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（写真）Armando.Info “アレックス・サアブ氏、その協力者らによる制裁回避の取り組みについて報道” 
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ベネズエラ制裁回避の取り組み       
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ネズエラの汚職取引などの調査を行うジャ

ーナリスト会社「Armando.Info」は、マドゥ 

ロ政権が米国の制裁を回避するため、どのような取

り組みをしてきたかについてレポート記事を公表し

た。既に周知の部分もあるが、これまで明らかになっ

ていなかった点も多い。 

 

本稿では、マドゥロ政権および協力者がどのように

米国の制裁を回避しようとしてきたかについて紹介

したい。 

 

 

 

今回の話をするにあたり主要な登場人物を確認して

おきたい。 

 

１人目は、アレックス・サアブ氏。 

コロンビア人企業家でマドゥロ政権のテスタフェロ

（資産隠しに協力する人）として、国際指名手配さ

れている。現在は、カボベルデで拘束されており、

米国政府が身柄引き渡しを求めている。 

 

サアブ氏はマドゥロ政権関係者の資産隠しに協力し

ているだけではなく、マドゥロ政権のフィクサー

（正規ルートではないやり方で問題を解決する人

物）的な役割も果たしている。 

 

制裁回避スキームの主要アクター 
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マドゥロ政権が行っている社会開発プロジェクトの

１つ「CLAP」で国民に安価に販売する食料品など

を外国から取り寄せ、ベネズエラに輸出している。 

 

他、米国の経済制裁により、PDVSA が表立って取

引を出来なくなったことを受けて、制裁を回避しな

がら取引を続けるスキームを構築した人物でもあ

る。 

 

本稿では、原油取引の制裁回避スキームについて紹

介する。 

 

このスキームに深く関与している人物はサアブ氏以

外に少なくとも２名いる。 

 

１人は、メキシコ人のホアキン・レアル氏（下写

真）。彼は２０年６月に米国政府が、PDVSA との取

引を理由に制裁を科したメキシコ籍の会社「Libre 

Abordo」と「Schlager Business Group」の創設

者。ホアキン氏自身も上記２社が制裁を科せられた

際に同時に制裁を受けている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.460」）。 

 

しかし、「Libre Abordo」と「Schlager Business 

Group」は制裁を科せられる２週間ほど前に倒産を

発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.452」）。 

 

 

２人目は、イタリア人のアレッサンドロ・バッソー

ニ氏。スイスに登記されている「Swissoil Tradings 

S.A.」の役員で、オリノコ地帯で原油採掘活動を行

う PDVSA の合弁会社「PETRODELTA」の合弁相手

先「Elemento Ltd」の関係者だという。 

 

「Elemento Ltd」は、野党「行動民主党（AD）」の

ヘンリー・ラモス・アジュップ幹事長の親族（義理

の弟と思われる）のフランシスコ D’アゴスティーノ

氏が役員を務める会社である。 

 

（写真）Armando.Info 

“アレッサンドロ・バッソーニ氏” 

 

 

「Libre Abordo」と「Schlager Business Group」

は、２０１０年にメキシコで登記された会社で、

元々医療関係の製品や清掃用品などを販売する会社

だったという。 

 

同社は１９年７月にベネズエラの輸出入公社

「Corpovex」に対して、とうもろこし粉と給水車を

販売する契約を結んだ。その決済手段として、

PDVSA の原油を引き受けることに合意し、サアブ

氏が構築したスキームで PDVSA との取引を開始し

たという。 

レアル氏の取引内容 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
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「Armando.Info」によると、１９年８～１０月にか

けて、「Libre Abordo」は、ベネズエラ混合原油

（Merey１６、Hamaca Blend、Boscan、Special 

Hamaca Blend、Fuel oil）合計２，０００万バレル

を購入した。 

 

PDVSA は、市場価格の１０～１５％のディスカウ

ントで「Libre Abordo」に原油を販売していたよう

だ。 

 

また、取引書類には、決済通貨に関して「Libre 

Abordo」は、PDVSA が保有するロシア系金融機関

「Evrofinance」か「Gazprombank」の口座にユー

ロ建てで支払うと明記されていたという。 

 

しかし、とうもろしこ粉・給水車と原油の物々交換

を前提としており、差額分を指定の口座に送金する

ことになっていたのか、詳細は分からない。 

 

なお、２０年６月、OFAC が「Libre Abordo」と

「Schlager Business Group」に制裁を科した際、 

『同社は「人道目的の取引」という名目で PDVSA

原油購入の引き換えに、給水車とトウモロコシ粉を

ベネズエラに輸出したが、PDVSA が「Libre 

Abordo」と「Schlager Business Group」に送った

原油の評価額と Libre Abordo」と「Schlager 

Business Group」がベネズエラに輸出した給水車と

とうもろこし粉の評価額が全く合っていない』 

と指摘している。 

 

PDVSA はもっと多くのとうもろこし粉と給水車を

受け取らなければならなかったとし、「Libre 

Abordo」と「Schlager Business Group」が価格を

水増しした可能性を指摘している。 

 

もちろん、この水増し分の一部が、マドゥロ政権に

キックバックされ、汚職資金になったという指摘で

ある。 

 

 

２０年６月に「Libre Abordo」と「Schlager 

Business Group」が輸出代行を出来なくなってか

ら、マドゥロ政権は新たな制裁回避スキームを構築

する必要が生じたと思われ、ロシア、UAE などを絡

めた取引を開始した。 

 

現在、マドゥロ政権はロシアの知名度の低いロシア

系の会社と原油取引をしているようだ。 

 

確認できている企業名は「Proton」「Delta 

Schalger」「Loran」「Xiamen」「Novosi Solution」

「Zervekas」「Shamrium」など。これらの会社

は、２０年３月にモスクワで登記された「OGX 

Trading」という会社が登記した会社だという。 

 

「OGX Trading」は、Sergei Basov という人物が登

記した会社だが、Basov 氏は、（少なくとも）アレ

ックス・サアブ氏の知人の知人だという。 

 

Basov 氏はロシア人企業家で、Mata Pereda 氏と取

引関係があったという。Mata Pereda 氏は、アレッ

クス・サアブ氏の協力者で、ベネズエラで「Tienda 

CLAP」という店を経営していた人物である。 

 

また、２０年後半からロシア以外にアラブ首長国連

邦（UAE）の「POGC Petroleum and Energy FZ-

LLC」という会社も PDVSA の取引に関与している

という。 

制裁回避の陰にロシア、UAE 
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「Armando.info」が確認した資料によると２０年７

月～８月に、PDVSA は「POGC Petroleum and 

Energy FZ-LLC」にベネズエラ産原油（Merey１６

と Boscan）１８０万バレルを販売したという。そ

の時の決済通貨はディルハム（UAE の現地通貨）だ

ったという。 

 

 

「Libre Abordo」および「Schlager Business 

Group」の取引にしても、ロシアの会社の取引にし

ても、PDVSA 原油の輸送は、多くの場合、バッソ

ーニ氏が役員を務める「Swissoil Trading」が輸送

を引き受けているという。 

 

「Armando.info」によると、「Libre Abordo」やロ

シア企業との取引で輸出を引き受けるタンカーは、

「Lion King」「Delta Kanaris」「Delta Harmony」

「A Melody」「Perfect」「Azimouth」「Nichioh」

「Commodore」「Euroforce」「Athens Voyager」が

多く、これらは「Swissoil Trading」が関係するタ

ンカーだという。 

 

なお、「Swissoil Trading」は、ロイター通信に対し

て PDVSA との取引に関与した事実はないと回答し

ている。 

 

「Swissoil Trading」が、PDVSA との取引を始める

ようになったのは１８年からのようだ。１８年３

月、バッソーニ氏が当時 CITGO 社長を務めていた

アスドゥルバル・チャベス氏に対して、取引を求め

たという。 

 

 

 

レアル氏もバッソーニ氏もメキシコの石油会社

「Pemex」との取引開始を求めており、何度か

Pemex に対してアクションを取っていたという。 

 

１９年１１月、「Libre Abordo」は Pemex に対し

て、「Delta Kanaris」「Delta Harmony」の原油計２

００万バレルの販売オファーを出したという。 

 

また、ベネズエラ産原油の販売だけではなく、

Pemex のガソリンなど石油製品の購入も求めてい

たという。 

 

２０年５月、「Promotores del Fomento」というセ

キュリティ会社が Pemex に対して、毎月５００万

バレル（２００万バレルのガソリン、３００万バレ

ルの重油）を販売するようを求めたという。 

 

この会社は、レアル氏とバッソーニ氏が株式を持っ

ている会社だったという。 

 

また、「Promotores del Fomento」は、PEMEX の

検討材料にしてもらうため、バングラディッシュの

「Eastern Refining Limited」やギリシャの

「Hellenic Petroleum」の推薦状、契約書を添付。 

また、ノルウェーの金融機関「Instabank」

「Sparebanken More」やスイスの金融機関

「Handelsbanken」の推薦状なども添付したとい

う。 

 

しかし、「Armando.Info」の調べによると、

「Handelsbanken」「Hellenic Petroleum」はこの

推薦状・契約書は偽物だと断言したという。 

墨 PEMEX との取引を模索 

 

原油輸送は「Swissoil Trading」が担当 
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最終的に、Pemex は、必要な書類が揃っていない

ことと、要望の供給量を保証出来ないとの理由で２

０年５月２７日に購入オファーを断っている。 

 

しかし、その後２０年 7 月にメキシコの電力関係の

会社「Suministradora Bennu」が「Promotores del 

Fomento」と同じ内容の契約書や推薦状を用いて、

Pemex に１２カ月で重油２，０８０万バレルの購

入オファーをだしたという。 

 

「Suministradora Bennu」の会社役員にレアル氏の

名前はないが、間接的にレアル氏と関係がある会社

であることが確認されたという。 

 

Pemex は、「Suministradora Bennu」の購入オファ

ーも要望の供給量を保証出来ないとの理由で断った

という。 

 

サアブ氏もレアル氏も１９年からガソリン購入先を

探しており、特にガソリン不足が深刻になった２０

年２月頃から深刻な課題になったようで、様々な手

段を試みた結果、２０年半ばにサアブ氏がイランと

の契約を締結したという。 

 

そして、次のガソリン購入の調整のため、イランに

向かう途中、立ち寄ったカボベルデでサアブ氏は拘

束され現在に至っている。 

 

サアブ氏は拘束されているが、これまで築いてきた

制裁回避協力者が引き続きベネズエラ原油の輸出を

続けているようだ。 

 

以上 


