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（写真）最高裁判所 “新最高裁判事の任命を妨害する２名は誰か” 

 

 

２０２２年４月１日（金曜） 

 

政 治                     

「新最高裁判事の任命を拒む２名は誰か 

～現最高裁判長の認識の下で判事２名が活動～」 

経 済                     

「SENIAT 大規模金融取引税法マニュアル公表 

～Zelle、Pay Pal などでの支払いも可能～」 

「外貨建て口座の第３者向け送金は原則停止」 

「大規模金融取引税 違反者には重罰リスクも」 

「シェブロン役員 マドゥロ政権高官と面談せず」 

社 会                     

「政治犯の５７．２％は軍人」 

22 年 4 月 2～3 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 ドゥケ大統領の攻撃に警戒」 

「セバジョス VP 元幹部 グアイド議長を批判」 

経 済                    

「ロイター ２２年３月の原油輸出量は４％減 

～低品質の原油返却で輸出量が減少～」 

「証券業界 株価は実質的に９．２％減」 

「SENIAT ２１年度の徴税額１３８％増」 

「外貨収入のため鉄くずを輸出」 

社 会                    

「アビラ山 Los Dos Caminos 付近で大規模火災」 
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２０２２年４月１日（金曜）             

政 治                       

「新最高裁判事の任命を拒む２名は誰か          

 ～現最高裁判長の認識の下で判事２名が活動～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.735」で紹介した通り、

与党国会のペドロ・カレーニョ議員が、最高裁内部に新

判事の任命を妨害する人物が２人いると指摘した。 

 

この指摘を受けて、「誰が手続きを妨害している２名な

のか」について報道でも注目が集まっている。 

 

最高裁判所の判事の人数は３２名だが、現在与党国会で

はこの人数を２０名に減らす議論をしている。 

 

カレーニョ議員は 

「最高裁判所は３２人ではなく、３４人で話し合ってい

る。３３人目は決定権を握っており、国の訴訟を止めて

いる。別の女性は誰を任命し、いつ法律を有効にし、い

つ宣誓するかを決める決定権を持っている。完全におか

しな状態だ。」と説明している。 

 

つまり、カレーニョ議員が指摘する２名の人物は正規の

最高裁判事ではないということになる。 

 

現地メディア「Tal Cual」が内部関係者３名から入手し

た情報によると、この２名は Solchi Delgado氏と Evelyn 

Mendoza 氏だという。 

 

匿名の関係者の情報によると、この２名がマイケル・モ

レノ最高裁判長の認識の下で最高裁を支配していると

いう。 

 

 

 

 

最高裁内部の全ての決定は Delgado 氏を通り、多くの

判事が彼女に相談し、物事を決めるという。 

 

「２０１７年に起きた抗議行動で軍人に殺害された

David Vallenilla 氏の件でも、最高裁は一度その軍人を

罪に問わないことを決めたが、彼女の指示により再び裁

判を行うことになった」と説明している。 

 

また Mendoza 氏は最高裁判事ではなく、カラカス首都

区裁判所の代表判事のようだが、最高裁でも強い権限を

握っており、人事や司法権に関する決定で強く介入して

くるという。 

 

与党国会が任命を検討している２０名の最高裁判事の

候補者リストの中にも Mendoza 氏の名前が入っている

という。 

 

経 済                        

「SENIAT 大規模金融取引税法マニュアル公表    

   ～Zelle、Pay Pal などでの支払いも可能～」           

 

４月１日 「徴税庁（SENIAT）」は、大規模金融取引税

法のマニュアルを公表した。 

 

マニュアルといっても税率詳細を定める細則ではなく、

「どのように税金を納めるか」に関するマニュアル。 

 

SENIAT ポータルサイトにある税金支払いシステムの

利用マニュアルである（次ページにマニュアルの一部を

抜粋している）。 

 

実際のマニュアルは「Bancaynegocios」からダウンロー

ドできる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0536d7310a382305bce3ed7c192925f7.pdf
https://www.bancaynegocios.com/documento-conozca-el-instructivo-actualizado-para-declarar-el-igtf-en-el-portal-fiscal-del-seniat/
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（写真）Seniat 

 

また、「Zelle」「PayPal」などの電子決済アプリでの支払

いについても可能なのか懸念の声が出ている。本件につ

いてベネズエラ国内の税理士が SENIAT へ質問し、

SENIAT の法務サービス代表が可能と回答している。 

 

 

（写真）@melimadeparra84 

 

 

 

 

 

ただし、国内金融システムを介していないため、自動で

税金が引かれることがないため、店側が別途税金を納め

ることになりそうだ。 

 

「外貨建て口座の第３者向け送金は原則停止」         

 

大規模金融取引税の適用を巡り市場は混乱している。 

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、大規模金融取引税の

適用を遵守させるとの目的で、ベネズエラ国内にある外

貨建て口座からの第三者への送金を一時停止した。ただ

し、給料支払いなど、一部は例外事項があるという。 

 

外貨建て口座から現金を移動させる場合は銀行に直接

行く必要がある（引き出しに大規模金融取引税はかから

ないが銀行の引き出し手数料はかかる）。 

 

現時点では第三者への送金停止措置がいつまで続くか

は分からない。 

 

なお、内部関係者の情報によると、SUDEBAN が第三者

への電子送金を止めた理由は、法律の適用範囲で不明確

な部分が存在していることが判明したためだという。 

 

また、第三者への送金は出来ないが、SUDEBAN は外貨

建て口座のデビッドカードなどを使った買い物は可能

だと補足している。 
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「大規模金融取引税 違反者には重罰リスクも」                  

 

前述の通り、大規模金融取引税は適用で様々な問題が起

きているが、この法律を遵守しない場合、重い罰則が科

せられるリスクがある。 

 

法務コンサル会社「PwC Venezuela」の Ana Azevedo 

Paixão 氏は、大規模金融取引税を納税していない場合

は「租税組織法」に定められた罰則を受けるリスクがあ

ると指摘。 

 

具体的には、大規模金融取引税を適切に受け取らなかっ

た場合、受け取らなかったとされる税額の５００％（５

倍）の罰金刑が科されるという。 

 

また、大規模金融取引税を消費者から受け取ったにもか

かわらず、納税しなかった場合は１０倍の罰金刑と刑事

罰を受けるとした。 

 

会計専門家の Hector Orochera 氏は、大規模金融取引税

について、「法律を適切に執行させるための準備が整っ

ていない」として、同法律の適用延期を求めている。 

 

「シェブロン役員 マドゥロ政権高官と面談せず」         

 

３月にシェブロン役員がベネズエラでの事業再開を検

討するためベネズエラを訪問したとの記事を紹介した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.732」）。 

 

本件について、石油専門家のアントニオ・デ・ラ・クル

ス氏は、シェブロン役員とマドゥロ政権高官との面談は

実現しなかったことを明らかにした。 

 

アントニオ氏によると、米国側は民間資本が石油産業で

５０％超の株式を保有できるよう炭化水素法を改定す

ることを求めているという。 

 

この提案について、マドゥロ大統領とその関係者は法律

改定に前向きのようだが、原理主義的なグループ（カベ

ジョ PSUV 副党首などと思われる）が法律の改定に否

定的な見方を示しているという。 

 

仮に欧州連合がロシアのエネルギー供給を止めた場合

にはベネズエラの原油が不可欠になるとの見方を示し

た。 

 

社 会                        

「政治犯の５７．２％は軍人」             

 

米国系メディア「La Voz de America」は、人権団体「民

主主義人権連合」のインタビュー記事を報道。 

 

「民主主義人権連合」の Leonor Acosta 氏は、ベネズエ

ラ国内でマドゥロ政権に拘束されている政治犯のうち

５７．２％は軍人であると指摘した。 

 

Acosta 氏によると、現在ベネズエラでは１９３名の軍

人が拘束されており、そのうちの９５％は「祖国への裏

切り・反乱の実行・計画」の罪で拘束されているという。 

 

なお、男女別では１８６名が男性、７名が女性だという。 

 

「民主主義人権連合」は、「拘束された軍人はマドゥロ

政権が必要な保護責任を果たさないため、身体的・精神

的・生物学的な人権侵害を受けている。」と指摘。 

 

マドゥロ政権の内部には人権侵害を行う４人のパトロ

ンがおり、そのうち３人は完全にローマ規定が定める

「人道に対する罪」を犯していると指摘した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
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２０２２年４月２日～３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 ドゥケ大統領の攻撃に警戒」        

 

４月３日 マドゥロ大統領は、コロンビアのドゥケ大統

領が過激派右派に対して、ベネズエラ社会を破壊するた

めのテロ攻撃を命じたと警鐘を鳴らした。 

 

「ボゴタで極右派の会合が行われ、ドゥケから実際に命

令が下された。８月７日に彼が大統領から去るまでテロ

リストの攻撃が過激化する。」と指摘。 

 

また 

「社会に不可欠なサービスを破壊するサボタージュ攻

撃も行われる。特に電力システムは攻撃対象の中核にな

っており、細心の注意を払う必要がある。水道インフラ

も注意をしなければいけない。」と訴えた。 

 

特に証拠となるようなものは提示されておらず、真相は

定かではない。 

 

「セバジョス VP 元幹部 グアイド議長を批判」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.735」で、グアイド議

長が所属する「大衆意思党（VP）」幹部だったダニエル・

セバジョス元サンクリストバル市長（タチラ州の州都）

が VP からの離党を宣言。VP から分離した穏健派 VP

への移籍を発表した記事を紹介した。 

 

セバジョス氏は、インタビュー番組に出演。グアイド政

権について強く非難した。 

 

「国の状況は常に変化している。現在我々がいるベネズ

エラは２０１５年のベネズエラと全く違う。現在のベネ

ズエラはベネズエラ国民自身が自分の問題を解決して

いる。 

 

国民は政治への関心を失い、自身の生活を如何に乗り切

るかにだけ関心を持つようになった。野党は“マドゥロ

が政権に就いている限り、何も解決しない”と主張して

きた。しかし、この主張は間違っている。ベネズエラの

大統領はニコラス・マドゥロだ。」と指摘した。 

 

また、VP について 

「VP はレオポルド・ロペスの所有物ではない。またノ

リエガ（穏健派 VP の党首）の所有物でもない。VP は

民主主義を求めるベネズエラ国民の意思を担う組織だ。 

 

私は問題からの脱却のために尽力してきた。私はロペス

と同伴し、一緒に刑務所に収容された。これらの経歴を

無視して、私を裏切り者に仕立て上げようとする VP の

方針が理解できない。」と訴えた。 

 

グアイド議長はセバジョス氏が穏健派 VP に移籍した

ことを受けて、自身のツイッターに 

「人道に対する罪で訴えられている独裁者は迫害や脅

迫だけでは十分ではないことを知っている。 

だから、政治家を賄賂で買収し、政党を法的に奪う。 

マドゥロが分裂を助長させることは今に始まった話で

はない。」 

とのコメントを投稿している。 

 

経 済                       

「ロイター ２２年３月の原油輸出量は４％減           

    ～低品質の原油返却で輸出量が減少～」            

 

ロイター通信が得た PDVSA 内部資料によると、ベネズ

エラの２２年３月の原油輸出量が先月比で４％ほど減

少したと報じた。 

 

輸出が減少した主な要因は、原油の品質が契約条件に合

わず顧客が返却してきたためだという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0536d7310a382305bce3ed7c192925f7.pdf
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ロイター通信によると、３月の PDVSA による原油輸出

量は日量６４万４，４１９バレル。２３隻のタンカーの

多くはアジア向けに輸出されたという。 

 

そのうち少なくとも１隻のタンカー（Petropiar の燃料

オイルを載せていた）が、仕様内容が契約と異なるとの

理由で返却されたという。 

 

２月にも同様の問題が確認されており、製油所がうまく

機能しておらず、品質面で問題が起きていることが伺え

る。 

 

「証券業界 第１四半期、株価は９．２％減」         

 

３月末の「カラカス証券指数（IBC）」は５，３７３．７

３で先週比２．５２％増だった。 

 

ただし、２２年に入ってから IBC 自体はマイナスに推

移しており、２０２１年末と比較すると９．２１％減（△

５４４．９５）だった。 

 

なお、この期間、為替レート（公定レート）のドルはボ

リバルに対して４．７１％減となっており、ドル建てで

見て株価が実質的に目減りしたことを意味する。 

 

「SENIAT ２１年度の徴税額１３９％増」         

 

ベネズエラでは前年の所得税を翌年３月末までに支払

う必要がある。 

 

つまり、２０２１年の所得税を２２年３月末までに支払

う必要があった。 

 

 

 

 

 

４月２日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、３月の所

得税徴収額が BsD.２０億２，３００万だったと発表し

た。 

これはドルに換算すると４億５，９８１万ドルに相当す

る。 

 

また、この３か月間で徴収した税金はドルに換算して合

計で１０億７，５２９万ドル。ドル建てで前年比１３９．

２％増えたという。 

 

「外貨収入のため鉄くずを輸出」             

 

ロイター通信は、マドゥロ政権が外貨収入を得るために

鉄くずを集めて輸出していると報じた。 

 

ロイター通信によると、グアンタ港には鉄くずを積んだ

トラックが毎日行列を作っているという。 

 

２０２１年、マドゥロ大統領は鉄くずの輸出を「戦略産

業」と指摘。使用されていない鉄を輸出し、外貨を稼ぐ

よう命じていた。 

 

鉄くず回収は民間セクターも関与しており、ブームが起

きているが、使用されている鉄を盗んで販売するなども

問題になっているという。 

 

（写真）ロイター 
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社 会                       

「アビラ山 Los Dos Caminos 付近で大規模火災」            

 

４月３日夜 カラカスのアビラ山で大規模な火災が発

生した。 

 

火災が起きたのは Los Dos Caminos 地区周辺。 

消防隊が消火活動に当たっているが、沈静化しておらず、

鉄塔に火が燃え移ろうとしているという。 

 

 

 

（写真）@valetvcanal5 

以上 


