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（写真）Pixabay ”２１年～２２年に米州各国で予定されている大統領選の状況を確認” 
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 ２１～２２年 米州大統領選      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ネズエラ大統領が誰かという認識は国によ

って異なる。正確には、その時の政権によっ 

て異なる。 

 

グアイド議長、マドゥロ大統領のどちらをベネズエ

ラの大統領と認識するかは中南米諸国にとって決し

て小さな問題ではない。もちろんグアイド政権・マド

ゥロ政権そして米国にとっても重要な問題だ。 

本稿では、２１年、２２年中に予定されている大統領

選を確認し、ベネズエラを取り巻く国際情勢につい

て考察してみたい。 

 

 

日本の外交政策は、首相が誰になったとしても大き

く変わることはないだろう。「親米反中」の外交スタ

ンスが変わることは今後数年では予見できない。 

 

しかし、中南米は誰が政権を取るかで外交方針（特

に米国との関係）が著しく変わる。 

 

ベネズエラの大統領を誰と認識するかも、その時の

大統領によって変わる。アルゼンチンでは、マクリ

政権当時はグアイド政権をベネズエラの政府と認識

していたが、フェルナンデス政権に代わりマドゥロ

政権をベネズエラ政府と認識するようになった。 

 

中南米主要国に左傾化の流れあり 
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ボリビアについても、モラレス大統領時代はマドゥ

ロ政権をベネズエラ政府と認識していたが、アニェ

ス暫定政権ではグアイド政権をベネズエラの政府と

認識。しかし、２０年１１月にアルセ政権が発足し

たことで再び方針は逆転した。 

 

他の国も大統領が誰になるかによって対ベネズエラ

方針は変わることになる。 

 

率直に言って、対ベネズエラ方針はその政権の対米

方針とリンクしている。米国と協調する方針であれ

ば、グアイド政権を支持し、そうでなればマドゥロ

政権を支持しないまでも、ベネズエラの実質的な統

治者と認識するということだろう。 

 

 

筆者が予見しているのは、今後中南米で左傾化の雰

囲気があることだ。 

 

来月にはペルー（４月１１日）、エクアドル（４月１

８日）で大統領選が行われる。 

 

また、２１年１１月にはチリ、ニカラグア、２２年５

月末にはコロンビア、ブラジルも２２年中に大統領

選が予定されている。 

 

これらの選挙を通じて米州の対ベネズエラ情勢がど

のように変わるかを予見してみたい。 

 

 

 

 

 

国名 任期 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

米国 4年 1月 1月

ペルー 5年 3月 7月

エクアドル 4年 5月 ５月

チリ 4年 3月 3月

ニカラグア 5年 1月

コロンビア 4年 8月 8月

ブラジル 4年 1月 1月

パラグアイ 5年 8月 8月

アルゼンチン 4年 12月 12月

パナマ 5年 7月 ７月

メキシコ 6年 12月 12月

ウルグアイ 5年 3月 3月

ベネズエラ 6年 （1月） （１月）

ボリビア 5年 11月 11月

米州機構 5年 5月 5月

は、２１～２２年中に大統領選が予定されている国。

表：　米州各国の大統領就任スケジュール



 
Venezuela Weekly Report 

No.１９３   ２０２１年３月３１日（水曜） 

3 

 

 

最初に約２週間後に予定されているペルーの大統領

選の状況について確認したい。 

 

４月１１日にペルーで予定されている選挙は総選挙

（Eleccion General）と呼ばれ、大統領選だけではな

く、１３０名の議会議員も選ばれる予定。 

 

大統領選について、どの候補も有効投票数の過半数

を獲得できなかった場合、１位と２位で決選投票を

行う決まり。従って、必ずしも４月１１日に大統領

が決まるわけではない。 

 

なお、当選した候補が大統領に就任するのは２１年

７月の予定。 

 

同国世論調査を確認する限り、最有力候補は２００

１年～１９年まで議会議員を務めていた Yonhy 

Lescano 氏（Accion Popular 所属）。 

 

次に投票意思が高い候補は George Forsyth 氏。１９

年～２０年までリマの La Victria 地区の区長を務め

た元サッカー選手（Victoria Nacional 所属）。 

 

他、実業家の Rafael López Aliaga 氏と日系人のケイ

コ・フジモリ氏が２名の後ろを追っているようだ。 

 

最有力候補である Yonhy Lescano 氏は、ベネズエラ

問題については「ペルーで罪を犯したベネズエラ人

は国外追放するべき」など、ある意味当然の発言し

かしておらず、これと言ってベネズエラ問題に関心

がある印象はない。 

 

 

マドゥロ政権と強く対峙する米州各国で構成される

「リマ・グループ」は、２０１６年～１８年までペル

ーの大統領だったパブロ・クチンスキ政権の時に組

織された。 

 

クチンスキ政権時代、ペルーは、マドゥロ政権と強

く対立していたが、ビスカラ政権に代わってから現

在までベネズエラ問題に関してあまり関わっていな

い。筆者が報道を読む限り、ベネズエラ移民の受け

入れに最も拒否感が強いのはペルーだと感じている。 

 

Yonhy Lescano 氏が当選した後は、恐らく現行の方

針を続ける可能性が高そうだ。 

（写真）Wikicommons “Yonhy Lescano 候補” 

 

次に George Forsyth 区長は、親が外交官だったよう

で、彼自身はベネズエラ生まれだという。そのため、

ペルーの大統領になるべきではないとの意見もある。 

 

La Victria 区長としての彼の発言を見る限り、ベネズ

エラ移民にはあまり良い印象を持っていないようで、

「同地区の８０％の犯罪組織は外国人によるもの」

「La Victria には多くのベネズエラ移民が滞在して

いる」と発言し、在ペルー・ベネズエラ大使館は「人

種差別を生む」と、抗議声明を出したこともある。 

ペルー ベネズエラ方針に変化なし？ 
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筆者が確認した限り、Forsyth 区長もマドゥロ政権・

グアイド政権どちらをベネズエラの政府と認識する

かという点については明確にしていない。 

 

彼らの発言を調べた限り、ペルーはどちらの候補が

当選しても対ベネズエラ方針は現在と大きく変わら

ないのではないか。 

 

 

エクアドルについては２１年２月７日に大統領選が

行われた。 

 

しかし、同日の選挙ではどの候補も投票数の過半数

を超える票を得ることができなかったため、４月１

８日に決選投票を行うことになっている。 

 

当選した候補者は２１年５月２４日に大統領に就任

する予定だ。 

 

２月７日の一次選挙で１位通過したのは左派系の経

済学者アンドレス・アラウス候補（得票率３２．７

２％）。２位は右派で銀行家のギジェルモ・ルッソ候

補（得票率１９．７４％）だ。 

 

直近の世論調査を見る限り、ルッソ候補がアラウス

候補に迫っているが、それでもアウラス候補がだい

ぶ有利なようだ。 

 

エクアドルの世論調査会社「Perfiles de Opinión」は、

３月２３日～２４日にかけて、エクアドルの全国有

権者２，４１１名を対象に投票意思を調査。 

 

 

 

その結果、アラウス候補への投票意思を示したのは

全体の３７．８７％。ルッソ候補への投票意思を示

したのは全体の３０．１９％。 

アラウス候補がルッソ候補を約７％リードした（詳

細は下の図参照）。 

 

今後２週間で大きな失敗がない限り、アラウス候補

が優勢だろう。 

 

（写真）Perfiles de Opinion より抜粋 

 

アラウス候補は、ラファエル・コレア元エクアドル

大統領の後継者と認識されており、政治方針は左派。 

 

（写真）WikiComons “アンドレス・アラウス候補” 

 

 

エクアドル コレア元大統領の側近がリード 
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現在のレニン・モレノ大統領は、コレア元大統領の

推薦を受けて大統領に当選したが、大統領就任後に

コレア元大統領と仲違いし、現在は汚職の罪でコレ

ア元大統領に国際指名手配をかけている。 

 

モレノ大統領は、政治方針も反米思想の強かったコ

レア元大統領とは大きく異なり、米国と協調路線を

歩んでいる。ベネズエラについては、マドゥロ政権

と強く対立はしていないが、基本的にグアイド政権

を支持し、マドゥロ政権に否定的なスタンスを執っ

ている。 

 

つまり、アラウス候補が当選した場合、エクアドル

の外交方針が大きく変わると思われる。なお、ルッ

ソ候補は「大統領就任式にグアイド議長を招待する」

と発言しており、モレノ政権よりも明確にグアイド

政権支持を打ち出すことになるだろう。 

 

 

チリの大統領選は２１年１１月２１日に予定されて

いる。 

 

チリの大統領選もペルー・エクアドルと同じく、１

位候補が得た票数が投票総数の過半数を超えていな

ければ決戦投票が行われる。 

その場合、決選投票は１２月１９日に行われる予定

だ。 

 

まだ選挙は８カ月くらい先の話なので、現時点での

世論調査はあまりあてにならないが、現在、各社世

論調査で最もリードしているのはチリのサンティア

ゴ市 Recoleta 区長で「チリ共産党（PC）」の Daniel 

Jadue 候補。 

 

（写真）WikiComons “Daniel Jadue 候補” 

 

Jadue 候補は、２０年 9 月に国連のバチェレ弁務官

が発表した「マドゥロ政権が人権侵害を犯したと考

えるに足る証拠がある」との発表を内政干渉と非難。

Jadue 候補が所属するチリ共産党もバチェレ弁務官

の発言を非難していた。 

 

この対応を考えると、基本的にマドゥロ政権と協調

する政治方針を執りそうだ。 

 

２番目に支持の多い候補はジャーナリストで１８年

から国会議員を務めている Pamela Jiles 候補。彼女

も左派系の記者のようだ。 

 

２０１９年 グアイド議長が暫定大統領就任を宣言

した際に、 

「ベネズエラの民主主義問題は、石油利権を狙う米

国が起こしており、経済妨害とクーデター極右が起

こしている。軍事介入から同胞を守らなければなら

ない。」 

とのスタンスを示しており、反米思想の強い人物の

ようだ。 

 

つまり、チリはどちらの候補が当選してもマドゥロ

政権側に寄ることになりそうだ。 

 

チリ 最有力候補はどちらも左派系 
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ニカラグアの大統領選は２１年１１月７日に予定さ

れている。 

 

現在ニカラグアの大統領は、故チャベス元大統領の

盟友の一人ダニエル・オルテガ大統領。２００７年

１月から大統領を務めているので、既に１４年以上

大統領を務めていることになる。 

 

普通に考えれば、オルテガ大統領は退陣しそうなも

のだが、報道によると２１年の大統領選でも再選を

狙っているようだ。 

 

オルテガ大統領もマドゥロ政権と同様に強権的で、

反対派を排除して大統領選を乗り切ろうとしている

雰囲気だ。 

 

バイデン政権がうまく立ち回らない限り、オルテガ

大統領が再選する可能性は高そうだ。 

 

 

コロンビアの大統領選は２２年５月末の予定。 

当選した候補は２２年８月から大統領に就任する。 

 

コロンビアも他国と同様に１位候補が総投票数の過

半数を超えなかった場合、得票数１位・２位候補で

決選投票が行われる。決選投票は６月半ばに実施さ

れる予定だ。 

 

どうやら２２年の大統領選には再び左派のグスタ

ボ・ペドロ候補が出馬する見通し。 

 

各社世論調査を見る限りペトロ候補の支持率が最も

高いようだが、本格的な選挙キャンペーンは始まっ

ておらず、何とも言えないところだろう。 

 

ブラジルは２３年１月に現在のボルソナロ政権の任

期が満了するため、２２年中に大統領選が行われる

だろう。 

 

２１年３月８日にブラジル最高裁は、汚職で有罪判

決を受けていたルラ元大統領の判決を無効化する決

定を下した。つまり、このままだと２２年の大統領

選にルラ元大統領が出馬できることになる。 

 

１８年に行われた大統領選は、汚職の罪で出馬でき

なかったが、出馬していれば彼が当選したと考えら

れていた。２２年の大統領選に出馬すれば有力候補

の一角に入ることは間違いないだろう。 

 

特にボルソナロ政権は、Covid-１９対応で強い非難

を浴びている。ブラジルの Covid-１９感染者数は１

０万人を超え、米国に次いで世界で２番目。 

Covid-１９を原因とした死者数は１日当たり３，０

００人を超える日が続いている。 

 

「ボルソナロ政権は経済を重視し、感染対策を怠っ

た。ボルソナロ政権の怠慢が現在の問題を起こした」

との非難は強く、右派に対するネガティブキャンペ

ーンが浸透している。 

 

まだ１年以上あるので、はっきりとした話ではない

が、２２年のブラジルの大統領選は今のところ左派

に有利な状況だろう。 

 

以上 

ニカラグア 強権政治再選か 

コロンビア・ブラジルも左派優勢 


