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（写真）大統領府 “米国裁判所 米国検察に対してサアブ氏の８つの罪状を１つに絞るよう命令” 

 

 

２０２１年１１月１日（月曜） 

 

政 治                     

「米裁判所 アレックス・サアブ氏の 7 罪を棄却 

～カボベルデ政府との引き渡し合意を順守～」 

「米国 ２０１５年の国会議員選に資金援助？」 

経 済                     

「アクセス信号 レストラン４００店舗で開始」 

「現金流通量が増加 インフレ懸念高まる 

～中銀 インフレ抑制で両替市場に外貨投入～」 

「１２月末までベネズエラ全空路を解禁」 

社 会                     

「クリスマス恒例 アビラ山 十字架の点灯式」 

２０２１年１１月２日（火曜） 

 

政 治                    

「反対派 CPI による調査停止を検討 

～視察スケジュールはマドゥロ政権が管理～」 

経 済                    

「野党国会 Monomeros 役員交代提案を棄却 

～PJ、AD は拒絶、UNT は棄権、VP は支持～」 

「Reuters １０月の原油輸出は日量７１万バレル」 

「経済界とマドゥロ政権 密室での協議を継続」 

社 会                    

「大型トラック 橋に挟まり動けなくなる」 

「野党系団体 新たな組織を立ち上げ」 
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２０２１年１１月１日（月曜）             

政 治                       

「米裁判所 アレックス・サアブ氏の 7 罪を棄却    

 ～カボベルデ政府との引き渡し合意を順守～」       

 

１１月１日 マドゥロ政権のテスタフェロ（政府高官の

資金隠しに協力する人物の総称）として、カボベルデか

ら米国に身柄を引き渡されたアレックス・サアブ氏の２

回目の公判が行われた。 

 

初公判の際、米国検察はサアブ氏の罪状について、マネ

ーロンダリングに関する８つ罪を犯したと訴えていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.667」）。 

 

本件について、米国裁判所は米国検察に対して８つの罪

のうち７つの罪を諦め、１件だけを取り扱うよう命令。 

１１月１５日までに１件に罪状を絞るよう要請した。 

 

この理由について「Armando.Info」のロベルト・デニス

記者は、「カボベルデ政府との合意」と説明した。 

 

デニス記者によると、カボベルデ政府は米国政府にサア

ブ氏の身柄を引き渡す際に１つの条件を課したという。 

 

この条件は「カボベルデで定められた最大刑期よりも長

くサアブ氏を収容してはいけない」というもの。 

 

そしてカボベルデでは囚人の刑期は最大でも２０年ま

でだという。 

 

他方、米国の司法制度に照らし合わせると米国検察が訴

えている８つの罪は夫々で２０年の懲役を受ける可能

性がある。 

 

 

 

これらの事情から米国裁判所はカボベルデ政府と交わ

した約束を守るために罪状を１つに絞るよう命じたと

いう。 

 

なお、別のベネズエラ人記者カルラ・アンゴラ氏は「カ

ボベルデの最大刑期は４０年」と説明しており、デニス

記者の説明と一致していない。 

 

ただ、サアブ氏に関してアンゴラ記者とデニス記者のど

ちらが詳しいかと言えば圧倒的にデニス記者の方が詳

しい。加えて、BBC も「最大刑期は２０年」と報じてお

り、デニス記者の説明が正しいと思われる。 

 

なお、サアブ氏側は完全無罪を主張している。 

 

また、サアブ氏に関連したニュースで１０月３１日にメ

キシコの金融対策ユニットは、メキシコ検察に対してサ

アブ氏の取引に関係したとされる２５名の口座を凍結

するよう申し入れたという。 

 

金融対策ユニットによると、今回の調査は米国財務省お

よび米国麻薬捜査局（DEA）と共同で行っているという。 

 

サアブ氏は、２０１８年頃までメキシコを介してマドゥ

ロ政権が行う食料販売プロジェクト（CLAP）の食料品

を調達していた。これらの取引に関与した口座を凍結し

たと思われる。 

 

「米国 ２０１５年の国会議員選に資金援助？」         

 

米国の政治誌「Jacobin」は、米国の政府系基金が２０１

３年、２０１５年にベネズエラで行われた選挙に対して

資金援助をしていたと報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de0a6e6bbb835b839bcc01f2dfdeda66.pdf
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この情報は「情報自由法（FOIA）」により開示された情

報で、米国共和党の流れをくむ財団「全米民主主義基金

（NED）」が米国の非営利団体「全米民主国際研究所

（NDI）」に３億ドルを拠出していたという。 

 

この３億ドルの使用用途は「ベネズエラの政治活動家の

ための、より良い情報コミュニケーションの伝達養成費」

と説明されているが、事実上ソーシャルメディアを通じ

たベネズエラ選挙への介入行為だったという。 

 

NED はこの拠出について「独立した政治活動家の支援」

と説明しているが、実際のところ明確に「野党統一連合

（MUD）」を支援する趣旨の拠出だったとしている。 

 

「Jacobin」は、「同資金援助によりソーシャルメディア

のビックデータを活用し、選挙の動員を後押しした」と

指摘しており、NED による外国の選挙介入を非難した。 

 

なお、２０１６年にトランプ大統領（共和党）が当選し

た大統領選でも、ベネズエラで行ったような選挙対策が

講じられたようで、米国民主党が共和党を非難していた

という。 

 

経 済                        

「アクセス信号 レストラン４００店舗で開始」           

 

１１月１日から１２月末までベネズエラは感染隔離緩

和週間を継続する。 

 

ただし、新たな感染防止策として「アクセス信号」を採

用。１１月１日から導入が始まった。 

 

アクセス信号は「祖国システム」と連携している「VeQR」

というアプリケーションを使用する。 

 

 

 

商業省が許可した商業店は「VeQR」というアプリを携

帯端末にインストールし、「VeQR」で入場者の ID を読

み込むことで、当該者が「ワクチン接種済み（緑色が表

示）」か、「Covid-１９感染者（赤色）」か、あるいは「Covid-

１９に感染していないがワクチン未接種（黄色）」かを

確認することが出来る。 

 

緑色なら問題なく入場。 

黄色なら「carnet de inmunizacion」を提示して入場。 

赤色なら入場不可。 

 

との説明があるが、「carnet de inmunizacion（免疫証明

書？）」というのをどのように発行するのかの説明は確

認できなかった。 

 

まだ仕組みを構築中で、今の段階では恐らく黄色であれ

ば入場できるのではないだろうか。 

 

なお、現時点で「アクセス信号」を導入している店舗は

４００店のみで順次拡大するという。 

 

「現金流通量が増加 インフレ懸念高まる          

 ～中銀 インフレ抑制で両替市場に外貨投入～」                  

 

これまで何度か言及してきたがベネズエラは選挙前に

インフレが加速するのが恒例だ。 

 

その理由は様々だが、選挙前にマドゥロ政権は積極的に

バラマキを行うため、通貨流通量が増加することが原因

の１つと言われている。 

 

この状況について、ヘルメス・ペレス教授は１１月にイ

ンフレが先月比５０％増になる可能性があると報じた。 
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ペレス氏によると１０月の通貨供給量は、２１年１月～

９月の通貨供給量の増加量と比較すると１．５倍ほど多

かったという。 

 

なお、ここ数カ月ベネズエラのインフレは比較的落ち着

いており、先月比１０～２０％前後で推移している。 

他国の常識からすると異常なインフレだが、ベネズエラ

の常識では落ち着いているという印象を受ける。 

 

他方、ここ１、２年は中央銀行も曲がりなりにもインフ

レ抑制に取り組んでおり、１１月のインフレを抑えよう

とする動きもみられる。 

 

インフレを加速させる別の要因として「為替レート」が

存在する。 

 

ボリバル通貨の流通量が増えすぎて、現地通貨の価値が

ドルに対して下落するため、為替レートが急激にボリバ

ル安になる。 

 

ベネズエラ国内はドル経済化が進んでおり、商品がドル

建てで売られている。ドル建てで価格を決められた商品

を、ボリバル通貨で買うのであれば、当然ボリバルを多

く払う必要が出てくる。つまり、インフレが起きるとい

う理論だ。 

 

これを抑える手段は為替レートを安定させること。 

つまり、両替市場に大量のドルを投入し、為替レートが

上昇しないようにすることである。 

 

１１月２日 中央銀行は５０００万ドルを銀行の両替

市場に投入したという。物価がコントロールできなけれ

ば、投票で与党側に不利に働くので、中銀は物価抑制に

躍起になっていると思われる。 

 

 

 

 

「１２月末までベネズエラ全空路を解禁」              

 

１１月１日 ベネズエラ政府は１２月末までベネズエ

ラ全土の国内航空線の移動を許可すると発表した。 

 

ただし、直近１８０日以内に稼働していなかった飛行機

は機体の検査を行わなければならない。 

 

なお、ベネズエラ国内線の多くは１０月１１日に開通し

ていたが、Covid-１９感染者の多かったボリバル州、タ

チラ州は対象から外れていた。 

 

今回の決定ではボリバル州、タチラ州の路線も運行が許

可されるという。 

 

社 会                        

「クリスマス恒例 アビラ山 十字架の点灯式」           

 

１１月に入りベネズエラはクリスマスシーズンに突入

した。この時期カラカスの象徴アビラ山には大きな十字

架の形をしたライトが点灯される。 

アビラ山の周りには電気がついていないので、夜には何

もない真っ暗な空に十字架が浮かんでいるように見え

る。 

 

１０月３１日 マドゥロ大統領は巨大十字架の点灯式

に出席し、クリスマスの訪れを祝福した。 

 

（写真）国営放送局 VTV 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１１月１日～１１月２日報道            No.６７３   ２０２１年１１月３日（水曜） 

5 / 7 

 

２０２１年１１月２日（火曜）              

政 治                       

「反対派 CPI による調査停止を検討          

 ～視察スケジュールはマドゥロ政権が管理～」        

 

１０月３１日から「国際刑事裁判所（CPI）」の Karim 

Khan 検事がベネズエラを訪問している。 

 

１１月１日 Khan 検事はマドゥロ大統領と会談。 

ベネズエラの人権対応について意見交換を行った。 

 

その後、Khan 検事がどのようなスケジュールをこなし

ているのかは公開されていないが、人権団体「政治犯被

害者家族団体」や非政府系団体「Medicos Unidos」

「Federacion Medica Venezolana」などが Khan 検事と

の意見交換を求めている。 

 

つまり、彼らとは面談が予定されていないということを

意味しているのだろう。 

 

また「大衆意思党（VP）」は、Khan 検事のベネズエラ

でのスケジュールについて 

「マドゥロ政権に完全にコントロールされている。 

ベネズエラで起きた人権侵害について、Khan 検事が適

切な報告書を作成する目的を達成することを妨げてい

る」と訴えた。 

 

つまり、今回の視察は野党側にとって満足のいく内容に

なっていないようだ。 

 

ただ、実は Khan 検事のスケジュールについて水面下で

野党が納得していた可能性が浮上している。 

 

１１月２日 米国メディア「PanAmpost」は、「大衆意

思党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏が野党関係者と交わ

したとされるやり取りの音声を公表した。 

 

そのやり取りを聞く限り、CPI に対して「マドゥロ政権

が人道に対する罪を犯した」と訴えたのは２０１８年で

当時の状況と今の状況は全く異なると指摘。 

 

CPI の調査を進めることが野党にとってプラスになる

か、マイナスになるかを考えるべき、との見解を示して

いる。 

 

この音声についてフレディ・ゲバラ氏は 

「遺憾なことに記事のタイトルは間違っており、音声は

操作されたものだ。悪意を持って証拠を捏造している。」 

と PanAm Post を非難した。 

 

この主張が正しいかどうかは不明だが、PanAm Post が

マドゥロ政権に批判的なメディアであることは確かだ。 

 

この音声が本物なのか、また、本当に協議が行われてい

たとして結論が出ているのかは分からないが、仮に

「CPI の調査を進めることが野党にとってプラスにな

らない」と判断するのであれば Khan 検事は、「マドゥ

ロ政権は人道に対する罪を犯していない」との結論を出

す方向で動いているのかもしれない。 

 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領と Khan 検事 大統領府で意見交換” 
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経 済                       

「野党国会 Monomeros 役員交代提案を棄却      

 ～PJ、AD は拒絶、UNT は棄権、VP は支持～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.672」で、Monomeros

内部で起きているイレギュラーについて調査した報告

書を「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代

党（UNT）」が承認し、「大衆意思党（VP）」が拒絶した

との記事を紹介した。 

 

また、この決議の後、グアイド議長は改めて Monomeros

役員を交代する必要があると訴えていた。 

 

１１月２日 野党国会の委任委員会（委任委員会につい

ては「ウィークリーレポート No.181」参照）は、グア

イド議長の提案（Monomeros 役員の交代を承認するか

どうか）について協議。 

 

「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」は、グアイド

議長の提案を拒否。「新時代党（UNT）」は棄権。「大衆

意思党（VP）」が賛成。 

 

つまり、９票が拒否、４票が棄権、６票が賛成で提案は

棄却された。 

 

この協議はかなり拗れたようで、グアイド政権を支持す

るデルサ・ソロルサノ氏とトマス・グアニパ氏が激しい

口論を交わしたと報じられている。 

 

ソロルサノ氏は、本件について投票を行うことを拒んで

おり、審議を何度も中断させようとしたという。 

 

司会進行を務めるトマス・グアニパ氏（野党国会の第１

副議長、PJ 所属）はソロルサノ氏の態度を非難。ソロル

サノ氏が止める中、審議を行ったという。 

 

 

「Reuters １０月の原油輸出は日量７１万バレル」         

 

「ロイター通信」は、ベネズエラの１０月の原油輸出量

が日量７１万１，１９３バレルだったと報じた。 

９月から７６％増と大幅に増えたことになる。 

 

９月の時点ではベネズエラは希釈剤が不足しており、産

油活動を抑制する必要があった。そのため輸出量が減少

した。 

 

しかし、１０月からイランがベネズエラにコンデンセー

ト（希釈剤）を輸出するようになったことでオリノコ流

域での産油活動が再開。輸出も大きく増えたとしている。 

 

輸出原油の仕向け先は主にアジア向け。ただし、６．６

万バレルはキューバ向けだったとしている。 

 

なお、JP Morgan は、ベネズエラの今後の産油量につい

て２０２１年末時点で日量５５万バレル。２０２２年末

には２６．３％増加し、６９．５万バレルになるだろう

と予想している。 

 

「経済界とマドゥロ政権 密室での協議を継続」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」スリア州支部のエ

シオ・アンヘリーニ代表は、「Union Radio」のインタビ

ュー番組に出演。 

 

「マドゥロ政権に対して、融資に関する制限を解除する

よう要請している」と説明した。 

 

「種を蒔く、資材を購入する、設備投資をする。これら

の活動には融資が必要だ。我々は融資の優遇制度を求め

ているわけではない。ベネズエラの悲惨な状況を脱却す

るため、過去のように普通に融資を得られる環境に戻っ

てほしいだけだ。」と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/20128da7afd612601fe89d1ddb6ace62.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f04ae57b4f7754ff034ce972ba86a6b9.pdf
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Fedecamaras は故チャベス元大統領へのクーデターを

主導した組織であり、歴史的にマドゥロ政権とは犬猿の

仲だ。 

 

しかし、ここ最近 Fedecamaras はマドゥロ政権を非難

することはほとんどなくなった。 

 

アンヘリーニ代表は「現状を打開するのに最も良い手段

は水面下で対話を継続することだ。表面で対話をするよ

りも生産的でジレンマに陥ることがない。」 

との見解を示した。 

 

社 会                       

「大型トラック 橋に挟まり動けなくなる」            

 

ベネズエラの道路を移動していると度々、高さのあるト

ラックを見かける。 

 

トンネルを通る時、トラックが天井スレスレで走ってお

り、近くを走るのが怖いと感じることがよくある。 

 

１１月２日 キンタ・クレスポの道路走行中のトラック

がフランシスコ・ファハルド高速道路の橋の下を通り抜

ける際に橋に挟まって動けなくなったと報じられた。 

 

 

（写真）@infopublicave 

 

前々から危険だなと思っていたが、やはり危険なような

ので近くに大型トラックがある際はくれぐれも注意し

てほしい。 

 

「野党系団体 新たな組織を立ち上げ」         

 

野党系の現地メディア「El Nacional」は、１１月２１日

にベネズエラ関係記者ら２８名によって新たなメディ

ア「Monitor Venezuela」を発足すると発表した。 

 

このメディアには「アンドレスベジョ・カトリック大学

（UCAB）」、「報道関係者労働組合（SNTP）」、人権団体

「Sumate」などが協力するという。 

 

SNTP、Sumate は野党系の団体として認識されており、

野党系に近い報道をすることになりそうだ。 

 

また、米国で「Venezuelan American Caucus（VAC）」

という団体が発足した。 

 

同組織の発足を発表した Diego Scharlfker 氏によると、

VAC は米国在住ベネズエラ移民とベネズエラに住む

人々を支援することを目的としているという。 

 

既に VAC のツイッターが作られており、VAC がフォロ

ーしているメンバーを見たところ、VAC は反マドゥロ

政権的な側面が強い団体と思われる。 

 

ただし、フォローしているメンバーの多くは米国議員や

人道支援団体などでグアイド政権の関係者はフォロー

していなかった。また、急進野党のマチャド VV 党首ら

の関係者もフォローしていなかった。 

 

以上 


