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大 

（出所）ヘンリー・ファルコン党首公約「La Gran Transformacion Hacia La Venezuela Del Futuro」 
 

  ファルコン党首公約①      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

統領選挙キャンペーンが始まった。４月２３

日 マドゥロ大統領の対抗馬となるヘンリ 

ー・ファルコン発展進歩党（AP）党首は選挙公約を発

表した。 

公約は１４０ページに及ぶ大作で内容は多岐にわた

る。一度に紹介出来ないため、複数回にわたりファル

コン氏の公約の内容を紹介する。 

 

本稿では公約の大枠とドル化政策、財政政策につい

て紹介したい。 

 

 

 

最初にファルコン党首が掲げる公約を理解するべき

理由を説明したい。 

 

同氏の公約を理解するべき最初の理由は、５月２０日

の大統領選で同氏が当選した場合、ベネズエラで施行

されると考えられる政策だからだろう。 

 

しかし、選挙制度の仕組みが与党に有利であること、

与党が有利な仕組みになっていることを理由に野党

連合（MUD）が支持者に投票の棄権を訴えていること

を理由にファルコン氏が勝てる見通しが低いことは、

これまでもレポートで紹介してきた通りである。 

 

ファルコン党首が落選すれば、公約は実行されないが、

それでも筆者は同氏の掲げる公約を認識しておく意

味があると考えている。 

ファルコン党首の政策を理解するべき理由 
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理由は、今後ファルコン党首の方針を支持する国民が

増え、今回当選しなかったとしても将来的に今回の選

挙で掲げた方針がベネズエラで施行される可能性が

あるから。これが２つ目の理由になる。 

 

１７年１０月の州知事選を終えてから第一正義党

（PJ）、行動民主党（AD）、大衆意志党（VP）、新時代

党（UNT）を中心に構成される野党連合の方向性は一

般大衆の求めと乖離している印象を受けている。 

 

今回の大統領選に投票したいと考えている国民は野

党支持者でも大勢いる。仮に、ファルコン党首が僅差

でマドゥロ大統領に敗北した場合、ファルコン党首が

敗北した理由はマドゥロ政権ではなく、選挙の棄権を

訴えた野党連合にあると非難の矛先が野党連合に向

かうかもしれない。 

 

また、マドゥロ大統領は１８年中に国会の解散総選挙

を呼びかける可能性が高い（「ベネズエラ・トゥデイ

No.102」２月２１日付の記事参照）。 

 

野党連合は、「自由で平等な選挙でないと認めてはい

けない」という主張を貫くために、国会の解散総選挙

も、支持者に選挙の棄権を訴える必要に迫られる。 

 

他方、「平等な条件でなくても参加しなければいけな

い」と訴える発展進歩党（AP）、キリスト教社会党

（Copei）など穏健派野党は選挙に参加するだろう。 

 

ファルコン党首の野党としてのポジションが強くな

れば、政権交代が起きた際に同氏の政策が実現する可

能性は高まることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つ目の理由は、この公約自体がベネズエラ経済分析

レポートとしての価値があるからだ。 

 

経済分野に関するファルコン党首の公約はベネズエ

ラ経済専門家として有名なフランシスコ・ロドリゲス

氏が執筆を担当した。 

 

同氏は００～０５年までベネズエラ国会で経済財政

担当部局のトップを務めていた。その後、ウェズリア

ン大学、国連人間開発報告書の作成チームを経て、１

２～１６年までバンク・オブ・アメリカのアンデス地

域担当リサーチャー。その後、投資銀行トリノ・キャ

ピタルのヘッドリサーチャーを務めていた。 

 

１４年に原油価格が急落した際、多くの経済専門家が

デフォルトは時間の問題だと訴えていたのに対し、ロ

ドリゲス氏は、デフォルトは簡単には起きないとの主

張を続けてきた。 

 

１６年半ばで原油価格が底を打った段階からロドリ

ゲス氏の主張が正しかったとの認識が一般的になっ

ていた。 

 

１７年４～７月にかけて、反政府デモが起き、政府側

の対応が非人道的であったことを理由に、米国が金融

制裁を科し、ベネズエラ政府は債務の履行を停止した。 

結果的に「デフォルトは時間の問題だ」という主張が

正しかったことになるが、これは米国の金融制裁によ

る強制終了の側面が強い。 

 

仮に米国が金融制裁を科していなければ、PDVSAの産

油量はここまで落ち込まず、政府は引き続き債務を履

行していたと考える専門家は多く、ロドリゲス氏の分

析能力は今でも高く評価されている。 

彼は金融分野のみならず、財政政策・政治にも精通し

ており、同氏の執筆したレポートはベネズエラを理解

する上でも一読の価値があるだろう。 
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次にファルコン党首の公約の大枠について説明した

い。 

 

公約は「VENEZUELA QUE FUNCIONA」「VENEZUELA QUE 

PRODUCE」「VENEZUELA SOLIDARIA」の３つのパートに

分かれている。 

 

夫々のパートを簡単に説明すると「VENEZUELA QUE 

FUNCIONA」は、政府の組織改革や政権運営について述

べられている。具体的にはドル化政策、財政規律を保

つための方法などについて触れている。 

 

「VENEZUELA QUE PRODUCE」は、国内産業振興のため

の政策について書かれている。 

 

具体的な産業は石油・電力・工業・農業・観光の５分

野。また、国内産業が競争力をつけるための政策につ

いても言及している（本パートは別途ウィークリーレ

ポートで紹介したい）。 

 

「VENEZUELA SOLIDARIA」は、国民生活、環境保全、

女性差別、衛生問題への対応、先住民族への方針など、

ファルコン新政権が国民に対して、どのような政策を

とるかが述べられている。 

国民の生活を保障するためのドル給付政策は、このパ

ートで述べられている。 

 

 

 

（出所）ファルコン党首公約「La Gran Transformacion Hacia La Venezuela Del Futuro」参照 

３つの柱 政権運営・産業振興・調和 
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ファルコン党首の公約で最初に登場するテーマは「ド

ル化政策」。つまり、ベネズエラで使用されている現

地通貨ボリバルから米ドルを法定通貨にしようとい

う提案だ。 

 

ファルコン党首は、これまでも度々ドル化政策につい

て訴えており、同氏の目玉プロジェクトになっている。 

 

ドル化政策を施行する理由はインフレの抑制。 

過去１０年に起きた世界の年間インフレ率で最も高

いのは０７年のジンバブエの２４，４１１％だが、ベ

ネズエラは２位、３位、５位、６位と上位を総ざらい

している（国会が発表したインフレ率を使用）。 

 

 

（出所）ファルコン党首公約より抜粋 

 

一方で、国民の賃金上昇は急騰する物価に追いついて

おらず、可処分所得は著しく減少している。 

 

ロドリゲス氏の分析によると、マドゥロ大統領が政権

に就く１カ月前の１３年３月～１８年３月までの間

に、ベネズエラの最低賃金の実質的な価値は９４．

５％減少したとしている。 

 

つまり、現在は最低賃金１８カ月分をもらわないと、

１３年３月当時の１カ月分の最低賃金と同じ水準の

生活が出来ないということになる。 

 

 

（出所）ファルコン党首公約より抜粋 

 

インフレ率が高騰する理由は様々だが、大きな問題は

財政赤字だという。 

 

ベネズエラは石油産業から得られる税金に頼りすぎ

ていたため、国民・法人から税金を徴収する仕組みが

適切に機能していない。原油価格の低迷により税収が

減ったため、政府はボリバル通貨を発行することで不

足分を補っている。 

 

経済規模の拡大を伴わない通貨の発行は通貨の価値

を下落させ、インフレを加速させる一つの要因になっ

ていると分析している。 

 

ロドリゲス氏によると、政府は６年連続で税収以上に

支出しており、１７年の財政収支は対ＧＤＰ比２１％

の赤字だったとしている。 

 

特にハイパーインフレーションの経済下では税収が

目減りしていく。 

 

税金の支払いは通常、支払額が確定する時期と、実際

に支払う時期にタイムラグが生じる。 

 

インフレは可処分所得と税収を減らす 
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例えば、１７年１～１２月までの収入をベースに１０

０ボリバルの税金を支払うことが確定し、１８年３月

に所得税を支払ったと仮定する。 

 

ただ、１７年１～１２月の１００ボリバルの価値と１

８年３月の１００ボリバルの価値を比較すると１８

年３月の１００ボリバルの方がインフレによって価

値が下がっている。つまり、インフレにより実質的な

税収が目減りしてしまったことになる。 

 

ロドリゲス氏は各月の税収、歳出の増減率を表にまと

めている。彼の調べによると、ベネズエラ政府は、イ

ンフレを考慮した場合、実質的な税収が著しく減少し

ており、それに伴い歳出も減っていると分析している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフレは国民の購買力と税収減の原因であり、その

抜本的な対策が経済のドル化だ。 

 

法定通貨を米ドルにしてしまえば、自国で通貨を発行

できないため、入ってきた資金以上に政府が支出する

ことが出来なくなる。また、米ドルに対する為替レー

トを気にする必要がない。 

 

通貨の価値が安定するので、インフレはなくなる。 

即効薬ともいえるインフレの解決策だろう。 

 

ロドリゲス氏は、これまで１ドル６０，０００ボリバ

ルでドルをボリバルに両替すれば、外貨準備３０億ド

ルを使いベネズエラ国内の通貨を全てドルに変える

ことが出来ると説明していた。 

 

しかし、公約では具体的に１ドル何ボリバルで両替す

るかどうか具体的な明言は避け、ベネズエラ政府の財

政事情と、政権交代時の流通通貨を見て判断すると説

明している。 

 

なお、ドル化政策といっても、国内のボリバルを強制

的にドルに変えるつもりはないようだ。しばらくの間

は、ボリバル通貨とドルが並行して使用できる状態に

なる。これまで通り、ボリバル建ての給料契約をする

ことも可能とする。 

 

最低賃金は月額７５ドルから始めることを考えてい

る。また、国民生活を保障するために「Tarjeta 

Solidaria（連帯カード）」を使用し、月額２５ドルを

給付するようだ。 

 

 

 

 

（単位：　％）

2017年 2018年 2017年 2018年

1月 △ 45 △ 65 △ 37 △ 42

2月 △ 43 △ 49 △ 60 △ 55

3月 △ 61 △ 41

4月 △ 67 △ 69

5月 △ 67 △ 60

6月 △ 66 △ 61

7月 △ 70 △ 64

8月 △ 73 △ 62

9月 △ 69 △ 73

10月 △ 68 △ 53

11月 △ 67 △ 56

12月 △ 64 △ 45

合計 △ 63 △ 57

（出所）ファルコン党首公約

前年比

実質税収増減率

前年比

実質歳出増減率月

表：　前年比の実質税収、歳出増減率

インフレ対策のためのドル化政策 
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月額７５ドルは決して多くないが、現在の最低賃金

（食料チケット含む）が月額１３０．７万ボリバルで、

並行レート（１ドル６２．６万ボリバル）で換算する

と約２ドルであることを考えれば収入が増えると言

える。 

 

最低賃金は徐々に上げていき、４年後には隣国と同水

準の最低賃金にする。具体的には２０２２年に４００

ドルにすることを目標にしている。 

 

 

ドル化政策は政府に自国での通貨発行を不可能にし、

財政規律を高める効果があるが、それだけでは不十分

としており、以下３つの提案している。 

 

１．歳出の見直しと非石油部門からの徴税を増やす仕

組みづくり。 

 

（１）政府機能を小さくし、公的部門として必要な業

務に注力する。 

 

（２）非石油部門からの収入を増やす手段として、国

民の可処分所得の推移を見ながら徐々に公共料金（電

気・ガス・水道・電話・交通）の料金を改定する。 

 

（３）政府が安価な料金で財・サービスを提供する間

接給付型の補助から「Tarjeta Solidaria（連帯カー

ド）」を通じた直接給付型の補助金に切り替える。 

 

（４）国営会社の不採算事業の見直しや民営化を検討

する。基本的に政府の規模を小さくする前提で事業の

効率化を行う。 

 

（５）国家公共財政法案を法律化し、政府に徴税権限

を与える。 

 

 

（６）原油は価格の増減が大きく、原油に財政を頼り

すぎると国の安定に害を及ぼす。よって、非石油部門

の税収を増やすための方策を検討する。 

 

（７）非石油部門の徴税を増やす手段として、社会保

険料の負担増加、国民の所得を見ながらのガソリン価

格や公的サービス（手数料など）の値上げ。 

 

（８）正規雇用を増やすことを目的とした徴税の設定。 

 

（９）徴税システムの簡素化。 

 

２．財政健全性を監視、規制する組織の新設。 

 

（１）年度予算の策定は向こう１０年間の財政目標が

書かれた中長期計画と経済目標に一致させるよう

にする。 

 

（２）政権運営の透明性を高める法律の制定。 

 

（３）政府は中長期計画と支出の相違を国民に説明し、

次年度の予算に対応策を反映させなければならな

い。 

 

（４）政府の支出と債務に上限を設定。予算外の支出

を承認できないような法的仕組みの設定 

 

（５）財政目標、収支報告制度を州・市単位まで拡大

させる。 

 

３．外的要因による悪影響を緩和するためのマクロ

経済安定化基金の新設。 

 

原油価格が一定額を越えた場合に、非常時に備えるた

めの基金に資金を流す。 

この資金は非常時あるいは非石油分野の産業を育成

するために使用する。 

 

以上 

財政規律の監督強化 


