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〔現地報告〕

「社会主義」化宣言以降のベネズエラ
内政動向

林和宏 �=�0���
 L�
�����

在ベネズエラ日本大使館専門調査員�

�9 :�34結成に向けた動き

2886 年 �2 月に実施された大統領選挙で

62�94]もの得票率で再選を果たしたチャベス

大統領は、その余勢を駆ってベネズエラにおけ

る社会主義の推進を再度確認するとともに、そ

の原動力として「ベネズエラ統一社会党（M�����


�
	������� $���
 �� B���0���F以下 M�$B）」の

結成を発表した。ここに �773年の結党以来 �8

度を超える選挙・国民投票を勝ち抜いてきた選

挙マシーンである第五共和国運動党（ B!）は

その歴史を終えた。M�$B結党発表直後、連立

を組む与党各党は自党のアイデンティティ保持

を主張し、M�$Bへの統合を拒否したが、2889

年に入ってからは「愛国同盟」と呼ばれる選挙

協力の下、友好な関係を維持しているように見

られる。

チャベス大統領による M�$B 結成の発表が

あってから �年以上経た 2889年 �月 7日、同

党中央委員の選出に関わる党内選挙が実施さ

れ、�5名の委員と同数の代理人が選出された。

M�$B結成推進委員長を務めたホルヘ・ロドリ

ゲス副大統領、同委員のウィリアン・ララ通信・

情報大臣（ともに役職は当時のもの）といった

�本稿における見解は著者個人のものであり、在ベネズ
エラ日本大使館及び外務省の見解を代表するものではない。

　　　 国民投票前日のチャベス大統領記者会見　　　　

　　　　　 （庭田学・毎日新聞記者撮影）

有力者が、2883年 �2月に実施された憲法改正

国民投票及びそれに先行する選挙運動にかかり

きりとなったことも影響して、同党結成への動

きが再始動したのは、2889年に入ってからと

なった�。

M�$B中央委員に選出された �5名の特徴と

して報じられたのは、チャベス政権の特色であ

る軍人の比率が極めて低い点とともに、文民の

伝統的な左派政治家や、草の根運動勢力の意を

汲みながら、テレビ・ラジオ等のメディアで名

前の知れ渡った新しい政治家が台頭してきたと

いう点であった�。前者（文民の伝統的な左派政

治家）に属するのは、ロドリゲス前副大統領、

与党・皆のための祖国 �MM1�の流れを汲むイス

トゥリス前教育・スポーツ大臣、ロドリゲス現

駐キューバ大使（前外相）、あるいはチャベス

大統領の実兄であるアダン・チャベス教育大臣

などの政治家であると捉えられる。他方、後者

�=�IB 結成に向けた ���) 年の動向については以下の
拙稿を参照されたい。林和宏「ベネズエラ統一社会党の結
成とチャベス政権下における「社会主義」の行方」『アジ研
ワールド・トレンド』��F �'�D ���)（アジア経済研究所）F

�=�IB 内部からの今次選挙に関する評価については、
ミューレル・ロハス第一副党首に対するインタビュー記事を参
照。.Q%�-���� *�, @%� ������ %� �����E� ��*>���� �������*D1
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（新しい政治家）には、国営B1B放送で「オヒー

ジャ」という過激なチャベス政権支持番組を擁

するマリオ・シルバや、同じく同放送に番組を

有するバネッサ・デービス、あるいは 2883年

の民放 !"1B 局へのコンセッション契約停止

を受けて、政府決定擁護のために立ち上がった

学生運動指導者のエクトル・ロドリゲスといっ

た面々が属しているといえる。

その他の人物をあげれば、チャベス大統領か

ら初代女性問題担当大臣に任命されたマリア・

レオン現国立女性院長、先住民を代表して国会

で第二副議長を務めたノエリ・ポカテラ国会議

員、草の根のチャベス大統領支持組織に影響力

を有するエリカ・ファリアス現国民参加・社会

保障大臣などが、それら �5名の中央委員の一

角を占めている。この事実などを見る限り、―

政府からの自律性という視点は取り敢えず措く

としても―いわゆる社会運動を代表する諸勢力

もまた、M�$Bを支える重要な顔となっている

ことがわかる。

無論、次の事実も看過できない。すなわち、

M�$B結成推進委員を務めるロドリゲス前副大

統領、フローレス国会議長、マドゥーロ外相、

ハウア農業・土地大臣、エスカラ国会議員（憲

法改正大統領諮問委員会委員）、ムニョス・ポル

トゥゲサ州知事などの、現政権の中核に位置す

る面々が、M�$B中央委員 �5名の中に絶妙に

配置されている点である。�月 7日の選挙に対

する透明性の欠如について、チャベス支持者内

部からも批判が出たものの、チャベス大統領を

党首に掲げ、ミューレル・ロハス前大統領参謀

長を第一副党首に頂く M�$Bの組織図が明るみ

に出つつある。

選挙から �8日を経た �月 �7日に、チャベス

大統領は、全国を 7地域に分割し、第一副党首

に続く地位の副党首を 7名任命して、各地域に

振り分けた。また、政治組織、財政、外交、社

会運動、イベント、イデオロギー、政府行政、

プロパガンダの委員会を党内に設置して、各委

員長を任命している。またその一ヶ月後の 4月

�7日には、各州より 68名ずつ選出された地方

委員（正委員 �8名及び代理人 �8名）計 �F448

人に対する宣誓式も実施され、事実上党として

の体裁を成すようになる�。

�9 憲法改正国民投票における敗北

今回の中央委員選挙の結果を受けて報じられ

たのは、同選挙が、2883年 �2月に実施された

憲法改正国民投票敗北に対する「懲罰」の色彩

を帯びていたという点である。その意味を解説

する前に、2883年の国民投票の全容を簡潔に振

り返ってみたい�。

2884年末から 2885年初頭にかけてチャベス

大統領が宣言した「ベネズエラの社会主義化」

を憲法に明文化しようという意図で、同大統領

によって憲法改正案が国会に提出されたのは、

2883年 9月 �5日のことだった�。同年年頭に

は憲法改正大統領委員会が結成されている。同

委員会結成を明記する大統領令は、同時に、協議

事項に関しては秘密主義が徹底されるように定

めており、改正案の全文が公になったのは大統

領による国会提出の時点であった。結局、規定

による合計 �回の国会審議が終了する頃には、

大統領起案の ��ヶ条に、国会で付け加えられ

た �6ヶ条を併せた（全 �58ヶ条中）67ヶ条へ

� ' 月 � 日にはララ前通信・情報大臣が全国選挙評議会
;�3� を訪れ、=�IB の全国政党手続きを開始している。

�憲法改正国民投票について筆者は、別の機会に詳細を発
表している。林和宏「ベネズエラ憲法改正国民投票―チャ
ベス大統領の敗北と内破する「チャビスタ」」『ラテン・ア
メリカ時報』���)���� 年冬号（（社）ラテン・アメリカ協
会）を参照されたい。
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と、改正対象の条文数はふくれあがっていた。

すなわち、9月 �5日以降の 4ヶ月弱の期間に

全 67ヶ条という多数の改正条項を国民に周知

徹底させようという形であり、そうした明らか

な拙速ぶりは各方面から多くの批判を招くこと

になったのである。

この他にも考慮に入れるべき事実がある。

2883 年 5 月 23 日に、政府に批判的な論調の

政治番組を多く有する民放!"1B社に対して、

政府が放送電波のコンセッション契約停止を実

行に移すと、学生運動を中核とする「市民運動」

が前後して決起し、表現の自由を初めとする基

本的人権が蹂躙されたと国際社会に訴えかけた。

そのため、「独裁化するチャベス政権」というフ

レーズが民間報道機関では日常的なものとなっ

ていた。こうした土壌もあり、憲法改正を通じ

てベネズエラが報道の自由や私有財産を否定さ

れた「キューバ型共産主義」に向かっている、

という扇情的なマスコミ報道が説得力のあるも

のとなっていた。これらに加え、ここ数年の治

安悪化や基礎食料品の不足など、政権に打撃を

与えうる失策が露呈したこともあってか、チャ

ベス大統領が提出した憲法改正案は国民投票で

否決されることになるのである。

その憲法改正案における改正点として特に注

目されたのは、大統領の任期を 6年とし一度に

限り再選が可能であると定める第2�8条の改正

であり、「一度のみ」の文言削除と任期の3年へ

の延長が試みられた。この他、選挙権年齢の �9

歳から �6歳への引き下げ（第 64条）、自営労

働者のための社会安定化基金創設（第 93条）、

日勤の労働時間の 9時間以内から 6時間以内へ

の短縮（第 78条）、「所有権」概念の多様化（第

��5条）、「地方分権」の削除及び「社会主義的

民主主義」の実現（第 �59条）、中央銀行の自

律性廃止（第 ��9条）、「国軍」の「ボリーバル

　　　　憲法改正「賛成 �>�」派の集会の様子　　　　　

　　　　　（庭田学・毎日新聞記者撮影）

軍」への改称（第 �27条）、非常事態時におけ

る「適正手続きの権利」及び「情報アクセス権」

の制限（第 ��3条）、憲法改正・修正に必要な

有権者署名率の引き上げ（第 �4�／ �42条）等

が中心的なテーマとして報じられた�。

特に注目すべきは、第 �6条（新たな行政区

分）、第 �8�条（教育）、第 ��2条（社会主義経済

の建設）、第 �59条（地方分権）、第 277条（社

会経済体制）、第 �88条（地域経済）といった

各条項に「社会主義」の語が挿入されているこ

とである。この点をめぐってはやがて、権力の

交替や政治的多元性を記した現行 �777年憲法

の基本原則である第 6条に反するとして、反政

府勢力のみならず、政府内部からも批判の声が

あがることとなる。

�9 草の根の台頭と有力政治家に対する懲罰

上記 �で見た M�$B中央委員の特色として、

更に指摘するべきは、チャベス大統領が興した

 B!の有力者が相次いで中央委員ポストから

漏れた点である。その代表的事例がディオスダ

ド・カベジョ・ミランダ州知事である。M�$B

������� �� �� ���
�
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推進委員で、かつて副大統領も務めた有力者で

あるカベジョ知事の落選は、「草の根」から典型

的な懲罰を受けた結果であると見られている�。

チャベス大統領は国民投票後、ミランダ州やカ

ラカス首都区といった典型的なチャベス支持区

で改正反対派が勝利したことを挙げ、有権者の

みならず、その動員を怠ったかどで各自治体首

長をも叱責した。とりわけ、こうした地域で影

響力を行使する草の根のチャベス派組織である

「ボリバリアン・サークル」や「トゥパマロス」

といったグループは、カベジョ知事が「草の根

の声を聞き誤った」と同知事の選挙責任を追及

する姿勢を強めていった。また、 B!のタス

コン国会議員は、カベジョ知事を初めとする政

府の有力者に対して汚職糾弾を開始し、一時期

同議員の M�$B追放が論じられるなど、選挙を

前後してカベジョ知事はスキャンダルに巻き込

まれた	。

タスコン議員による批判を待つまでもなく、

石油経済の好況と足並みを合わせるように、

「チャベス無きチャベス支持者 �	��(���
 ���

"��(�0�」、「ボリ・ブルジョワ �%
��%����/��」

や「政府内部の右翼 �����	�� ���������」といっ

た用語が、反政府系のマスコミのみならず政府

内部でも使用されるに至っている。また B!

内部でも、党中央委員と一部の有力者が決定事

項を一義的に占有する党内権威主義が糾弾され

るようになっていた。そうした指導層を代表す

るロドリゲス・チャシン内務・司法大臣、ウィ

リアン・ララ通信・情報大臣、ジェシー・チャ

コン大統領府大臣、フランシスコ・アメリアッ

� .3*����A� -� -�������� -�* =�IB ��,��C� �* ������� ���0
,�-�����*D1 �� ���������D �� -� "��6� -� ��� F

	草の根住民組織とチャベス政権の関わりについては、林
和宏「ベネズエラにおける「地域住民委員会」の台頭―社会
主義化と市民社会への介入」『ラテンアメリカ・レポート』
�'��、���) 年（アジア経済研究所）、を参照。

チ元国会議長、ベルナル・リベルタドール市長

といった有力者が、今回の選挙から漏れたのは、

党員希望者の「78]以上が票を投じた」（ロドリ

ゲス前副大統領発言）ことにより、既存の党構

造を改めるような意思表示を行ったことの証左

であると考えることが出来る��。

2883年の国民投票での「敗北」直後、チャベ

ス大統領の再選が現行憲法下で不可能となった

ことを受け、報道各紙は、カベジョ知事をチャ

ベス大統領の後継者として論じていた。チャベ

ス大統領側近の有力者さえもが批判の対象とさ

れ、革命の将来を担う統一社会党の幹部から排

除されるという現状は、「政府」対「反政府」と

いった単純な二元論に依拠するベネズエラ政治

の理解が立ち行かなくなっていることも証明す

るものである。「敗北」を受け、事実上機能停止

に陥っていたボリバリアン・サークルと呼ばれ

る草の根のチャベス派組織が、その後再結成の

動きを見せていると報じられているが、これら

組織は「チャビスタ」と一括されるにはあまり

に批判的な視点を、チャベス大統領を取り巻く

有力者たちに向けているのである。

�9 「敗北」の内省

チャベス大統領が 2889年に入って宣言した

如く、「敗北」以降の政府の課題は「内省」の一

言に要約することが出来る。2886年 �2月に実

施された大統領選挙では、62�9]もの高い得票

率を得て再選を果たしたチャベス大統領。しか

し、チャベス人気にあやかって臨んだちょうど

�年後の国民投票では、大統領提案の改正案は、

有権者の約 47]の支持しか取り付けることがで

�
チャベス大統領は &月 ��日、��名の地域別副大統領を
正式に発表しているが、そこには �名、カベジョ知事の名前
が加えられている。.;#?��6 �,��4� �*����A� -� ���-�-���,
���� ��C����*�, �� E%���D1 I������-��F���D �� -� "��6� -�
��� F
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きなかった��。

そのことを証明するかのように、ベネズエラ国

内で定評のある世論調査会社G��
�社は、2883

年 7月以降にチャベス政権に対する支持率が顕

著に下落しているとの調査結果を呈示した��。

同調査によると、2882年末から 288�年初頭に

起きた石油ゼネストの影響を受けて経済が悪化

したせいか、288�年 6月から 7月の政権支持

率は「強く支持」、「支持」をあわせても �4]に

とどまっていた。支持率はやがてじわじわと上

昇して、2885年 �月から �月には 63]に達し、

それ以降は若干の低下は見られたものの、2883

年 7月に至るまで 58]以上の高い水準を維持し

た。しかし、同年 7月以降になると 4�]に、更

に、2889年に入ると �4]にまで下落する。ま

た「チャベス大統領の国政の運営に対する信頼

度」に関する調査でも、同じ時期を境に不信が

信頼を上回る逆転現象が見られるようになり、

2889年には不信 �5�]�が信頼 �24]�を大きく

凌駕する結果になっている。

国民投票における敗北がそのまま地方選挙に

おける敗北を意味すると考えるのは早計であろ

うが、チャベス大統領がそれを重く受け止めて

いることは明白である。2889年に入るとすぐに

大幅な閣僚交替を行い、食糧問題やインフレな

��チャベス大統領の提案により、全 ��条を �ブロックに分
けて国民投票にかけられた。�ブロックは改正賛成 '�F�O、
反対 (�F)O、� ブロックは賛成 ' F�O、反対 (�F�Oという
結果であった。��� 年 & 月 �& 日現在、全国選挙評議会
;�3� は、国民投票の最終結果を発表していないため、あ
くまで途中結果である。

�� ��� 年 & 月 � 日付エル・ナシオナル紙掲載。また翌
��日付同紙にも <���,社の世論調査結果が掲載されている
が、;�3、ベネズエラ石油公社 =<B���、国軍、徴税監督
庁 �3�
�2�といった主要な政府関連機関に対する信頼度
が低下（対前年比）しているのに対し、大学、学生、教会
といった組織が依然 (�Oに達する高い支持を国民から得て
いることが伺える。ただし、同調査の結果は、反政府勢力
の比較的強い都市部で実施されたこと、調査対象の社会階
層などが明記されていないこと、等の要因を念頭に置きつ
つ読まれる必要がある。

どの問題を解決しえなかった経済関連閣僚を相

次いで交替させているからである。また治安悪

化や選挙における宣伝活動の失敗に鑑みて、側

近である内務・司法大臣や通信・情報大臣を入

れ替えるとともに、国民投票選対部長を務めた

ロドリゲス副大統領の交替を命じてもいる。こ

うした状況から、「有名」な大臣ではなく「有能」

な大臣により構成される問題解決型の政府、と

いうイメージを打出す方向へと、チャベス政権

の戦略がシフトしてきたようにも見受けられる。

与党内でも変化が見られる。つまり、M�$B

への統合を拒否して関係が冷却化した与党で、

既出の MM1やベネズエラ共産党 �M"B�を取り

込む「愛国同盟」という名の選挙協力体制の実施

をぶちあげて、地方選挙に向けた団結が主張さ

れるとともに、MM1のアルボルノス書記長（国

会議員）が国会第二副議長に据えられるなど、

チャベス大統領の態度にも軟化の兆しが表れて

いるからだ。その「愛国同盟」は �779年の大

統領選挙で結成された当時のチャベス選対組織

であり、広範な左派セクターの糾合を可能とし、

チャベス大統領の誕生を実現した。しかし、�8

年後の 2889年初頭に同盟結成を打ち出すこと

によってチャベス政権が示そうとしたのは、「社

会主義」を明示することを通じて、政治的多元

性を侵害すると批判された憲法改正案から立ち

返り、同政権の有する民主性・多元性を印象付

ける戦略のように見られる。

しばしば指摘されるように、288�年初頭の石

油ゼネスト直後に実現が目指されながら、署名

集めを経て 2884年 9月に実現された大統領罷

免国民投票のプロセスにおいて、急落した大統

領支持率の上昇に貢献したのは「ミッション」

と呼ばれる各種貧困者対策プログラムであると

言われる。実際、チャベス政権は、その基本的

立ち返ろうとしており、最近では更に各種ミッ
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ションを発表したり、女性問題担当省を新設す

るなどの政策を打出すことで、「弱者に配慮す

るチャベス政権」という顔を全面に提示すよう

にもなっている��。

;9 �� 月地方選挙への展望―困難に直面する

「団結」

これまで指摘してきたように、M�$Bの結成

をめぐる動向や、2889年が反省の年に位置づけ

られるという点などはすべて、来る ��月 2�日

に実施予定の地方選挙において、万全の体制で

勝利を目指すチャベス政権の意欲の表れである

と言っても過言ではない。チャベス大統領は、

国民投票時に負け越した各地方自治体首長ある

いは有権者に対して「負債」の返済に向けた努

力を要請するとともに、とりわけ首都区やミラ

ンダ州などの諸地域が米国政府から援助を受け

た反政府派の手に堕ちるようなことがあれば、

戦争状態に突入してしまうだろうと述べて、襟

元を正すように支持者たちに要請している。し

かし、�月の段階では、同選挙に向けた準備と

いう点で、チャベス大統領支持側も反政府側も、

それぞれの結束が順調に推移しているようには

見受けられない。

<�=チャベス派の困難

まずチャベス支持側の困難として指摘できる

のは、M�$B結成の遅滞である。既に触れたよ

うにチャベス大統領は、地方選挙に向けた「愛国

同盟」の結成を少数与党に呼びかけているが、そ

の主軸となる M�$Bの結成が遅れているため、

その他の政党との候補者擁立に関する会合が実

現できないままである。全国選挙評議会 �">��

��ヘルベルト・コネッケ・シモン・ボリーバル大学教授
に対するインタビュー記事、.;#?��6 ,� ������� 4�-�� *�
�����A� �J�*��� ����, -� �4�%*,�� *� ��/��4�D1 �� $������D
&� -� :%*�� -� ���)F を参照のこと。

支持者に「賛成」への投票を呼びかけるチャベス大統領　

　　　　　（庭田学・毎日新聞記者撮影）

における立候補受付け期間は2889年 9月 5日か

ら �2日までとなっているが、2883年の国民投

票敗北を受け、早期の候補者擁立に基づく選挙

協力の確立を主張する少数与党に対して、チャ

ベス大統領はその擁立を 6月まで先送りする考

えを示しているからである。

他方、M�$B内部でも「団結」が達せられて

いるとは言えない状況である。既出のタスコン

議員の一件とは別に、2889年に入ってから次の

ような事態が表面化した。すなわち、チャベス

大統領の出身地でもあり、実父が州知事を務め

るバリナス州において、同州の元 B!支部長

であるウィルメル・アスアヘ国会議員 �M�$B�

が、州内でチャベス・ファミリーが 28もの大

農園や 5888頭もの家畜を不正に取得し、私腹

を肥やしているとの批判を開始し、その証拠資

料を国会に提出したのである。しかし本件につ

いて、国会会計検査委員会により結成された調

査グループは、アスアヘ議員の資産などにも不
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透明な点があると指摘し、その点も調査対象に

すると発表した。同僚の M�$B議員等は、チャ

ベス一族の不正への批判を通じて、アスアヘ議

員が自身の名声を高めようとしており、それは

選挙運動の一環であると批判したのである。さ

らに、 �M、$MB、-$Bといった少数政党出身

者で M�$Bに統合したグループが、党内人事プ

ロセスの不透明性を疑問視して同党からの離脱

を発表するといった事態が持ち上がっている。

首都区の貧困地区で指導力を有するリナ・ロン

氏率いる $MBは、その後「愛国同盟」に参加

してチャベス支持を継続しているが、M�$Bの

掲げる「下からの民主主義」の内容を問うよう

な出来事がここに来て頻発している。

<�=反政府派の困難

反政府側は、ペレス・ヒメネス独裁の終了

（�759年 �月 2�日）から 58周年にあたる 2889

年 �月 2�日に、主要政党が会合を開き、地方選

挙に向けて「統一候補」を擁立することで合意

した。その後も、いくつかの政党がこのイニシ

アティブへの参加を発表するなど、団結のムー

ドが高まっている。また、長らく政権を担って

きたにもかかわらず、ここ数年は棄権路線を主

導してきた民主行動党 �*G�が、2883年の国民

投票では「改正反対」の動員をかけるなど、足

並みの統一も見られるようになっている。

しかし反政府側では、2885年 �2月の国会議

員選挙の際に、">�の不正を指摘し、候補者取

り下げで合意していたが、現在では、">�が本

質的に何ら変化していないにもかかわらず、翌

2886年の大統領選挙時には、我も我もという

形で大統領候補に名乗りを上げたのと同様の状

況が生まれつつある。地方選挙というイベント

を利用して、自らの明星を高めるとともに、資

金力を強化しようとする利己主義は、政府・反

政府側を問わずベネズエラの選挙に普遍的に見

られる現象であると言ってよい。同大統領選挙

で反政府側の統一候補として一躍その名を高め

たロサレス・スリア州知事は、�月 29日になっ

て、各地で続々と登場する反政府側「候補」に

苦言を呈するようになっており、そのような個

人のイニシアティブが反政府側の結束を疎外し

ていると批判している。

これに対し、首都区やミランダ州の都市部で

影響力を有する正義第一党 �M��は、ロサレスの

批判が反政府側一般に該当するものではないと

述べた上で、かかる「選挙をめぐる乱痴気騒ぎ」

があくまでロサレスの所属する新時代党 �$>1�

の話ではないかとの疑問を呈している。思い返

せば、ロサレス統一候補実現に際して、$>1に

は、*Gのマルキナ前国会議員や M�のロペス・

チャカオ市長やブライド幹事長、およびその他

の政党の幹部が相次いで移籍している。逆に言

えば、その事実は、$>1が選挙などの緊急事態

においては、内部の意思統一が困難に直面する

ような「オール・スター軍団」であることも意

味している。��月に向けて、$>1の動向は反

政府側の団結状況を占う注目点となろう。

最後に指摘しておきたいが、2883年にチャ

ベス派から離脱し、独自の政治活動を続けてい

る社会民主主義党 �M
���
��やラウル・イサイ

アス・バドゥエル前国防相は、チャベス派にも

反政府側にも与しないとの中道路線を主張して

いる。確かに、チャベス大統領の登場以降、特

に 2882年 4月クーデター以降のベネズエラに

おいて、国民は、「チャベスが笑えば、反政府支

持者が泣く」といった感情的かつ非建設的な政

治対立に直面している。こうした状況に憂慮を

示す形で「中道」路線を打ち出すことは、それ

自体意義ある行為だと言える。同時にそのこと

は、政府側・反政府側を問わず、政治対立に疲
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れた広範な「>� >�」と呼ばれる無党派層を自ら

の票田に編入することに必ずしも成功したとは

言えないことを証明するものである。急進的な

チャベス支持者に人気のあるタスコン議員が、

4月に入って M�$Bを追放された後、新党結成

を進めるとともに、リベルタドール（カラカス）

市長職への立候補を表明する等、こうした第 �

の勢力が政府あるいは反政府票をいかに取り込

むか、今後の動向が注目される。

おわりに

ポスト国民投票の動きは 2889年 ��月の地

方選挙に向かっている。選挙における勝利を政

権の民主的正当性の糧にしてきたチャベス政権

としては、��月時点での 2連敗は許されない。

M�$Bは、イデオロギー的な精緻化をとりあえず

措いてでも、連立与党との共闘を優先する B!

同様の選挙マシーンに逆戻りしている感が強い。

同時に、M�$Bが掲げる「下からの民主主義」

は、国民投票での反省に立ち、革命を語りつつ

も私腹を肥やす政府有力者に対して、厳しい糾

弾を開始している。この状況は地方選挙にその

まま反映される。チャベス大統領が絶対的な信

頼を寄せる有力政治家が「草の根」から拒否さ

れるようになった昨今、従来通りのチャベス「ご

指名」に基づく候補者擁立は、2883年同様に、

国民からの拒絶に直面することが容易に想像さ

れる。今回の地方選挙を通じて、M�$B内では、

参加型民主主義に基づく新たな政治アクターが、

候補者、そして地方首長として台頭することが

予想される。チャベス大統領が主張する憲法改

正に向けた「第 2の攻勢」あるいは同大統領に

対する罷免国民投票実施をも含め、選挙に向け

たベネズエラ内政の動向が今後の政治情勢を占

う最重要イベントなることは必至である。社会

主義化の命運を占うことになる政情を注視する

ことが必要となろう。 □■




