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（写真）Maibort Petir 氏 youtube ”１１年 サアブ氏がチャベス政権と住宅建設契約を締結した際の映像” 

６ 

 

 

 Alex Saab 氏逮捕とその影響      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月１２日 マドゥロ政権のマネーロンダリ

ングに協力しているとして米国が国際指名 

手配をかけていたコロンビア人アレックス・サアブ

氏がアフリカの島国「カボベルデ」で逮捕された。 

 

その後の報道を見る限り、サアブ氏の逮捕はマドゥ

ロ政権だけの問題にとどまらないようで、トルコや

ロシアなど国際社会を巻き込んでいるようだ。 

 

本稿ではサアブ氏の拘束とその後の状況について確

認できた情報を紹介したい。 

 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権との汚職取引

で莫大な資産を築いた「テスタフェロ（資金隠しに協

力する人物）」として、ベネズエラのメディアに度々

登場する人物だ。 

 

１９年７月 米国外国資産管理局（OFAC）は、サア

ブ氏がマドゥロ政権政府関係者のマネーロンダリン

グに関与したとしてサアブ氏に制裁を科し、米検察

庁はサアブ氏に国際指名手配をかけていた。 

 

米国検察庁が発表したサアブ氏とマドゥロ政権関係

者との汚職取引の報告については「ウィークリーレ

ポート No.131」を参照されたい。 

 

マドゥロ政権の最重要テスタフェロ逮捕 

アレックス・サアブ氏 

マドゥロ大統領 

（当時ベネズエラ外相） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ad3426bcaf4075c62c830a87d0b99ea5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ad3426bcaf4075c62c830a87d0b99ea5.pdf
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そのサアブ氏が６月１２日にアフリカの島国「カボ

ベルデ」で拘束された。 

 

米国の「麻薬取締局（DEA）」「連邦捜査局（FBI）」は

サアブ氏の動きを監視しており、サアブ氏が搭乗し

たプライベート機「T７－JIS」がイランに向かう途中

で燃料給油のために「カボベルデ」に降りるとの情報

を入手。 

 

米国がインターポールに国際指名手配要請をかけ、

「カボベルデ」着陸後に拘束されたという。 

 

 

これまでサアブ氏は、「マドゥロ政権のマネーロンダ

リングに関わっている企業家」との報道が多かった。 

 

しかし、拘束後の報道から垣間見えるサアブ氏は「企

業家」というより「フィクサー」（政治・行政の意思

決定の際に、正規の手続きを経ずに影響を与える手

段や人脈を持つ人物のこと）という表現が正しそう

だ。 

サアブ氏がイランに向かった目的は、イランからの

ガソリン輸入だったとされている。 

 

４月１３日 マドゥロ大統領とイランのロウハニ大

統領は電話会談を実施。二国間協力を深化すること

で合意した（「ベネズエラ・トゥデイ No.432」参照）。 

 

この合意を契機にイランはベネズエラ製油所の改修

工事への協力を開始。ベネズエラへガソリンを供給

するに至っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.450」

参照）。 

 

 

なお、３月２６日にベネズエラの外貨準備が６９．３

億ドルから６４．７億ドルと約４．６億ドル減ってい

た。これは、マドゥロ政権が外貨準備の GOLD をイ

ランに売却したためとされている。 

 

そして、この合意を取り持ったのがアレックス・サア

ブ氏と報じられている。 

 

独立系メディア「ArmandoInfo」によると、今回イラ

ンへの移動に使用されたプライベート機「T７－JIS」

は、３月８日にもベネズエラからイランに移動し、２

日後にカラカスに戻っていた。 

 

今回「T７－JIS」に搭乗していたのがサアブ氏だった

のであれば、３月８日にイランに移動した人物もサ

アブ氏だったと考えるのが自然で、サアブ氏が一連

の取引を仲介した可能性は高そうだ。 

 

なお、米国在住ベネズエラ人記者 Maibort Petit 氏が

関係者から得た情報によると、サアブ氏がカボベル

デに立ち寄った理由は燃料の給油だけではなく、同

国で停泊しているベネズエラ産原油を積んだタンカ

ーを目的地に向かわせるよう交渉するためだった可

能性があるという。 

 

現在、米国はマドゥロ政権と取引をする船会社に対

して制裁圧力をかけており、ベネズエラ産原油を積

んでいる多くの船会社が制裁を恐れ、海上や港で滞

留している（「ベネズエラ・トゥデイ No.457」参照）。 

 

また、ベネズエラにガソリンを輸出しようとしてい

た船会社が米国の制裁圧力を受けて、進路を変更し

たとも報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.456」参照）。 

イランからのガソリン調達取引に関与 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
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サアブ氏は、船会社にイランでの生活を保障するな

どマドゥロ政権に協力する見返りを提案することで

船会社に協力を求めようとしていたという。 

 

このようにサアブ氏は、自身の資産と各国政府関係

者との強いコネクションを武器に非公式な合意を仲

介することでマドゥロ政権の取引が円滑に進むよう

裏で動いていたということだろう。 

 

サアブ氏の人脈の一例として、トルコ、コロンビアの

事例がある。 

 

サアブ氏は、トルコにも会社を登記しており、マドゥ

ロ政権がすすめている食料販売プログラム「CLAP」

の食料はトルコからメキシコなど第三国を経由して、

ベネズエラに流れており、エルドアン大統領を含む

トルコ政権中枢とも強い関係があるとされている。 

 

また、コロンビアのドゥケ大統領の前任者ファン・マ

ニュエル・サントス元大統領もサアブ氏と関係があ

ると指摘されている。 

 

マドゥロ政権にとってサアブ氏を失うことは、マネ

ーロンダリングの実態を解明されると同時に、解決

困難な状況を打開できる協力者を失うことを意味し、

大きな痛手になりそうだ。 

 

 

サアブ氏の拘束が報じられた直後、多くの情報が流

れ、その中には正しくない情報も多かった。 

 

 

 

 

最も重要な点は「サアブ氏の身柄が、まだ米国政府に

引き渡されていない」という点だ。 

 

サアブ氏の逮捕が発表された後「カボベルデ」から

「マイアミ」に向かう飛行機が確認された。 

 

「この飛行機にはサアブ氏が乗っており、サアブ氏

の身柄が米国に引き渡された」との報道が流れたが、

この飛行機はサアブ氏とは無関係で、サアブ氏は現

在も「カボベルデ」に留まっている。 

 

確かに米国政府は、カボベルデ政府に対してサアブ

氏の身柄の即時引き渡しを要請したという。 

 

しかし、ロシアとトルコの圧力を受けてカボベルデ

政府の動きが鈍り、最終的に身柄の即時引き渡しの

求めを拒否したという。 

 

その後、マドゥロ政権はサアブ氏の拘束について米

国の要請を非難する声明を発表。 

ベネズエラ外務省は、サアブ氏はベネズエラ国籍を

持つベネズエラ人で、外交ステータスで食料・医薬品

など人道支援を目的とした CLAP 取引を継続するた

めイランに向かっていたとの声明を公表している。 

 

逮捕直後の勢いに乗って身柄引き渡しを進めること

が出来れば、当日にでも身柄引き渡しが出来た可能

性もあったようだが、各国の利害に挟まれ、タイミン

グを逸してしまった現在、サアブ氏はしばらくカボ

ベルデに留まることになりそうだ。 

 

また、サアブ氏はマドゥロ政権だけでなく他国の汚

職取引にも関与しており、彼の身柄が米国に渡るこ

とを妨害する動きが増えると予想されている。 

サアブ氏の身柄引き渡しは国際問題に 
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カボベルデ検察庁は、米国政府に対して１８日以内

にサアブ氏への全ての訴えを提出するよう求めてい

る。また、通常であれば、身柄引き渡しの決定には４

０～４５日程度かかるとしている。 

 

他方、サアブ氏の弁護を務める弁護士の一人ホセ・ピ

ント・モンテイロ氏は、「決定を急ぐ必要はなく必要

な手続きを行う」と述べており、当面は時間を稼ぐ戦

略に出る見通しが高いという。 

 

国際問題に詳しいジャーナリスト・セリア・メンドー

サ氏によると、膠着状態に入った時の身柄引き渡し

手続きは時間を要することが多く、決定まで５～６

カ月はかかるとしている。 

 

 

米国にとって不利となる点は、カボベルデ政府と米

国政府が「犯罪者身柄引き渡し条約」を結んでいない

点だ。 

 

カボベルデ検察庁は、両国が「犯罪者身柄引き渡し条

約」を結んでいない点について言及し、「国連のプロ

トコールに従って対処する」と述べている。 

 

国連はマドゥロ政権を正当な政府と認識しており、

マドゥロ政権は国連人権委員会のメンバーとして承

認されている。 

 

 

 

 

欧米（日本含む）を中心に約６０カ国は、マドゥロ政

権をベネズエラの正当な政府と認識しない方針を示

しているが、逆を言えば約１３０カ国はマドゥロ政

権を正当な政府と認識しており、欧米のスタンスは

国際的に見れば少数派になる。 

 

また、カボベルデ政府は、国連で「７７カ国グループ」

（発足当時の参加国が７７カ国だったため「７７カ

国グループ」と名付けられたが、現在の参加国は１３

０カ国」）と呼ばれるロシア・中国の影響力が強いグ

ループに加盟しており、その点も米国に不利に働く

とされている。 

 

加えて、現在 国連の安全保障理事会の非常任理事国

のラテンアメリカ地域代表国は「ドミニカ共和国」と

「セントビンセント・グレナディン諸島」の２カ国だ

が、今週水曜日（本日）に「ドミニカ共和国」から「メ

キシコ」に交代する。 

 

６月１５日 メキシコのロペスオブラドール大統領

は、「メキシコは米国からの制裁圧力があったとして

も人道的な理由からベネズエラにガソリンを送る意

思がある。」との見解を示し、対ベネズエラ方針につ

いて米国政府と一線を画した。 

 

非常任理事国入りを前にした今回の発言は、非常任

理事国としてのメキシコの対ベネズエラ方針を暗示

していると言えそうだ。 

 

このように国連の決定がカボベルデ政府の判断に影

響を与えるとすれば、米国にとって不利な状況と言

える。 

 

 

手続きには５～６カ月？ 

国連の判断が影響する場合、米国不利に 
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一方、米国側が有利に働く点もある。 

 

１つ目は、米国は、サアブ氏の身柄引き渡しを求める

正当な理由が存在していることだ。 

 

１９年１１月 マンハッタン検察は、マイアミ大学

で麻薬組織研究を行う Bruce Bagly 教授をマネーロ

ンダリングの容疑で逮捕した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.372」参照）。 

 

マネーロンダリングを研究する教授自身がマネーロ

ンダリングを行っていたというショッキングなニュ

ースで、２０年６月２日に Bagly 教授の有罪が確定

した。 

 

そして、Bagly 教授がマネーロンダリングを行った人

物の一人がアレックス・サアブ氏だったことが確認

されている。 

 

つまり、米国政府はサアブ氏が米国域内でマネーロ

ンダリングを行った証拠を持っており、Bagly 教授の

事件の重要参考人としてサアブ氏の身柄を米国に引

き渡すよう求める正当な理由があると言える。 

 

２つ目は、アレックス・サアブ氏は本来コロンビア人

であるという点だ。 

 

今回、マドゥロ政権は初めてサアブ氏がベネズエラ

国籍を保有しているベネズエラ人であることを明ら

かにしたが、サアブ氏はバランキージャ生まれのコ

ロンビア人だ。 

 

 

犯罪捜査の過程で登場するサアブ氏の国籍はコロン

ビア人であり、ベネズエラ国籍を持っていたという

話はこれまで知られていなかった。サアブ氏がいつ

ベネズエラ国籍を取得したのかも不明だ。 

 

報道によると、サアブ氏がベネズエラの身分証明番

号（セデゥラ番号）と納税番号（RIF）を取得してい

ることは確認できたが、有権者登録はないという。 

 

サアブ氏がコロンビア人として扱われるのであれば、

マドゥロ政権がサアブ氏を擁護する正当性に疑問が

生じる。 

 

なお、コロンビア政府は米国の身柄引き渡し要請に

協力する事は間違いないだろう。 

 

このようにサアブ氏の身柄引き渡しは国際社会の利

害に挟まれ、動きにくい状況になってしまった。 

 

仮に決定まで５～６カ月を要するという事であれば、

米国の大統領選の結果が出ていることになる。 

 

また、マドゥロ政権にとっては彼がカボベルデに留

まっている間、彼の人脈を頼れないことになる。 

 

いずれにせよ、サアブ氏はマネーロンダリングに協

力するただの企業家というわけではなかったようで、

彼の逮捕はベネズエラあるいは汚職スキームに関与

した諸外国政府の将来を左右することになるかもし

れない。 

 

以上 

そもそもサアブ氏はコロンビア人 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/656899cc4106be77a0c8a7b3141f1f79.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/656899cc4106be77a0c8a7b3141f1f79.pdf

