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（出所）大統領府公式ツイッター“５月２４日 制憲議会による大統領当選式に参加するマドゥーロ大統領” 

２ 

 

 

 大統領選の結果と今後の展開      

 

元在ベネズエラ日本国大使館 専門調査員 

江指 美穂 

                          

０１８年５月２０日（日）実施のベネズエラ

大統領選挙。 

崩壊寸前の経済、治安悪化、食料品、医薬品不足等の

状況を鑑みれば他国であれば現大統領が再選を果た

すとは考えにくいが、主要野党候補の選挙参加を不

可能にし、祖国カードを通じて国民へ圧力をかける

等勝利を確実にするための様々な策が巡らされた結

果，予想通り、同日マドゥーロ大統領の再選が発表さ

れた。 

今回の選挙結果、有権者の行動、与野党および国際社

会の今後の動きについて分析する。 

 

 

 

全国選挙評議会（CNE）の発表によれば投票率は 46％

（約 930 万票）。マドゥーロ大統領は得票率 67.84%（約

624 万票）で勝利し，ファルコン候補は 20.93％（約 192

万票）であった。 

 

過去の選挙結果と比較すると，マドゥーロ大統領の 624

万票はチャベス大統領が過去の大統領選挙で得票した

票に見劣りしない。 

 

また昨年の制憲議会議員選挙での約 800 万票は下回る

ものの 2015年野党が大勝した国会議員選挙で与党が獲

得した 560 万票を上回った。 

 

過去の選挙結果との比較 
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 与党得票数 棄権率 

2006 年大統領

選挙 

チャベス大統領

約 730 万票 

25.3% 

2012 年大統領

選挙 

チャベス大統領

約 819 万票 

19.51％ 

2013 年大統領

選挙 

マドゥーロ大統

領約 758 万票 

20.32％ 

2015 年国会議

員選挙 

与党 PSUV 約

560 万票 

25.75％ 

2017 年制憲議

会議員選挙 

約 800 万票  

（出所）CNE、各種報道 

 

マドゥーロ大統領の勝利は予想通りであったが，多くの

棄権が見込まれていた中で予想以上にマドゥーロ大統

領の得票が多い印象だ。 

20~30％とされる現政権支持者が全員投票したとして

600 万人～900 万人。選挙前，祖国カードを通じてボー

ナスを支給する等のバラマキ政策が執られていたが，カ

ラカスにおいては選挙キャンペーンは盛り上がりに欠

け，選挙当日も投票へ向かう国民の熱気を感じることも

なかった。 

 

投票会場の閑散とした様子も報道され，選挙後「あんな

に投票されたはずがない。」との意見を複数耳にした。

体感と違う結果の発表にCNEによる投票結果の水増し

はあっただろうとの見方は強まり，CNE に対する不信

感はさらに確実なものとなった。 

 

 

今回の選挙の焦点は棄権。棄権率をどれだけ下げられる

かでファルコン候補の勝利に大きく影響すると言われ

ていたが，棄権率は 54%となりこれは過去 3 回の大統

領選挙の中でも最低の投票率となった。 

ファルコン候補が棄権率を下げることができず敗北し

た原因には大きく３つの点が考えられる。 

 

1 つ目は、多くの野党の支持を最後まで得られなかった

こと。Frente Amplio をはじめとした野党は公正な選挙

条件にないとして国民に棄権を呼びかけ，「ファルコン

候補は野党候補ではない，立候補の取り下げを要求する」

と表明し続けた。 

 

選挙直前にはカプリレス前ミランダ州知事がファルコ

ン候補への支持を表明するのではないかとの報道があ

ったが，結局同前州知事との話し合いはまとまらなかっ

たようだ。 

 

２つ目は，2010 年まで PSUV に属したことによる根強

い不信感。現政権に反対する有権者と話をしていても，

「ファルコン候補も結局はチャビスタだから（投票して

も意味がない）。」と不信感を露わにしていた。 

 

2013 年の大統領選挙においてはカプリレス大統領候補

（前ミランダ州知事）の選対長も務め，野党として活動

してきたにもかかわらず，政府と通じており，今回の選

挙もマドゥーロ政権と取引がなされた上での立候補で

あったと信じる人も多く見受けられた。 

 

３つ目は，選挙公約のアピール力のなさ。ドル化政策を

中心としたものであり反政府の中流階級以上を狙った

ものだったのかもしれないが，政府支持層でも棄権が多

かったと考えられる中，特に貧困層にはファルコン候補

が大統領になれば生活が改善すると実感できる公約内

容もアピールすべきだったのではないか。 

 

ドルへのアクセスがない貧困層にとってドル化による

恩恵はうまく想像することができない。そうした意味で

は，ベルトゥチ候補はキャンペーンでスープを配り，貧

困層に訴えることができていたといえ，同候補は政府か

らの指示で資金を得て立候補したとされ資金力があっ

たこともあるが，政府に反対する票を獲得するには直接

的でわかりやすいアピールであり，ファルコン候補に投

票されるべき票がベルトゥチ候補に流れてしまった。 

 

 

ファルコン候補の敗因 
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複数の事前世論調査において，マドゥーロ大統領よりも

支持率が高かったファルコン候補は，現状に不満を抱い

ているが誰に投票すればいいのかわからない国民の受

け皿となりえなかったうえに，自分が投票しても何も変

わらないとの国民の意識を変えることもできず，有権者

の信頼を得ることができなかったことが大きな敗因と

なった。 

 

 

選挙前，筆者のまわりのベネズエラ人 15 人に投票に行

くかと聞いたところ，確実に行くと言った人は皆無で，

行かない，もしくはどうしようか悩んでいると言った人

がほとんどだった。 

 

では，この限られた人数ではあるが誰が投票したのか。

投票したと確認できたのは 2 人。1 人は公務員として国

軍関係の職務に就いており，投票しないわけにはいかな

かったと話し，もう１人は投票しなければマドゥーロ大

統領に投票しているも同然であるため（別の誰かに）投

票したとのことであった。 

 

2 人ともいわゆる低所得者であるといえる。予想通り，

ドルへのアクセスがあり比較的余裕のある中所得者以

上の国民の方が投票しなかった。 

 

彼らは一様に「選挙プロセスがすでに不正であるから投

票しても意味がない，ファルコン候補は結局はPSUVの

一員であり，投票したい候補者がいない」と述べ，野党

のボイコットの姿勢そのものだった。 

 

他方，こうした中所得者以上の層の中には現状維持を望

んでいる者もいるとの見方もある。 

ドルへのアクセスがある者にとってベネズエラは世界

一安価な国であると言われている。この歪んだ経済の下

で恩恵を受けている者も多く，実際に劇的な政権交代を

望む者は想定されるよりも少ないとの意見も少なくな

い。 

 

また同じミランダ州でも地方を訪れた際には，住宅ミッ

ションで支給された住宅に住み，CLAP は生活に欠かせ

ないと話す住人から，社会ミッションはありがたく，祖

国カードはもちろん持っているし，マドゥーロ大統領に

投票することに何の疑問も持たないと聞いた。彼が住む

地域ではゴミをあさって食べ物を探すような人はおら

ず，決して貧しくはないと話していた。 

 

その地域では投票会場が近隣にないいくつかの地区の

住民が集合し乗り合いバスで投票会場まで行く。そこで

は投票会場の目と鼻の先に Punto Rojo（祖国カードを

確認するための会場）があり，そうした環境で違う意見

を持つという考えさえ，差しはさむ余地がないように見

受けられた。 

 

こうした仕組みを作り上げてきた現政権の長期的な策

が功を奏しているが，悪化し続ける現状から，国民の意

識も変わりつつある。 

 

昨年 10 月の州知事選挙（予想より多くの与党州知事が

野党州知事に勝利）翌日に話した時には「私たち（チャ

ベス派）が勝ったわね。」と話していた知人は，今回大

統領選挙には投票しなかったという。 

 

モノの価格は上昇し続けて買えない，こんな状況が続い

てはやっていけるわけがない，マドゥーロ大統領を支持

できないと話す。 

異常な現状の収束を国民誰もが望み，マドゥーロ大統領

への支持率が維持できるとは思えない。 

今は政府によるこうしたシステムがまだ働き，国民の投

票行動をコントロールしているが，そうした圧力もいつ

までも有効ではないことを示唆している。 

 

 

 

 

 

投票行動の分析 
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今後の政府の動きとして，制憲議会による新憲法制定，

国会議員選挙の前倒しが考えられる。 

 

既に今回の選挙において，国会議員選挙も同時に前倒し

しようとの動きもあったが，大統領選挙が終わったいま，

政府は（形式的にではあるが）野党が多数を占める国会

を解体し五権すべてを掌握しようとの動きに出るだろ

う。 

 

憲法をも超越する制憲議会を最大限利用し，新たな憲法

の下で国会議員選挙を実施し，政府に都合のいい法を制

定していく中で，マドゥーロ大統領を大統領の座から外

し政権内で別の人物が大統領となる可能性は大きい。 

 

一旦あと 6 年間の政権維持が確保できた今，マドゥーロ

大統領の存在意義は薄い。与党内の派閥争いが激化し，

いまは国を追われているラミレス前国連代表部大使等

も含め再構成がなされるのではないか。 

 

また，大統領選挙直前の５月１６日の野党の呼びかけに

よる抗議デモに昨年のように参加する国民はほとんど

見られず大きな動員はなないが，食料・医薬品不足に加

え，水・電気の供給が滞る事態への自発的な抗議活動は

小規模ではあるが各地で後を絶たない。 

 

こうした動きにこれまで政府に従順であった国軍等が

いつ呼応してもおかしくはない。 

国軍の下層階級の軍人の生活は国民同様苦しいもので

あると言われる中，選挙前後には中佐等の士官クラスの

軍人逮捕が相次ぎ，軍内部の動きを政府が相当警戒して

いることから何らかの動きが実際にあることが伺える。

さらなる権力集中を進める政府に対する反発がどのよ

うな形でいつ出てもおかしくない状態が今後さらに強

まることになるだろう。 

 

 

今回の選挙全体を通じて，野党は存在しなかった。 

 

野党連合 MUD は分裂し，さらに国会内でも MUD 以外

の派閥が生まれ，団結すべき時期に組織として成り立た

なくなった。 

 

選挙ボイコットを通じての方針を明示することはなく，

今後も引き続き国際社会に対し政府への圧力を強める

よう訴え続ける方針は変わらないだろう。 

 

 

野党政治家には経済的に余裕のある者が多く，苦しむ国

民の身になって考えられる人物が少ない。 

 

政府に迫害され国外に避難している有力な野党の人物

も多く身動きが取りにくいのも事実であるが，あまりに

団結力，計画性に欠け，危機的な現状の認識が極めて希

薄であり，楽観的な傾向がある。 

 

野党でも穏健で対話に応じる派閥が政府との交渉に応

じ，比較的過激な野党政治家の国外避難が続くであろう

ことから，さらに野党の弱体化が続くのではないか。 

 

 

米国をはじめ，EU，リマグループ，G７，ラ米各国は，

大統領選挙を認めない等の表明をしているが，実質的な

影響はほぼない。 

 

米国は選挙直前，これまで制裁に加えられていなかった

カベージョ PSUV 第一副党首等に対する制裁措置を課

しているが，国民への直接的な影響を考慮した個人制裁

には限度がある。 

 

 

選挙後の見通し ～政府の動き～ 選挙後の見通し ～野党の動き～ 

選挙後の見通し ～国際社会の動き～ 
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選挙翌日には，資金調達手段を封鎖する金融制裁措置を

執っており，徐々に締め付けを強化しているが，その影

響が米国に及ぶほどまでの徹底的な経済破綻に追いや

ることは考えにくい。 

 

直後に政府は約２年拘束していた米国人モルモン教牧

師ジョシュア・ホルトを釈放しており，米国はこれに対

し，釈放によって対ベネズエラの姿勢が変更されるわけ

ではないとしているが，こうした取引に使うための不当

な逮捕等を政府は今後も続けていくだろう。 

 

このように各国及び OAS 等の地域機関による対応には

限界がある中，国際刑事裁判所（ICC）において抗議デ

モに対する治安当局の過剰な抑圧に対する予備調査が

開始されたが，国際法上刑事責任を追及する手続きが進

むことは望ましい。ただしプロセスに時間を要するため

現状への対策としては限定的だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の選挙は，１９９８年チャベス政権が発足して以降，

現政権に反対する国民は著しく増加していたにもかか

わらず，マドゥーロ大統領の再選との結果となった。 

 

さらに多くの移民が生まれ，政府にとっては支配しやす

い環境が形成されるだろう。 

 

２０１９年～２０２５年さらに独裁化が進むことを意

味し，政権交代へのソフトランディングするための機会

を逸した。 

 

野党は弱体化し国際社会による措置も限定的である。 

ただし、これまでチャベス派であるとされていた低所得

者層の国民も現状の困難な生活に限界を感じ，政権交代

を望む者が増加していることも確認できることから，今

後はこうした層と野党，もしかしたら国軍が結び付き国

際社会とともにまさに全体体制としての動き，現体制を

揺さぶる可能性もまだある。 

 

10 年単位で時間を要するだろうがこの美しい国が持つ

資源を発揮できる国となることを願っている。 

 

以上 

 


