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（写真）ティントリ氏ツイッター ”写真左からティントリ氏、ボルヘス国会議長、ゲバラ国会第一副議長” 

 

２０１７年９月１日（金曜） 

 

政 治                   

  「対話に対する野党政治家の見解」 

  「法王 ベネズエラ司教、野党との面談無し」 

経 済                   

  「第１５回目 DICOM の結果公表」 

「社会主義産業相 ガイアナ公社社長を兼任」 

「米銀 資金洗浄の疑いで５２口座を閉鎖」 

経 済                   

  「ベネズエラ人への特別滞在ビザを要求」 

「４００万ドルの賄賂を要求した裁判官が逮捕」 

２０１７年９月２日（土曜） 

 

政 治                   

  「レオポルド党首の妻 出国禁止令が出される」 

  「オルテガ元検事総長 ５つのポイント」 

経 済                   

  「原油価格 １バレル４４．５９ドル」 

  「ロシアから小麦３トン到着」 

「米証券会社がベネズエラ公社債取引に制限」 

経 済                   

  「汚職容疑で PDVSA ダイレクターを逮捕」 

  「CLAP 汚職を告発した記者が脅迫にあう」 
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２０１７年９月１日（金曜）             

政 治                       

「対話に対する野党政治家の見解」           

 

８月３１日に与野党の仲裁役を務めるサパテロ元西大

統領がカラカスを訪れ与野党代表と会談した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.27」８月３０日記事参照）。 

 

対話の再開を求める与党にとっては、同氏の来訪は歓迎

できることだが、野党は意見が分かれている。 

 

第一正義党に所属するカプリレス・ミランダ州知事はサ

パテロ氏による仲裁を歓迎していない。 

 

「仲裁は欧州連合やラテンアメリカ政府の代表でなけ

ればならない。我々はロドリゲス・サパテロ氏による仲

裁を受け入れたことがあったが、結果はマイナスだった。 

 

 

 

サパテロ氏が対話のオブザーバーになることに異論は

ないが仲裁者は拒否する。また、仲裁は完全に透明性が

確保されなければならない。」と記者にコメントしてい

る。 

 

大衆意志党レオポルド・ロペス党首の妻リリアン・ティ

ントリ氏はサパテロ氏との対話について、詳細は語らな

かったが 

「サパテロ氏は我が家に来て夫と対話した。夫は全ての

政治的な理由で拘束されている人々を解放するよう求

めた。夫は国民を裏切るような交渉はしていない。また

対話を行うのであれば透明性の高いものではなければ

ならないとサパテロ氏に伝えた。」 

 

新時代党のスターリン・ゴンサレス議員は 

「国民は最終的には対話による解決を求めている。サパ

テロ氏を好まない者もいるが、彼の努力は認めるべきだ。

対話のテーブルに着くためには州知事選挙のスケジュ

ール、市長選挙、大統領選挙の日程を決めることが重要

だ。もちろん対話には明確な基準が必要だ。」との見解

を示した。 

 

本来的には彼の発言はそこまで否定されるべきもので

もないと思うのだが、熱心な野党主義者は彼の発言が容

認できず、ツイッターではスターリン議員の発言に批判

が集まっている。 

 

「ゴンサレス議員はサパテロの友達だったとは知らな

かった。」「１３０人の死者が出て制憲議会が餓死者を出

しているのにサパテロの側につくのか。」「サパテロの協

力者スターリン・ゴンサレス議員は麻薬と汚職を進める

独裁政権に休息を与えようとしている。」など。 

 

野党支持基盤で最も声が大きい層はこのツイッターに

代表されるような考えを持つ人々だろう。本来は対話に

よる解決が望ましいとは思うが、与野党の双方に対する

嫌悪感は強い。 

２０１７年９月３日（日曜） 

 

政 治                   

 「サアブ検事総長 検察庁内の汚職を非難」 

 「野党 州知事選スケジュールの発表を要求」 

 「制憲議会１カ月経過後の評価」 

経 済                   

 「政府 CAF に国会通さず融資を求める」 

 「ペトロカリベ諸国への融資実態」 

「外国でのチケット購入は３０ドルの出国税」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
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「法王 ベネズエラ司教、野党との面談無し」                 

 

フランシスコ法王が９月６日～１０日にコロンビアに

滞在する。今回の訪問ではベネズエラの国内問題につい

ても何らかのコメントがされると期待されている。 

 

サントス大統領は BBC のインタビューに対して 

「我 （々法王とサントス大統領）はプライベートなテー

マとしてベネズエラの状況を意見交換するだろう。コロ

ンビアは民主主義的で平和的な解決のために圧力をか

ける。」と述べている。 

 

とは言え、法王が訪問する主たるテーマはベネズエラに

は無い。バチカンのスポークスマン Greg Burke 氏は

FARC やベネズエラの野党政治家、ベネズエラ司教との

面談は予定していない。と発表した。 

 

ベネズエラ司教は明確にベネズエラ政府を非難してい

るが、法王がベネズエラについて言及する際は「平和や

与野党の対話を求める」との発言が多く、真っ向から政

府を否定しない。 

与野党による対話の呼びかけは野党に裨益しないと考

える野党支持者も多い。法王のベネズエラに関するコメ

ントが注目されている。 

 

（写真）WikiCommons フランシスコ法王 

 

経 済                       

「第１５回目 DICOM の結果公表」          

 

中央銀行の外貨競売委員会は第１５回目のDICOM の

落札結果を公表した。 

今回も特別競売。国内で製品を生産するための原材料、

資材を輸入する企業に対して外貨を割り当てた。 

 

法人の落札レートは１ドル３，３４５ボリバル 

（前回よりも９５ボリバル高くなった） 

法人への落札総額は１，８１０万ドル、法人数は２３

３社。 

 

割り当てた外貨の５７．０％は原材料輸入目的、２

１．２％は部品の輸入目的、最終消費財の輸入は１

０．９％だった。 

 

業種別では農業分野が６６％。１８％は製造業。１

２％は建設業や鉱業。医薬品分野には４％の外貨を割

り当てた。 

 

なお、法人部門のDICOMレートについては特に大き

な変化は見られないが、個人に適用されるDICOMレ

ートに異変がみられている。 

 

９月１日に中央銀行が発表した公表文には特段の言及

がされていないが、個人部門に適用される落札レート

は法人のDICOMレートよりもはるかに高く１ドル１

１，４０１ボリバルだったとの記事がある。他にも１

ドル１１，３１１ボリバルと掲載するサイトもあり情

報が定まっていない。 

 

個人レートに適用された為替レートについては出所が

定かではないが法人に適用される為替レートよりも高

く設定されたことはほぼ間違いないと思われる。 
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「社会主義産業相 ガイアナ公社社長を兼任」        

 

２０１７年８月２９日付官報でファン・アリアス基礎戦

略・社会主義産業相がガイアナ開発公社の社長を兼務す

ることが決まった。 

 

ガイアナ開発公社とはボーキサイトや鉄鉱石など地下

資源事業を管轄する国営組織。 

 

これまでガイアナ公社の社長を務めていたノゲラ・ピエ

トリ氏はボリバル州の知事選に出馬するため同職を辞

任した。 

 

「米国銀行 資金洗浄の疑いで５２口座を閉鎖」                 

 

週刊誌キンタ・ディアは米国銀行ウェルスファーゴ社、

East and City 銀行がベネズエラ人の５２口座を閉鎖し

たと報じた。 

 

閉鎖された５２口座は資金の出所を説明できず、資金洗

浄の疑いがあった。 

閉鎖された口座の所有者には元公務員、公務員の家族、

政治家に名義を貸したとされる人物も含まれている。 

 

同誌では、マイアミで不動産に関わる多くの取引が調査

対象になっており、テキサス州ヒューストンでも調査が

開始されると報じており、今後もベネズエラ人の口座が

閉鎖される事件が増えるかもしれない。 

 

社 会                       

「ベネズエラ人への特別滞在ビザを要求」          

 

フロリダ州ビル・ネルソン議員を中心に少なくとも２０

名の議員が、ベネズエラ人に一時的な滞在許可を出すよ

う求める書簡を米国の国家安全保障省に提出した。 

 

 

ビル議員は 

「米国には自国が紛争状態、自然災害、その他の理由で

戻れない外国人を難民として一時的に受け入れる法律

が存在する。ベネズエラの状況は深刻で明らかに米国の

定める基準を満たしている。」とコメントした。 

 

「４００万ドルの賄賂を要求した裁判官が逮捕」   

 

最高裁判所は裁判官 1 名を４００万ドルの賄賂を要求

した罪で逮捕した。 

 

裁判官の名前は Glenn David Morales Rivera 氏。他、一

般人で David Norberto Vlamizar 氏、Nergan Antonio 

Perez 氏の計３名。 

 

彼らは求刑を軽くすることと引き換えに金銭を要求し

ていた。 

 

２０１７年９月２日（土曜）             

政 治                       

「レオポルド党首の妻 出国禁止令が出される」        

 

大衆意志党レオポルド・ロペス党首の妻リリアン・ティ

ントリ氏の車から２億ボリバルが押収された（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.27」８月３０日記事参照）。 

 

本件を受けて、資金の出所を調査するためティントリ氏

は９月５日（火曜）午前９時に裁判所へ出頭するよう命

じられ、国外への移動を禁止された。 

 

ティントリ氏は９月３日からフリオ・ボルヘス議長とと

もに欧州へ遊説し、フランスのマクロン大統領、スペイ

ンのラホイ首相、ドイツのメルケル首相、英国のメイ首

相らと会談する予定だった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
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フランスのマクロン大統領は 

「ティントリ氏が欧州に来ることを楽しみにしていた。

ベネズエラの野党政治家は自由にされるべきだ」とツイ

ッターに投稿。 

 

スペインのラホイ首相も 

「リリアン・ティントリ氏が国外渡航を禁止されたこと

を残念に思う。政府は人の移動を禁止できるかもしれな

いが、思想の移動は制限できない。ベネズエラに自由を。」

とツイッターに投稿した。 

 

これらの非難に対してアレアサ外相は 

「ベネズエラに圧力をかけるフランス極右政権のマク

ロン大統領の非難を拒絶する。同様にベネズエラの民主

主義と政府を攻撃するスペイン、ラホイ首相は介入主義

である。」とツイッターで避難している。 

 

他、アルゼンチンのマクリ大統領も 

「リリアン・ティントリ氏への出国禁止措置を非難する。

ベネズエラ人は沈黙することは出来ない。ベネズエラに

民主主義を。」とツイッターに投稿している。 

 

なお、どうしてティントリ氏は大量の現金を保有してい

たかについて、ベネズエラ国内で銀行を開設することが

出来ないからだと説明している。 

 

他、今回の事件に関連してリリアン・ティントリ氏に現

金を工面した銀行Banco Occidental de Descuento社（通

称 BOD）のジュニオール・マルケス副頭取とルイス・

ジャバネロ氏に対して罰則が与えられる。 

 

２名は自身の役職を利用して、ティントリ氏に現金の札

束を渡すために現金の入出金を管理していた容疑がか

かっている。ベネズエラは深刻な現金不足にあり、高額

紙幣は高値で買われるケースもある。 

 

 

 

 

（写真）リリアン・ティントリ氏 ツイッター 

“空港で出国禁止措置を訴えるティントリ氏” 

 

「オルテガ元検事総長 ５つのポイント」           

 

オルテガ元検事総長はメキシコでベネズエラ政府の汚

職を訴えた。メキシコではラウル・セルバンテス検事総

長やマリア・ゴメス議員らと面談した。 

 

他、メキシコの現地紙エル・ウニベルサルのインタビュ

ーでベネズエラ政府の姿勢を非難した。以下、主な内容

を紹介する。 

 

1. ベネズエラ政府は独裁的で思想の異なる人を迫害

するテロリスト国家である。 

2. 私はベネズエラの検事総長であり、多くの国から検

事総長として認識されている。 

3. 違法な制憲議会は私から検事総長職を奪う決定を

下したが、違法な組織の決定には従う必要はない。 

4. 私と私の家族、検察庁職員の信頼を落とすためにベ

ネズエラ政府が工作を働いている。 

5. 政府は苦しくなると対話を持ち出す。対話、選挙な

ど平和的な解決の道は閉ざされている。 

 

これまでの発言の繰り返しが多く特に新しい話はなか

ったように思われる。 
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経 済                       

「原油価格 １バレル４４．５９ドル」            

 

８月２８日～９月１日のベネズエラ産原油の平均価格

は４４．５９ドル／バレルで前週よりも０．９５ドル上

がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４３．８５ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも９．４４ドル高

く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．０６ド

ル低い。 

 

「ロシアから小麦３トン到着」            

 

９月１日 アイサミ副大統領はカラボボ州のプエルト・

カベジョ港でロシアから３トンの小麦が到着したこと

を発表した。 

 

以前からマドゥロ大統領はロシアとの友好関係により

毎月６トンの小麦がベネズエラに送られてくると発表

しており、今回が第一回目にあたる。 

 

アイサミ副大統領は８月９日にロシアを出発し、９月

１日にベネズエラに寄港した。２０日後には新たな小

麦が到着する。今後、１２月まで毎月６トンの小麦が

ロシアから届く予定だ。と発表した。 

 

また同イベントにはパドリーノ・ロペス国防相も参加

した。同氏は食料供給プロジェクト（Gran Mision 

Abastecimiento Soberano）の代表者でもある。ロペス

国防相は今回到着した小麦の９０％はパン屋に運ば

れ、残りの１０％は食品産業に運ばれる。と発表し

た。 

このイベントにはアルベルト・メディナ食糧相、ジョ

セッペ・ジオフレダCorpovex社長も参加した。 

 

 

 
（写真）副大統領府 

“ロシアからの小麦到着を視察するアイサミ副大統領” 

 

「米証券会社がベネズエラ公社債取引に制限」        

 

米国の Interactive Brokers 証券は顧客に対して、ベネズ

エラ公社債の取引を制限すると通知した。 

 

今後、同社ではベネズエラ公社債の買い注文はできず、

売り注文のみ受け付ける。 

 

Interactive Brokers 証券は電子トレードに特化した証券

会社として有名な証券会社。 

 

米国政府は米国内でのベネズエラ政府公社債の発行を

禁止する政令を発表したが、既に流通している債券の取

引は現在のところ可能だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.25」

８月２５日付記事参照）。 

 

同社の措置はレピュテーションリスクや将来的な取引

停止リスクに備えたものと言えるだろう。 

 

Interactive Brokers 証券以外にもいくつかの投資銀行が

ベネズエラ公社債の取引を禁止する措置を取り始めて

いる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
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社 会                       

「汚職容疑で PDVSA 元ダイレクターを逮捕」          

 

９月２日 PDVSA のオリノコ流域地域を担当する元ダ

イレクターのペドロ・レオン・ロドリゲス氏が国家警察

諜報部（SIBIN）に逮捕された。レオン・ロドリゲス氏

は故チャベス元大統領に信頼されていた人物だった。 

 

レオン・ロドリゲス氏は賄賂を受け取ることで、PDVSA

の事業を公募することなく契約していた。同氏の拘束命

令は１７年２月４日に発令していたが、レオン氏がドミ

ニカ共和国に逃亡したため逮捕できずにいた。 

 

理由は不明だが、レオン氏がマルガリータ島に戻ってい

たことが発覚し、そこで SEBIN に逮捕された。 

 

この事件と直接関係しているかは不明だが、今週にタレ

ク・ウィリアム・サアブ検事総長が PDVSA のオリノコ

石油流域プロジェクトに関連して２億ドルにのぼる１

０社の汚職を告発している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.27」８月３１日付記事参照」）。 

 

「CLAP 汚職を告発した記者が脅迫にあう」        

 

CLAP にまつわる汚職の記事を公開した記者がツイッ

ターで脅迫を受けた。これを受けて、全国報道者組合が

脅迫した者を非難している。 

 

 

脅迫の一部を紹介すると、 

「我々はどんどん近くに来ている。君と君の家族はもう

すぐ我々を知るだろう。」 

「ホセ、ジョセフィーナ、カルリート、ロベルトあなた

の４人の家族、バルータのレクレオ地区から投稿」 

「家族は CLAP のことを知っているか。もう後戻りは

できないぞ。」なお。 

 

他にも複数の脅迫文が投稿されている。同氏の記事を一

部紹介する。 

 

反逆者オルテガ検事総長はパンドラの箱を開けた。彼女

の告発は Grupo Grand Limited 社と CLAP の食品取引

を丸裸にした。これまで Alex Saab Moran 氏はコロンビ

アのピエダッド・コルドバ元議員と関係のある人物とし

て知られていたが、ニコラス・マドゥロ大統領とも関係

があることが確認された。これまでにペーパーカンパニ

ーから７００万の食料箱がベネズエラに輸出された。 

 

マドゥロ大統領が始めた CLAP の食料品はメキシコ・

ベラクルス港からベネズエラに送られる。多くのベネズ

エラ国民には気づいていないが Grupo Grand Limited

社の商品は貧困層を中心にベネズエラ人の食卓に静か

に侵入している。また、１７年２月に米国から制裁を受

けたアイサミ副大統領と関係するサマーク・ロペス氏の

Intertrade Limited 社も同様だ。サマーク氏はベネズエ

ラ政府と CLAP３００万箱分の食料品輸出で１．２億ド

ルの契約を結んだと自白している。 

 

一方でオルテガ元検事総長は Grupo Grand Limited 社

が CLAP７００万箱を送ったと告発している。今や

Grupo Grand Limited 社はベネズエラ政府から外貨を

受け取っている唯一の会社と言える。 

 

カラカス北部ラグアイラ港にはほぼ毎週のように４０

０～６００のコンテナ船が到着する。各コンテナには

CLAP１，３００箱が積まれている。これらの箱の多く

はタチラ州に向けて送られる。マドゥロ大統領は２０１

６年１０月に CLAP を購入させるために国会開発基金

（FONDEN）の資金３．４億ドルをタチラ州ビエルマ・

モーラ知事に割り当てることを承認した。 

 

全文はかけないため、詳細は以下を確認してほしい。 

「 Amenazan a periodistas de Armando.info luego de 

publicación sobre bolsas Clap」（スペイン語） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/amenazan-a-periodistas-de-armando-info-luego-de-publicacion-sobre-bolsas-clap
http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/amenazan-a-periodistas-de-armando-info-luego-de-publicacion-sobre-bolsas-clap


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月１日～９月３日報道            No.０２８   ２０１７年９月４日（月曜） 

8 / 10 

 

２０１７年９月３日（日曜）             

政 治                       

「サアブ検事総長 検察庁内の汚職を非難」        

 

９月３日 タレク検事総長はテレビ番組で、元検事総長

が指揮を執っていた時期に犯罪を取り締まらない深刻

な汚職構造があったと告発した。 

以下、彼の発言のポイントを紹介する。 

 

1. オルテガ元検事総長が指揮をとった９年半で検察

庁は正義の名のもとに罪を犯す営利目的の民間企

業になっていた。 

2. 私は検察庁関係者にインタビューを行った。検察庁

は上層部から下層部まで汚職が蔓延している。犯罪

者の自由を販売している。 

3. 自分が検事総長に着任して４週間で６人の判事の

違法行為が発覚した。 

4. オルテガ元検事総長は PDVSA との契約に関する違

反行為を見逃していた。 

5. オルテガ元検事総長が管轄していた頃にバルータ

市のエミル・フリードマン学校で起きた児童への性

的虐待の証拠を隠している。 

6. 外貨管理委員会（CADIVI）に関わる汚職もオルテ

ガ元検事総長は見逃している。 

7. 私は PDVSA との契約で汚職を行った企業の調査を

進めているため、何者かから脅迫を受けている。 

 

「野党 州知事選スケジュールの発表を要求」        

 

選挙管理委員会（CNE）は制憲議会の決定を受けて１０

月に州知事選を行うことを発表した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.19」８月１２日付記事参照）。 

 

その後、具体的な選挙日と選挙までスケジュールが発表

されていない。 

 

 

この状況に対して、野党連合は州知事選の選挙日とそれ

までのスケジュールを発表するよう要求した。 

 

第一正義党のフアン・カルロス・カルデラ氏は 

「我々は１０月１５日（日曜）を選挙日とする提案を受

けた。しかし、選挙の４０日前になっても、いまだに選

挙日が発表されない。 

 

今回の選挙が行われると与党は多くの州で知事を失う。

CNE は政府に有利に働くように策略を練っている。」 

と CNE および政府の姿勢を非難した。 

 

「制憲議会１カ月経過後の評価」            

 

制憲議会が発足して１カ月が経過した。制憲議会の功績

と評価するかどうかは議論が分かれるところだが、結果

的に制憲議会が発足してから街頭での反政府デモが鎮

静化した。 

 

同制憲議会の評価について２社がアンケート調査をし

ている。 

 

８月２０～２９日にかけて HERCON 社が全国１，２０

０名に電話でアンケートを取った結果、７８．７％の回

答者が制憲議会を否定的に評価しているとの結果が出

た。 

 

 

（写真）HERCON 社アンケート調査抜粋 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
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所得階層別での制憲議会に対する評価では、中流階級の

制憲議会を拒否する割合が８１．６％で最も高かった。

一方で高所得者層は同６２．５％と制憲議会を否定的に

とらえる人の割合が最も少なかった。 

 

他、「もし今から野党の大統領候補者が選ぶ選挙が行わ

れる場合、誰に投票するか？」という質問に対して、支

持が多かった順番は 

 

1. レオポルド・ロペス氏（２０．３ポイント） 

2. エンリケ・カプリレス氏（１８．２ポイント） 

3. ラモス・アルップ氏（８．１ポイント） 

4. マリア・コリナ・マチャド氏（５．４ポイント） 

5. ヘンリー・ファルコン氏（５．２ポイント） 

6. マニュエル・ロサレス氏（３．２ポイント） 

7. フリオ・ボルヘス氏（２．８ポイント） 

他、不明、回答なしが３９ポイントだった。 

 

なお、HERCON 社は野党寄りの調査会社だ。同じ時期

に与党に偏った調査会社 HINTERLACES 社のアンケー

ト結果も公表されている。 

 

HINTERLACES 社が８月１８日～３０日にかけて全国

１，５８０人を対象に行った調査によると、５９％は制

憲議会を評価すると回答し、３８％は制憲議会を評価し

ないとの結果が出ている。 

 

（出所）HINTERLACES 社 

 

経 済                       

「政府 CAF に国会通さず融資を求める」            

 

ベネズエラの情報サイト Lapatilla によると、ベネズエ

ラ中央銀行と財務省はアンデス開発基金（CAF）に対し

て、国会の承認を経ることなくベネズエラ政府に融資を

するよう求めている。 

 

CAF は９月に支払期限を迎えるマラカイボ湖の湖下ケ

ーブル設置プロジェクトの支払いで融資することにな

っている。現在マラカイボ湖の湖上にケーブルが通って

いるが同プロジェクトによるケーブルが湖の下を通る

ことになる。このケーブルはエル・タブラソ―クアトリ

センテナリオ間の地下鉄に電気を供給している。 

 

２０１４年に、同プロジェクトの完成には４億ドルが必

要と試算され、２億ドルはベネズエラ政府、残りの２億

ドルは CAF の融資となっている。政府は国会の融資承

認はとらないが、当時の約束の通り CAF が２億ドルを

融資するよう求めている。 

 

「ペトロカリベ諸国への融資実態」           

 

Analisis Latino 記事 

 

サントビンセント・グラナディン諸島は GDP７，８０

０万ドルの小さな国だが、ペトロカリベの融資枠組みで

ベネズエラから７，１１０万ドルの債務を負っている。 

サントビンセント・グラナディン諸島にとってベネズエ

ラとの関係は極めて重要になる。 

 

マドゥロ政権に対する各国の批判は強まる一方だが、米

州機構としてベネズエラ政府を非難することはできて

いない。 
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２０１７年６月には米州機構でベネズエラの人権侵害

を非難する正式な声明発表の決議がかけられたことが

あったが、承認要件となる２３カ国には３カ国及ばず、

声明は否決された。 

 

サントビンセント・グラナディン諸島は同決議に反対し

た。人口１１万人弱の小さな国だが米州機構の決定に大

きな影響を与えたと言える。 

 

同国はペトロカリベ加盟国として有利な条件で原油を

購入できていることに加えて、ベネズエラ政府に空港の

建設を支援してもらっている。 

 

２０１７年６月の米州機構の採決の際にも、ベネズエラ

を非難する声明に反対し、１７年８月に行われた米州ボ

リバル同盟（ALBA）の会合でも、無条件でベネズエラ

に連帯すると宣言。他国がベネズエラにできるのは与野

党の対話を仲介するだけだと発言している。 

 

ベネズエラ政府との友好な関係が見える一方で、同国の

政治体制などはベネズエラと似ていない。あくまで経済

的なつながりでベネズエラ政府を支援している向きが

強く、欧米諸国からの提案によってはベネズエラ政府へ

の連帯は崩れるかもしれない。 

 

 

（写真）サンビセンテ・グラナディン諸島 

“Argyle 国際空港” 

 

 

「外国でのチケット購入は３０ドルの出国税」      

 

２０１７年８月２８日付官報４１，２２３号にて、外貨

建てでフライトチケットを購入した旅行者はマイケテ

ィア空港とベネズエラ国営空港(BAER)を利用する場合

出国税として３０ドルを支払うこととが義務付けられ

た。 

 

２０１７年２月からはベネズエラに居住していない者

は出国時に３０ドルを支払うことになっていたが、今回

の政令により国内居住者であっても外貨建てでチケッ

トを購入した場合は３０ドルを支払うことになった。 

 

また、今回の政令によりボリバル建てでチケットを購入

した場合の支払いも増える。 

 

出発時の空港利用税は国内線の場合は４UT から１９

UT に増加。国際線の場合は１０UT から２６UT に増

加した。 

 

UT とは税金を徴収する時に基本となる単位。現在１

UT は３００ボリバル。 

 

つまり、国内便の利用者は５，７００ボリバル、国際線

の利用者は７，８００ボリバルを支払うことになる。 

 

なお、９月１日以前にチケットを購入した場合に、支払

い義務があるかどうかについて、この政令では言及され

ていない。 

 

以上 


