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（写真）大統領府 “１８年５月 大統領選挙の当選証明書を受け取るマドゥロ大統領” 

２ 

 

 
 

  大統領再任後のシナリオ①       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

０１９年１月１０日はマドゥロ大統領が２

回目の任期を始める日になる。 

 

しかし、野党および欧米、南米主要国は１８年５月２

０日に実施された大統領選挙を認めていない。彼ら

にとって、１９年１月１０日以降 ベネズエラには

大統領がいない状態になる。この時、どのようなこと

が起こり得るだろうか。 

 

本稿では、１月１０日以降の政治シナリオについて

分析したい。 

 

 

 

１８年５月２０日 ベネズエラで大統領選が実施さ

れ、マドゥロ大統領が当選した（「ウィークリーレ

ポート No.47」）。 

 

同選挙には穏健派野党で発展進歩党（AP）のヘンリ

ー・ファルコン党首が出馬したが、主要野党は同選

挙を「自由で透明な選挙ではない」として参加を拒

否。選挙結果を認めないスタンスを維持している。 

 

なお、ファルコン AP 党首も、事前に政府と合意し

た条件で選挙が実施されなかったと主張。選挙で不

正が行われたとして、選挙結果を認めていない。 

 

重要ポイントは１９年１月１０日 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e2a8e16ad6b3d060613b3509e3aae2c2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e2a8e16ad6b3d060613b3509e3aae2c2.pdf
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ベネズエラ国内の野党に限らず、欧米・近隣主要国

も１８年５月２０日の大統領選を認めていない。 

 

ベネズエラの大統領の任期は６年。マドゥロ大統領

の１期目の任期満了は１月９日になる。 

 

つまり、１８年５月２０日に行われた大統領選を受

けたマドゥロ大統領の２期目の任期開始日は１９年

１月１０日になる。 

 

ただし、前述の通り野党および欧米、コロンビア、

ブラジルなど南米主要国は同選挙を認めていないた

め、１月１０日以降、ベネズエラには大統領が不在

という認識になるだろう。 

 

仮に、与野党対話が成立しない状態で１９年１月１

０日を迎えてしまうと政治的な対立が更に深化する

のではないかと想像している。 

 

次のページに、「１９年１月１０日のマドゥロ大統

領就任式」をポイントとした、ベネズエラの政治シ

ナリオを記載してみた。 

 

同シナリオ表は 

「１月１０日までに対話が行われない場合」と 

「１９年１月までに対話が始まる場合」 

に分かれている。 

 

同テーマは長くなってしまうので、本稿では 

「１月１０日までに対話が行われない場合」 

について筆者の予想するシナリオを紹介する。 

 

 

 

 

次週のウィークリーレポートでは、 

「１９年１月までに対話が始まる場合」 

の予想シナリオについて紹介したい。 

 

なお、筆者は、第一正義党（PJ）、行動民主党

（AD）、新時代党（UNT）、大衆意志党（VP）など

主要な野党は、意見の違いはあるが政府と対話を行

う方向に傾いていると理解している。 

 

野党系の市民団体「Frente Amplio」も選挙を通じ

た現状解決を支持するスタンスを示しており、カト

リック教会の大司教も対話を仲裁する意志があると

明言している。 

 

１７年１０月の州知事選での大敗を受けてバラバラ

になった野党は、１年超を経て多少まとまりを取り

戻しつつあるように感じる（１７年１０月の州知事

選については「ウィークリーレポート No.17」参

照）。 

 

１月１０日まで１カ月だが、野党が対話開始を発表

する可能性はまだ残っていると考えている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a46a00306cf4f20bac2cc4b7fb851a14.pdf
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１月１０日までに与野党対話が始まらない場合、ベ

ネズエラ国内の政治的な対立はひどいものになると

想像している。 

 

具体的にどのようになるかを前ページのシナリオ表

に基づいて紹介したい。 

 

まず、野党が非難する中で１月１０日にマドゥロ大

統領が大統領就任式を行った場合、米国はマドゥロ

政府に強烈な制裁を科すと想像している。 

 

最近、米国政府はベネズエラをテロ支援国家リスト

に入れる検討を進めているという（「ベネズエラ・

トゥデイ No.218」１１月１９日付の記事参照）。 

１月１０日のタイミングでベネズエラをテロ支援国

家リストに加える可能性はあるだろう。 

 

１月１０日、大統領就任式を行った後、与党として

は当然、マドゥロ政権が続投しているという前提で

政権運営を行う。 

 

他方、野党側から見れば、５月２０日の選挙自体を

認めていないので、１月１０日以降は「大統領が不

在」ということになる。 

 

現在のベネズエラ憲法には、大統領が不在になった

場合の対応について明記されており、野党は憲法の

内容に準じたスタンスを取るのではないかと想像し

ている。 

 

 

 

 

憲法２３３条「絶対的な不在」の項目には以下のよ

うに書かれている。 

 

 

共和国大統領の「絶対的な不在」とは以下の状態。 

・死亡 

・辞任 

・最高裁の判決により命じられた罷免 

・最高裁に任命された医師が身体あるいは精神的な

障害を認め、国会がその報告を認めた場合 

・国会に職務放棄を宣言された場合 

・国民投票による罷免が成立した場合 

 

大統領の当選者がその就任前に「絶対的な不在」に

なった場合には、その日から３０日以内に新たな選

挙手続きがとられる。新たな大統領が選出され、就

任するまでの間、国会議長が大統領の職務を担う。 

 

大統領の「絶対的な不在」が任期の最初の４年で生

じた場合には、その日から３０日以内に新たな選挙

手続きがとられる。新たな大統領が選出され、就任

するまでの間、副大統領が大統領の職務を担う。 

 

上記の場合、新たに選出された大統領は残りの任期

を全うする。 

 

「絶対的な不在」が任期の最後２年で起きた場合、

副大統領が大統領として残りの任期を全うする。 

 

 

野党にとって、大統領が就任する前に「絶対的な不

在」になっているため、「憲法に従い１９年の新国

会議長が大統領職を担う」と宣言するのではない

か。 

野党 国会議長が大統領の職務を担う？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0584473222f684683fbc3b139078ad9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0584473222f684683fbc3b139078ad9.pdf
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とは言え、実際のところ国民から税金を受け取り、

公務員に給料を払うのはマドゥロ政権なので、野党

による宣言はシンボリックなものでしかない。 

 

ただ、５月２０日の大統領選を認めていない米国、

EU 諸国、南米の主要国は憲法を根拠にした野党の

宣言を支持するだろう。 

 

そして、マドゥロ政権が、国会の「大統領の役割を

国会議長が担う」という発言を容認できるはずはな

い。マドゥロ政権は国会に攻撃を仕掛けることにな

るはずだ。 

 

そうすれば、欧米・南米諸国がマドゥロ政権を非難

し、制裁が強化され、経済は更に困窮する。これま

でと同じ悪循環を繰り返すことになる。 

 

 

おそらく、与党は１月１０日までに対話が始まらな

い場合、上記のシナリオが起こり得ることは認識し

ているはずだ。 

 

野党は、本音ではこれ以上の対立を避けたいと思っ

ていても、１月１０日を過ぎれば「大統領がいなく

なったので、憲法に従い国会議長が大統領の役割を

担う」と言わざるを得ないのではないか。 

 

また、与党も「大統領の権限を担う」と宣言した野

党に何もしないわけにはいかない。そうなれば、状

況が悪化することは目に見えている。 

 

だからこそ、与党も野党も対話をする意志はあると

考えている。 

 

なお、主要な野党は 

「政府が、大統領選を含めた一斉選挙を実施するこ

とを約束するのであれば、対話に応じる」 

とのスタンスを示している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.209」１０月２９日付の記事参照）。 

 

つまり、野党はマドゥロ政権に対話の条件となるボ

ールを投げており、ボールはマドゥロ大統領が持っ

ている。 

 

とは言え、急進野党を中心にベネズエラの野党支持

者が対話を支持しているかは大いに疑問だ。「独裁

政権は対話ではなく、徹底抗戦で挑まなければ変わ

らない」と考える人の方が多いのではないか。 

 

野党が対話のテーブルに乗るためには与党を相手に

することはもちろん、急進野党支持者も相手にしな

ければいけない。 

 

つまり、急進野党支持者が納得できるだけの条件を

引き出さなければならず、政府への譲歩は容易には

出来ない。野党は非常に難しい課題を迫られている

と言える。 

 

以上 

対話開始はマドゥロ大統領の手中 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf

