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（写真）Fedecamaras ”経済界のアンケート調査を実施” 

ベ 

 

 

 Fedecamaras アンケート調査      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ネズエラの与野党対立は袋小路に陥ってい

る。特に野党は政権交代の具体的な道筋を 

示すことができず、支持は大きく落ち込んだ。 

 

短期的な政権交代が期待できない中、経済界は現実

路線に舵を切っており、マドゥロ政権と協調するス

タンスを執っている。 

 

２１年３月に経済界で最も大きい団体「Fedecamaras」

は国内企業を対象にアンケート調査を実施した。 

本稿では、そのアンケート調査の結果を紹介したい。 

 

 

現在の状況を見る限り、野党はベネズエラの情勢を

変える力を失っており、現在のベネズエラを良い方

向に変える力があるのは経済界だろう。 

 

経済界で最も大きな団体「Fedecamaras」は、２１

年１月からマドゥロ政権と対話を開始した（「ベネズ

エラ・トゥデイNo.554」）。 

また、３月には民間主導で Covid-１９ワクチンを調

達する計画を提案。現在はマドゥロ政権側の承認を

待っている（「ベネズエラ・トゥデイNo.578」）。 

 

その「Fedecamaras」が３月に国内企業を対象にア

ンケート調査を行った。 

 

経済界 アンケート調査を実施 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/208b9a71bafe1bddb7fbb9a309117f93.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/208b9a71bafe1bddb7fbb9a309117f93.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
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このアンケート調査は「Fedecamaras」の会員企業

だけではなく、他の経済団体（具体的には

「Conindustria」「Consecomercio」「Conapri 」

「Cavidea」「Venamcham」「Fedeagro」「Fedenaga」

など）の会員企業も含まれる。 

 

アンケート期間は２１年２月５日～１２日で、１，

１１６名の企業経営層の回答をまとめたもの。 

 

ベネズエラを良い方向に変える原動力になり得る経

済界が現状についてどのような認識をしているかは、

今後を予想するうえで重要な要素だろう。 

 

 

経済見通しに関する質問は４問。 

 

質問「２０２１年の経済見通しはどうか？」 

についての回答は 

「悪くなる」が３９．１％ 

「昨年と同じ」が２８．９％ 

「昨年より良い」が２７．２％ 

「回答なし／不明」が４．８％ 

 

質問「ベネズエラに未来はなく、他国で事業を検討」

についての回答は 

「全く考えていない」が５１．５％ 

「ほとんど考えていない」が３７．９％ 

「考えている」が８．３％ 

「回答なし／不明」が２．２％ 

 

 

 

 

質問「ベネズエラで事業・投資を再開するためには、

変化が起きるのを待たなければいけない」 

についての回答は 

「ある程度その通りだと思う」が３７．８％ 

「そんなことはないと思う」が３６．７％ 

「その通りだと思う」が２３．６％ 

「回答なし／不明」が２．０％ 

 

ここで書かれている「変化」とは、「政権交代」を想

定しているのか「マドゥロ政権下での経済方針の見

直し」を想定しているのか、あるいは「米国の経済制

裁」を想定しているのかは明確には書かれていない。 

 

理解の仕方は回答者の意思に任せているのだろう。 

 

質問「現時点で、企業家としてどのような考えが自

分に近いか？」 

について、最も多かった回答は 

「投資をせず、現状を維持する」が５０．５％ 

次に多かったのは、 

「事業を継続し、現状でも投資を行う」が２９．７％ 

次に多かったのは、 

「現状が続く限り事業は行わない」が６．６％ 

それとほぼ同じだったのは 

「ベネズエラ事業を縮小・一部停止する」が６．５％ 

となった。 

 

ベネズエラの状況は、引き続き厳しいが事業を維持

するとの考えを示す回答者が全体の８０％と多かっ

たようだ。 

 

 

 

 

厳しい状況だが事業継続が８割 
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政治に関する質問は１５問 

 

質問「２１年から政府の企業への抑圧は変わると思

うか？」 

についての回答は 

「変わらない」が４２．１％ 

「強くなる」が３２．４％ 

「減る」が２１．１％ 

「不明／回答なし」が３．３％ 

「完全になくなる」が１．１％ 

 

質問「政府は今後も「金持ちは敵」のイデオロギーを

続けると思うか？」 

についての回答は 

「表面的に続ける」が４４．４％ 

「間違いなく続ける」が３９．３％ 

「続けない」が１１．８％ 

「不明／回答なし」が４．６％ 

 

質問「政府があなたの事業を攻撃するリスクは？」 

についての回答は 

「今まで通り」が５０．２％ 

「今までより高い」が３１．８％ 

「今までより低い」が１１．８％ 

「不明／回答なし」が３．１％ 

「全くない」が３．０％ 

 

質問「政治の変化が起きた時、投資しますか？」 

「投資する」が６５．１％ 

「投資しない」が３０．９％ 

「不明／回答なし」が４．０％ 

 

 

質問「制裁は政権交代を起こすと思いますか？」 

についての回答は 

「起こさないと思う」が６４．２％ 

「起こすと思う」が２６．３％ 

「不明／回答なし」が９．６％ 

 

質問「制裁をどうするべきだと思いますか？」 

についての回答は 

「強めるべき」が３５．９％ 

「弱めるべき」が２９．７％ 

「現状維持するべき」が１４．８％ 

「完全になくすべき」が１１．１％ 

「不明／回答なし」が８．５％ 

 

質問「政治危機を解決するための方法は？」 

についての回答は 

「選挙と交渉による解決」が６８．６％ 

「国内圧力と武力」が２３．６％ 

「不明／回答なし」が７．９％ 

 

質問「政治が企業の投資を促進しなければ投資は増

えないと思うか？」 

についての回答は 

「そう思う」が５２．８％ 

「そう思わない」が４３．６％ 

「不明／回答なし」が３．７％ 

 

質問「国際社会が支持する与野党協議に民間セクタ

ーも加わるべきだと思うか？」 

についての回答は 

「加わるべきだと思う」が８１．２％ 

「加わるべきではない」が１５．３％ 

「不明／回答なし」が２．９％ 

 

政治 選挙と交渉による解決を志向 
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質問「もし民間セクターが協議に参加する場合、協

議に参加する代表は誰であるべきか？」 

についての回答は 

「国内に住み、国内で事業をする者」が７４．６％ 

「場所は関係ない」が２０．８％ 

「不明／回答なし」が３．６％ 

 

質問「経済界の代表としての Fedecamaras の活動に

ついてどう思うか？」 

についての回答は 

「良い」が３６．２％ 

「普通」が２８．４％ 

「素晴らしい」が１９％ 

「悪い」が７．７％ 

「最悪」が４．６％ 

「不明／回答なし」が４．１％ 

 

質問「Fedecamaras が与党国会のロドリゲス議長と

協議を行った。あなたはどう思うか？」 

についての回答は 

「特に何も感じない」が５１．４％ 

「必要なことで意義がある」が３１．２％ 

「不必要で悪いこと」が１１．０％ 

「不明／回答なし」が６．４％ 

 

質問「外国の支持を受けた暴力的な手段しかベネズ

エラを救うことはできないと思うか？」 

についての回答は 

「そうは思わない」が４２．８％ 

「ある程度思う」が２９．４％ 

「そう思う」が２３．２％ 

「不明／回答なし」が４．６％ 

 

 

 

質問「外国がベネズエラへの圧力を強化することを

期待し、企業が活動を止めていることについてどう

思うか？」 

「悪いと思う」が６９．１％ 

「仕方ないと思う」が２０．３％ 

「同意する」が６．４％ 

「不明／回答なし」が４．２％ 

 

 

質問「政治に介入しない限り、政府は企業に干渉し

ないとの約束を信じられるか？」 

についての回答は 

「全く信じられない」が５１．４％ 

「あまり信じられない」が２２．４％ 

「ある程度は信じる」が２０．２％ 

「完全に信じる」が３．２％ 

「不明／回答なし」が２．８％ 

 

質問「マドゥロ政権を有利にするような活動をする

民間企業についてどう思うか？」 

についての回答は 

「悪いことだと思わない」が７７．５％ 

「そこまで悪いと思わない」が１４．９％ 

「悪いことだと思う」が４．４％ 

「不明／回答なし」が３．２％ 

 

質問「ベネズエラで活動する企業は政権関係者だと

思うか」についての回答は 

「全く思わない」が７５．５％ 

「あまり思わない」が１９．７％ 

「そう思う」が３．４％ 

「不明／回答なし」が１．４％ 

 

投資を増やすには法律的な保証が必要 
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質問「誰が政府でもベネズエラで活動を続けたいか」 

についての回答は 

「続けたい」が８６．４％ 

「できれば続けたい」が１０．５％ 

「続けたいとは思わない」が２．４％ 

「不明／回答なし」が０．７％ 

 

質問「政府の支持に従ってでもベネズエラで活動を

続ける企業を尊重するべきだと思うか？」 

についての回答は 

「完全に尊重するべきだと思う」が５０．９％ 

「ある程度は尊重するべきだと思う」が３７・３％ 

「尊重してはいけないと思う」が１０．３％ 

「不明／回答なし」が２．３％ 

 

質問「リスクや困難があってもベネズエラでの事業

をあきらめるべきではないと思うか？」 

についての回答は 

「諦めるべきではない」が６５．８％ 

「容易に諦めるべきではない」が２３．６％ 

「諦めるのは仕方ない」が９．４％ 

「不明／回答なし」が１．３％ 

 

質問「今のベネズエラの問題を解決できるのは企業

投資だと思うか？」 

についての回答は 

「そう思う」が６９．９％ 

「ある程度、そう思う」が２４．６％ 

「そうは思わない」が３．９％ 

「不明／回答なし」が１．５％ 

 

 

 

 

 

質問「ベネズエラに投資が戻るために必要なものは

社会の平和と政治の安定だと思うか？」 

についての回答は 

「そう思う」が８３．５％ 

「ある程度、そう思う」が１４．２％ 

「そうは思わない」が２．０％ 

「不明／回答なし」が０．４％ 

 

質問「ベネズエラへの投資を保証する新たな法律は

絶対に必要だと思うか？」 

についての回答は 

「そう思う」が８６．７％ 

「ある程度、そう思う」が１１．７％ 

「そうは思わない」が１．３％ 

「不明／回答なし」が０．４％ 

 

質問「外国企業はマドゥロ政権と敵対するべきだと

思うか？」 

についての回答は 

「そう思わない」が４２．６％ 

「そう思う」が３７．７％ 

「不明／回答なし」が１９．７％ 

 

質問「あなたの事業はどの程度政府に依存してい

る？」についての回答は 

「とても依存している」が３７．２％ 

「そこまで依存していない」が３６．２％ 

「全く依存していない」が２５．２％ 

「不明／回答なし」が１．４％ 
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質問「現状でも急激に成長している業種はたくさん

あると思うか？」についての回答は 

「あると思う」が５３．１％ 

「ないと思う」が３５．３％ 

「不明／回答なし」が１１．７％ 

 

質問「地方でもカラカスのように成長している業種

はたくさんあると思うか？」についての回答は 

「ないと思う」が５４．６％ 

「あると思う」が３０．４％ 

「不明／回答なし」が１５．１％ 

 

質問「民間セクターは、政府が留保している産業（石

油産業・ガス・石油化学）に参入すると思うか？」に

ついての回答は 

「参入するべき」が６７．３％ 

「参入するべきではない」が１８．９％ 

「不明／回答なし」が１３．８％ 

 

 

企業家は一般市民と比べて経済力があるため、一般

人と完全に同じ立場にいるとは思わないが、「政治的

な意思を最優先にしない」という意味で、ニュート

ラルに現状を見ていると思われる。 

 

やはり意見が割れるのは、制裁に関する意見だろう。 

 

回答では、「制裁では政権交代は起きない」との意見

が６４．２％とかなり多数派を占めたが、「制裁を強

化するべき」との意見は３５．９％と多い。逆に「制

裁を減らすべき」との意見も２９．７％と近い水準

にある。 

 

また、政治の変革の手段として「交渉と選挙による

解決」を志向する回答が６８．６％と「国際圧力と武

力による解決」の２３．６％よりも高かった。 

 

とはいえ、経済界は長年マドゥロ政権から攻撃を受

け続けており、彼らのマドゥロ政権に対する不信感

は極めて強い。 

 

マドゥロ政権とうまく付き合う必要性を認識しつつ

も、マドゥロ政権を嫌う気持ちはぬぐえず、企業関

係者の統一的な見解を導き出すのは容易なことでは

なさそうだ。 

 

以上 

経済界の見解の統一はかなり困難 


