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参加型民主主義恐れる米国
米国目線のマスメディアに
ベネズエラから明快な反論

マリア・パエス・ヴィクトル
ベネズエラ系カナダ人社会学者

インタビュアー
エドゥ・モンテサンティ

独立ジャーナリスト

チリのアジェンデ政権を
倒した1973年の軍事クー
デターは、1970年に選挙
で社会主義政権が成立する
ことを示したチリのモデル
が中南米各国に波及するこ
とを恐れた米国によって画

策された。本稿では、チャベス大統領からマドゥーロ現
政権に引き継がれたベネズエラの参加型民主主義の実現
に向けた取り組みが中南米各国に波及することを米国が
いかに恐れているのかをベネズエラ人社会学者、マリ
ア・パエスがテレスールとのインタビューの中で明らか
にする。筆者は、米国最大の誤算は、民衆を抑圧したチ
リ軍と違って、ベネズエラ軍が民衆と一体となったシモ
ン・ボリバルの解放軍の継承者として刷新されているこ
とだという。西側主流メディアを総動員した強権政治、
独裁体制、言論弾圧が横行しているという米国のプロパ
ガンダの洪水は途切れることなく続いている。そのひと
つひとつがどう間違っているのか、パエスの反論は明快
である。（編集部）

原題：米国とその同盟国はベネズエラの参加型民主主義
を恐れている

テルスールは、ベネズエラの社会学者マリア・パエス
とベネズエラの社会主義政権に対する侵略について話し
合った。ベネズエラが米国と中南米地域の米国の同盟国
からの圧力にさらされる中、マリア・パエスはベネズエ
ラの制憲議会（ＡＮＣ）や米国の侵略に対する抵抗の意
義についてテレスールの問いに答えた。

問い（以下、ＥＭ）：ベネズエラで７月 30日に行われた
制憲議会（ＡＮＣ）選挙をどうみているか？

答え(以下、ＭＰ)：それはベネズエラの人々のすばらしい
勝利だった。人々はデマに直面して平静を保ち、暴力に
直面して決意と勇気を示した。人々は本物の政治的な成
熟を示し、自分たちの投票がベネズエラの平和への真の
道であることに気づいた。
野党は、幻想と希望的観測に依拠して、（チャベス前

大統領の支持者）チャビスタは 200 万人いるだけだ、選
挙は失敗する、さらには、制憲議会を設けたところでベ
ネズエラに混乱が生み出されるだけである、と主張し続
けた。事実が示したように、野党の主張はまったく現実
とかけ離れていた。
圧倒的な投票数だった。（有権者の 42%に当たる）

880 万人が投票したことはチャビスモが生きており、健
全であることを示した。野党の脅迫がなく、実際に多数
の人が投票を妨害されなかったならば、もっと多くの人
が投票したであろうことは容易に推測できる。
投票日（7月 30日）、人々がバリケードや銃からうま

く回避して投票所にたどり着く、勇敢な姿が多々見られ
た。例えば、タキラの町の全域で、人々は銃撃を避け、
静かに町を逃れ、徒歩で二つの川を渡って投票権を行使
した。これは後で有名になった。

ＥＭ：制憲議会を巡る米国の対ベネズエラ制裁措置につ
いてどう考えるか？とりわけ制憲議会の設立やその支援
に関与したグループの 6人のメンバーが制裁の対象にな
ったのをどう見るか？

ニコラス・マドゥーロ大統領を支えるチャヴ
ィスタ（チャベス支持者）。



ＭＰ：米国は、米国の路線に服従しない政権を排除するた
め、歴史的に中南米でこれまで行ってきた、良く知られた不
安定化工作を実行したにすぎない。言い換えれば、米国の利
益に沿わない政府をことごとく打倒しようとしてきたのであ
る。
ベネズエラの人々の場合、制裁からほとんど効果は生じな
い。人々が米国に資産を所有していないためだ。しかし、米
国に旅行しようとすれば、個人的に影響をこうむる可能性が
ある。
制裁措置は、当該の個人にとっては困ったことだが、ベネ
ズエラの政府や国民には何の影響もない。これらの制裁措置
は、米国の威嚇力と脅威を示しているが、効果はない。しか
し、より大きな問題は、米国とその同盟国が実際に参加型民
主主義に恐怖していることだ。彼らは、とりわけ選挙の洗礼
を受けた制憲議会の設立を恐れている。
右派や帝国主義者が政権を握る国は、ベネズエラの制憲議
会は違法だと派手に宣伝したが、そうではなかった。ベネズ
エラの1999年憲法を読めば、大統領が制憲議会を召集でき
ることがはっきりと定められている。
留意しなければならないのは、これら違法な抗議行動が国
民の自由な決定という普遍的原則に違反しており、完全に国
際法に違反しているということだ。すべての国は、とりわけ
選挙された議会を通じて行うのであれば、その主権の行使と
して自らの法律を自由に定めることができる。
これら大国は、中南米の右派政権が率いる諸国と同様、政
治的、経済的エリートによって統治されている。コロンビ
ア、ペルー、メキシコ、ブラジル、チリ、そしてスペイン、
米国ですら、国民にベネズエラのように自ら憲法を制定する
権限を要求されたら、どうなるのかと脅えている。

例えば、メキシコ政府は、古くからの国の「宝」である
国営石油企業ペメックスを民営化可能とするために、署名一
つで、憲法を改正した。メキシコの人々はこれに発言権を持

たなかった。
ここ4カ月間、ベネズエラは経済戦争、西部国境地域で
の民兵による攻撃、そして都市部の富裕層による反政府暴力
活動に直面したものの、ニコラス・マドゥーロ大統領が市民
権の保障を一時停止する緊急事態宣言の発動という強権的な
手段を講じることはなかった。これは、民主的行動党やキリ
スト教社会党（Copei）が40年間にわたって統治した手法
だ。一時、彼らは2年間市民権の保障を停止して、この国
を統治した。
マドゥーロ大統領は、ベネズエラ憲法第347条、第348
条、第349条が付与する権限を行使しながら、深い洞察と
民主的で社会主義的な原則を遵守して、国民の意志の最高権
威である制憲議会を招集した。これは、1789年のフランス
の国民議会、1787年の米国（フィラデルフィア）の憲法制
定会議、1917年のロシアの憲法制定議会の例にならったも
のだ。
しかし、これら歴史上先行する憲法制定議会とは大きな違
いが1つある。1999年（にチャベス政権下で招集された）
ベネズエラの憲法制定会議と同様、ベネズエラの制憲議会
（ＡＮＣ）のメンバーは政党やエリートの代表ではない。Ａ
ＮＣのメンバーは市民である。選り抜かれたエリートでも、
政党によって選ばれた人たちでもないのだ。

ＥＭ：国際的な主流メディアのベネズエラや制憲議会につ
いての報道をどう見ているか？

ＭＰ：ゾッとする。
ベネズエラに関しては、公平な報道というジャーナリズム
の原則はほとんどなくなった。念頭に入れているのは野党勢
力の意見だけだ。
野党勢力とは何なのか！ 人種差別主義者、階級差別主義
者、非民主主義者である。彼らは、浅黒い肌がチャビスタで
あるに違いないとして、若者たちを焼き殺すのをあからさま
に容認する街頭テロへと公然と暴走している。また、野党勢
力は、同じ理由から、若者をリンチしている。
国際メディアは、野党勢力の街頭抗議活動を十分にカバーし
た。だが、彼らを“学生”や“自由を求める闘志”として描い
た。
ベネズエラの355の市町村地区のうち、暴動が起きたの
は8つの地区、それも比較的富裕な地域だけであったこと
を伝えようとする記者は国際メディアには1人もいなかっ
た。国際メディアは、暴動の重要性を誇大宣伝するのに全力
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を挙げた。
これまでに、制憲議会が達成した合意を列挙する。

1．立法府（制憲議会）は経済の15の戦略分野を取り扱
う国家経済会議と会合を持ち、石油輸出に依存する経済を脱
し、多様で生産的な経済モデルを強化する政策についても議
論する。

制憲議会の抱える課題の中で最も難しいのは経済的な
課題と考えている。つまり、ベネズエラ経済をサボター
ジュから守り、ポスト石油の多様化した経済の基盤を確
立しようとする課題である。
制憲議会のメンバーはこのために最も優れた経済の専

門家たちと会合を持っている。上の課題を立法化するの
は容易ではない。おそらく、実行可能ではない。ベネズ
エラ経済は手に負えないインフレで挫折してしまった。
これは大変難しい問題だ。
もう一つの大きな問題は、経済力が依然として裕福な

エリート層の掌中にあるということだ。この経済的不平
等に立ち向かわなければならない。 
しかし、第 2次世界大戦後のヨーロッパの経済を考え

れば、政府がこれに正面から取り組まなければならない
のは歴史上初めてのことではない。欧州は解決策を見つ

けた。ベネズエラもまた問題を解決すると願っている。
ベネズエラの人々は間違いなくそうしようとしている。
しかし、ベネズエラに関して驚くべきことは、米国、

カナダ、あるいはヨーロッパの各国政府がこのような経
済的問題を 8分の 1抱えるだけで倒れてしまっただろう
ということだ。ベネズエラの人々はこのような経済状況
にもかかわらず、政権を堅持している。これは実に異例
なことだ。
2．制憲議会は、8月 15日の第 2回会合で、国の権力

機構との共存令を可決し、現在の野党主導の国会に取っ
て代わることはないことを改めて確認した。
このようなことを決定するのは制憲議会の特権であ

る。実際、今や本当の権力を保持しているのは制憲議会
である。国会は、最高裁の判決を遵守しようとしない頑
迷さと民主主義に反する姿勢によって、自らを不要なも
のとし、法の枠外に置いた。
ベネズエラの本当の敵は、現時点では、国会やこの国

の他の権力機構ではない。それは、ベネズエラの膨大な
石油と鉱物資源をむやみに欲しがっている米国、石油メ
ジャー、他国の政府や企業の提携者たちである。

3.．制憲議会は、米政府がベネズエラに科した一方的
な制裁措置を拒否し、国外勢力の威嚇に抗してマドゥー
ロ大統領を支持すると表明した。
トランプ米大統領のベネズエラに対する言語道断な軍

事的な威嚇は、彼がいかに恥知らずで、無知な男であ
り、大統領の地位にまったくふさわしくないことを改め
て世界に見せつけただけだ。メキシコ、コロンビア、ペ
ルー、チリ、ブラジル、アルゼンチンといった中南米で
米国と同盟関係にある国の右派政権ですら、ベネズエラ
に対する米国の軍事介入には同意しないとの声明を速や
かに出した。
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これらの国のどの政府も次は、米国が考案できる「望
ましくない政府のリスト」に組み込まれる可能性がある
ため、不同意せざるを得なかったのだ。中南米の各国政
府はまた、ベネズエラ領土への米国のいかなる軍事介入
も地域紛争を引き起こし、彼らが支配したがっている市
場を危険にさらすことになるのを知っているのだ。
ベネズエラの制憲議会を選出する権利が、米州ボリバ

ル同盟（ＡＬＢＡ）加盟国、カリブ海諸国、世界の３分
の２の国が加盟する非同盟諸国に支持されていることを
指摘することも重要である。
4．制憲議会は、ベネズエラ中部のカラボボ州のフォル

ト・パラマカイに対して 8月 13日にテロ攻撃が行われ
たのを受け、国軍がベネズエラの人々を防衛したのを支
持した。
フォルト・パラマカイへの攻撃は軍事蜂起ではなかっ

た。それは、指名手配されていた 2人の元兵士に率いら
れ、兵士に変装した小規模なグループの民間人によって
実行されたものだ。明らかなテロ攻撃だった。
しかし、攻撃は非常に愚劣なものだった。少数の男た

ちが武装した多数の兵士がいる駐屯地を攻撃する？これ
はすぐ鎮圧された。彼らは攻撃が成功するとは思ってな
かった。これはまたしても国際メディアに向けた「ショ
ー」だった。実際はそうではないのに、ベネズエラが混
沌状態にあると報道させる企みだったのだ。
ベネズエラの野党勢力は、ボリバル主義のイデオロギ

ーに依拠する、ベネズエラ軍と市民の同盟が強力である
ことを認めない、あるいはそれを受け入れたくないの
だ。ベネズエラ軍はシモン・ボリバルの解放軍の真の継
承者である。彼らは、悪質な米陸軍米州学校で訓練を受けた
人たちのように、自国の人民を抑圧する軍隊ではない。
ベネズエラ軍の再編はウーゴ・チャベス前大統領の素

晴らしい遺産である。軍隊も人民なのだ。ベネズエラ軍
は、隣国に侵攻し、戦争を仕掛けるために自国から離れ
ることは決してしない。彼らが自国を離れたのは、19世
紀にスペイン帝国からコロンビア、ボリビア、エクアド
ル、ペルーを解放しようとしたときだけだ。

ＥＭ：これらの論点についてどうみているのか？近い将
来に期待できることは？
ＭＰ：今や、ベネズエラ人民の真の代表者である制憲議
会（ＡＮＣ）のメンバー 545 人の出番である。彼らは、
テロリストたちに対し、またベネズエラ経済を不安定化

し、多額の米ドルを手にするため自分たちの国を売る連
中に対し、合法的な抜け穴を閉ざすことによって、真の
平和と正義を導く憲法を制定し、法の支配を確立するだ
ろう。
これには疑問の余地がない。今やベネズエラの制憲議

会は法律の改正にとどまらず、革命的な文化的、政治的
な変革を実行している。それは、ベネズエラの国境をは
るかに越えて波紋を起こすだろう。

彼らは新しい形の権力、人民がその意思と主権を行使
する新しい手法を定義しつつある。制憲議会は、国の先
導者となり、植民地の弁証法を払拭することを約束する
新たな政治的創造の波、共同体の新たな哲学を生み出す
だろう。そして、ベネズエラの労働者階級に政治体制の
「主役」としての確固たる地位を付与するだろう。
当然ながら、ベネズエラの運命は今や人民の手に委ね

られているのだ。
世界の他の国・地域に関しては、ベネズエラは、世界

の平和に脅威となることのない民主的な政府の側につ
く。戦争を布告せず、いかなる国にも侵略せず、最先端
の兵器を所有せず、自国の経済的問題の対処に専念し、
自国の人民を食べさせ、その衣類や住居に心を砕く民主
的な政府が導く国とともに歩く。
さもなければ、人民の利益より自分たちの狭い政治的

利益を優先する不道徳な人たちの側につかされてしま
う。不道徳な人たちは躊躇せずに食糧や医薬品を人民か
ら取り上げ、公然と銀行に自国に融資しないよう依頼
し、米国や欧州に自国への介入を働きかけ、国民が与え
ようとしない権力を欧米諸国に付与する。彼らは、浅黒
い肌の人たちをリンチして、その体を燃やし、自分たち
の利益のためにのみ、ひどい人種差別と憎悪のキャンペ
ーンを行ったのだ。
フィデル・カストロの言葉を言い換えてみる。「歴史

は彼らに無罪を宣告しない」。

翻訳：加治康男（独立ジャーナリスト）

出典：2017 年 8 月 17 日付 telesurtv.net 掲載記事
US, Allies Are Terrified of Venezuela’ s Participatory
Democracy
http://www.telesurtv.net/english/opinion/US-Allies-Are-Ter-
rified-of-Venezuelas-Participatory-Democracy-20170817-
0016.html
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