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（写真）第一正義党写真ギャラリー（フリオ・ボルヘス第一正義党幹事長） 

 

２０１７年１０月２５日（水曜） 

 

政 治                   

 「亡命最高裁 制憲議会を無効と決定」 

「米州機構 州知事選挙で不正が行われたと報告」 

「元スリア州知事 コルポスリア代表に就任」 

経 済                   

 「トヨタ自動車 新型カローラを発売開始」 

 「シュルンベルジュ ベネ事業の損金計上を検討」 

 「コロンビア TOSTAO 社 VENETUR を非難」 

 「米トリノ ９月のインフレ率は２５．５％」 

社 会                   

「米国大使館 非難職員をベネズエラに戻す」 

２０１７年１０月２６日（木曜） 

 

政 治                   

 「制憲議会 市長選１２月の開催申請を承認」 

 「スリア州 知事の再選挙を決定」 

 「ロボ経済担当副大統領 中銀総裁に就任」 

 「イストゥリス氏 制憲議会第一副議長に再任」 

 「欧州議会 野党連合へサハロフ賞を授与」 

 「リマグループ 米州機構に一層の介入求める」 

経 済                   

 「情報の不在により債券価格が再び急落」 

社 会                   

 「検察庁 PDVSA チャシン役員他１０名を逮捕」 
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２０１７年１０月２５日（水曜）             

政 治                       

「亡命最高裁 制憲議会を無効と決定」         

 

国会に任命されたが、政府の迫害を受けて亡命した最高

裁判所判事により並行最高裁が創設されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.46」１０月１３日付の記事参照）。 

 

この並行最高裁は、制憲議会が憲法に準じない組織で彼

らの決定は無効で、制憲議会は解散しなければならない

との決定を発表した（決定のオリジナルを Dolar Today

のサイトで確認可能）。 

 

ルイス・アルマグロ米州機構事務局長はツイッターで 

「合憲的な最高裁は制憲議会が無効だと宣言した。最高

裁の決定を尊重するよう呼びかける。」と投稿した。 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長はツイッターで 

「亡命している最高裁判所の判事は、制憲議会の存在と

彼らの決定が全て無効であると宣言した。ベネズエラ国

民、学生、議員、他国の外務大臣も制憲議会の存在を非

難している。」 

 

なお、制憲議会が憲法違反かどうかは与野党の意見が対

立しており、十分な議論がされず何となく話が展開して

いる。筆者が調べた限りでは制憲議会の発足プロセスは

倫理的に問題があるが違憲ではない。 

並行最高裁の主張する制憲議会が違憲である根拠は３

３３条、３４７条、３５０条。同条文は以下の通り。 

 

 

第 333 条「憲法の効力」 

この憲法は、武力行使、あるいは憲法で定められた方法

以外での撤廃により順守されない場合、その効力を失わ

ない。そのような場合、公的権限の有無にかかわらず全

ての市民には、憲法を実効あるものに戻すよう協力する

義務がある。 

第 347 条「憲法制定権力」 

第一の憲法制定権力は、ベネズエラ人民にある。この権

力は、新しい法的秩序を築き、新憲法を起草する国家の

編成を目的とした全国制憲議会を召集することにより

行使できる。 

 

第 350 条 

「人民による民主的価値、原則、保障、権利の擁護」 

独立、平和、自由への努力という共和国の伝統に忠実な

ベネズエラ人民は、民主的な価値や原則、保障を侵害し

人権を制限するどのような体制、議会、あるいは権威を

認めない。 

（Café Caracas 参照） 

 

並行最高裁の主張はこうだ。３４７条の通り、制憲議会

の発足はベネズエラ国民に権限がある。しかし、制憲議

会の発足過程で憲法改正を希望するかどうか国民に賛

否を問わなかった。よって、３５０条の通り、制憲議会

の存在を認めることは出来ない。３３３条に記載されて

いる通り、国民は既存の憲法を守る義務がある。 

 

要は、制憲議会は憲法で定められていない方法で発足し

た組織なので（３４７条）、制憲議会は認められない（３

５０条）。違憲な手段で憲法を撤回しようとしているの

で、国民は既存の憲法を守る義務がある（３３３条）。

ということだ。 

 

一方で憲法第３４８条には以下の条文がある。 

 

第 348 条「全国憲法制定議会召集発議」 

全国制憲議会の召集発議は、閣議における共和国大統領、

議員の 3 分の 2 の賛成による国民議会、議員の 3 分の 2

の賛成による公開の地方議会、そして市民選挙人名簿に

登録された有権者の 15%から出すことができる。 

（Café Caracas 参照） 

 

https://dolartoday.com/atencion-tsj-legitimo-declara-nulidad-de-anc-por-fraudulenta-e-inconstitucional-25oct/
https://dolartoday.com/atencion-tsj-legitimo-declara-nulidad-de-anc-por-fraudulenta-e-inconstitucional-25oct/


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１０月２５日～１０月２６日報道          No.０５１   ２０１７年１０月２７日（金曜） 

3 / 9 

 

第３４８条の通り、制憲議会の召集は閣議を通じて大統

領でも発議可能だ。 

 

そして第３４７条に書かれている通り国民は、「第一の

憲法制定権力は、ベネズエラ人民にある。この権力は、

新憲法を起草する国家の編成を目的とした全国制憲議

会を召集することにより行使できる。」 

 

この下線部分を読む限りでは、制憲議会の召集を発議し

た後に国民が第一の憲法制定権力を行使できると理解

できる。なお、マドゥロ政権は新憲法案を起草した後に、

ベネズエラ国民に承認するかどうかの賛否を問うとの

方針だ。 

 

与党の認識では憲法に準じて大統領が制憲議会の発議

を行い、国民が制憲議会メンバーを選挙で決めた。最終

的な憲法案は国民が決定する権限を持っている。一連の

プロセスは憲法に準じていると主張している。 

 

与党がやっていることが問題ないと言いたいわけでは

ない。事前に国民に選挙の実施を問うことなく制憲議会

を発足させたことは常識的な観点、倫理的には大いに問

題だろう。 

 

一方で、憲法の内容を解釈する限りでは、野党が指摘す

るような憲法違反を犯しているとは認識できず、野党側

の違憲行為だという主張は容易に納得しがたい。 

 

問題は、常識的に考えて正しいと思えない制憲議会の発

足プロセスを憲法が認めている点だと考えている。 

 

なお、今回の並行最高裁の宣言を受けて、サアブ検事総

長は並行最高裁を組織している１３名の亡命判事を捕

まえるよう諸外国に協力を求めている。 

 

 

 

 

 

（写真）米州機構ルイス・アルマグロ事務局長ツイッタ

ー 

 

「米州機構 州知事選挙で不正が行われたと報告」         

 

米州機構は１０月１５日の州知事選について、外国監視

団が存在せず、選挙プロレスで多くの不正が行われてい

たことを非難した。 

 

以下、米州機構が発表した声明文の一部を抜粋。 

 

「１０月１５日の州知事選は正当性を認識するための

要素が多く欠けている。選挙手続組織法を違反する組織

的な違法行為が散見された。一部、政党の保証されなけ

ればいけない権利が制限された。そして選挙管理委員会

（CNE）により民意の表現が妨害された。外国からの選

挙プロセス監視団を受け入れなかった。 

 

一連の違法行為がベネズエラの選挙制度へ不信感を拡

大させた。」 
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「元スリア州知事 コルポスリア代表に就任」                 

 

１０月２３日の演説でマドゥロ大統領はアリアス・カル

デナス元スリア州知事がコルポスリアの代表に就任す

ると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.50」１０月

２３日付の記事参照）。 

 

同日付の官報４１，２６２号政令３，１１０号でアリア

ス・カルデナス元スリア州知事のコルポスリア代表就任

が正式に公布された。なお、同氏はスリア州の保護官を

兼務することになっている。 

 

１０月２５日に行われた代表就任式でカルデナス氏は 

「コルポスリアを通じて経済戦争、買い占め業者、現金

不足との対決を維持し、国を回復させる。スリア州の民

のためになることをするようマドゥロ大統領から指示

を受けた。」とコメントした。 

 

 

（写真）元スリア州知事アリアス・カルデナス氏 

 

経 済                       

「トヨタ自動車 新型カローラを発売開始」          

 

１０月２５日 トヨタ・デ・ベネズエラは新型カローラ

の販売を報じた。厳しい環境が続くベネズエラの自動車

産業にとっては、久しぶりの朗報となった。 

 

現在トヨタ・デ・ベネズエラはスクレ州のクマナ工場で

平均１００台／月の自動車を組み立てている。新型カロ

ーラは月２０台の組み立てを予定している。残りの８０

台はハイラックスとフォーチュナーの２車種。２０１７

年は年間１，２００台の組み立てを見込んでいる。 

 

現地紙 EL Estimulo が販売代理店管理部長のフェリッ

クス・マルティネス氏に行った取材によると、カローラ

はベネズエラで最も販売台数が多い車種で２０１６年

１２月末時点までに２０．３万台を販売した。 

 

大衆向けの XGi と高級車の GLi の２種類が６６の販売

代理店で販売されている。融資の相談に応じることも可

能。XGi の価格は１億３，０００万ボリバル（税抜き）。

GLi は２万６，１６０ドル＋５，６７０万ボリバル（税

抜き）の２通貨建て販売。工場で新型モデルを組み立て

るため１，３００万ドルを投資した。２０１４年に１，

２００万ドルを投資し、準備に３年間の期間を要した。 

 

「シュルンベルジュ ベネ事業の損金計上を検討」         

 

石油サービス事業者シュルンベルジュは PDVSA の売

掛金について、損金計上することを検討しているようだ。 

 

同社はサービス受託費として PDVSA へ総額５億ドル

の請求書を発行している。これらの売掛金は９月３０日

時点で全額回収の見通しが薄いとして２億ドルで計上

している。 

同社の財務報告書で 

「もしベネズエラの状況が更に悪化するようであれば、

ベネズエラへの売掛資産の計上見直しを求めることが

可能であろう」と補足した。 

 

なお、同社はエクアドル事業でも１１億ドルの契約で期

限切れが発生し、新たな契約を結んだと明記している。

ただし、新契約の内容は記載されていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
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「コロンビア TOSTAO 社 VENETUR を非難」        

 

コロンビアのベーカリー店舗 Tostao Café ＆ Pan のオ

ーナーであるベーカリー・ビジネス・インターナショナ

ル社はベネズエラ観光省を商標権侵害で訴えると発表

した。 

 

今年９月にベネズエラ観光相はカラカス市内ロス・パロ

ス・グランデス地区に Tostao Coffee Market という店

舗を新設した。同店舗は Atahualpa グループとベネツー

ルとの共同経営。 

 

ベーカリー・ビジネス・インターナショナル社はコロン

ビア資本の会社でボゴタとメデジンに２００店舗。１，

３００人を直接雇用している。 

 

 

（写真）本物の店舗ロゴ 

 

 

 

（写真）ロス・パロス・グランデスの TOSTAO 

 

 

「米トリノ ９月のインフレ率は２５．５％」             

 

米国の投資会社トリノ・キャピタルは２０１７年９月の

インフレ率が２５．５％だと予測した。先月と比較する

と物価上昇のスピードは減速したと言及している。 

同社は２０１７年の年間インフレ率が１．０３３％にな

ると予想している。 

 

また、現状の経済政策が継続した場合２０１８年の年間

インフレ率は５，３２５％に達すると予想している。 

 

 

（写真）Trino Capital レポートより抜粋 

 

社 会                       

「米国大使館 非難職員をベネズエラに戻す」          

 

在ベネズエラ米国大使館は外交官およびその家族の非

難退避を解除し、任地に戻すことを許可した。 

 

７月２７日に米国大使館は一部の外交官および家族を

一時的に国外退避させていた。 

 

一方でベネズエラの政治情勢および治安は不安定で、今

回の決定はすぐに撤回される可能性があるとした。 
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２０１７年１０月２６日（木曜）             

政 治                       

「制憲議会 市長選１２月の開催申請を承認」        

 

１０月２６日、制憲議会は通常議会を行った。同日は多

くの重要な決定が出されている。 

 

まず最も大きな決定は市長選。 

フランシスコ・アメリアッチ元カラボボ州知事の提起に

より、全国市長選挙を２０１７年１２月に実施するよう

CNE に求める決定を全会一致で決定した。 

 

全国州知事選の時も制憲議会の求めにより、２０１７年

１２月に予定していた選挙を急遽１０月に前倒しした

ことがある。今回も同様の流れになることが予想される。 

 

前回の市長選は２０１３年１２月に実施された。市長の

任期は４年間のため、２０１７年１２月末で任期が満了

する。同年１２月に選挙を行うこと自体は憲法に照らせ

ば妥当と言える。 

 

野党は大混乱が続いている。既に大衆意志党は市長選に

参加しない旨を発表している。第一正義党も現在の方針

から考えて、市長選に出馬するとは考えにくい。 

 

行動民主党、新時代党、発展進歩党を中心に新しく組織

される野党連合が市長選に出馬することだろう。 

 

ただし、市長は３３５市ある。政党として規模の大きい

第一正義党と大衆意志党からの出馬がない場合、人数の

確保は困難だ。１２月開催であれば、CNE の候補者申

請期限は、来週か遅くて再来週になるはずだ。候補者の

決定は大変な作業になる。 

加えて、第一正義党と大衆意志党の訴えに同調する国民

は投票しない。選挙自体も厳しいものになるだろう。 

 

 

 

（写真）市長選の１２月開催を承認する制憲議員ら 

 

「スリア州 知事の再選挙を決定」            

 

スリア州で当選した第一正義党所属のファン・パブロ・

グアニパ氏は制憲議会での宣誓を拒んだ。１０月１５日

の当選日から１０日が経過した１０月２５日が制憲議

会への宣誓のために与えられた期日だったが、最後まで

宣誓することは無かった。 

 

１０月２６日 スリア州の州議会はスリア州知事が「絶

対的な不在」の状態にあると宣言。新たな知事が決まる

まではスリア州議会議長のマグダレイ・バルブエナ氏が

知事職を代行することを決定した。 

同日に制憲議会はスリア州での知事選を再度行うこと

を決定した。スリア州知事選は１２月に実施される予定。 

 

 

（写真）制憲議会ツイッターより抜粋 

“マグダレイ議長の知事職代行を承認するスリア州議会” 
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「ロボ経済担当副大統領 中銀総裁に就任」              

 

１０月２６日 マドゥロ大統領はラモン・ロボ経済担当

副大統領（経済財務相も兼任）を中央銀行総裁に任命す

ることを制憲議会に求めた。 

 

制憲議会は同申請を認めた。現時点ではロボ氏が経済担

当副大統領および経済財務相職を解かれるか、あるいは

兼務するかは分かっていない。 

 

ただし、常識的に考えれば金融当局である中央銀行と行

政の財務トップを同じ人間が兼務するのはありえない

ことだとは思う。 

 

リカルド・サンギーノ氏は１９４３年生まれ。７３歳。

２０１７年１月に中央銀行総裁職に就任したが、メディ

アの前には皆無と言っていいほど姿を現さなかった。 

 

「イストゥリス氏 制憲議会第一副議長に再任」         

 

制憲議会はアリストブロ・イストゥリス氏を第一副議長、

エルビス・アモロソ氏を第二副議長に就任することを承

認した。 

 

イストゥリス氏は元々、制憲議会の第一副議長職に就い

ていたが、州知事選に出馬するため８月に一時的に同職

を退いた。その際に、代わりに第一副議長職に就いたの

がエルビス・アモロソ氏だった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.21」８月１６日付の記事参照）。 

 

今回の就任により、これまで第二副議長を務めていたイ

サイアス・ロドリゲス氏が第二副議長職を退くことにな

った。 

 

 

 

 

 

（写真）制憲議会ツイッターより抜粋 

 

「欧州議会 野党連合へサハロフ賞を授与」         

 

以前、欧州議会が主催するサハロフ賞にベネズエラの野

党政治家がノミネートしているとの報道を紹介した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.45」１０月１２日付の記

事参照）。 

 

１０月２６日 欧州議会人権委員会のベアトリス・ベセ

ラ副代表はベネズエラ野党に２０１７年のサハロフ賞

を授与すると発表した。 

 

サハロフ賞は人権擁護に重要な功績を残した人物、グル

ープに与えられる賞。 

 

ベセラ副代表は「野党連合の民主主義、人権擁護に対す

る犠牲を称賛すると同時に、マドゥロ独裁政権に操作さ

れることなく、統一を維持してほしい。」と求めた。 

 

皮肉なことにその野党の同盟は現在、深刻な亀裂が生じ

ており、各政党がそれぞれを罵り合う事態に陥っている。 

 

ヘスス・トーレアルバ元野党連合代表は抗争を繰り広げ

るカプリレス元ミランダ州知事とラモス・アルップ行動

民主党幹事長の両名がサハロフ賞を受け取りに行くべ

きだと訴えている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed600949ed694985d45e0d2cf160d891.pdf
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「リマグループ 米州機構に一層の介入求める」         

 

マドゥロ政権を非難する米州地域１２カ国で構成され

るリマグループは１０月２６日にトロントで会合を開

き、以下の声明を公表した。 

 

 

1. １０月１５日にベネズエラの州知事選で起きた不

正、脅迫、民意をゆがめる一連の行動を非難する。 

2. ベネズエラの全ての政治犯を速やかに開放するこ

とを求める。 

3. 制憲議会の決定を認識しないことを改めて確認す

ると同時に民主的な選挙により選ばれた国会の権

限を支持する。 

4. 食糧や医薬品など生活必需品の物資支援の受け入

れを許可しないベネズエラ政府を非難する。統計デ

ータによると幼児の栄養失調率は１１．４％。小学

生の４５％は一日に必要な栄養が足りていない。常

時、薬が必要な８５％の国民が医薬品の購入に問題

があると答えている。 

5. カナダ外相とペルー外相が主体となり、国連事務局

長に対してベネズエラの人権侵害と危機の解決に

関わるよう求める。 

6. 生活環境が日増しに悪化しているベネズエラ人を

強く心配する。 

7. 与野党双方は信頼できる国際組織の仲裁の下で、明

確な条件を定めて対話を再開し、平和的な解決を模

索することを望む。 

8. リマグループ各国の外相がベネズエラの人権問題

を引き続き監視することを改めて確認する。 

9. 次回の会合は２０１８年１月にチリで実施する。 

 

また、カナダのフリーランド外相は３０万ドル相当の食

料品、医薬品をベネズエラの貧困層に送る意志があると

発表している。 

 

 

経 済                       

「情報の不在により債券価格が再び急落」            

 

１０月２７日に PDVSA は２０２０年社債の元本８．４

億ドルと利息１．４億ドルの計９．８億ドルを履行する

予定だ。 

 

これまでも何度か紹介しているが PDVSA の元本返済

にはグレースピリオド（返済予定日を遅れても一定の間

は支払いが猶予される期間）が設定されていないため、

２７日の支払いに遅れるとデフォルトと認識される。 

 

過去の例でみると償還の前日には PDVSA がツイッタ

ーやウェブサイトで返済手続きを開始したと発表する

ものだが、１０月２６日時点で同社からは関連の報道は

一切ない。 

 

今週に入り、遅れていた一部の利払いが報道されたため、

ベネズエラ公社債の取引価格は上昇したが、PDVSA に

よる返済アナウンスがないことで金融市場は再びパニ

ックに陥っている。 

 

証券関係者の話によると、欧州の決済機関ユーロクリア

の資金の動きから返済が履行されたかどうか確認でき

るようだが現時点では資金が動いた形跡はない。 

PDVSAがデフォルトするかどうかは明日には結果が出

るが返済当日まで支払いは楽観視できない状況だ。 

 

社 会                       

「検察庁 PDVSA チャシン役員他１０名を逮捕」            

 

１０月２６日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

Petrozamora、Petropiar の合弁会社に関する汚職で１１

名を逮捕したと発言した。その中には、PDVSA のオー

ランド・チャシン氏が含まれている。 
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オーランド・チャシン氏は PDVSA 役員を長年務めてき

た重鎮でデル・ピノ石油相の右腕と言われる人物。 

 

オーランド・チャシン氏は PDVSA が購入した自動車入

札関連の汚職が疑われている。競売を行ったが、実際は

指名で落札者を決定した。また、競売時の金額はボリバ

ル建てだったが、実際はドル建て支払い、しかも金額を

上乗せしていたと報道されている。 

 

タレク検事総長は就任以来、外貨申請に関する汚職や

PDVSAのプロジェクトに関わる汚職の取締りを進めて

いる。 

 

また、サアブ検事総長は１０月２５日に検察庁の体制を

抜本的に変更する必要があるとして、６カ月間の組織再

構築計画を宣言している。 

 

以上 

 


