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（写真）グアイド議長ツイッター ”４月３０日 軍部に対しマドゥロ政権に反旗を翻すよう呼びかけるグアイド議長” 

２ 

 

 

 今年の５大ニュース(政治編)      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

０１９年も残すところ、あと２週間を切った。 

 

ここで一年のおさらいとして１９年にベネズエラで

起きた５大重要政治イベントについて振り返ってみ

たい。 

 

２０１９年はマドゥロ政権が２期目に突入した年。

この重要な年にベネズエラに登場した新星グアイド

議長とマドゥロ政権との闘争が今年のベネズエラ政

治の全てだったと言える。 

 

 

 

一年前、２０１８年の５大ニュースと題したレポー

トを作成した（「ウィークリーレポートNo.78」）。 

 

今回は政治編、経済編と分けて２０１９年を振り返

ってみたい。 

 

なお、昨年のレポートでは２０１８年のベネズエラ

を漢字一文字で「累」と表現した。 

 

去年に倣い、２０１９年のベネズエラを漢字一文字

で例えるなら「回」ではないか。 

 

 

２０１９年を振り返って 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4688b986f7f4ec39a2af3d4944a144b8.pdf
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米国政府は、マドゥロ政権を崩壊させるため制裁を

強化しマドゥロ政権を追い詰めたが、ロシア、キュ

ーバなどの支援国のサポートもあり制裁を回避しつ

つある。 

 

２０１９年 ベネズエラはマドゥロ政権脱却に向け

て大きく動き出したかに見えたが、最終的に膠着状

態に戻った印象。 

 

堂々巡りの状況が「回」という文字を連想させる。 

 

そんな２０１９年の政治分野の５大ニュースを紹介

したい。 

 

 

２０１９年はこのイベントから始まったと言っても

過言ではないだろう。 

 

１月５日 大衆意志党のグアイド議員が議長に就任

した時、多くの国民は彼のことを認識していなかっ

た。 

 

２０１９年の国会議長は大衆意志党（VP）から選出

されることは以前から決まっていたが、VPに所属す

る主要な政治家は投獄されるか、国外に脱出するな

どして候補者がいなかった。率直に言って、グアイ

ド議員は消去法で選ばれた議長だった。 

 

しかし、彼はほぼ無名だったからこそ、批判にさら

されておらず変なイメージがついていなかった。 

また、彼のフレッシュさは閉塞感が漂っていた野党

の悪いイメージを払しょく。グアイド議長の人気は

瞬く間に拡大した。 

 

１月５日にグアイド議員が国会議長に就任し、その

５日後の１月１０日にマドゥロ大統領は大統領任期

２期目に突入した。 

 

現在の野党にとって「マドゥロ大統領は大統領では

ない」というのが基本方針ではあるが、当時の野党

は「マドゥロ大統領は大統領ではない」という方針

で行くべきか判断が出来ずにいた。 

 

なぜなら「マドゥロ大統領はベネズエラの大統領で

はない」と宣言することは、大統領の不在を理由に

次の選挙が行われるまで国会議長が暫定大統領に就

任することを意味する。 

そのことにより、与野党の対立はピークに達し、ベ

ネズエラ社会に大きな混乱が起きることが予見でき

ていたからだ。 

 

しかし、１月２３日 最終的にグアイド議長は暫定

大統領就任を宣言した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.244」参照）。グアイド議長が暫定大統領就任を宣

言すると知っていた議員はほとんどおらず、多くの

野党議員にとってサプライズだったという。 

 

この日の宣言がベネズエラを大きく変えたと言って

も過言ではないだろう。 

（写真）ABC 

“暫定大統領就任を宣言するグアイド議長” 

グアイド議長、暫定大統領就任 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fbb1ba39a071116cdb63d81ef5d2455.pdf
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グアイド議長が暫定大統領就任を宣言した翌日、グ

アイド議長は米国政府に人道支援物資を求めた。 

 

グアイド議長が暫定大統領就任を宣言したと同時に

米国政府はベネズエラの暫定大統領がグアイド議長

であると支持を表明。 

グアイド政権の要請に応じ、すぐに人道支援物資を

ベネズエラに搬入させるよう動き出した。 

 

国内世論、国際世論の後押しを受けて政権交代の波

が一気に高まったのが１９年２月２３日の人道支援

物資の受け入れイベントだっただろう。 

 

米国政府は、コロンビア・ブラジルなどベネズエラ

と国境を接する国に支援物資を搬入。２月２３日に

国境を通じて人道支援物資の搬入を試みた。 

 

物資搬入の前日には極秘裏にグアイド議長もベネズ

エラを越境し、コロンビア側に到着。 

グアイド議長の越境は、国境にグアイド議長を支援

する軍部がおり国をまたいで物資を搬入することは

可能だとの期待感を高めた。 

 

２月２３日 人道支援物資搬入を実行（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.257」参照）。 

 

対する、マドゥロ政権側は「米国が介入し、経済制裁

をしていなければ国内問題は無かった」と主張。 

経済制裁を科し、ベネズエラの経済機能を麻痺させ

たうえで人道を訴える米国に大義は存在せず、人道

物資の搬入は侵略のカモフラージュだと受け入れを

拒否。 

 

人道支援物資をベネズエラに運ぼうとする市民らと

対峙した。 

 

マドゥロ政権側の軍部は、コロンビアとの国境の橋

まで来た支援物資を燃やす（マドゥロ政権側はグア

イド派がマドゥロ政権のイメージを悪化させるため

に自ら燃やしたと主張）など混乱を極めた。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は、同日の衝

突で１４名の死者がでたと説明したが、死者数は４

名～２３名とメディアによって大きくブレており、

１０カ月が経過した今でも正確な情報は公開されて

いない。 

 

ブラジル側の国境ではわずかながら物資をベネズエ

ラ側に運ぶことが出来たようだが、コロンビア側の

国境では人道物資を搬入することは出来なかった。 

 

もちろん人道支援物資を運ぶこと自体が米国・野党

側の目的ではない。 

真の目的は、人道支援物資受け入れを巡り、国境を

守る多くの軍人を離反させ、ベネズエラ軍を機能不

全に陥らせ、マドゥロ政権崩壊の大きな足掛かりを

得ることだったが、その目的を達成することは出来

なかった。 

 

国境からの人道支援物資搬入 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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１９年５月、ノルウェーのメディア「NRK」は、マ

ドゥロ政権とグアイド政権が交渉を開始したと報じ

た（「ベネズエラ・トゥデイNo.292」）。 

 

グアイド議長が暫定大統領就任を宣言してから４カ

月が経過していた。就任宣言当時、グアイド政権側

の勢いはすさまじく、マドゥロ政権の崩壊は時間の

問題と見る向きが多かったが、マドゥロ政権は完全

には崩壊しなかった。 

 

グアイド政権は当初から政権交代には国民だけでな

く、軍部の協力が不可欠との姿勢を示していた。 

 

多くの軍人・元軍人らがグアイド議長の呼びかけに

呼応。マドゥロ政権から離反し、グアイド議長をベ

ネズエラの暫定大統領と認識するとの声明をインタ

ーネットなどで投稿したが、軍部の土台を崩すには

至らず、抗議行動に参加する国民も顕著に減少して

いった。 

 

今の状況ではジリ貧であると理解した野党は、野党

側が納得できる条件での大統領選実現に向けて、ノ

ルウェー政府の仲裁を受けたマドゥロ政権との交渉

を開始した。 

 

ただし、交渉合意は容易ではない。 

 

野党をサポートする米国側の絶対条件は「マドゥロ

大統領の辞任」。 

また、経済制裁についてもマドゥロ大統領が辞任を

宣言する前に解除する意志はないようだった。 

 

 

対するマドゥロ政権の大統領選をやり直す絶対条件

は「経済制裁の解除」。 

また、新たな大統領選の実施までは一定の期間を設

け、その間はマドゥロ大統領が大統領としてベネズ

エラの政権を運営するよう提案した。 

 

そして両者、譲ることなく時間が経過。 

 

時間の経過とともに、国民の政権交代意欲も盛り下

がり、交渉に反対する急進野党がグアイド議長の方

針を非難し始めたことで野党の分裂感が拡大。 

 

再び野党内に閉塞感が立ち込めはじめ、野党の求心

力が低下。 

 

グアイド議長は、１９年 9 月に与野党交渉の模索か

ら離脱すると宣言（「ベネズエラ・トゥデイNo.344」）。 

与野党交渉は暗礁に乗り上げた。 

 

ただし、メディアではほとんど報じられていないが、

マドゥロ政権とグアイド政権は一定の合意に達し、

交渉を終了させたとされる。 

 

それは国会機能の復活プロセスの開始だ。 

 

グアイド議長が交渉離脱を宣言してから約１週間後

の９月２４日、与党議員が国会に復帰した（「ベネズ

エラ・トゥデイNo.348」）。 

 

選挙管理委員会（CNE）の役員任命、アンデス開発

公社（CAF）からの融資受け入れについて与野党議員

共同の検討委員会を発足させるなど、協調する動き

が出ている。 

 

与野党交渉の模索 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43b947d77cf571ea11586a35724d0ac8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4f8565c6f34396b0ee73b2b016139057.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4f8565c6f34396b0ee73b2b016139057.pdf
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急進野党と主要野党の中でも、「グアイド議長はマド

ゥロと権力を均衡させることで合意を交わした」と

非難する人は多い。 

 

一連の動きや野党政治家からの非難などを踏まえれ

ば、与野党交渉は完全な破綻ではなかったのではな

いか。 

 

 

前述の通り、与野党交渉を終結させてから与党と野

党が歩み寄るような雰囲気が出始めている。 

 

もちろん与野党の溝は深く、今でもお互いに罵り合

い、圧力をかけあっているが、１９年前半に見られ

たような状況から比べると現実的な方向に動いてい

る印象を受ける。 

 

ただし、与野党の歩み寄りは一部の野党支持者にと

っては受け入れ難いことだ。 

 

１１月半ば頃から、与党議員との協調姿勢を見せる

グアイド政権に急進野党が批判を強めている。 

 

急進野党としては、２０年１月５日に、２０年の国

会議長が選ばれるため、議長の座を奪取するために

グアイド議長の足場を崩したいという思惑もあるだ

ろう。 

 

また、与党議員側も与党の意向を反映できる議長を

就任させるため、現状に不満を持つ野党議員に買収

工作をかけているようだ。買収工作が功を奏してい

るのか、主要野党に属していた一部の議員が野党を

離脱する動きも出ている。 

 

現在は、２０２０年の国会の旗振り役を誰にするか

を巡り、野党内部で急進野党、主要野党、与党が三つ

巴の政治闘争を繰り広げている。 

 

国会内の闘争が過熱する中で、野党議員の汚職に注

目が集まっている。 

 

１９年２月の人道支援物資受け入れの流れで、各国

から人道支援金を受け入れたが、グアイド政権側の

担当者がその支援金を不正に流用していたことが明

るみになった。 

 

また、野党自身が汚職の温床と非難する「CLAP」（安

価に食料を販売するマドゥロ政権の社会プログラム）

の取引に野党議員が間接的に関わっていたことが判

明。 

 

クリーンなイメージで売っていた野党側にとっては

一連の報道は大きな打撃となり、野党（特に主要野

党）のイメージを大きく損なうこととなっている。 

 

この問題はまだ終結しておらず、今後のベネズエラ

政治に大きく影響していくことだろう。 

 

 

２０１９年を最も左右した政治イベントは間違いな

く、１９年４月末に行われた「自由オペレーション」

（「ウィークリーレポートNo.95」）。 

 

グアイド議長は、５月１日に支持者に対して「ベネ

ズエラ史上、最も大規模な反政府デモを実施する」

と自由オペレーションを呼びかけていた。 

 

野党の汚職疑惑と野党分裂 

自由オペレーション 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
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その前日の４月３０日早朝、グアイド議長はカラカ

スのカルロタ空軍基地の前で数十名の軍人らを前に

動画を投稿。国民、軍部に対してマドゥロ政権から

反旗を翻すよう求めた。 

 

また、グアイド議長の背後には、マドゥロ政権に拘

束され、自宅軟禁措置を受けていた大衆意志党（VP）

のレオポルド・ロペス党首が立っていた。 

 

ロペスVP党首の自宅は多くの軍人に守られており、

軍幹部に協力者がいなければ脱出することは出来な

い。軍高官を巻き込み、政権交代の波が起きている

と感じさせる象徴となった。 

 

また、パドリーノ・ロペス国防相の家族がロペス国

防相にマドゥロ政権からの離反を呼びかける動画も

公開され、政権交代の期待感が一層高まった。 

 

そして、５月１日 多くの国民がグアイド議長の呼

びかけに呼応し、街頭に出た。政権交代のために向

かうべき場所は大統領府（ミラフローレス）しかな

かった。 

 

この日、抗議行動に参加する人はミラフローレスに

向かう意志がある人が大半だっただろう。 

 

しかし、グアイド議長は最終的にミラフローレスへ

向かうと宣言しなかった。抗議デモは目的地を示さ

れることなく、雲散霧消し５月１日が過ぎた。 

 

多くの国民が５月１日という日に期待を持っていた

だけに、国民の失望感は強かった。 

 

 

 

膨らんだ風船がしぼむかのように、野党は勢いを失

い、５月以降はグアイド議長への呼びかけに呼応し

抗議デモに参加する支持者は急激に減った。 

 

５月１日 ミラフローレスを抗議デモの最終目的地

にすると宣言していれば、多くの死者が出たことは

間違いない。それを避けたかったグアイド議長の考

えは理解できなくもない。 

 

ただ、あの日、グアイド議長がミラフローレスに向

かうと宣言していれば今のベネズエラは全く違った

ものになっていただろう。 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“４月３０日、グアイド議長とロペスVP党首” 

 

このような経緯を経て、マドゥロ政権は２０２０年

以降も存続する観測が高まっている。 

 

しかし、ベネズエラは何が起きるか分からない国だ。

来年の今頃には全く違う政権が誕生しているかもし

れない。 

以上 


