

（写真）@_calavera “公判を受けるサアブ氏の様子” 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サアブ氏妻 夫の手紙を読み上げ涙の訴え」                  

 

１０月１７日 アレックス・サアブ氏の妻カミラ・ファ

ブリ・デ・サアブ氏は、カラカスのボリバル広場で米国

の人権侵害を訴え、夫の解放を求めた。 

 

カミラ氏は元モデルで、メディアでは以前から妻の写真

は掲載されていたが本人がテレビに登場するのは筆者

が知る限り今回が初めて。 

 

カミラ氏は、夫が妻に宛てたという手紙を読み上げた。 

「私は米国に協力する意思はなく、米国でも他国でも罪

は犯していない。自分が行ったのは米国の非人道的な妨

害行為に対峙しただけだ。」 

「私が殺害された後に自殺を発表される可能性を踏ま

え、先に言っておく。私は決して自殺をしない。」 

と手紙を読みあげた。 

 

ただ、メディアでは「同情を買うために妻と子供を使っ

た」など辛辣な記事も多い。また、高級車（５．４万ユ

ーロのローバー）に乗り、イタリアに高級住宅（４７０

万ユーロ）を購入したカミラ氏と子供２人の裕福な生活

を指摘する記事もある。 

 

 

（写真）VTV “カミラ・ファブリ・デ・サアブ氏” 
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「野党 与野党協議の再開を求める」         

 

マドゥロ政権の与野党協議中止の宣言を受けて、主要野

党は協議再開を求めている。 

 

主要野党率いる「統一プラットフォーム」は声明を発表。 

「いかなる人物も全てのベネズエラ国民より大事では

ない。」と指摘し、協議の早期再開を求めた。以下に声

明文の内容を簡単に記載する。 

 

“８月１３日からメキシコで協議を行っている。遺憾に

も、マドゥロ協議団はメキシコに来ず、協議は再び遅延

した。 

危機的な人道危機は、全ての国民に影響を与えている。

民主主義と憲法の不在に耐えかねて、数百万のベネズエ

ラ人が未来を求めて外国に移住することを余儀なくさ

れた。これ以上待つことはできない。全てのベネズエラ

国民よりも重要な人物はいない。 

 

全てのテーマについて協議し、合意を交わし、国を解決

に向かわせることを望んでいる。“ 

 

 

「欧州 サアブ引き渡し無言、選挙参加方針を維持」                  

 

仲裁国のノルウェーは、「与野党協議を再開させるため

に全力を尽くす」との見解を表明。マドゥロ政権に対し

て、対話再開を呼びかけた。 

 

また、スペイン外相も与野党協議が中断したことについ

て「失望した」との見解を表明。ベネズエラの問題を解

決する唯一の手段は対話であるとのスタンスを改めて

主張した。 

 

一方、交渉中断のきっかけとなったサアブ氏の米国引き

渡しについては特段の言及はしていない。 

 

なお、１０月１８日 欧州連合の選挙監視団代表とベネ

ズエラの「国家選挙管理委員会（CNE）」の代表は電話

で協議し、内政不介入の原則を確認。１１月の州知事選・

市長選に欧州が監視団を派遣することを改めて確認し

た。 

 

なお、ロシア政府も協議中断に懸念を表明。ベネズエラ

の問題を解決するためには対話しかないとの方針を示

すも、その理由は米国がサアブ特使の身柄を拉致したこ

とが理由と米国を非難した。 

 

経 済                        

「イランと２０年単位の戦略協力協定を協議」           

 

１０月１８日 ベネズエラのフェリックス・プラセンシ

ア外相は、イランのテヘランで Hosein Amir Abdolahian

外相と会談。 

 

両国の安全保障などを含めた２０年単位の包括的な協

力協定を協議した。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１０月１８日～１０月１９日報道         No.６６７   ２０２１年１０月２０日（水曜） 

5 / 8 

 

プラセンシア外相は、イランについて「同盟戦略の観点

から最も重要な国」と評価。２０２１年末までに、協議

を成立させると発表。 

 

署名の際はマドゥロ大統領がテヘランを訪問すること

になるとの見通しを示した。 

 

 

（写真）フェリックス・プラセンシア外相 

 

社 会                        

「マドゥロ政権 黄熱病ワクチンの接種を拡大」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.665」にて、ベネズエラで

黄熱病が流行し始めているとの記事を紹介した。 

 

１０月１８日 黄熱病の感染拡大を受けて、マドゥロ政

権は１０月１９日から黄熱病のワクチン接種会場を設

置し、ワクチン接種を強化すると発表した。 

 

EFE 通信によると、１つの会場では１日当たり４０人の

接種が行われるという（１回の接種で完了）。 

 

なお、１度接種すれば１０年間有効の証明書が発行され

る。 

 

 

２０２１年１０月１９日（火曜）              

政 治                       

「CNE 州知事・市長選の出馬者リストを公表」           

 

１０月１９日 「国家選挙管理委員会（CNE）」は、CNE

の公式ウェブサイトで、１１月２１日に予定されている

全国州知事選・市長選・州議会議員・市議会議員の出馬

者リストを公開した。 

 

CNE のウェブサイトに入り、州と市と政党を選ぶこと

で出馬者を確認することが出来る。実際に検索してみた

がアクセスには時間がかかり、検索もしにくく、かなり

使い勝手が悪かった。 

 

 

 

報道によると、今回の選挙に出馬した候補者は合計７万

人。彼らが合計３，０８２の役職の座を争う。 

 

「大学教育相、商業相が交代」             

 

１０月１９日 マドゥロ大統領はツイッターで大学教

育相と商業相の交代を発表した。 

 

大学教育相は César Trompiz 氏から、昨年まで CNE 代

表を務めていたティビサイ・ルセナ氏に交代する。 

 

また、商業相は Eneida Laya 氏から Dheliz Álvarez 氏に

交代する。Dheliz Álvarez 氏はミシオン・リバス財団（教

育系の政府財団）の代表を務めていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf
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（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“ティビサイ・ルセナ新大学教育相” 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“デリス・アルバレス新商業相” 

 

経 済                       

「米国財務省 制裁報告書を公表            

  ～制裁を回避できないよう仕組み改良～」            

 

１０月１８日 米国財務省は、米国の経済・金融制裁に

関する検証結果をまとめた報告書を公表した。 

 

報告書では、強力な外交ツールは結果を出していると評

価。一方、米ドルを使用したドル決済が減少し、制裁を

回避する仕組みが拡大していると指摘。制裁を有効なも

のとするため改革が必要と論じた。 

 

 

 

また、人道的支援に与える影響を最小限に抑える必要

性なども指摘した。報告書では、今後の改善点とし

て、以下の５点を挙げている。 

 

１．明確な政策に直結した制裁体制を構築すること。 

２．可能な限り多国間の調整を行うこと。 

３．意図していない経済的、政治的、人道的悪影響を

最小限に抑えるよう制裁を調整すること。 

４．制裁が容易に理解され、執行可能で、場合によっ

て撤回可能なことを確実にすること。 

５．財務省の制裁関連のテクノロジー、人材、インフ

ラを現代化するための投資を行うこと。 

 

なお、報告書の作成には、米国の財務省元高官や国務省、

司法省、「国際開発庁（USAID）」、議会関係者および産

学や同盟・友好国など多数の利害関係者が関わったとし

ている。検証の対象は財務省主体の制裁のみで、国務省

によるビザ制限や商務省による輸出管理などは含まれ

ていない。 

 

また、以下は２０００年～２０２１年までの米国による

制裁数の推移。２０００年当時は９１２件だったが、２

０２１年９４２１件と９３３％増えている。 

 

 

（写真）米国財務省 
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「SUDEBAN ２２年の銀行カレンダー公表」         

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は２２年の金融機関の営

業カレンダーを公表した（以下、参照）。 

 

 

（写真）SUDEBAN 

 

ベネズエラでは金融機関は通常の土日・祝日の休みに加

えて、金融機関にのみ適用される特別な休暇が存在する。

そのため、ベネズエラのビジネスマンは仕事机にこのカ

レンダーを置いておくことが多い。 

 

「２１年９月 融資額の７２％は５行に集中」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２０２１年９月

末時点のベネズエラ国内の銀行融資残高を報じた。 

 

２１年９月末時点の融資残高は合計で BsD.１兆３２３

０。ドルに換算すると３億１，６００万ドルになる。 

 

融資額が最も多いのは国営銀行「Banco de Venezuela」

で融資総額の２２．２％（７０２０万ドル）。 

 

次いで「BBVA Provincial」が１８．９％（５９８０万

ドル）。「BANESCO」が１４％（４４２０万ドル）。 

 

これら３行だけで融資総額の５５％を占める。 

 

また、４位の「Banco Nacional de Credito（BNC）」と

５位の「Mercantil」を加えると、５社で同７１．７％に

なる。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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「学童用２７品目の消費税・所得税は免税」           

 

１０月１９日 マドゥロ政権は、学校で使用する２７品

目（学生用の制服、革靴、かばん、文房具）について免

税（消費税・所得税）にするとの政令を公布した。 

 

ただし、この免税措置を享受するために店舗は法律で定

められた納税を行っていなければいけない。 

 

マドゥロ政権は１０月２５日から通学形式の学校再開

を目指しており、現時点で予定を変えるとの発表はない。 

 

学校再開に当たり就学用の商品を買わなければならず、

教育関係の物価が高騰していた。 

 

社 会                       

「人質解放のため誘拐犯に１．１万ドル支払い」           

 

ベネズエラに駐在員を置くにあたり治安リスクはどの

企業も大きな懸念材料だろう。 

 

ベネズエラは殺人・強盗も多いが、誘拐が多い国でもあ

る。誘拐時にどの程度の支払いを求められるかはケー

ス・バイ・ケースだが、参考として実際に最近行われた

誘拐で犯行グループがどのくらいの金額を求めてきた

のかを紹介したい。 

 

１０月１９日 一般犯罪系の事件を専門に扱うラモン・

カマチョ記者は、カラカスのラス・メルセデス地区で誘

拐があったと報道。 

 

犯行グループは逮捕されたが、犯行グループ５名のうち

４名は「国家警察（PNB）」の職員だったという。 

 

被害者は SUV の車で移動中、セダン（Chery Orinoco）

が道路を遮り、被害者を誘拐したという。 

 

同日夜、被害者の家族は犯人からの要求を受けて１．１

万ドルを支払った。 

 

しかし、その後国家警察から内部告発があり、捜査した

ところ４名の職員が犯行に関与していたことが明らか

になったという。 

 

 

（写真）Ramon Camacho 記者 

 

以上 


