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（写真）TSJ “新たな最高裁判事についての現状整理” 

４ 

 

 

    最高裁判事の任命      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月２６日 与党国会は最高裁判事２０名を

任命した。５権の中でも極めて強い権限を有 

する「司法権」のトップの任命は、今後のベネズエラ

を左右する大きなイベントと言える。 

 

最高裁判事の任命については、既に「ベネズエラ・ト

ゥデイ」などで断片的に情報は紹介しているが、今回

は現状をまとめ、新たな情報なども補足したい。 

 

なお、最高裁の権限については「ウィークリーレポー

ト No.246」を参照されたい。 

 

 

最初に、今回の最高裁判事の交代について簡単におさ

らいしたい。 

 

２１年１２月 マイケル・モレノ最高裁判長は、最高

裁判事の人員を減らすことを与党国会に提案（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.695」）。 

 

２２年１月 与党国会は、モレノ最高裁判長の提案を

受け入れる形で改定案を承認（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.698」）。これにより現行３２名の最高裁判事は

２０名に減員することとなった。 

 

 

 

最高裁判事 減員の経緯を確認 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40e358fd580aed3a7d7a32a4db0eb6ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40e358fd580aed3a7d7a32a4db0eb6ef.pdf
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憲法上、国会は最高裁判事の任命権を有している。 

 

そのため１月以降、与党国会は「最高裁判事検討委員

会」を発足、新たな最高裁判事２０名を選定するプロ

セスを開始した。 

 

判事を減らす理由については、正確なところは不明だ

が、モレノ最高裁判長は自身から進んでこの提案をし

たのではなく、政治的に提案せざるを得ない状況に追

い込まれ、提案をしたものと思われる。 

 

モレノ最高裁判長は、２０１９年にマドゥロ政権を裏

切ったと考えられている。実際に米国のボルトン大統

領補佐官（当時）がそのように発言している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.286」）。 

 

なお、ボルトン大統領補佐官（当時）は、パドリーノ・

ロペス国防相も米国政府と政権交代に向けた協議を

していたと説明しているが、最終的にロペス国防相は、

モレノ最高裁の裏切りをマドゥロ大統領に知らせた

と噂されている。 

 

加えて、与党国会のペドロ・カレーニョ議員（カベジ

ョ PSUV 副党首派閥の重鎮）は、モレノ最高裁判長

の運営を非難しており、与党は最高裁の現状に対して

不満を感じていたことが想像される。 

 

これらの問題（マドゥロ政権からの不信感、カベジョ

PSUV 副党首派閥からの不評）を理由にモレノ氏は最

高裁判長の座を降りることを迫られ、今回の提案に至

った可能性は高そうだ。 

 

 

 

 

 

新たに任命された最高裁判事２０名は以下の通り。 

 

最高裁には６つの法廷があり、憲法法廷は５名、その

他５法廷（政治行政法廷・選挙法廷・刑事上告法廷・

社会上告法廷・民事上告法廷）は３名の判事で構成さ

れる。 

 

以下では、法定別に判事を紹介したい。 

なお、各法廷の代表者は下線・太字で示す。 

 

憲法法廷： Gladys Gutiérrez 判事（最高裁判長）、

Lourdes Suárez 判事、Luis Damiani Bustillos 判事、

Calixto Ortega 判事、Tania D’Amelio 判事 

 

政治行政法廷： Malaquías Gil 判事、Bárbara César

判事、Juan Carlos Hidalgo 判事 

 

選挙法廷： Carlisia Rodríguez 判事、Fanny Márquez

判事、Inocencio Figueroa 判事 

 

刑事上告法廷： Elisa Gómez 判事、Maikel Moreno

判事、Carmen Castro 判事 

 

社会上告法廷： Edgar Gaviria 判事、Carlos Castillo

判事、Elías Bittar 判事 

 

民事上告法廷： Henry Timaure Tapia 判事、Carmen 

Álvarez 判事、José Luis Gutiérrez 判事 

 

上記２０名のうち１１名は留任で、８名が新たに判事

に就任、１名が判事に復帰している。 

８名が新任、１名が復帰、１１名は留任 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5030ab1c98b419ecb112ed15d998296.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5030ab1c98b419ecb112ed15d998296.pdf
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新たに最高裁判事に就任した８名のうち、７名は写真の通り。 

もう一人、社会上告法廷の Carlos Alexis Castillo 判事がいるが、写真

が確認できなかった。 

 

写真を見ての通り、新たな判事には軍人が２名いる。 

政治行政法廷の Juan Carlos Hidalgo 判事は、パドリーノ・ロペス国防

相と同じ年に卒業した同期。軍部の検察組織のトップを務めていた。 

 

民事上告法廷の Henry Timaure Tapia 判事も軍人。１７年に軍部の裁

判所のトップを務めたことがあるが、同年１２月に解任されている（理

由は不明）。その後は陸軍部隊の大将として活動していた。 
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与党系の政治家として認識されているのは、Tania 

D’Amelio 判事、Carlisia Rodríguez 判事、Carmen 

Castro 判事。 

 

Tania D’Amelio 判事は、２００９年から現在まで「選

挙管理委員会（CNE）」役員を務めていた人物で名前

を知っている人も多いのではないだろうか。 

彼女は２０００年～２０１０年までは与党議員とし

て国会議員を務めており、明確に政治スタンスは与党

寄りである。 

 

Carlisia Rodríguez 判事も同様に与党系の政治家だ。 

２０２１年８月、当時リベルタドール市長を務めてい

たエリカ・ファリアス市長が辞任を表明した際、代理

として市長を務めていたのが彼女だ。 

また、２１年２月に PSUV の党員として、カラカス

市議会議員の代表を務めていた。 

 

Carmen Castro 判事は、２０１５年から護民官とし

て活動していた。ディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首と関係が近い人物とされている。 

 

逆に野党側に属しているとされるのが José Luis 

Gutiérrez 判事と Elías Bittar 判事。 

 

ただし、確認したところ José Luis Gutiérrez 判事は、

主要野党ではなく、穏健派野党に属する「行動民主党

（以下、穏健派 AD）」のベルナベ・グティエレス幹事

長の弟だという。つまり、野党判事といっても主要野

党側の判事ではないようだ。 

 

 

 

 

 

Elias Bittar 判事は完全に主要野党系の判事だろう。 

彼は２００２年に起きた故チャベス元大統領の失脚

を狙うクーデターに関与した人物として、検察庁に罰

則を受けている。 

 

また、故チャベス政権に批判的で放送権をはく奪され

た「RCTV」の法務アドバイザーを務めていた人物。 

彼は「第一正義党（PJ）」に近い人物のようだ。 

 

他、再任した判事の中に Inocencio Figueroa 判事が

いるが、彼も野党系の政党「キリスト教社会党

（Copei）」の関係者と考えられている。 

 

また、代理判事だが「新時代党」に所属していた Luis 

Emilio Rondon 判事も選ばれている。 

 

Rondon 判事は２０１４年～２０２０年６月まで「選

挙管理委員会（CNE）」の野党系役員を務めていた人

物。 

 

選挙に精通した Rondon 氏が司法権に送り込まれた

のは、２０２４年の大統領選に向けて野党が最高裁内

部で活動する余地を得たと考えることも出来る。 

 

主要野党は、表立っては今回の最高裁判事の任命を拒

絶しているが、多少ではあるが、野党側の意向が任命

に反映されているところを踏まえると、マドゥロ政権

と野党との間に何等かの合意があったと考えること

ができそうだ。 
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留任した１１名の多くは２０１４年～１５年にかけ

て判事に就任した人が多い。 

 

つまり、既に７～８年ほど任期が経過した上での今回

の判事再任となる。 

 

最高裁判事の任期は１２年だ。 

 

ベネズエラの憲法（２６４条）には「最高裁判事は 

１２年の任期で１回限り選出される」という文言があ

り、憲法違反を指摘されている。 

彼らが途中で交代するのか、それとも１２年以上判事

を継続するのかは定かではない。 

 

また、復帰した１名は今回、最高裁判長に就任したグ

ラディス・グティエレス判事（下写真の女性）。 

 

グティエレス新最高裁判長については、既に「ウィー

クリーレポート No.246」で紹介しているため、詳し

いことは書かないが、与党系の人物であることは間違

いない。 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

彼女も２０１０年～１７年まで８年間、最高裁判事を

務めており、うち１３年～１７年は最高裁判長だった。 

 

つまり、このままだとトータルの任期は１２年を超え

ることになり、彼女の任命にも憲法違反の指摘が存在

する。 

 

 

今回の最高裁判事の任命をもって残り１２年間、今の

判事が続くとは到底思えない。 

 

近いうちに与野党協議が再開すると考えられている。 

 

野党は「自由で公平な選挙の実現」を掲げており、こ

の目標を実現するためには、法律を司る「最高裁判所」

の判事任命で野党が一定の納得をする必要があるだ

ろう。 

 

仮に与野党合意が成立した場合、野党側の意向をより

強く反映させるため、今回任命された２０名のうち数

人は交代することになると想像している。 

 

ロドリゲス国会議長は、与党国会の「最高裁判事選定

委員会を２０２４年まで継続する」と発言している。 

 

そのことからも与党側も一時的な判事の任命と理解

していることだろう。 

 

以上 

判事の任期について憲法違反の指摘 

今回の任命は与野党協議前の暫定メンバー 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf

