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（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相ツイッター “１８年２月の与野党対話の様子” 
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  大統領再任後のシナリオ②       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

０１９年１月１０日はマドゥロ大統領が２

回目の任期を始める日になる。 

 

１９年１月１０日以降 ベネズエラはどのような状

況になるのだろうか。前号では「与野党対話が実現し

ないまま、１月１０日を迎えると、どのようなことが

起こり得るのか」について紹介した。 

 

本稿では、「与野党対話が始まった場合の２０１９年

のシナリオ」について紹介したい。 

 

 

 

前号「ウィークリーレポート No.75」では、仮に１

９年１月１０日（マドゥロ大統領が２期目に突入す

る日）までに与野党対話が実現しなかった場合、ど

のようになると考えられるかについて紹介した。 

 

本稿では、１月１０日までに与野党対話が実現した

場合、どのような内容が議論の焦点になり得るのか

について筆者の見解を紹介したい。 

 

現在のところ与野党対話が始まる可能性を見いだせ

ない人は多いだろう。しかし、水面下で与野党は間

接的に対話を継続しており、今は表に出てこようと

する段階まで来ていると認識している。 

 

主要な政治関係者は対話を支持 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8c5b689583539d503f9dd1b874de5e9.pdf
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野党の中で対話を支持するのは、主要野党（行動民

主党（AD）、新時代党（UNT）、第一正義党（PJ）、

大衆意志党（VP））の４党。 

 

１１月１３日 国会で「大統領選を含めた一斉選挙

での解決を支持する」決議が採択された（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.215」１１月１３日付の記事参

照）。同決議に AD、UNT、PJ、VP の４党はそろっ

て賛成票を投じた。 

 

選挙を行うためには政府との対話は不可欠だ。選挙

での解決を模索するということは、政府と対話を持

つことを意味している。 

 

その後、１１月２６日に野党系の市民団体「Frente 

Amplio」が大規模なイベントを実施した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.221」１１月２７日付の記事参

照）。 

 

同イベントには AD、UNT、PJ、VP の主要な政治

家が参加した。演説では「民主的で憲法に準じた平

和的な政権交代を模索する」との趣旨が示された。 

憲法に準じた政権交代とは、選挙を意味しており、

主要野党のスタンスと合致している。 

 

１８年２月の与野党対話破談以降、野党は政府との

対話を強く拒否する風潮を作り上げてしまったが、

今は逆にその民意を変えようと躍起になっている。 

 

なお、「与野党対話はマドゥロ大統領を存続させる

だけ」として、対話再開を強く否定する急進野党

（ベネズエラ主導党（VV）、国民勇猛同盟（ABP）、

自由行動党（ML）、緊急人民党（GE）で構成され

るグループ）を支持する国民も存在する。 

 

ただ、主要野党と急進野党には決定的な違いがあ

る。 

 

国会の議員数だ。 

現在のベネズエラ国会の野党議員は AD、UNT、

PJ、VP の 4 党が圧倒的多数を占める。他方、急進

野党に属する議員は国会には５名しかいない。 

 

急進野党を支持する国民が多いように見える（実際

に多いのだろう）が、彼らがどの程度、国民の支持

を集めているのかが分かる客観的な実績が存在しな

い。 

 

他方、主要野党４党は民意により国会議員に選ばれ

たという客観的な実績がある。外国政府は急進野党

のスタンスを支持するよりも、主要野党のスタンス

を支持しやすいと言える。 

 

１２月１０日 欧州連合のフェデリカ・モゲリーニ

外交委員長は、「与野党対話の可能性を模索するた

めのグループを結成する」と発表した。 

 

これらの点を踏まえると、与野党対話が再開する可

能性は十分にあると考えている。 

 

ただし、対話が再開したとしても対話を通じて解決

しなければいけないテーマがたくさんある。 

 

次ページのシナリオ表では、仮に対話が実現した場

合、どのようなテーマが議論されるか。また、各テ

ーマについて、どのような落としどころが考えられ

るかを記載している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/397189f903857131d868d46e56bd6c0f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/397189f903857131d868d46e56bd6c0f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b5534dda578d0bebdd6858f4fdddce2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b5534dda578d0bebdd6858f4fdddce2.pdf
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経済混乱の責任が野

党にもあることを認

め、国民に協調促す。

制憲議会に奪われている

国会の権限復帰。

与党に一部役職譲る。

国連の人道支援受け

入れ。米国や米州機

構の支援は拒否。

選挙はすぐには行わ

れないと想像。

１９年１２月頃？

野党、経済制裁が国内に

悪影響を与えたことを認

め、米国に制裁解除要請。

制憲議会の解体。

あるいは国会との共存。

国連など中立組織に

よる選挙監視団

の受け入れ。

選挙管理委員会

（CNE）役員の交代。

野党役員増やす。

政治犯の解放。カプ

リレス元ミランダ州

知事の出馬権回復。
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筆者は与野党対話が実現した場合に、話し合わなけ

ればいけないテーマは大きく分けて９つあると考え

ている。 

 

1 つ目は「現状認識」 

 

「どうして現在のベネズエラはこのような悲惨な状

況になったのか」という重大な問いに対する答えで

ある。筆者は同テーマが最も重要だと考えている。 

 

野党は現在の経済混乱の全責任は与党にあるとして

いる。他方、政府は自身の政策ミスをある程度、認

識している一方で、失敗の根本的な原因は野党の過

度なネガティブキャンペーン、米国などの制裁にあ

ると訴えている。 

 

筆者はどちらの主張も正しいと感じている。 

その意味でお互いが自身の非を認めることから対話

を始めなければいけない。そうでなければ議論の土

台ができない。 

 

土台が出来ない状態で議論すると、 

野党側は「与党が全て悪いのだから、与党は全面的

に譲歩しろ」と主張することになる。 

 

他方、 

与党側は「今の経済混乱の原因は野党による妨害行

為にある。野党に根本的な責任があるから譲歩する

気はない」と相手の訴えを退けることになる。 

 

これが、今まで何度も繰り返されてきた与野党対話

の実態だ。 

 

対話破談の責任は与党にあるという主張が一般的だ

が、筆者は対話が破断している原因として、自身の

責任を少しも認めることができない「野党の頑固

さ」にもあると考えている。 

 

望ましいのは、前ページの通り 

「現在のような混乱を導いた理由が政府にあるのは

もちろんだが、野党にも責任の一端はあると認め、

また、政府も野党に対して過度な圧力を科していた

事実を認め、国民に友和と協調を促す。」 

ということ。 

 

しかし、この主張はこれまでの野党の主張を真っ向

から否定するものであり、この方針転換が容易では

ないことも薄々感じている。しかし、このテーマで

譲歩できないのであれば、交渉は暗礁に乗り上げる

可能性が高いと考えている。 

 

２つ目は「制裁解除要請」 

 

1 つ目のテーマの続きになるが、野党が諸外国に求

めた制裁（特に米国の経済制裁）がベネズエラ経済

に悪影響を与えたことは事実だろう（「ウィークリ

ーレポート No.68」）。 

 

この点について野党側が自身の非を認め、政府と共

同で米国に対して経済制裁の解除を要請することも

必要になると考えている。 

 

しかし、この決断も容易ではない。少なくとも圧力

でマドゥロ政権を倒壊させたいと考える急進野党グ

ループの強い批判を受けることは必至だ。 

伝統野党の不支持を表明する意見が増えるだろうと

想像している。 

交渉テーマになる９つのポイント 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e555d8f3aef8b068dce9ed6c0468fed2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e555d8f3aef8b068dce9ed6c0468fed2.pdf
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３つ目のテーマは「国会の権限復帰」 

 

これは政府側が譲歩する内容になるが、野党が前述

の「現状認識」「制裁解除要請」で政府への懐柔姿

勢を示せば、そこまで難しいことではないと想像し

ている。ただし、国会の権限復帰は制憲議会とセッ

トで考えなければいけない。 

 

４つ目のテーマは「制憲議会の扱い」 

 

普通に考えれば制憲議会を解体するべきだろう。 

しかし、制憲議会の解体はディオスダード・カベジ

ョ制憲議長への挑戦を意味する。軍部出身で与党内

の政治力は引き続き強い。 

 

しかも、制憲議会は憲法上、マドゥロ大統領の上に

位置する存在だ。制憲議会を解体しようとするとマ

ドゥロ大統領が返り討ちにあう可能性も否定できな

い。 

 

マドゥロ大統領が制憲議会に大ナタを振るうことが

できるかどうかは未知数だ。 

 

５つ目のテーマは「政治犯の解放」 

 

政治犯はこれまで何十人も解放されてきた。比較的

合意に至りやすいテーマだと想像している。 

 

ただし、政治犯のテーマについて与野党で根本的な

認識の相違がある。 

野党は「政治犯」と主張しているが、政府は「犯罪

を犯した政治家」と位置付けている点だ。 

 

 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長など強硬派の与

党政治家は「犯罪者を野放しにしていいわけは無

い」と野党政治家の解放に異を唱える可能性もあり

そうだ。 

 

６つ目のテーマは「人道支援受け入れ」 

 

既にマドゥロ大統領は国連から人道支援を受け入れ

始めている。対話の成果として国連から追加の人道

支援を受け入れることはそこまで難しくないと思わ

れる。 

 

ただし、米州機構（OAS）、米国からの人道支援を

与党が受け入れる可能性は限りなく低い。 

与党にとって、米国・OAS は悪意ある組織にしか見

えておらず、彼らから支援を受けることは考えられ

ないだろう。 

 

７つ目のテーマは「国際選挙監視団の受け入れ」 

 

選挙での政権交代を目指すにあたり、国際選挙監視

団の受け入れは極めて重要なテーマになる。人道支

援と同じく、OAS や米国が監視団になることはな

く、最もあり得そうなのは国連による選挙監視団の

派遣だと想像している。 

 

８つ目のテーマは「選管（CNE）の役員交代」 

 

CNE 役員の交代については１８年２月に破談になっ

た草案に明記されていた。政府側としては CNE 役

員を交代させる意思はあるように思える。 

 

ただし、野党側が意固地になれば、政府が CNE 役

員交代を受け入れることはないだろう。 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０７６   ２０１８年１２月１２日（水曜） 

6 

 

９つ目のテーマは「選挙のスケジュール等の条件」 

 

筆者は仮に一斉選挙を行うことになったとしても実

施日は１９年１２月などかなり先になると想像して

いる。 

 

理由１は、マリア・コリナ・マチャド党首が「一部

の野党政治家が一年かけて選挙条件を詰めると言っ

ていた」と証言していること（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.223」１１月３０日付の記事参照）。 

 

理由２は、「野党が誘導した経済制裁でベネズエラ

の情勢が悪化した」となると、制裁解除後、経済立

て直しまで一定の期間を経てから選挙をするのがフ

ェアという主張を与党がするだろう。 

逆に米国が経済制裁を科した状態で一斉選挙が行わ

れることは考えにくい。 

 

理由３は、前述９つのテーマを決断することは容易

ではないため、交渉に時間がかかるということだ。 

 

 

前述の通り与野党交渉は非常に厳しいハードルがた

くさんあるが、この交渉は与野党双方の努力だけで

は成功しない。 

 

与野党交渉を取り巻く環境にもかかっている。 

 

交渉の過程で野党が弱腰な態度を見せれば、急進野

党が牙をむき、交渉している野党グループは支持を

失うことになりかねない。 

 

 

 

急進野党が与野党交渉に多少の理解を示してくれれ

ば、野党は思い切った決断が出来るかもしれない

が、後ろで足を引っ張る準備をされている状態では

思い切った行動に出ることはできないだろう。 

 

かと言って、思い切った決断が出来ず意固地になれ

ば、与野党交渉はこれまでと同じ結論に至る。 

 

これは与党も同様で、あまり野党に対して友好的な

態度で臨むと与党内部から非難を受ける可能性はあ

る。ただし、対話を通じて政府が負うリスクは野党

よりも低いと想像している。 

 

他にもベネズエラを取り巻く国際情勢、債権者の行

動によってベネズエラ経済がどのような状況になる

のかなど多くの外因的な要素が交渉に影響を与える

はずだ。 

 

与野党交渉が実現しなければ「ウィークリーレポー

ト No.75」のように混乱に陥り、交渉を再開したと

しても合意に至るまでのハードルは非常に高いと想

像している。 

 

以上 

外的要因も交渉に影響 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/302901d59a5364d8f4c4534821e47cdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/302901d59a5364d8f4c4534821e47cdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8c5b689583539d503f9dd1b874de5e9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8c5b689583539d503f9dd1b874de5e9.pdf

