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２０１７年７月２１日（金曜） 

 

政 治                   

  「国会承認の最高裁判事３３名が宣誓」 

  「野党議員 国際社会へ新判事の追認求む」 

  「現最高裁は国会と宣誓判事を非難」 

  「検察庁 ２０日の死者は５名と発表」 

  「チャカオ市長 ２６日の出頭延期を要請」 

経 済                   

  「ロスネフチと PDVSA の交渉詳細」 

「原油価格は１バレル４３．４８ドル」 

「DICOM の８５％は生産部門に割当」 

 

（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー “宣誓する最高裁判所の新判事３３名” 

２０１７年７月２２日（土曜） 

 

政 治                   

  「警察諜報部 最高裁判事を拘束」 

  「野党 新判事を支持するデモ行進を実施」 

  「今週の反政府活動の予定を発表」 

  「大統領 制憲議会延期の可能性を示唆」 

経 済                   

  「米国 ベネズエラへの制裁を検討」 

  「鉱物、観光分野へ６億ドル超の投資」 

  「検察庁 汚職でペトロピアル社長を起訴」 

  「港湾ボリプエルト社長が交代」 
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２０１７年７月２１日（金曜）            

政 治                      

「国会承認の最高裁判事３３名が宣誓」       

 

野党は宣言通り７月２１日（金曜）に最高裁判事３３名

を任命した。１３名は正式な判事で、残りの２０名は補

欠判事。 

 

現在、国会は野党が多数派を占めている。 

与党議員が多数であった２０１５年１２月２３日に最

高裁判所判事１３名と２１名の補欠判事が任命された。 

現在の国会は当時の任命プロセスが憲法に沿っていな

いため、これらの判事の任命は無効であると指摘。 

１３名の判事と２０名の補欠判事を任命するとして、新

判事の選定プロセスを進めていた。 

最高裁判所は扱うテーマに応じて、６つの法定に分かれ

ている。 

 

６つの法廷とは、憲法法廷、政治管理法定、選挙法廷、

民事法廷、社会法廷、刑事法廷で、憲法法廷は７名の判

事で構成され、他の法廷は５名の判事で構成されている。 

 

うち、２０１５年１２月に交代した判事の数は、憲法法

廷は７名のうち３名。政治管理法定は５名のうち２名。

選挙法廷も２名。民事法廷は３名。社会法廷は１名。刑

事法廷は２名が交代している。 

 

今回、国会が承認した１３名（彼らを新判事と呼ぶ）は

当時交代した１３名の判事の代わりとなる。当然、現在

の最高裁判所は新判事の存在を認めていないので１３

人分の正式な判事が重複していることになる。 

 

「野党議員 国際社会へ新判事の追認求む」      

 

国会のルイス・フロリダ対外政策委員会代表は、 

「ベネズエラの憲法を守るため、３３名の新判事は国会

及び検察庁と協力する。国会議員２／３の承認をもって、

３３名の新判事が誕生した。米州機構、メルコスール、

南米諸国連合、欧州連合に新判事に対して認識を求める。

国際社会の認知が必要である。」と訴えた。 

 

カナダ大使館は新判事の任命を支持するようなツイッ

ターを投稿している。 

 

（～判事任命の正当性について～） 

２０１５年１２月２３日に最高裁判事１３名、補欠判事

２１名が任命された。 

しかし、憲法では最高裁判事の承認は議員２／３の承認

が必要と書かれている。２０１５年当時の与党議席数は

１／２を超えていたが、２／３の議席はなかった。では、

当時どのように１３名の判事を任命したのか。 

２０１７年７月２３日（日曜） 

 

政 治                   

  「国会 新最高裁判事の拘束を非難」 

  「野党 政権との交渉を否定」 

  「元国連公使 BBC の取材で現政権を批判」 

  「州知事選挙は制憲議会次第」 

  「大統領 新判事を刑務所に送ると警告」 

「米国大使館 食料などの備蓄を呼びかけ」 

「サパテロ元西大統領 ベネズエラに到着」 

経 済                   

  「政府 住宅１７０万戸を供与予定」 

「祖国の家庭カード １２０万枚を配布」 
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実は最高裁判所組織法という法律があり、最高裁判事の

任命プロセスをより細かく説明している。 

 

この法律第８条に最高裁判事の任命プロセスが書かれ

ている。判事は国会での承認を経て正式に判事として任

命される。 

 

この国会で３回審議をしても賛成が２／３に達しない

場合、４回目の審議で１／２以上の賛成をもって判事を

任命できるという規定が存在する。 

 

当時、与党多数の国会は１日に午前と午後に審議を行い、

早急に最高裁判事１３名と補欠判事２１名を決定した

のである。 

 

また、国会での承認の前段階として、候補となる判事を

選定するプロセスが存在する。２０１５年１２月当時は

このプロセスも含めて２週間以内で終わらせており、選

挙プロセスが適切ではないというのが野党国会の主張

である。 

 

判事の任期は１２年だ。仮に承認プロセスが適正であっ

たとしても、２０１５年１２月で任期を終えようとして

いる議員が、その後１２年間、職務をする最高裁判事を

選定すること自体がおかしいことだろう。 

 

 

一方で、野党が憲法に準じた方法で判事を承認したとも

言い難い。 

 

国会による判事承認の前に、判事候補を選定するプロセ

スがある。憲法および最高裁組織法では、このプロセス

は民衆権力が主導する。この民衆権力のトップは倫理委

員会で護民官、会計検査庁、検事総長の３名で構成され

る。倫理委員会の代表はこの３つの役職者で交代するが、

２０１７年の倫理委員会の代表はタレク・ウィリアム・

サアブ護民官である。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ護民官は野党が主導した判

事選定プロセスに参加していないため、この選定プロセ 

スは適正に行われていないことになる。 

 

法律をベースに判断すれば、現判事、新判事はどちらも

文句のない手段で任命されたとは言えないのが実態で

ある。 

 

「現最高裁は国会と宣誓判事を非難」        

 

当然だが、現在の最高裁判所は新判事の任命に反対して

いる。 

 

７月２１日 最高裁の憲法法廷は「国会は無効状態にあ

り、この国会が任命する新判事は無効である」との決定

を公表した。 

 

憲法法廷のファン・ホセ・メンドーサ代表は「無効とな

っている国会が選んだ市民は公職略奪の罪を犯してい

るだけではなく、国への裏切り行為を犯している。公権

力、軍部は公職の略奪行為に対処しなければならない。」

と発言した。 

 

「検察庁 ２０日の死者は５名と発表」       

 

２０日の２４時間ストライキから１日が経ち、同日の治

安状況が明らかになった。 

 

検察庁は２０日の野党支持者と治安部隊との衝突で５

名の死者が出たことを公表した。 

 

２名はミランダ州のロス・テケス、２名はスリア州のマ

ラカイボ、もう１名はカラボボ州のラ・イサベリカだっ

た。全員の死亡原因は公表されていないが、少なくとも

２名は銃殺、一名は火事に巻き込まれ死亡した。 
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「チャカオ市長 ２６日の出頭延期を要請」     

 

日本人駐在員が多く居住するチャカオ市のラモン・ムチ

ャチョ市長は市内の治安をコントロールできていない

として最高裁から７月２６日（水曜）AM１０時に出頭

を命じられている。なお、この問題を理由に現在ラモン

市長は出国を禁止されている。 

 

７月２１日にラモン市長は２６日の出頭を延期するよ

うに要請した。ラモン市長は野党政治家だが、予算を国

からもらう仕組みのため政権側への明確な反対は難し

い立場にある。 

 

経 済                      

「ロスネフチと PDVSA の交渉詳細」        

 

ロイターが露ロスネフチと PDVSA の交渉内容につい

て記事を公表している。 

 

露ロスネフチは PDVSA が米国に保有する小会社 Citgo

の担保を石油・ガス鉱区プロジェクトに変えようとして

いる。 

 

ロスネフチと PDVSA の上層部がモスクワで行った交

渉はロスネフチの担保を複数の条件と交換することで

あった。 

 

・ロスネフチは Citgo で精製した石油製品を受け取り、

借入金返済の一部とする。 

 

・スリア州のロサ・メディアーノ、ティア・ファナ、ラ

ゴ・ラグニージャの石油プロジェクトに参画する。 

 

・天然ガス１４０立法フィートが埋蔵されていると推

定されているマリスカル・スクレ計画の湾岸２区（パ

タオ、メヒジョネス）の株式を受け取る。 

 

・合弁会社の超重質油プロジェクトのペトロモナガス

について、未回収の配当金を受け取る。 

 

・マリスカル・スクレ計画を構成するカオ・カリベ鉱区

のコンデンセートされた生成物の売却権を得る。 

 

・PDVSA とのすべての合弁会社で、採掘した原油など、

製品の一部を売却する権利を得る。 

 

「原油価格は１バレル４３．４８ドル」       

 

７月１７日～２１日のベネズエラ産原油の平均価格は

４３．４８ドル／バレルで前週よりも１．８８ドル上

がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４３．５３ドル／バレ

ル。２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．３８

ドル高く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも

１．１２ドル低い。 

 

「DICOM の８５％は生産部門に割当」       

 

タレク・アイサミ副大統領は PDVSA 本社で開催された

国家経済生産性委員会でこれまでの DICOM の実績を

総括した。以下は、同氏発言の要約。 

 

「DICOM はこれまで１億７，７００万ドルを市場に供

給した。そのうち、８５％は国内生産セクターに割り当

て、１４．７％は個人に割り当てた。 

 

政府が進めるベネズエラ・ボリバル経済アジェンダに参

加している農業セクター企業は３６．８％、医薬品セク

ターは６．８％、工業セクターは３４．５％の外貨割り

当てを受けている。原材料の輸入を目的としている企業

に全体の５５％の外貨を割り当てた。 
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個人では約４０万人が DICOM に登録済みで、法人で 

は３万１，４２５社が登録している。うち、９万人が外

貨の割り当てを受け、４，０００社以上の法人が外貨を

受け取っている。この国家経済生産性委員会は石油依存

型経済から脱出し、新たな経済モデルを構築するための

民間企業との対話の場として機能している。」 

 

２０１７年７月２２日（土曜）           

政 治                      

「警察諜報部 最高裁判事を拘束」         

 

７月２１日 PM６時頃、国家警察諜報部（SEBIN）は同

日に国会の任命で最高裁判事となったアンヘル・セルパ

新判事を拘束した。 

 

マリアナ記者によると、セルパ氏が彼の妻とロス・コル

ティホス地区を移動中に SEBIN が現れ、拘束されたと

のこと。 

 

彼は政治管理法定の正式な判事として任命された。また、

報道関係者の話では、セルパ氏はルイサ・オルテガ検事

総長の弁護士を務めていたようだ。 

 

拘束が発表される直前に、ミランダ州エンリケ・カプリ

レス知事は「新判事への拘束命令が出された」とツイッ

ターで投稿していた。 

 

「野党 新判事を支持するデモ行進を実施」     

 

７月２２日 野党支持者は新判事への支持を表明する

ためのデモ行進を実施した。 

 

サンタモニカ、エルパライソ、ベジョモンテ、プラサブ

リオン、サンタフェ、パルケクリスタル、アルタミラの

７カ所から AM１１時に出発し、最高裁判所を目指した。 

 

 

午後２時頃から、チャカオ市（特にアルタミラに向かう

ベジョカンポ地区の通り）でも治安当局との衝突が始ま

り多数の負傷者が出た。 

 

治安部隊に阻まれ、最終的に最高裁判所まで移動するこ

とはできなかった。 

 

「今週の反政府活動の予定を発表」         

 

このままだと７月３０日（日曜）には制憲議会選挙が開

催される。よって、今週は同選挙前の最後の週となる。 

与党にとっても野党にとっても大事な週になることは

間違いない。 

 

７月２２日 野党は２４日の週の反政府活動の予定を

公表した。 

 

・７月２４日（月曜） 

 ７月１６日の国民投票会場に各々がメッセージを書

いたプラカードを持参し、６月に治安部隊によって射殺

（催涙弾が胸部に直撃）されたネオメル・ランデール氏

（１７歳）の事故現場に向かう。なお、ネオメル・ラン

デール氏が亡くなったのはチャカオ市のフランシスコ・

ミランダ通りとセリーセ通りの交差地点。 
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・７月２５日（火曜） 

水曜～金曜の反政府活動に備えるため、食料品や生活品

を補給する。 

・７月２６日（水曜）～２７日（木曜） 

２６日（水曜）AM６時～２８日（金曜）AM６時まで４

８時間のストライキ。 

・７月２８日（金曜） 

政府が制憲議会選挙を中止しないようであれば、街頭を

占拠する。２８日の詳細は後日公表。 

 

「大統領 制憲議会延期の可能性を示唆」      

 

マドゥロ大統領は国営放送 VTV のテレビ番組に出演し、

水面下では野党と交渉しており、制憲議会選挙を延期す

る可能性についても言及した。 

 

「我々は野党と交渉をしている。彼らのことを考慮し、

人物と場所、日時は伝えないが継続的な交渉をしている。 

外国の仲介者を通じて、野党が制憲議会に参加するため、

制憲議会選挙の開催を３、４週間延ばすことが可能か聞

かれたことがある。私は可能だと伝えた。ただ、制憲議

会選挙に参加したいと野党自身が支持者に伝えること

が条件だと伝えた。この提案の進展はなかった。」 

 

また、トランプ政権とのお互いの違いを尊重した関係の

構築を望んでいることも明らかにした。 

 

 

経 済                      

「米国 ベネズエラへの制裁を検討」        

 

米国による制裁についてロイターが報じた記事を報告

する。 

 

制裁の検討に関わっている米国の経済アドバイザーに

よると米国政府は憲法改定をとめるため、ベネズエラ、

特に石油セクターへのドル支払いを止める手段を検討

している。 

 

制裁によって、PDVSA は米国でのあらゆる金融取引を

禁止される可能性があり、内容によっては、PDVSA の

輸出を著しく制限し、マドゥロ政権の資金を枯渇させる

ことになる。 

 

原油価格の低下によりベネズエラ経済は深刻な不況に

ある中で、マドゥロ大統領は１００日以上の反政府デモ

と対峙している。制裁はこの困難にさらなる重しを与え

るだろう。 

 

米国ホワイトハウス、ベネズエラ石油省、PDVSA は制

裁についてコメントすることを避けた。 

 

制裁の内容はイランが核開発を行った時と似たような

内容になるだろう。当時、制裁によりイランは原油輸出

を半分近く減らした。PDVSA などとドル建てで取引を

している米国企業の活動を制限される可能性がある。 

 

また、トランプ政権は原油の輸出入に制限をかけること

も検討している。ドル建ての取引を禁止すると米国だけ

でなく、米国以外の企業もベネズエラ産原油が購入しに

くくなる。 

 

米国は備蓄原油を使ってベネズエラ産原油輸入減に対

応することが可能だ。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年７月２１日～７月２３日報道            No.０１０   ２０１７年 7 月２４日（月曜） 

7 / 9 

 

「鉱物、観光分野へ６億ドル超の投資」       

 

７月２１日（金曜）に開催された国家経済生産性委員会

において、政府は観光および鉱物に携わる民間企業と６

億３，１３７万ドル相当の合意を結んだ。 

 

タレク・アイサミ副大統領は、「観光省が民間セクター

４社と国内ホテルの改築のための協定を結んだ。マトゥ

リン、マラカイボ、プエルトラクルス、ペルラマルなど

の国営観光会社ベネツールホテルが改築され、その投資

額は５，１３７万ドルにのぼる。」と発言した。 

 

同様に、中国と国内の鉱山を開発するため５億８，００

０万ドルの協定を結んだと語った。 

 

「検察庁 汚職でペトロピアル社長を起訴」     

 

検察庁はシェブロンと PDVSA の合弁会社ペトロピア

ルのエドゥアルド・ホセ・ペレス代表を汚職の容疑で起

訴した。委託会社との契約価格を不当につり上げてリベ

ートを得ていた疑い。 

 

同氏の起訴に当たり、関係者数名も起訴されている。 

 

２０１７年初めに内部告発があり同氏への調査を進め

ていた。 

 

「港湾ボリプエルト社長が交代」           

 

ベネズエラの港湾を管理する国営組織ボリプエルトの

社長がルイス・アウグスト・ヒメネス氏に交代した。 

 

前任も軍人社長だったが、ルイス氏も軍人出身で大将。 

 

２０１７年７月１９日付官報４１，１９６号で発表され

た。 

 

２０１７年７月２３日（日曜）           

政 治                      

「国会 新最高裁判事の拘束を非難」        

 

２１日に最高裁判所新判事１３名が承認されたが、同日

にアンヘル・セルパ新判事が SEBIN に拘束された。 

 

翌２２日に国会はアンヘル・セルパ新判事を即時解放す

るよう SEBIN に書簡を送った。 

 

また２３日にはフレディ・ゲバラ第一副議長らがセルパ

新判事の拘束について「マドゥロ独裁政権はアンヘル・

セルパ新判事を誘拐した。強権を行使するのは恐れてい

る証拠だ。我々は恐れず戦い続ける。２０１７年７月１

６日に国民は憲法改定とマドゥロ独裁政権を拒否した。

軍部は国民の側につかなければならない。」と現政権の

対応を非難した。 

 

また、検察庁は SEBIN によるセルパ新判事の拘束を調

査するためのチームを組織した。 

 

「野党 政権との交渉を否定」           

 

野党代表らは、マドゥロ大統領が語った「野党と絶えず

交渉を継続しており、野党は制憲議会の参加を検討した

ことがある」との発言を否定している。 

 

カプリレス・ミランダ州知事は自身のラジオ番組で支持

者に対して、「マドゥロ大統領が話したような事実はな

い。野党は制憲議会選挙の参加を申し出たことはない。

制憲議会は間違った行為であり、同イベントに野党が参

加することはあり得ない」と語った。 

 

同様に、フレディ・ゲバラ第一副議長は外国の仲介者を

通じた対話はしたことがあるが、与野党のリーダーが対

話をしたことはないと発言した。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年７月２１日～７月２３日報道            No.０１０   ２０１７年 7 月２４日（月曜） 

8 / 9 

 

「元国連公使 BBC 取材で現政権を批判」      

 

現政権の方針を否定し、辞職の書面を公開したイサイア

ス・メディナ元国連公使は BBC の取材に応じた。一部

を抜粋して紹介する。 

 

「マドゥロ大統領はすでにベネズエラの大統領ではな

い。大統領を辞職し、適切なプロセスを経て法定で裁か

れなければいけない。 

 

私は５週間ほど前には国際司法裁判所にベネズエラの

危機に対して強硬に対応するよう要請した。チリとコロ

ンビアの議員が人権侵害を理由にハーグの国際司法裁

判所にベネズエラへの調査を行うよう訴えた。ベネズエ

ラは１００人の死者が出て、４４０人の政治犯がおり、

１万５，０００人の負傷者がいる。マドゥロ大統領は独

裁者で、私は今の職務を離れなければならないと思った。 

 

これまでもベネズエラには人道危機はあったが、ここま

でひどいものではなかった。私は国連公使として仕事を

してきたが、政府のためではなくベネズエラのために仕

事をしてきた。」 

 

「州知事選挙は制憲議会次第」           

 

ソコロ・エルナンデス国家選挙委員会（CNE）役員は現

地紙エル・パノラマの取材に答えた。 

 

その中で、個人的な見解だと断ったうえで、制憲議会選

挙はすでに最終段階に入っており、中止は難しいだろう

と発言した。また、１２月１０日に実施が予定されてい

る州知事選挙については、すでに日時やスケジュールが

公表されており中止は予見していない。しかし、制憲議

会で特別な決定がされると、州知事選挙が行われない可

能性があることも示唆した。 

 

 

なお、州知事選挙のスケジュールは８月から本格的に始

まる。最初の重要予定は８月８日～１２日の州知事選挙

候補者の立候補だ。これはインターネットでの登録だけ

でよいが、９月３０日までに立候補に必要な書類を提出

する必要がある。選挙キャンペーンは１１月１５日に始

まり、１２月７日まで行われる。 

 

今回の州知事選挙で初めて投票に参加するためには有

権者登録が必要だが、登録期限は７月１５日までですで

に終了している。 

 

「大統領 新判事を刑務所に送ると警告」      

 

マドゥロ大統領は自身の番組「日曜日はマドゥロと（Los 

Domingos con Maduro）」で、 

 

「国会が任命した新判事は非合法だ。彼らは公職権横領

の罪でもれなく刑務所に行く。また、新判事はベネズエ

ラ国内の財、貯金など資産を凍結する。これを止めるこ

とはできない。」 

と発言した。 

 

また、与野党の勢力を測りたいが、武器をもって測るの

ではなく、票をもって測ることを希望している。野党は

現在の方針を改めて、対話に戻らなければならない。と

要請した。 

 

「米国大使館 食料などの備蓄を呼びかけ」     

 

在ベネズエラ米国大使館はウェブサイトでベネズエラ

にいる米国民に対して、数日分の食料や飲料を備蓄する

よう呼びかけた。 

 

また、現地のニュースを可能な限り入手する努力をし、

衝突が起きている場所には近づかないよう呼びかけた。 

 

https://ve.usembassy.gov/u-s-embassy-caracas-venezuela-security-message-u-s-citizens-july-25-29/
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「サパテロ元西大統領 ベネズエラに到着」     

 

７月２３日 与野党の対話を仲介している南米諸国連

合（ウナスール）代表団のロドリゲス・サパテロ元スペ

イン大統領が到着した。 

 

現地紙エル・ナシオナルのミゲル・エンリケ・オテロ社

長がツイッターに投稿した。 

 

同氏はレオポルド・ロペス氏の自宅軟禁措置でも貢献し

た人物であり、制憲議会選挙を前に最後の仲介を試みる

ものと思われる。 

 

 

（写真）Wiki Commons ロドリゲス・サパテロ氏 

 

経 済                      

「政府 住宅供与数が１７０万戸に到達予定」    

 

外貨のない環境下でも政府は制憲議会選挙のための選

挙対策を行っている。 

 

マドゥロ大統領は自身のテレビ番組で、貧困層を対象と

した住宅供与プログラムが今週金曜日で１７０万戸に

達すると発表した。 

 

 

 

政府は２０１９年に３００万戸を供与することを目的

としており、プログラムを前進させるため６６億ボリバ

ルの追加予算を承認した。 

 

この住宅供与プログラムは２０１０年、２０１１年に洪

水により住宅を失った国民のためにチャベス大統領が

最初に始めた。 

当初は被災者のための住宅供与だったが、計画が拡張し

て、貧困層へ住宅を供与する政権の主要な社会開発事業

となった。 

 

「祖国の家庭カード １２０万枚目を配布」     

 

マドゥロ大統領はカラカスのボリバル広場で１２０万

枚目の「祖国の家庭カード」を渡した。 

 

このカードを使って、月額１０万ボリバルまで食料と医

薬品を購入することができる。カードを渡すための要件

は貧困層であること。 

政府はこのカードを渡すことで政権支持者を増やすこ

とが狙いだ。１２０万枚目のカードをもらったのは少年。

少年には父親がおらず母親が一人で育てている。 

 

（写真）ベネズエラ情報通信省 

１２０万枚目の祖国の家庭カードをもらった少年 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJucS0paHVAhXqiFQKHbEdCcsQjRwIBg&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zapatero_Congr%C3%A8s_2011.jpg&psig=AFQjCNE2z0OAvHJl6RFVYOENDKoLYXvUyQ&ust=1500964116260279

