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（写真）@Naky “グラディス・グティエレス氏 最高裁判長に就任” 

 

 

２０２２年４月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「最高裁判長 グラディス・グティエレス判事」 

「最高裁６法廷の代表、副代表が決定 

～モレノ前最高裁判長は一般の最高裁判事に～」 

「主要野党 最高裁判事の任命を拒絶」 

「マドゥロ政権 ソーシャルメディアを立ち上げ」 

「米州首脳会議 グアイド政権は招待待ち」 

経 済                     

「マドゥロ政権 セントビンセント諸島の債務免除 

～割引価格での燃料販売を提案～」 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率５％と予想」 

２０２２年４月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 国際労働機関代表と協議 

～５月１日の労働の日を意識か～」 

「元 MUD 幹事長 野党の方針転換望む」 

「検察庁 タチラ州庁の元公務員を汚職で訴え」 

経 済                    

「ボリバルと外貨建て取引割合が接近」 

「租税単位 BsD.０．０２→BsD.０．４に改定」 

社 会                    

「洪水の影響で４０００世帯が被災」 

「非営利団体 電力セクターの汚職を訴え」 
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２０２２年４月２７日（水曜）             

政 治                       

「最高裁判長 グラディス・グティエレス判事」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.746」で紹介した通り、

与党国会は２０名の最高裁判事を任命した。 

 

この時点では最高裁判長は決まっていなかったが、翌４

月２７日に最高裁判長の任命式が行われた。 

 

最高裁判長はグラディス・グティエレス判事。 

グティエレス新最高裁判長は、マドゥロ大統領が就任し

た初年の２０１３年～１７年まで最高裁判長を務めて

いたため、５年越しに再任したことになる。 

 

グティエレス判事は、マドゥロ大統領の妻シリア・フロ

ーレス夫人と親密な関係にあり、故チャベス政権下（２

００３年～０５年）で在スペイン・ベネズエラ代表大使

を務めたこともある人物。 

 

１９９８年～２０１０年まで与党「ベネズエラ社会主義

統一党（PSUV（および PSUV 前身の MVR））」に所属

していた。法と行政の独立が担保されていないのは確実。 

 

また、この任命について憲法２６４条の「最高裁判事は

１２年の任期で１回限り選出される」という内容に抵触

しているとして憲法違反を指摘されている。 

 

この条文について「最高裁判事の１２年後の連続再選を

禁止している」と理解した場合、グティエレス新最高裁

判長は２０１７年に裁判長を辞めているため、憲法違反

に当たらないが、普通に解釈すれば憲法違反という指摘

は妥当な気がする。 

 

とはいえ、憲法解釈を司る最高裁のトップが彼女なので

憲法違反という結論が出る可能性はない。 

なお、グティエレス最高裁判長が辞任した直後の１７年

３月に最高裁は当時野党多数派だった国会の権限を奪

った。 

 

そして、この対応を理由に当時検事総長を務めていたル

イサ・オルテガ氏がマドゥロ政権を離反。１７年に激し

い抗議行動が起きていた。 

 

グティエレス判事が２０１７年に最高裁判長を辞任し

た理由は定かではなく、憶測の域を出ないが野党国会の

権限はく奪の決定をすることを拒否したことが原因の

可能性もあるだろう。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“最高裁判長に就任したグラディス・グティエレス氏” 

 

「最高裁６法廷の代表、副代表が決定            

 ～モレノ前最高裁判長は一般の最高裁判事に～」         

 

最高裁判長以外の役職者も決まったので、以下の通り紹

介したい。 

 

第１副裁判長は、Edgar Gaviria 判事（社会上告法廷） 

第２副裁判長は、Henry Jose Timaure 判事（民事上告法

廷） 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ab2bbadfeecef83211487b32a82d747.pdf
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憲法法廷 

代表：Gladys María Gutiérrez 判事 

副代表：Lourdes Suárez 判事 

 

政治行政法廷 

代表：Malaquías Gil 判事 

副代表：Bárbara Cesar 判事 

 

選挙法廷 

代表：Caryslia Rodríguez 判事 

副代表：Fanny Márquez 判事 

 

刑事上告法廷 

代表：Elsa Janeth Gómez 判事 

副代表：Carmen Marisela Gómez Perez 判事 

 

社会上告法廷 

代表：Edgar Gavidia Rodríguez 判事 

副代表：Carlos Alexis Castillo Ascanio 判事 

 

民事上告法廷 

代表：Henry José Timaure Tapia 判事 

副代表：Jose Luis Gutierrez Parra 判事 

 

この任命で特筆するべき点は、２０１７年～２２年まで

最高裁判長を務めてきたマイケル・モレノ判事の名前が

ないことだ。 

 

モレノ前最高裁判長は、刑事上告法廷の最高裁判事とし

て名前を連ねているが、同法廷の代表・副代表にも就任

していない。 

 

「ウィークリーレポート No.246」でもモレノ前最高裁

の権限が減らされる可能性を指摘したが、その通りにな

ったようだ。 

 

 

 

「主要野党 最高裁判事の任命を拒絶」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.746」で紹介した通り、

任命された判事の中には野党系と理解できる判事も含

まれていた。 

 

マドゥロ政権は、最高裁判事のポストの一部を渡すこと

を主要野党に提案していたと報じられており、交渉の結

果４名の判事が任命されたという可能性もあったが、ど

うやら違うようだ。 

 

「大衆意思党（VP）」と「第一正義党（PJ）」は今回の最

高裁判事の任命に拒絶を表明している。 

 

筆者が確認した限り、主要野党の「行動民主党（AD）」

と「新時代党（UNT）」は、最高裁判事の任命について

特段コメントを発信していないが、主要野党内で声の大

きな VP と PJ がスタンスを表明していることから主要

野党全体としてこの任命に否定的な印象を受ける。 

 

「大衆意思党（VP）」は、ツイッターで 

「VP はベネズエラ国民および国際社会に対して、マド

ゥロ独裁政権と偽物の国会が決める最高裁判事の任命

について警鐘を鳴らす。 

 

虚偽の最高裁判事は PSUV の党員であり、現在のベネ

ズエラが民主主義を失った原因を作った協力者でもあ

る。同時に人権侵害を擁護した代表者でもある。」 

との声明を発表した。 

 

「第一正義党（PJ）」も今回の任命を拒絶。 

「PJ 執行部は、短気な国会による最高裁判事の任命を

認識せず、拒絶する。」 

とのスタンスを表明した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ab2bbadfeecef83211487b32a82d747.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年４月２７日～４月２８日報道            No.７４７   ２０２２年４月２９日（金曜） 

4 / 7 

 

この「短気な国会」というのは、最高裁判事のポストに

ついてマドゥロ政権と野党は交渉をしていたが、野党側

の結論が出ず、それを待つことが出来ず最高裁判事を任

命したと認識できるのかもしれない。 

 

筆者の理解では、この交渉自体は２カ月以上前から始ま

っており、与党国会は全ての選定プロセスを終えた後も、

１カ月近く決定を延期していた。結論が出せなかったと

すれば野党側にも問題があるだろう。 

 

「マドゥロ政権 ソーシャルメディアを立ち上げ」         

 

４月２７日 マドゥロ大統領は、独自のソーシャルメデ

ィア「VenApp」の立ち上げを発表した。 

 

同ソーシャルメディアはベネズエラ人の若者により開

発されたものだという。 

 

確認したところ、日本の I-phone でも同アプリはダウン

ロードできそうだ。ただ、使用状況などが運営者に提供

されるようで抵抗感がある。 

なお、同アプリの開発者は「Tech and People SRL」と

書かれている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ソーシャルメディア「VenApp」の立ち上げ発表” 

 

「米州首脳会議 グアイド政権は招待待ち」                  

 

６月に米国ロサンゼルスで米州首脳会議が開催される

予定。 

 

同会議への参加国について、米国務省の Brian Nichols

次官は「ベネズエラ・ニカラグア・キューバの政権から

参加することは考えにくい」とコメントしたという。 

 

一方で、米国政府が公式にベネズエラ政府と認識してい

るグアイド暫定政権への招待も現時点では行っていな

いようで、バイデン政権の対応にブレが生じている。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 セントビンセント諸島の債務免除   

       ～割引価格での燃料販売を提案～」           

 

４月２７日 セントビンセント・グレナディーン諸島の

Ralph Gonsalves 首相は、同国がベネズエラに対して負

っていた債務を１００％帳消しにすることでマドゥロ

政権と合意したと発表した。 

 

過去、ベネズエラは「ペトロ・カリベ」というカリブ海

諸国に対して有利な条件で原油・石油製品を輸出するス

キームを運営していた。 

 

同スキームは原油代金の低金利での長期融資スキーム

で、ベネズエラ側が合意すれば物資を送ることで返済す

ることも可能という仕組み。 

 

アルゼンチン系メディア「Infobae」によると、セントビ

ンセント・グレナディーン諸島は、このスキームを通じ

て、ベネズエラに約７０００万ドルの債務を追っていた

が、同債務を１００％免除されたという。 
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また、Mariano de Alba 記者によると、マドゥロ政権は

「ペトロ・カリベ」のスキームで債務を負っている他の

４カ国についても債務額を５０％に削減することを提

案しているという。 

 

恐らく債務削減の条件として、ベネズエラ政府をマドゥ

ロ政権と認識するよう求めるなど、いくつかの条件を提

示していると思われる。 

 

また、報道によるとマドゥロ政権はカリブ海諸国に対し

てペトロ・カリベの再開を提案しているようで、現在の

原油価格の３５％のディスカウントで燃料を販売する

ことを提案しているという。 

 

「３５％のディスカウント」は大きいように見えるが、

現在マドゥロ政権は米国の経済制裁を理由に輸出時に

相当のディスカウントを強いられており、３０～４０％

ほどのディスカウントがされていると言われている。 

 

その意味では３５％のディスカウントはペトロ・カリベ

加盟国への特別待遇というわけではないのかもしれな

い。 

 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率５％と予想」                  

 

国連「ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（Cepal）」は、

ラテンアメリカ地域全体の２０２２年の GDP 成長率を

更新した。 

 

CEPAL はこれまで同地域の GDP 成長率について、前

年比２．１％増と予想していたが、１．８％に下方修正

した。 

 

下方修正した理由について、ロシアのウクライナ侵攻に

よる原油価格の高騰、インフレ加速、世界の不安定化な

どを挙げた。 

 

主要な国では、ブラジルは０．４％増、メキシコは１．

７％増、アルゼンチンは３％増、コロンビアは４．８％

増、チリは１．５％増、ペルーは２．５％増など。 

 

ベネズエラは５％増で、前回の３％増から上方修正され

た。 

 

２０２２年４月２８日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 国際労働機関代表と協議      

      ～５月１日の労働の日を意識か～」        

 

４月２８日 「国際労働機関（OIT）」の代表団がベネズ

エラを訪問。マドゥロ大統領と面談した。 

 

協議には「ベネズエラ労働連盟（CTV）」「ベネズエラ独

立労働連盟（Codesa）」「全国労働連盟（CGT）」「独立労

働同盟（ASI）」「ベネズエラ全国労働連合（UNT）」など

ベネズエラ国内の労働団体の代表らも参加したという。 

 

マドゥロ大統領は同協議について「社会対話フォーラム

の枠組みで行った素晴らしい協議」とコメントしている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 
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なお、５月１日は「労働の日」で、労働の日の政策を意

識して、国内外の労働セクター代表らと協議をしたと思

われる。 

 

なお、例年であれば５日１日には最低賃金の改定が発表

されることが多い。 

 

しかし、マドゥロ政権は３月に最低賃金を大幅に改定し

たばかり。今までと比べれば、インフレもこの数カ月は

落ち着いており、最低賃金を変える可能性は高くなさそ

うだ。 

 

ただし、補助金や一時的な現金給付などはあるのかもし

れない。 

 

「元 MUD 幹事長 野党の方針転換望む」           

 

４月２８日 「野党連合（MUD）」の幹事長を務めたこ

とのあるヘスス・トーレアルバ氏は、インタビュー番組

「Circuito Exitos」に出演。野党に対して方針転換を求

めた。 

 

「２０２４年に行われる大統領選の野党候補は、現在野

党が掲げている方針と違う提案を出来る人物が必要だ。 

 

現在の野党の理論はチャビスタ（与党）の理論だ。この

理論は既に死んでおり、消さなければいけない。」 

と指摘した。 

 

また、「我々は２１年の市長選で１３０市の市長を獲得

した。また、バリナス州知事選でも勝利した。これらの

地域で勝利した理由を分析し、大統領選で再現する必要

がある」 

と訴えた。 

 

 

 

「検察庁 タチラ州庁の元公務員を汚職で訴え」         

 

４月２８日 フレディ・ベルナル・タチラ州知事は、検

察庁がタチラ州の元役人５名を汚職の罪で訴えたと発

表した。 

 

検察庁に訴えられたのは 

Yelisky García 氏、Adriana Zapata 氏、Jaiberth Zambrano

氏、Juan Carrizo 氏、Mitzi Delgado 氏。 

 

彼らはタチラ州「市民保護独立庁（Inaprocet）」内で行

われていた汚職に関与していたという。 

 

上記５名は全員、ライディ・ゴメス前知事（野党系の知

事）の時代の役人。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.746」でも触れたが、

マドゥロ政権は汚職撲滅を掲げており、公務員の汚職取

り締まりを強化しているようだが、その矛先の多くは野

党系公務員に向いている印象がある。 

 

経 済                       

「ボリバルとドル建て取引割合が接近」            

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベ

ロ氏は、直近の外貨とボリバル通貨の使用割合に関する

調査結果を公表した。 

 

オリベロ氏によると、調査対象はベネズエラの全国１０

の地域、４５４の店舗で２８，３９６回の決済を対象と

したという。 

 

調査の結果、ドル建て取引の割合は４４．７％、ボリバ

ル通貨建て取引の割合は４１．８％だったという。 

なお、ドル以外の外貨の決済割合は１３．５％だったと

いう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ab2bbadfeecef83211487b32a82d747.pdf
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前回「Ecoanalitica」が行った調査では、６８％が外貨建

ての決済だったので、ボリバル建ての決済が以前より増

えていることになる。 

 

３月末から「大規模金融取引税」が改定され、外貨建て

の取引に一律３％の税が課せられた。これにより４月の

調査は更にボリバルの使用が増えることが予想される。 

 

「租税単位 BsD.０．０２→BsD.０．４に改定」         

 

４月２８日 「租税単位（UT）」が BsD.０．０２から

BsD.０．４に改定された。 

 

UT とは、行政サービスの料金を計算する際の単位。所

得税を計算する際にも UT が使用される。 

 

ベネズエラでは通常２月に UT が更新されるが、前回も

２１年４月に改定されており、過去２年は連続して遅め

の UT 改定となっている。 

 

なお、改定率は１，９００％ということになるが、２０

２１年のインフレ率が公式発表で６８６．４％なので、

物価上昇よりも大きな改定になったと言えそうだ。 

 

社 会                       

「洪水の影響で４０００世帯が被災」            

 

カラカスで大雨が降っている。 

 

４月２５日から強烈な雨が降っており、１日の降水量だ

けで４月の一カ月分の平均降水量の３倍になったとい

う。 

 

大雨が降っているのはカラカスだけではなく、全国的に

深刻な影響が出ている。 

 

 

レミヒオ・セバジョス内務司法相の発表によると、全国

で４０００世帯が豪雨被害を受けており、特に被害が大

きい地域のスリア州、トゥルヒージョ州、メリダ州、タ

チラ州では３０００世帯が被災したという。 

 

セバジョス内務司法相は、被災対策として食料２．５万

トンを被災地域に送ると説明した。 

 

 

（写真）Todos Ahora “豪雨被害をうけた地域の状況” 

 

「非営利団体 電力セクターの汚職を訴え」         

 

汚職問題などを専門に扱う非営利団体「Transparencia 

Venezuela」は、過去のベネズエラの電力セクターに関

する公共入札の調査結果を公表した。 

 

同団体によると、２００７年にチャベス政権が電力分野

の完全国有化を宣言し、１０年に国有化プロセスが完了。 

 

その後、２０１４年までに電力関連で４０のプロジェク

トが行われたが、全て割高なものだったと指摘している。 

 

電力分野の公共入札では「Derwick」という会社（野党

政治家も絡んでいるとされる企業）が受注した入札につ

いて指摘。不必要な設備を購入し、最終的に設備は設置

されなかったと指摘した。 

以上 


