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（写真）@_calavera “米国 外交官ステータス認め、アレックス・サアブ氏をベネズエラへ送還？” 

 

 

２０２２年７月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「バイデン政権 サアブ氏をベネズエラに送還？ 

～与野党協議再開 大きな前進か～」 

「穏健派 AD グティエレス党首、大統領選出馬」 

「デルサ・ソロルサノ氏 予備選への出馬を発表」 

経 済                     

「国会 Clover International に労働者再雇用要請」 

「フランチャイズ協会 売上増加」 

「中銀 GOLD 裁判 司法の独立性が議論に」 

社 会                     

「OVSP ７２．９％は停電で家電壊れた」 

22 年 7 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「米国国営メディア “マドゥロ大統領“と記載 

～米国政府の意向を反映したもの？～」 

「グアイド議長妻 ベネズエラに帰国」 

「ベネズエラ オミクロン株感染者を確認」 

経 済                    

「OFAC American Express 系列銀行に罰則 

～故意ではないが制裁対象の資金を移動～」 

「PDVSA ガスダクト破壊 テロ攻撃と主張」 

社 会                    

「整備不良による自動車事故が多発」 
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２０２２年７月１５日（金曜）             

政 治                       

「バイデン政権 サアブ氏をベネズエラに送還？    

     ～与野党協議再開 大きな前進か～」       

 

米国の制裁回避スキームを作ったとされるマドゥロ政

権のテスタフェロ（政府高官の資金隠しに協力する人物）

として知られるアレックス・サアブ氏。 

 

彼は２０年にカボベルデで拘束され、２１年１０月にカ

ボベルデから米国に身柄を引き渡された。現在、サアブ

氏はマネーロンダリングの容疑で米国（マイアミ）で裁

判を受けている。 

 

７月１５日 サアブ氏の公判が行われる予定だったが、

再び延期された。次回の公判は８月２６日を予定してい

る。サアブ氏が米国に移動してから９カ月ほどが経過し

ているが、裁判はほとんど進展していない。 

 

「EFE 通信」によると、一連の裁判の遅れの理由は「米

国の検察側の証拠が提出されないこと」、「サアブ氏の外

交官ステータスによる外交特権侵害との指摘」が理由だ

という。 

 

サアブ氏がカボベルデで拘束された当時からマドゥロ

政権はサアブ氏について「ベネズエラ政府の外交官」と

主張しており、サアブ氏をアフリカ連合のベネズエラ代

表大使にも任命していた。 

 

マドゥロ政権側は、「サアブ氏は外交官の不逮捕特権を

有しており、米国政府による逮捕は不当」と主張してい

る。 

 

 

 

 

本件について２０１４年～２１年まで米国財務省で金

融テロ対策班のトップを務めていた Marshall 

Billingslea 氏は、自身のソーシャルメディアアカウント

にて 

 

「信頼できる筋から、ホワイトハウスがアレックス・サ

アブ氏をベネズエラに送還することを検討していると

の情報を得た。 

 

ホワイトハウスはサアブ氏の外交官特権を認め、彼に対

する訴えを取り下げるという。 

 

サアブ氏はマドゥロ政権の主要な資金提供者であり、ベ

ネズエラ国民の飢餓を悪用し CLAP などの食料販売プ

ログラムで蓄財した。 

 

いかなる理由があっても犯罪者は解放してはいけない。」

と訴えた。 

 

２０２１年、ベネズエラで与野党協議が行われていたが、

１０月にサアブ氏の身柄が米国に引き渡されたことで、

米国政府の約束違反を理由にマドゥロ政権は交渉を離

脱していた。 

 

マドゥロ政権は与野党協議再開の大きな条件として、交

渉を中断する原因となったサアブ氏の解放を求めてい

る。 

 

米国は、サアブ氏をベネズエラに戻すことで与野党協議

を再開させたいという狙いがあると思われる。 
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「穏健派 AD グティエレス党首、大統領選出馬」         

 

２０２０年に国会議員選があり、国会議員選に参加する

べきか参加しないべきかを巡り「行動民主党（AD）」が

２つに分裂した（「ベネズエラ・トゥデイ No.459」）。 

 

国会議員選に参加することを決めた AD グループは、

「穏健派 AD」。参加しなかった AD グループは主要野

党に所属する伝統的 AD となっている。 

 

７月１５日 穏健派 AD のベルナベ・グティエレス党首

は、２０２４年に予定されている大統領選に出馬すると

発表した。 

 

なお、最高裁は穏健派 AD を正当な AD と認識してお

り、選挙に出馬できるのも穏健派 AD のみ。主要野党側

の AD は、AD の名前を使って出馬することは出来ない

と思われる。 

 

 

（写真）穏健派 AD 

 

 

 

 

 

 

 

「デルサ・ソロルサノ氏 予備選への出馬を発表」                  

 

主要野党に属する「Encuentro Ciudadanos」のデルサ・

ソロルサノ党首は、大統領選の野党統一候補を決めるた

めの予備選に出馬すると発表した。 

 

ソロルサノ党首は元々主要野党４党の一角「新時代党

（UNT）」の幹部の一人だった。しかし、UNT の方針

と合わずに独立し、「Encuentro Ciudadanos」を発足し

た。 

 

基本的にUNTよりもグアイド暫定政権を支持するスタ

ンスであり、グアイド議長の政治イベントには度々横に

彼女がいる。 

 

ソロルサノ党首は野党の主要政治家の１人ではあるが、

知名度は決して高くない。彼女が当選する可能性はほと

んどないと思うが１つの選択肢にはなり得るだろう。 

 

 

（写真）デルサ・ソロルサノ党首 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
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経 済                        

「国会 Clover International に労働者再雇用要請」           

 

与党国会は「Clover International」が８名の労働者を不

当に解雇したとして、再雇用を要請した。 

 

「Clover International」は、物流サービスを提供する会

社で、引っ越し業なども行っている国際的な会社である。 

 

具体的にどのような理由で解雇されたのかは不明だが、

検察庁も同社に対して労働者８名の再雇用を命じてい

たという。 

 

なお、与党国会の社会開発労働委員会のルス・チャコン

議員によると、「Clover International」以外にも「Calox」

「Coca Cola Femsa」「Fundacion del Nino」「Alpla」

「Paveca」「Ancor」などでも労働争議があり、与党国会

が介入しているという。 

 

「フランチャイズ協会 売上増加」                  

 

フ ラ ン チ ャ イ ズ 会 社 に よ り 構 成 さ れ る 団 体

「Profranquicia」は、２０２２年に入り加盟企業で目立

った売上増加が確認されたと発表した。 

 

同社が加盟企業を対象に行ったアンケート調査による

と、回答企業の７０％は２２年１月～４月の売り上げが

前年同期よりも増加したと回答したという。 

 

また、労働者の数について、回答企業の６０．９％が「労

働者の数が変わらなかった」と回答。２１．７％が「雇

用者を増やした」と回答。１７．４％は「雇用者を減ら

した」と回答したという。 

 

 

 

 

「中銀 GOLD 裁判 司法の独立性が議論に」                  

 

７月１３日から英国裁判所でベネズエラ中央銀行の

GOLD 裁量権を巡る争いが行われている。 

 

議論は「グアイド暫定政権が任命した中央銀行役員は正

当な役員なのか」という内容だったが、この議論は「ベ

ネズエラの最高裁に独立性が存在するのか」という議論

に発展しているようだ。 

 

２０１９年当時、グアイド暫定政権は中央銀行役員を任

命したが、ベネズエラの最高裁判所はこの決定を「違法

な任命」と結論付けていた。 

 

グアイド暫定政権側は、この最高裁判所の決定について

「マドゥロ政権の意思を強く反映したもの」と主張。 

 

つまり「ベネズエラの司法権には独立性がないのではな

いか」という点が議論になったようだ。 

 

本件について、２０１５年まで最高裁判所の判事を務め

ていたフランシスコ・カラスケロ氏がビデオで同裁判に

出廷。司法の独立性を主張したという。 

 

社 会                        

「OVSP ７２．９％は停電で家電壊れた」           

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、２０２

２年からベネズエラ国内で停電が増加していると指摘。 

 

２２年１月の電力に関する調査では、「不満」と回答し

た人は４７．１％だったが、５月に実施した調査では６

２．４％に増加しているとした。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月１５日～７月１７日報道            No.７８１   ２０２２年７月１８日（月曜） 

5 / 7 

 

また、「停電や電力供給が不安定だったことが理由で家

電製品が壊れたことがありますか？」との質問に対して、

７２．９％が「ある」と回答したとの結果を公表した。 

 

「ある」との回答が多かったのは、スリア州の州都マラ

カイボで８２．５％。次いでバリナス州が７７．４％。 

マルガリータのポルラマルが７６．８％と続く。最も少

なかったのは首都カラカスで５９．６％だった。 

 

 

（写真）OVSP 

 

２０２２年７月１６日～１７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「米国国営メディア “マドゥロ大統領“と記載     

    ～米国政府の意向を反映したもの？～」        

 

「La Voz de America（以下 LVA）」は、ヒスパニック系

の情報を中心に報じる米国国営メディアである。 

 

同メディアの報道は米国政府の意向を強く受けている

ことが多い。 

 

この LVA が、マドゥロ大統領のことを「Presidente」と

記載し、話題になっている。 

 

このツイートでも「ベネズエラのニコラス・マドゥロ大

統領と野党のリーダーであるファン・グアイド氏（el 

presidente Venezuela Nicolas Maduro y el lider de la 

oposicion juan guaido）」という書き方をしている。 

 

 

（写真）LVA 

 

最近、マドゥロ政権と米国政府は直接協議を行っており、

米国政府はこれまでよりも野党と距離を置くようにな

っている。 

 

また、米国の国営メディアがマドゥロ大統領を「大統領」

とうっかり書いてしまうとは思えず、今回の記載には米

国政府の意志があるのかもしれないと想像されている。 
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「グアイド議長妻 ベネズエラに帰国」           

 

７月１６日 グアイド議長の妻であるファビアナ・ロサ

レス氏がベネズエラに帰国した。 

 

ロサレス氏は、６月下旬に米国でバイデン大統領と面談

しており、外国に出ることが出来ないグアイド議長の代

わりに今後の方針について関係者と意見交換をしてき

たと思われる（「ベネズエラ・トゥデイ No.771」）。 

 

ロサレス氏はツイッターにて 

「再び家に帰ってきた。我々のベネズエラに戻ってきた。

ベネズエラの家庭が必要とするより良い生活のために

これまで以上に努力する。神よ、ベネズエラの家庭に祝

福を与えたまえ！」と投稿し、グアイド議長および２人

の娘との家族写真を掲載した。 

 

 
（写真）ファビアナ・ロサレス氏ツイッターより 

 

「ベネズエラ オミクロン株感染者を確認」         

 

日本でも７月に入り Covid-１９感染者が再び増加して

おり、「第７波到来」と言われている。 

 

その原因とされているのが「オミクロン株 BA.5」とい

うウイルスだが、ベネズエラでも BA.5 の感染が確認さ

れた。 

 

Covid-１９対策長を務めているデルシー・ロドリゲス副

大統領は、ベネズエラで BA.5 の感染者が確認されたと

発表。一層の警戒を呼び掛けた。 

 

ベネズエラの Covid-１９感染確認者数は直近２４時間

で３８０名。Covid-１９が原因で２名が亡くなったとい

う。 

 

世界的に比べてかなり少ないが、６月頃は２桁台を維持

していたため、当時よりも感染が増えていると言える。 

 

もちろんこの数字が正しいという保証はなく、実際はも

っと感染者が多いと思われる。 

 

経 済                       

「OFAC American Express 系列銀行に罰則            

  ～故意ではないが制裁対象の資金を移動～」            

 

米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、アメリカン・エ

クスプレス系の金融機関「American Express National 

Bank」に罰則を科した。 

 

罰則を受けた理由は、同銀行が Walter Alexander Del 

Nogal Marquez というベネズエラ企業家の資金を動か

したというもの。 

 

Walter Alexander Del Nogal Marquez 氏は、２０１８年

に米国の個人制裁リストに入っていた。 

 

なお、報道によると、銀行側は「人為的なミスと法令順

守のシステムが適切に機能しなかったことが今回の制

裁違反を引き起こしてしまった」と釈明しており、制裁

違反に気付いていなかったとしている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cc1db2161ddf1fb7dc2d47fec3897833.pdf
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なお、「American Express National Bank」が移動させた

資金は１５万５，１８９．４２ドルだったという。 

 

 

（写真）OFAC “Nogal 氏は赤丸の人物” 

 

「PDVSA ガスダクト破壊 テロ攻撃と主張」         

 

７月１７日 タレク・エル・アイサミ石油相は、自身の

ツイッターアカウントで、PDVSA のガスダクトがテロ

攻撃を受けて破壊されたと投稿した。 

 

「我々のベネズエラ東部ガスシステムが新たな攻撃を

受けたことに対する抗議の声を世界の人々に届ける。 

同じテロリストグループが我々の国民の生活に悪影響

を与えるため、国家の大事な施設に攻撃を仕掛けてく

る。」と主張。ガスダクトの火災が起きているとされる

写真を投稿した。 

 

東部と書いているが、具体的にどの地域で今回の火災が

起きたのかは分からない。 

 

なお、PDVSA 労働者・消防隊・ベネズエラ国軍らの協

力により、問題は収まったとしている。 

 

 

 

 

（写真）タレク・エル・アイサミ石油相 

 

社 会                       

「整備不良による自動車事故が多発」              

 

ベネズエラで乗用車・バスの整備不良を理由とした事故

が増えているという。 

 

子供野球チームの監督アドルフォ・アルバレス氏は、ス

リア州の州都マラカイボにて、野球の試合に行くために

子供たちとバスで移動していた時に突然バスが炎上し

たという。消防隊によると、火災は燃料漏れが原因だっ

たようだが、このような事故が増えてきたという。なお、

アルバレス氏は軽い火傷を負ったが、子供たちに怪我は

なかったという。 

 

「国家メカニック商工会」によると、２１年に自動車故

障を理由として起きた事故件数は５９０件だが、２２年

には既に５９５件になっているという。 

 

これらの事故を理由とする死者は出ていないようだが、

危険であることは間違いない。 

 

このような問題が起きている理由は、修理するための費

用が高いこと、修理用部品に正規品を使用しないことな

どが挙げられるという。 

 

以上 


