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野 

（出所）ベネズエラ情報通信省 “２月４日のクーデターを記念するイベントに参加する与党関係者” 
 

   ベネズエラ与党の分析      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

党が分裂していることは誰もが知るところ

だが、与党はマドゥロ大統領の再選で方針が 

一致している。与党はまとまっているかに見えるが、

オルテガ・ディアス元検事総長やロドリゲス・トーレ

ス元内務司法相など本当は異なる意見を持っている

人はいる。しかし、前述の２名は犯罪者の烙印が押さ

れていることから分かるように、異なる意見を述べ

れば与党から犯罪者として排除される。 

 

この強権性が、与党がバラバラにならない大きな理

由だろう。本稿では与党の内情と政治システムにつ

いて分析してみたい。 

 

 

最初にベネズエラを理解する上で最も大事な５権分

立をおさらいしてみたい。 

 

筆者のレポートにも度々出てくるが、ベネズエラは日

本のように三権分立（行政、立法、司法）ではない。 

 

ベネズエラは五権分立（行政、立法、司法、民衆、選

挙）と憲法で定められている。 

 

行政の長は大統領、立法は国会議長、司法は最高裁判

長なのは日本でも同様だが、ベネズエラはこれに加え

て、「選挙」の選挙管理委員長（CNE代表）と「民衆」

の倫理委員長が存在する。 

 

CNE代表は分かりやすいが、倫理委員長はやや複雑で

「護民官」「検事総長」「会計監査長」の３名のいずれ

かから１名が話し合いによって選ばれ、選ばれた者が

１年、倫理委員長を務める。 

ベネズエラは五権非分立 
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上の図が５権分立の構造だ。本来であれば、立法権に

国会議長（１８年はオマール・バルボサ国会議長）が

いなければいけないのだが、周知のとおり国会は最高

裁の裁定に従わないことを理由に無効状態になって

いる。 

 

また、１７年８月に制憲議会が発足し、国会の立法権

を奪ったため、制憲議会は国会を押しのけ立法権に位

置している。 

 

なお、正確に言えば制憲議会は５権の役割を定める憲

法を作る「Poder Originario（権力の起源）」であり、

５権の長を越える存在であることが憲法で規定され

ている。実際にマドゥロ大統領は制憲議会の指示に従

うと発言している。 

 

 

つまり、制憲議長はマドゥロ大統領、他４つの公権力

の上に立つ存在と言えるが、実際はマドゥロ大統領の

意向に従っている。 

信頼できない人には任せられない役職で、それだけデ

ルシー・ロドリゲス制憲議長がマドゥロ大統領に信頼

されている証と言える。 

 

もちろん、ベネズエラでも五権は独立した組織であり、

他の公権力を監視する役割があると憲法で記されて

いるが、実際のところ現在の５権には独立性は存在し

ない。 

 

なお、細かい説明は割愛するが、５権のうち２つの公

権力が大統領の方針を支持しなくなれば、大統領は解

任される仕組みになっている。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 デルシー・ロドリゲス制憲議長

ニコラス・マドゥロ大統領

オマール・バルボサ国会議長

マイケル・モレノ最高裁

ティビサイ・ルセナCNE代表
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次ページの図は筆者が考える与党の政治構造。特にこ

ういった説明を誰かがしているわけではなく、あくま

で個人的な認識なので正しいとは限らない前提で説

明したい。 

 

まず、ベネズエラ与党は大きく３つのグループに分け

られる。 

 

１つ目は青色の〇で囲まれているマドゥロ大統領グ

ループ。 

 

マドゥロ大統領は政治、経済、社会全ての分野を監督

するが、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相、デルシー・

ロドリゲス制憲議長（２名は兄妹）は政治テーマを主

に担当している。 

 

一方、アイサミ副大統領は治安維持など社会分野と経

済政策（食料品除く）を主に担当している。経済政策

については、マドゥロ大統領が信頼を置いている社会

主義研究者のアルフレッド・マンシージャ CELAG代表

がアドバイスを行っている。また、キューバからの助

言も大きい。 

 

マドゥロ大統領の妻のシリア・フローレス氏（制憲議

員）は表にはあまり出てこないが、陰で（親族に麻薬

密売などの犯罪や汚職をさせることも含めて）マドゥ

ロ大統領をサポートしている印象だ。 

 

２つ目は緑色の〇で囲まれているチャベス親族グル

ープ。 

 

そこまで重要な役職に就いているわけではないが、与

党の基盤として故チャベス元大統領の親族に反旗を

翻されては困るのでそれなりの発言力はある。 

 

 

3つ目のグループは軍人グループ。 

 

図の通り一大勢力と言える。 

 

軍部はディオスダード・カベジョ・ベネズエラ社会主

義統一党（PSUV）副党首を除いて、政治分野にはあま

り干渉しない。 

 

主に社会、経済分野で力を握っている。１７年までは

石油産業は曲がりなりにも技術系の文民が率いてい

たが、１７年１１月にマニュエル・ケベド氏に総裁職

が交代してからは石油産業も軍部に権限が委譲して

いる印象。 

 

特にケベド新総裁はカベジョ PSUV副党首と関係が強

いようだ。また、通関、税金などを管轄する SENIAT

長官はカベジョ PSUV 副党首の弟のデビッド・カベジ

ョ氏だ。石油産業、税務関連でカベジョ氏のコントロ

ールが強化されている。 

 

また、軍部でもう一人の重鎮はパドリーノ・ロペス国

防相。彼は食料品・生活品の供給を担う「グラン・ミ

シオン・アバステシミエント・ソベラーノ」という社

会開発プログラムの代表も務めている。 

 

以前から食料系のビジネスは軍人の専売特許だ。食料

系の政府プログラムは、これまで DIPROレート（１ド

ル１０ボリバル）が使用できた。軍人は為替レートの

ゆがみを利用して利益を生み出す仕組みを構築して

おり、DIPROの廃止に反対する勢力だった。１８年に

は DIPRO を廃止し、オフィシャルレートを DICOM に

一本化したが、大きな進歩と言えるだろう。 

 

また、パドリーノ・ロペス国防相は国内の治安維持な

ど社会テーマにも関与する。ネストール・リベロール

内務司法平和相とゴンサレス・ロペス SEBIN長官が実

働部隊だが、SEBINの管轄組織は副大統領府でアイサ

ミ副大統領も治安テーマに関与する。 

経済・社会分野は軍人の意向を強く反映 
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元々、アイサミ副大統領は０８～１２年まで内務司法

相を務めていた。治安関連のテーマが門外漢ではなく

マドゥロ大統領グループとして、治安テーマに関与し

ている。 

 

 

なお、これらのグループは利害が一致しないことはあ

るが、表立って対立しているわけではない。最終的に

はマドゥロ大統領に決定権があると考えている。 

 

 

アルヘニス・チャベス
アダン・チャベス
制憲議員

ホルヘ・アレアサ外相 アルフレッド・マンシージャ
キューバ

アスドゥルバル・チャベス

ゴンサレス・ロペス
SEBIN長官

パドリーノ・ロペス国防相
Abastecimiento Soberano代表

カベジョPSUV副党首
ネストール・リベロール
内務司法平和相

カルロス・オソリオ運輸相
ホセ・デビッド・カベジョ
SENIAT長官

カルメン・メレンデス・ララ州知事 マルコ・トーレス・アラグア州知事

CELAG代表

情報通信相
ホルヘ・ロドリゲス

経済担当副大統領
兼土地農業相

アイサミ副大統領
デルシー・ロドリゲス

Citgo社長

マドゥロ大統領
PSUV党首

バリナス州知事　

シリア・フローレス
大統領夫人

マニュエル・ケベド
PDVSA総裁

制憲議長

フレディ・ベルナル
CLAP代表

パドリーノ・ロペス国防相

カストロ・ソテルド
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とは言え、マドゥロ大統領は自分の意志を押し通すこ

とは出来ず、高度な政治的バランス感覚が必要とされ

る。 

 

選挙での政権交代が出来ない場合、現政権を交代させ

るためのキーポイントは軍部になる。マドゥロ大統領

は軍部の不満がたまらないよう十分な配慮をする必

要があるのはこのためだ（チャベス親族グループにも

同様のことが言える）。 

 

以前、与党関係者に話を聞いたことがあるが、その人

は、マドゥロ大統領が秀でていた点はカリスマ性や経

済政策などではなく、政治バランスを取ることだとコ

メントしていた。 

 

原油価格が１バレル１００ドルを越えていた時代か

ら一気に２０ドル前半まで落ちて、政権が維持できて

いるのだから、全く無能という評価は過小評価と言え

るだろう。 

 

なお、噂の域を出ないがマドゥロ大統領がカベジョ

PSUV 副党首を引きずり下ろしたいと考えているとい

う話は以前から存在する。 

 

過去には経済分野で強い力を握っていたラミレス

PDVSA総裁（当時）を国連大使に交代させ、現在は犯

罪者として指名手配している。過去の例を考えれば、

あり得ない話ではなさそうだ。 

 

特にカベジョ PSUV 副党首は経済テーマで力が強いの

で、マドゥロ大統領にとっては自身の立場を脅かす存

在と言える。 

カベジョ氏は軍部出身であることを考えれば、ラミレ

ス元国連大使よりも引きずりおろすのは困難だが、今

年３月にロドリゲス・トーレス元内務司法相を逮捕し

たことを考えれば、マドゥロ大統領は軍部への取り締

りを強化する意志を見せている。 

 

 

 

 

最後にラミレス元国連大使の指名手配の件と、ロドリ

ゲス・トーレス元内務司法相の逮捕について簡単に紹

介したい。 

 

ルイサ・オルテガ元検事総長に代わり、制憲議会によ

って検事総長に任命されたタレク・ウィリアム・サア

ブ新検事総長は就任以降、PDVSAの汚職撲滅を掲げ幹

部職を続々と逮捕していった。 

 

捜索はラミレス元国連大使にまで及び、現在は指名手

配中だが、その時には故チャベス元大統領の娘、ガブ

リエラ・チャベス氏がラファエル・ラミレス氏の逮捕

を止めた。ラミレス氏はホルヘ・アレアサ外相に連れ

られ米国を発ったので、ベネズエラに連行することも

できたが、経由地のエクアドルで別れたようだ。恐ら

く意図的に彼を逮捕しなかったと思われる（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.68」１２月５日付の記事参照）。 

それだけチャベス親族グループには一定の権力があ

ると言えるだろう。 

 

一方、ロドリゲス・トーレス元内務司法相は米国に亡

命していたが、１８年３月１３日カラカスに戻った際

に SEBINに逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.110」

３月１３日付の記事参照）。 

その２日後にロドリゲス・トーレス氏の知人であるア

レックス・ロペス将軍も逮捕された（「ベネズエラ・

トゥデイ No.111」３月１５日付の記事参照）。 

 

両名はディオスダード・カベジョ PSUV 副党首、パド

リーノ・ロペス国防相の友人でもある。軍部のネスト

ール・リベロール内務司法平和相は、この件について

はコメントしていない。 

軍部でも必要であれば罰するというマドゥロ大統領

の意志を見せ、権力を示そうとしたのかもしれない。 

 

与党系敵対勢力への攻撃 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/15ec52ee9d1bc96b524047e11d6f7c30.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/15ec52ee9d1bc96b524047e11d6f7c30.pdf
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ラミレス元 PDVSA 総裁（元国

連大使）の指名手配令に関する

人物関係図 

ロドリゲス・トーレス元内務

司法相、アレックス・ロペス

元将軍の逮捕に関する人物関

係図 

 

 

 

以上 

タレク・エル・アイサミ副大統領

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長

ネストール・リベロール

ガブリレラ・チャベス国連大使代理

ネルソン・マルティネス
元PDVSA総裁
元Citgo社長 ラファエル・ラミレス元国連大使

元PDVSA総裁

内務司法平和相

エウロヒオ・デル・ピノ元PDVSA総裁

ディオスダード・カベジョ
PSUV副党首

タレク・エル・アイサミ副大統領

パドリーノ・ロペス国防相

ゴンサレス・ロペスSEBIN長官
ロドリゲス・トーレス元内務司法相

アレックス・ロペス元将軍

ニコラス・マドゥロ大統領


