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ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ経済経済経済経済（（（（２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年６６６６月月月月））））    

    

１１１１．．．．経済経済経済経済概要概要概要概要    

（（（（１１１１））））経済一般経済一般経済一般経済一般    

●●●●2222日日日日，，，，BCVBCVBCVBCVはははは5555月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率をををを発表発表発表発表しししし，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより0.1%0.1%0.1%0.1%，，，，前月前月前月前月よりよりよりより1.1%1.1%1.1%1.1%高高高高いいいい2.5%2.5%2.5%2.5%となったとなったとなったとなった。。。。    

    なおなおなおなお，，，，1111月月月月からのからのからのからの累積累積累積累積インフレインフレインフレインフレ率率率率はははは10.3%10.3%10.3%10.3%，，，，昨年昨年昨年昨年5555月月月月からのからのからのからの1111年間年間年間年間ではではではでは22.8%22.8%22.8%22.8%となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所（（（（Cavenez)Cavenez)Cavenez)Cavenez)はははは，，，，今年今年今年今年 1111 月月月月～～～～5555 月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける自動車生産高自動車生産高自動車生産高自動車生産高はははは，，，，昨昨昨昨

年同期比年同期比年同期比年同期比 3.47%3.47%3.47%3.47%減減減減となるとなるとなるとなる 41,55541,55541,55541,555 台台台台になったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●国際労働機関国際労働機関国際労働機関国際労働機関（（（（ILOILOILOILO））））はははは 2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期におけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率をををを発表発表発表発表しししし，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラはははは 9.2%9.2%9.2%9.2%とととと，，，，

ココココロンビアロンビアロンビアロンビアのののの 13.4%13.4%13.4%13.4%及及及及びびびびペルーペルーペルーペルーのののの 9.4%9.4%9.4%9.4%にににに次次次次いでいでいでいで，，，，ラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ地域地域地域地域のののの平均平均平均平均であるであるであるである 7.4%7.4%7.4%7.4%

をををを上回上回上回上回ったとったとったとったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●15151515 日日日日，，，，英英英英バークレイズキャピタルバークレイズキャピタルバークレイズキャピタルバークレイズキャピタル証券証券証券証券はははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラがががが抱抱抱抱えるえるえるえる負債額負債額負債額負債額はははは，，，，2009200920092009 年年年年からからからから 2011201120112011

年年年年までのまでのまでのまでの間間間間にににに，，，，60.9%60.9%60.9%60.9%増増増増のののの 1,2651,2651,2651,265 億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとのするとのするとのするとの見方見方見方見方をををを示示示示したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，これはこれはこれはこれは 2011201120112011 年年年年

のののの名目名目名目名目 GDPGDPGDPGDP 予想値予想値予想値予想値のののの 49.3%49.3%49.3%49.3%にににに達達達達するするするする見込見込見込見込みみみみ。。。。    

●●●●国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（（（（INEINEINEINE））））はははは，，，，5555 月月月月のののの失業率失業率失業率失業率をををを昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 0.3%0.3%0.3%0.3%増増増増となるとなるとなるとなる 8.4%8.4%8.4%8.4%とととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。15151515 歳歳歳歳～～～～

24242424 歳歳歳歳のののの失業率失業率失業率失業率はははは，，，， 17.7% 17.7% 17.7% 17.7%，，，，25252525 歳歳歳歳～～～～44444444 歳歳歳歳ではではではでは 7.5%7.5%7.5%7.5%，，，，45454545 歳歳歳歳～～～～65656565 歳歳歳歳ではではではでは 5%5%5%5%，，，，65656565 歳歳歳歳をををを超超超超えるえるえるえる就就就就

業者層業者層業者層業者層ではではではでは 5.8%5.8%5.8%5.8%となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●29292929 日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，本国本国本国本国へのへのへのへの配当送金配当送金配当送金配当送金をををを希望希望希望希望するするするする 33333333 のののの外資系企業外資系企業外資系企業外資系企業をををを集集集集めためためためた会合会合会合会合におにおにおにお

いていていていて，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ政府政府政府政府とのとのとのとの合弁企業合弁企業合弁企業合弁企業をををを設立設立設立設立するためにするためにするためにするために，，，，右配当金右配当金右配当金右配当金をををを株式株式株式株式にににに転換転換転換転換することすることすることすること，，，，

及及及及びびびび外資系企業外資系企業外資系企業外資系企業のののの生産能力生産能力生産能力生産能力をををを，，，，政府事業政府事業政府事業政府事業へのへのへのへの協力協力協力協力にににに利用利用利用利用することのすることのすることのすることの 2222 点点点点にににに関関関関しししし，，，，提案提案提案提案をををを行行行行っっっっ

たたたた。。。。    

    

（（（（２２２２））））対日関連対日関連対日関連対日関連    

●●●●3333 月月月月 11111111 日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした大震災大震災大震災大震災のののの影響影響影響影響によりによりによりにより，，，，当地当地当地当地ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ・・・・トヨタトヨタトヨタトヨタ社社社社もももも 7777 月月月月までまでまでまで減産減産減産減産をををを予定予定予定予定。。。。

8888 月月月月からはからはからはからは回復回復回復回復しししし，，，，今年第今年第今年第今年第 4444 四半期四半期四半期四半期にはにはにはには増産増産増産増産・・・・販売回復見込販売回復見込販売回復見込販売回復見込みみみみ。。。。    

●●●●28282828 日日日日，，，，JBICJBICJBICJBIC，，，，8888 つのつのつのつの金融機関金融機関金融機関金融機関及及及及びびびび 2222 つのつのつのつの商事会社商事会社商事会社商事会社によるによるによるによる，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA にににに対対対対するするするする 15151515 億億億億ドルドルドルドルのののの協調協調協調協調

融資契約融資契約融資契約融資契約がががが締結締結締結締結されたされたされたされた。。。。    

    

（（（（３３３３））））エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・資源資源資源資源    

●●●●6666日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，8888日日日日にににに開催開催開催開催されるされるされるされるOPECOPECOPECOPEC総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対

するするするするイランイランイランイラン関連制裁措置関連制裁措置関連制裁措置関連制裁措置にににに関関関関しししし不満不満不満不満をををを表明表明表明表明するとするとするとすると言明言明言明言明。。。。他方増産他方増産他方増産他方増産のののの必要性必要性必要性必要性はははは否定否定否定否定したしたしたした。。。。    

●●●●英英英英HSBCHSBCHSBCHSBCはははは，，，，報告書報告書報告書報告書においてにおいてにおいてにおいて，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの米米米米テロテロテロテロ支援国家支援国家支援国家支援国家リストリストリストリストへへへへ入入入入りがりがりがりが検討検討検討検討されているされているされているされている

とととと発表発表発表発表。。。。他方他方他方他方，，，，バークレイズバークレイズバークレイズバークレイズ・・・・キャピタルキャピタルキャピタルキャピタルはははは，，，，国有化関連国有化関連国有化関連国有化関連ででででコノココノココノココノコ・・・・フィリップスフィリップスフィリップスフィリップス，，，，エクエクエクエク

ソンソンソンソン・・・・モービルモービルモービルモービルにににに対対対対しししし，，，，保障金額保障金額保障金額保障金額としてとしてとしてとして97979797億億億億ドルドルドルドル及及及及びびびび37373737億億億億ドルドルドルドルのののの支払支払支払支払いがいがいがいが求求求求められるとめられるとめられるとめられると予予予予

想想想想。。。。    

●●●●16161616日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，外資系石油会社外資系石油会社外資系石油会社外資系石油会社にににに対対対対しししし増産増産増産増産をををを要請要請要請要請したしたしたした旨発言旨発言旨発言旨発言。。。。    

またまたまたまた，，，，先般先般先般先般のののの第第第第 159159159159 回回回回 OPECOPECOPECOPEC 総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの要請要請要請要請によりによりによりにより，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯

からからからから生産生産生産生産されるされるされるされる超重質油超重質油超重質油超重質油がががが，，，，既存原油既存原油既存原油既存原油としてとしてとしてとして OPECOPECOPECOPEC にににに認認認認められたとめられたとめられたとめられたと発言発言発言発言したしたしたした。。。。    

●●●●エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油省石油省石油省石油省（（（（MENPETMENPETMENPETMENPET））））はははは，，，，5555 月月月月のののの原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量をををを発表発表発表発表しししし，，，，4444 月月月月のののの日量日量日量日量 280280280280 万万万万バレルバレルバレルバレルからからからから

0.3%0.3%0.3%0.3%増増増増となるとなるとなるとなる，，，，日量日量日量日量 282282282282 万万万万バレルバレルバレルバレルになったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●23232323 日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，記者会見記者会見記者会見記者会見においてにおいてにおいてにおいて，，，，中国国営石油公社中国国営石油公社中国国営石油公社中国国営石油公社（（（（CNCNCNCNPCPCPCPC））））
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とのとのとのとの合弁会社向合弁会社向合弁会社向合弁会社向けにけにけにけに 40404040 億億億億ドルドルドルドル，，，，伊伊伊伊のののの ENIENIENIENI とのとのとのとの合弁会社向合弁会社向合弁会社向合弁会社向けにけにけにけに 15151515 億億億億ドルドルドルドルのののの新新新新たなたなたなたな融資融資融資融資がががが，，，，今今今今

年中年中年中年中になされるになされるになされるになされる見込見込見込見込みとみとみとみと発言発言発言発言したしたしたした。。。。    

●●●●23232323 日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，IEAIEAIEAIEA によるによるによるによる 6000600060006000 万万万万バレルバレルバレルバレルのののの協調協調協調協調戦略備蓄原油放戦略備蓄原油放戦略備蓄原油放戦略備蓄原油放

出出出出にににに対対対対しししし，，，，原油価格原油価格原油価格原油価格へのへのへのへの長期的長期的長期的長期的なななな影響影響影響影響はないとはないとはないとはないと述述述述べるべるべるべるとととと共共共共にににに，，，，今般今般今般今般のののの決定決定決定決定はははは欧米諸国欧米諸国欧米諸国欧米諸国によりによりによりにより

なされたなされたなされたなされた政治的決定政治的決定政治的決定政治的決定であるとであるとであるとであると不満不満不満不満をををを述述述述べたべたべたべた。。。。    

●●●●24242424 日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，米国米国米国米国によるによるによるによる PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA にににに対対対対するするするするイランイランイランイラン制裁決議制裁決議制裁決議制裁決議をををを受受受受

けけけけ，，，，米国向米国向米国向米国向けけけけ石油輸出石油輸出石油輸出石油輸出をををを欧州向欧州向欧州向欧州向けにけにけにけに切切切切りりりり替替替替えるとえるとえるとえると発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    ●●●●28282828日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，， PDVSA PDVSA PDVSA PDVSAのののの2010201020102010年決算年決算年決算年決算のののの一部概要一部概要一部概要一部概要にににに関関関関してしてしてして言及言及言及言及

しししし，，，，社会貢献費用社会貢献費用社会貢献費用社会貢献費用がががが2009200920092009年年年年のののの66666666億億億億500500500500万万万万ドルドルドルドルからからからから約約約約3333倍倍倍倍のののの211%211%211%211%増増増増となるとなるとなるとなる205205205205億億億億4,9004,9004,9004,900万万万万ドルドルドルドル，，，，

負債額負債額負債額負債額がががが249249249249億億億億5,0005,0005,0005,000万万万万ドルドルドルドル，，，，総資産額総資産額総資産額総資産額がががが1,5171,5171,5171,517億億億億6,5006,5006,5006,500万万万万ドルドルドルドル，，，，純資産額純資産額純資産額純資産額がががが753753753753億億億億1,4001,4001,4001,400万万万万ドドドド

ルルルルになったとになったとになったとになったと述述述述べたべたべたべた。。。。    

●●●●30303030日日日日，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCVBCVBCVBCV））））をををを引引引引きききき受受受受けけけけ先先先先とするとするとするとする17171717億億億億8,3008,3008,3008,300万万万万ドルドルドルドルのののの外貨建外貨建外貨建外貨建てててて

社債社債社債社債をををを発行発行発行発行するとするとするとすると発表発表発表発表したしたしたした。。。。償還時期償還時期償還時期償還時期はははは2013201320132013年年年年でででで，，，，金利金利金利金利はははは固定金利固定金利固定金利固定金利でででで年間年間年間年間8%8%8%8%となるとなるとなるとなる。。。。    

    

（（（（４４４４））））国有化国有化国有化国有化    

ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ産業同盟産業同盟産業同盟産業同盟（（（（Conindustria)Conindustria)Conindustria)Conindustria)によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期のののの民間企業民間企業民間企業民間企業のののの国有化件数国有化件数国有化件数国有化件数はははは，，，，

前年同期前年同期前年同期前年同期のののの 234234234234 件件件件とととと比比比比しししし 64.1%64.1%64.1%64.1%増増増増のののの 384384384384 件件件件になったになったになったになった。。。。    

    

（（（（５５５５））））電力電力電力電力    

●●●●13131313日日日日，，，，電力省電力省電力省電力省ははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ全土全土全土全土のののの公共機関公共機関公共機関公共機関，，，，民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者，，，，住宅等住宅等住宅等住宅等にににに対対対対しししし，，，，電力消費量削減電力消費量削減電力消費量削減電力消費量削減

をををを義務義務義務義務づけるづけるづけるづける条例条例条例条例をををを公布公布公布公布したしたしたした。。。。    

●●●●コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣はははは，，，，13131313 日日日日からからからから，，，，電力危機電力危機電力危機電力危機にににに直面直面直面直面するするするするベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラをををを援助援助援助援助するするするする

目的目的目的目的でででで，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアのののの LaGuajiraLaGuajiraLaGuajiraLaGuajira 地域地域地域地域からからからから当国当国当国当国ののののスリアスリアスリアスリア州向州向州向州向けにけにけにけに，，，，特別価格特別価格特別価格特別価格でのでのでのでの送電送電送電送電をををを開始開始開始開始

したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣はははは，，，，アンデスアンデスアンデスアンデス開発開発開発開発公社公社公社公社（（（（CAFCAFCAFCAF））））ががががグリダムグリダムグリダムグリダムのののの中央発電設備中央発電設備中央発電設備中央発電設備のののの改修改修改修改修

事業事業事業事業にににに対対対対するするするする 3333 億億億億 6,0006,0006,0006,000 万万万万ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資のののの供与供与供与供与にににに関関関関しししし，，，，承認承認承認承認したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    

２２２２．．．．経済経済経済経済のののの主主主主なななな動動動動きききき    

（（（（１１１１））））    経済一般経済一般経済一般経済一般    

（（（（アアアア））））5555月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率    

    2222日日日日，，，，BCVBCVBCVBCVはははは5555月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率をををを発表発表発表発表しししし，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより0.1%0.1%0.1%0.1%，，，，前月前月前月前月よりよりよりより1.1%1.1%1.1%1.1%高高高高いいいい2.5%2.5%2.5%2.5%となったとなったとなったとなった。。。。    

なおなおなおなお，，，，1111月月月月からのからのからのからの累積累積累積累積インフレインフレインフレインフレ率率率率はははは10.3%10.3%10.3%10.3%，，，，昨年昨年昨年昨年5555月月月月からのからのからのからの1111年間年間年間年間ではではではでは22.8%22.8%22.8%22.8%となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（2222日付日付日付日付    BCVBCVBCVBCVホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（イイイイ））））1111 月月月月----5555 月期月期月期月期のののの自動車生産高自動車生産高自動車生産高自動車生産高    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所（（（（Cavenez)Cavenez)Cavenez)Cavenez)はははは，，，，今年今年今年今年 1111 月月月月～～～～5555 月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける自動自動自動自動車生産高車生産高車生産高車生産高はははは，，，，昨年昨年昨年昨年

同期比同期比同期比同期比 3.47%3.47%3.47%3.47%減減減減となるとなるとなるとなる 41,55541,55541,55541,555 台台台台になったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    メーカーメーカーメーカーメーカー別別別別ではではではでは GMGMGMGM がががが 20,09220,09220,09220,092 台台台台でででで全体全体全体全体のののの約半数約半数約半数約半数をををを GMGMGMGM がががが生産生産生産生産したしたしたした。。。。2222位位位位ははははフォードフォードフォードフォードでででで 8,2448,2448,2448,244 台台台台，，，，

3333 位位位位はははは MMCMMCMMCMMC アウトモトリスアウトモトリスアウトモトリスアウトモトリスのののの 4,6784,6784,6784,678 台台台台となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，5555 月月月月のののの自動車生産高自動車生産高自動車生産高自動車生産高はははは昨年昨年昨年昨年とととと比比比比しししし 11.42%11.42%11.42%11.42%（（（（971971971971 台台台台））））増増増増となるとなるとなるとなる 9,4759,4759,4759,475 台台台台となったとなったとなったとなった。。。。これはこれはこれはこれは

4444 月月月月のののの自動車生産高自動車生産高自動車生産高自動車生産高とととと比較比較比較比較してもしてもしてもしても 20.58%20.58%20.58%20.58%のののの増加増加増加増加となりとなりとなりとなり，，，，若干持若干持若干持若干持ちちちち直直直直しているしているしているしている。。。。        

    自動車業界筋自動車業界筋自動車業界筋自動車業界筋によるとによるとによるとによると，，，，今年今年今年今年のののの業界全体業界全体業界全体業界全体のののの生産目標生産目標生産目標生産目標はははは 2010201020102010 年年年年のののの実生産台数実生産台数実生産台数実生産台数とととと同等同等同等同等となるとなるとなるとなる
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125,000125,000125,000125,000 台台台台になになになになっているっているっているっている。。。。    

    なおなおなおなお，，，，昨年自動車業界昨年自動車業界昨年自動車業界昨年自動車業界はははは労働問題労働問題労働問題労働問題，，，，外貨不足外貨不足外貨不足外貨不足のののの問題問題問題問題，，，，更更更更にににに部品部品部品部品のののの輸入許可証明輸入許可証明輸入許可証明輸入許可証明のののの発行遅延発行遅延発行遅延発行遅延とととと

いったいったいったいった問題問題問題問題にににに直面直面直面直面したがしたがしたがしたが，，，，今年今年今年今年はははは輸入許可証明輸入許可証明輸入許可証明輸入許可証明のののの発行遅延発行遅延発行遅延発行遅延がががが最最最最もももも大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

（（（（7777 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ウウウウ））））ILOILOILOILOによるによるによるによるラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカにおけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率    

    国際労働機関国際労働機関国際労働機関国際労働機関（（（（ILOILOILOILO））））はははは2011201120112011年第年第年第年第1111四半期四半期四半期四半期におけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率をををを発表発表発表発表しししし，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラはははは9.2%9.2%9.2%9.2%とととと，，，，ココココ

ロンビアロンビアロンビアロンビアのののの13.4%13.4%13.4%13.4%及及及及びびびびペルーペルーペルーペルーのののの9.4%9.4%9.4%9.4%にににに次次次次いでいでいでいで，，，，ラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ地域地域地域地域のののの平均平均平均平均であるであるであるである7.4%7.4%7.4%7.4%をををを上回上回上回上回っっっっ

たとたとたとたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    なおなおなおなお，，，，ILOILOILOILOはははは経済経済経済経済のののの力強力強力強力強いいいい回復回復回復回復によりによりによりにより失業率失業率失業率失業率はははは減少減少減少減少しているとししているとししているとししているとし，，，，ラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ地域地域地域地域のののの失失失失

業率業率業率業率はははは2010201020102010年年年年のののの7.3%7.3%7.3%7.3%からからからから，，，，2011201120112011年年年年はははは6.7%6.7%6.7%6.7%～～～～7%7%7%7%にににに減少減少減少減少するとするとするとすると予想予想予想予想したしたしたした。。。。    

    他方他方他方他方でででで，，，，ILOILOILOILOはははは労働者購買力労働者購買力労働者購買力労働者購買力にににに関関関関しししし，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ労働者労働者労働者労働者のののの2011201120112011年第年第年第年第1111四半期四半期四半期四半期におけるにおけるにおけるにおける実質賃金実質賃金実質賃金実質賃金

はははは，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比8%8%8%8%減少減少減少減少したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，ラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ地域地域地域地域でででで労働者実質賃金労働者実質賃金労働者実質賃金労働者実質賃金がががが減少減少減少減少

したのはしたのはしたのはしたのは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのみとなったのみとなったのみとなったのみとなった。。。。2011201120112011年年年年はははは，，，，食糧食糧食糧食糧とととと燃料価格燃料価格燃料価格燃料価格のののの高騰高騰高騰高騰によるによるによるによるインフレインフレインフレインフレのののの影響影響影響影響

をををを受受受受けけけけ，，，，ラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける実質賃金実質賃金実質賃金実質賃金はははは減少減少減少減少するとするとするとすると予想予想予想予想しているしているしているしている。。。。    

（（（（15151515日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（エエエエ））））大手金融会社大手金融会社大手金融会社大手金融会社のののの見方見方見方見方    

15151515日日日日，，，，英英英英バークレイズキャピタルバークレイズキャピタルバークレイズキャピタルバークレイズキャピタル証券証券証券証券はははは，，，， PDVSA PDVSA PDVSA PDVSA及及及及びびびび中国中国中国中国へのへのへのへの借款借款借款借款をををを含含含含むむむむ，，，，ドルドルドルドル建建建建てててて及及及及びびびびボボボボ

リーバルリーバルリーバルリーバル建建建建てのてのてのての，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラがががが抱抱抱抱えるえるえるえる負債額負債額負債額負債額はははは，，，，2009200920092009年年年年からからからから2011201120112011年年年年までのまでのまでのまでの間間間間にににに，，，，60.9%60.9%60.9%60.9%増増増増のののの1111,,,,265265265265

億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとのするとのするとのするとの見方見方見方見方をををを示示示示したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，これはこれはこれはこれは2011201120112011年年年年のののの名目名目名目名目GDPGDPGDPGDP予想値予想値予想値予想値のののの49.3%49.3%49.3%49.3%にににに達達達達するするするする見込見込見込見込

みでみでみでみで，，，，政府政府政府政府ないしないしないしないしPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは1111年以内年以内年以内年以内にににに180180180180億億億億ドルドルドルドル規模規模規模規模のののの債券発行債券発行債券発行債券発行をををを行行行行うとうとうとうと予測予測予測予測しているしているしているしている。。。。またまたまたまた，，，，2012201220122012

年年年年にはにはにはには債務総額債務総額債務総額債務総額がががが1111,,,,475475475475億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとしするとしするとしするとし，，，，名目名目名目名目GDPGDPGDPGDP比比比比でででで10.9%10.9%10.9%10.9%からからからから12%12%12%12%にににに上昇上昇上昇上昇するとするとするとすると予測予測予測予測してしてしてして

いいいいるるるる。。。。同証券同証券同証券同証券はははは，，，，高高高高いいいい油価油価油価油価のののの恩恵恩恵恩恵恩恵をををを受受受受けけけけ，，，，今年末今年末今年末今年末のののの債務総額債務総額債務総額債務総額はははは輸出総額輸出総額輸出総額輸出総額のののの14.8%14.8%14.8%14.8%になるとしになるとしになるとしになるとし，，，，支支支支

払払払払いいいい能力能力能力能力にににに問題問題問題問題はははは無無無無いとしいとしいとしいとし，，，，公共投資公共投資公共投資公共投資によりによりによりにより2011201120112011年年年年のののの第第第第1111四半期四半期四半期四半期にはにはにはには4.5%4.5%4.5%4.5%のののの経済成長経済成長経済成長経済成長をををを達成達成達成達成したしたしたした

様様様様にににに，，，，短期的短期的短期的短期的にはにはにはには経済経済経済経済のののの刺激刺激刺激刺激をををを継続継続継続継続できるとできるとできるとできると見見見見られるがられるがられるがられるが，，，，長期的長期的長期的長期的にはにはにはには公共部門公共部門公共部門公共部門がよりがよりがよりがより脆弱脆弱脆弱脆弱なななな状状状状

況況況況にににに置置置置かれるとしたかれるとしたかれるとしたかれるとした。。。。    

    他方他方他方他方，，，，米米米米Bank of AmericaBank of AmericaBank of AmericaBank of Americaはははは，，，，最新最新最新最新のののの報告書報告書報告書報告書においてにおいてにおいてにおいて，，，，投資銘柄投資銘柄投資銘柄投資銘柄のののの7777割以上割以上割以上割以上をををを占占占占めていためていためていためていたPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA

のののの債券債券債券債券をををを，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAののののキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフローのののの悪化悪化悪化悪化やややや透明性透明性透明性透明性のののの欠如欠如欠如欠如をををを理由理由理由理由としてとしてとしてとして3333割程度割程度割程度割程度にまでにまでにまでにまで引引引引きききき

下下下下げたとしているげたとしているげたとしているげたとしている。。。。    

キャッシキャッシキャッシキャッシュュュュ・・・・フローフローフローフロー悪化悪化悪化悪化のののの要因要因要因要因としてとしてとしてとして，，，，利益利益利益利益をををを圧迫圧迫圧迫圧迫するするするする二国間協定二国間協定二国間協定二国間協定のののの増加増加増加増加，，，，国有化国有化国有化国有化にににに関係関係関係関係しししし

たたたた係争係争係争係争のののの補償金支払補償金支払補償金支払補償金支払いのいのいのいの決定決定決定決定がががが下下下下されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性やややや，，，，2012201220122012年年年年のののの大統領選挙大統領選挙大統領選挙大統領選挙をををを控控控控ええええ，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAへのへのへのへの政府政府政府政府

へのへのへのへの資金供出資金供出資金供出資金供出をををを迫迫迫迫るるるる圧力圧力圧力圧力がががが高高高高まるまるまるまる懸念懸念懸念懸念をををを挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。    

またまたまたまた，，，，透明性透明性透明性透明性のののの欠如欠如欠如欠如のののの要因要因要因要因としてとしてとしてとして，，，，役員役員役員役員のののの解任解任解任解任，（，（，（，（PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAがががが石油生産量石油生産量石油生産量石油生産量のののの監査監査監査監査をををを委託委託委託委託していたしていたしていたしていた））））

InspectorateInspectorateInspectorateInspectorate社社社社とのとのとのとの契約解消契約解消契約解消契約解消，，，，イランイランイランイランへのへのへのへのガソリンガソリンガソリンガソリン輸出輸出輸出輸出をををを理由理由理由理由としてとしてとしてとして米国米国米国米国よりよりよりより科科科科されたされたされたされた制裁制裁制裁制裁がががが

挙挙挙挙げられるとしているげられるとしているげられるとしているげられるとしている。。。。    

（（（（16161616日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（オオオオ））））IMFIMFIMFIMFによるによるによるによる今年今年今年今年ののののベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率    

    17171717日日日日，，，，国際通貨基金国際通貨基金国際通貨基金国際通貨基金（（（（IMFIMFIMFIMF））））ははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの今年今年今年今年のののの経済成長率予想経済成長率予想経済成長率予想経済成長率予想をををを3.3%3.3%3.3%3.3%とととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    ラテンラテンラテンラテン・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ地域地域地域地域のののの平均平均平均平均はははは，，，，4.6%4.6%4.6%4.6%としたとしたとしたとした。。。。なおなおなおなお，，，，4444月月月月のののの予想率予想率予想率予想率はははは4.7%4.7%4.7%4.7%であったがであったがであったがであったが，，，，景気景気景気景気がががが



 4 

過熱気味過熱気味過熱気味過熱気味であることをであることをであることをであることを嫌気嫌気嫌気嫌気しししし，，，，下方修正下方修正下方修正下方修正となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（17171717日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（カカカカ））））5555月月月月のののの失業率失業率失業率失業率    

    国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（（（（INEINEINEINE））））はははは，，，，5555月月月月のののの失業率失業率失業率失業率をををを昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比0.3%0.3%0.3%0.3%増増増増となるとなるとなるとなる8.4%8.4%8.4%8.4%とととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    他方他方他方他方，，，，15151515歳歳歳歳～～～～24242424歳歳歳歳のののの就業者数就業者数就業者数就業者数におけるにおけるにおけるにおける若年失業率若年失業率若年失業率若年失業率はははは，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比0.7%0.7%0.7%0.7%増増増増となるとなるとなるとなる17.7%17.7%17.7%17.7%となったとなったとなったとなった。。。。

そのそのそのその他他他他のののの年齢層年齢層年齢層年齢層におけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率はははは，，，，25252525歳歳歳歳～～～～44444444歳歳歳歳ではではではでは7.5%7.5%7.5%7.5%，，，，45454545歳歳歳歳～～～～65656565歳歳歳歳ではではではでは5%5%5%5%，，，，65656565歳歳歳歳をををを超超超超えるえるえるえる就就就就

業者層業者層業者層業者層ではではではでは5.8%5.8%5.8%5.8%となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（24242424日日日日，，，，27272727日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（キキキキ））））政府政府政府政府とのとのとのとの合弁会社設立要請合弁会社設立要請合弁会社設立要請合弁会社設立要請    

ⅰⅰⅰⅰ.29.29.29.29日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，本国本国本国本国へのへのへのへの配当送金配当送金配当送金配当送金をををを希望希望希望希望するするするする33333333のののの外資系企業外資系企業外資系企業外資系企業をををを集集集集めためためためた会合会合会合会合においにおいにおいにおい

てててて，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ政府政府政府政府とのとのとのとの合弁企業合弁企業合弁企業合弁企業をををを設立設立設立設立するためにするためにするためにするために，，，，右配当金右配当金右配当金右配当金をををを株式株式株式株式にににに転換転換転換転換することすることすることすること，，，，及及及及びびびび外外外外

資系企業資系企業資系企業資系企業のののの生産能力生産能力生産能力生産能力をををを，，，，政府事業政府事業政府事業政府事業へのへのへのへの協力協力協力協力にににに利用利用利用利用することのすることのすることのすることの2222点点点点にににに関関関関しししし提案提案提案提案をををを行行行行ったったったった。。。。    

    またまたまたまた，，，，政府政府政府政府がががが特特特特にににに合弁企業合弁企業合弁企業合弁企業をををを設立設立設立設立したいしたいしたいしたい分野分野分野分野としてとしてとしてとして，，，，政府政府政府政府がががが戦略的分野戦略的分野戦略的分野戦略的分野としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけていづけていづけていづけてい

るるるる食糧食糧食糧食糧生産生産生産生産，，，，自動車部品及自動車部品及自動車部品及自動車部品及びびびび通信分野通信分野通信分野通信分野をををを候補候補候補候補としてとしてとしてとして挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，メレンデスメレンデスメレンデスメレンデス科学技術科学技術科学技術科学技術・・・・中工業大臣中工業大臣中工業大臣中工業大臣はははは，（，（，（，（CADIVICADIVICADIVICADIVIによりによりによりにより承認承認承認承認をををを受受受受けていないけていないけていないけていない配当送金配当送金配当送金配当送金のののの））））

清算清算清算清算にかかるにかかるにかかるにかかる方法方法方法方法ととととスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを決定決定決定決定するするするする場場場場をををを設設設設けるけるけるける旨旨旨旨をををを述述述述べたがべたがべたがべたが，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，法法法法

人税人税人税人税のののの申告申告申告申告，，，，CADIVICADIVICADIVICADIVIへのへのへのへの外貨申請外貨申請外貨申請外貨申請，，，，輸入輸入輸入輸入ライセンスライセンスライセンスライセンスのののの申請申請申請申請をををを突合突合突合突合することによりすることによりすることによりすることにより，，，，全全全全てのてのてのての外貨外貨外貨外貨

申請申請申請申請がががが適正適正適正適正かをかをかをかを徹底徹底徹底徹底してしてしてして確認確認確認確認するとするとするとすると述述述述べたべたべたべた。。。。またまたまたまた，，，，外貨管理外貨管理外貨管理外貨管理はははは発展発展発展発展のためののためののためののための戦略的政策戦略的政策戦略的政策戦略的政策でありでありでありであり，，，，

民間企業民間企業民間企業民間企業にににに対対対対しししし求求求求めることはめることはめることはめることは，，，，憲法憲法憲法憲法，，，，国家主権国家主権国家主権国家主権，，，，及及及及びびびび法律法律法律法律をををを尊重尊重尊重尊重するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，人民人民人民人民にににに食糧食糧食糧食糧とととと

衣服衣服衣服衣服をををを与与与与えることをえることをえることをえることを，，，，資資資資本本本本のののの蓄積蓄積蓄積蓄積よりもよりもよりもよりも重視重視重視重視することであるとすることであるとすることであるとすることであると述述述述べたべたべたべた。。。。    

ⅱⅱⅱⅱ....複数複数複数複数のののの分野分野分野分野においてにおいてにおいてにおいて，，，，5555年間本国年間本国年間本国年間本国へのへのへのへの配当送金配当送金配当送金配当送金がががが実施実施実施実施できていないできていないできていないできていない。。。。これはこれはこれはこれは昨年昨年昨年昨年2222回実施回実施回実施回実施されされされされ

たたたたデバリュエーションデバリュエーションデバリュエーションデバリュエーションによりによりによりにより資産資産資産資産をををを減少減少減少減少させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに，，，，ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバルによるによるによるによる再投資再投資再投資再投資をををを強制強制強制強制されされされされ

たことをたことをたことをたことを意味意味意味意味しているしているしているしている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，外貨管理委員会外貨管理委員会外貨管理委員会外貨管理委員会（（（（CADIVICADIVICADIVICADIVI））））ののののバロッソバロッソバロッソバロッソ長官長官長官長官はははは，，，，2011201120112011年年年年までにまでにまでにまでに申請申請申請申請をををを受受受受けけけけ承認承認承認承認されていされていされていされてい

ないないないない配当送金配当送金配当送金配当送金のののの金額金額金額金額はははは20202020億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとするとするとすると述述述述べたがべたがべたがべたが，，，，29292929日日日日にににに発表発表発表発表されたされたされたされた民間調査機関民間調査機関民間調査機関民間調査機関のののの発表発表発表発表にににに

よればよればよればよれば，，，，CADIVICADIVICADIVICADIVIにににに申請中申請中申請中申請中でででで未承認未承認未承認未承認のののの配当送金額配当送金額配当送金額配当送金額はははは29292929億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとされるするとされるするとされるするとされる。。。。    

（（（（30303030日日日日，，，，7777月月月月1111日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

    

（（（（２２２２））））対日関連対日関連対日関連対日関連    

（（（（アアアア））））震災震災震災震災によるによるによるによるベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ・・・・トヨタトヨタトヨタトヨタ社社社社のののの減産減産減産減産    

    3333月月月月11111111日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした大震災大震災大震災大震災のののの影響影響影響影響によりによりによりにより，，，，当地当地当地当地ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ・・・・トヨタトヨタトヨタトヨタ社社社社もももも7777月月月月までまでまでまで減産減産減産減産をををを予定予定予定予定しししし

ているているているている。。。。同社同社同社同社のののの現地現地現地現地マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング・・・・マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーはははは，，，，部品供給部品供給部品供給部品供給がががが2222ヶヶヶヶ月間停止月間停止月間停止月間停止しているしているしているしている影響影響影響影響にににに

よりよりよりより，，，，5555月月月月～～～～7777月月月月はははは日産日産日産日産95959595台台台台をををを日産日産日産日産50505050台台台台にににに引引引引きききき下下下下げたとしたげたとしたげたとしたげたとした。。。。これによりこれによりこれによりこれにより，，，，今年今年今年今年のののの当初目標当初目標当初目標当初目標であであであであ

るるるる年産年産年産年産16,00016,00016,00016,000台台台台からからからから500500500500台減少台減少台減少台減少するするするする見込見込見込見込みであるとしたみであるとしたみであるとしたみであるとした。。。。    

    ただしただしただしただし，，，，8888月月月月からはからはからはからは日産日産日産日産95959595台台台台へへへへ回復回復回復回復させさせさせさせ，，，，今年第今年第今年第今年第4444四半期四半期四半期四半期にはにはにはには増産増産増産増産しししし販売回復販売回復販売回復販売回復にににに努努努努めるめるめるめる見込見込見込見込みみみみ

としたとしたとしたとした。。。。他方他方他方他方，，，，現地現地現地現地ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ人社長人社長人社長人社長はははは，，，，部品供給部品供給部品供給部品供給にににに加加加加ええええ，，，，先週先週先週先週よりよりよりより一部労働者一部労働者一部労働者一部労働者グループグループグループグループがががが自自自自

動車動車動車動車のののの出荷出荷出荷出荷をををを妨害妨害妨害妨害しているとしているとしているとしていると述述述述べべべべ，，，，このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況がががが継続継続継続継続すればすればすればすれば，，，，工場工場工場工場のののの停止停止停止停止をををを検討検討検討検討しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばならないとしたばならないとしたばならないとしたばならないとした。。。。(2(2(2(2日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    
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（（（（イイイイ））））JBICJBICJBICJBICによるによるによるによるPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA向向向向けけけけ15151515億億億億ドルドルドルドル融資融資融資融資のののの実施実施実施実施    

    28282828 日日日日，，，，JBICJBICJBICJBIC，，，，8888 つのつのつのつの金融機関及金融機関及金融機関及金融機関及びびびび 2222 つのつのつのつの商事会社商事会社商事会社商事会社によるによるによるによる，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA にににに対対対対するするするする 15151515 億億億億ドルドルドルドルのののの協調融協調融協調融協調融

資契約資契約資契約資契約がががが締結締結締結締結されたされたされたされた。。。。右融資右融資右融資右融資はははは，，，，エルエルエルエル・・・・パリートパリートパリートパリート製油所及製油所及製油所及製油所及びびびびプエルトプエルトプエルトプエルト・・・・ララララ・・・・クルスクルスクルスクルス製油所製油所製油所製油所のののの拡拡拡拡

張及張及張及張及びびびび近代化事業近代化事業近代化事業近代化事業にににに利用利用利用利用されるされるされるされる。。。。    

        ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス大臣大臣大臣大臣はははは，，，，返返返返済期間済期間済期間済期間はははは 15151515 年間年間年間年間でででで，，，，金利金利金利金利はははは LIBOR+3.88%LIBOR+3.88%LIBOR+3.88%LIBOR+3.88%としたとしたとしたとした。。。。なおなおなおなお，，，，支払支払支払支払いはいはいはいは現現現現

金金金金またはまたはまたはまたは石油石油石油石油のののの供給供給供給供給によりによりによりにより行行行行われるとわれるとわれるとわれると述述述述べるとともにべるとともにべるとともにべるとともに，，，，中国及中国及中国及中国及びびびび日本日本日本日本といったといったといったといったアジアアジアアジアアジア市場市場市場市場へへへへ石石石石

油油油油をををを供給供給供給供給するとしするとしするとしするとし，，，，新新新新たなたなたなたな商業商業商業商業ルートルートルートルートのののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すとしたすとしたすとしたすとした。。。。なおなおなおなお同大臣同大臣同大臣同大臣によるとによるとによるとによると，，，，価格価格価格価格はははは国国国国

際価格際価格際価格際価格であるためであるためであるためであるため，，，，輸出量輸出量輸出量輸出量はははは規定規定規定規定されないされないされないされない。。。。    

    今般今般今般今般のののの融資融資融資融資にににに伴伴伴伴いいいい行行行行われるわれるわれるわれる製油所製油所製油所製油所のののの拡張及拡張及拡張及拡張及びびびび近代化事業近代化事業近代化事業近代化事業ではではではでは，，，，エルエルエルエル・・・・パリートパリートパリートパリート製油所製油所製油所製油所のののの拡張拡張拡張拡張

によりによりによりにより，，，，現在現在現在現在のののの日量日量日量日量 14141414 万万万万バレルバレルバレルバレルからからからから日量日量日量日量 28282828 万万万万バレルバレルバレルバレルまでまでまでまで製油能力製油能力製油能力製油能力がががが拡大拡大拡大拡大しししし，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルベルベルベル

トトトト地帯地帯地帯地帯のののの超重質油超重質油超重質油超重質油のののの精製精製精製精製もももも可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。またまたまたまた，，，，プエルトプエルトプエルトプエルト・・・・ララララ・・・・クルクルクルクルスススス製油所製油所製油所製油所のののの拡張拡張拡張拡張によりによりによりにより，，，，製製製製

油能力油能力油能力油能力がががが日量日量日量日量 18181818 万万万万バレルバレルバレルバレルからからからから 21212121 万万万万バレルバレルバレルバレルにににに拡大拡大拡大拡大するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA 技術研究所技術研究所技術研究所技術研究所（（（（INTEVEP)INTEVEP)INTEVEP)INTEVEP)

がががが開発開発開発開発したしたしたした技術技術技術技術によりによりによりにより，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯のののの超重質油超重質油超重質油超重質油のののの受受受受けけけけ入入入入れもれもれもれも可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。    

    同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，2011201120112011 年年年年のののの第第第第 4444 四半期四半期四半期四半期にににに事業事業事業事業をををを開始開始開始開始するとしするとしするとしするとし，，，，2015201520152015 年年年年にはにはにはには運用運用運用運用をををを開始開始開始開始するとしたするとしたするとしたするとした。。。。    

（（（（29292929 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

    

（（（（３３３３））））エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・資源資源資源資源    

（（（（アアアア））））ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣OPECOPECOPECOPEC関連発言関連発言関連発言関連発言    

6666日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，記者会見記者会見記者会見記者会見においてにおいてにおいてにおいて，「，「，「，「他他他他ののののOPECOPECOPECOPEC加盟国加盟国加盟国加盟国とととと交流交流交流交流するするするする

ことでことでことでことでベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラがががが制裁制裁制裁制裁をををを受受受受けることはけることはけることはけることは受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられない。。。。我我我我々々々々はははは今般今般今般今般ののののOPECOPECOPECOPEC総会総会総会総会のののの場場場場でででで状況状況状況状況

をををを説明説明説明説明するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，不満不満不満不満をををを表明表明表明表明するするするする。」。」。」。」とととと述述述述べべべべ，，，，8888日日日日ににににウィーンウィーンウィーンウィーンでででで開催開催開催開催されるされるされるされるOPECOPECOPECOPEC総会総会総会総会においにおいにおいにおい

てててて，，，，米国米国米国米国によるによるによるによるPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対するするするするイランイランイランイラン関連制裁措置関連制裁措置関連制裁措置関連制裁措置にににに関関関関しししし不満不満不満不満をををを表明表明表明表明するとするとするとすると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    またまたまたまた，，，，同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，OPECOPECOPECOPEC総会総会総会総会にてにてにてにて，，，，リビアリビアリビアリビア産原油産原油産原油産原油のののの生産減少生産減少生産減少生産減少がががが議題議題議題議題となるとなるとなるとなる点点点点をををを容認容認容認容認するとするとするとすると述述述述べべべべ

るとともにるとともにるとともにるとともに，，，，OPECOPECOPECOPEC事務局事務局事務局事務局によるによるによるによる調査結果調査結果調査結果調査結果をををを勘案勘案勘案勘案するするするする必要性必要性必要性必要性があるとがあるとがあるとがあると述述述述べたがべたがべたがべたが，，，，現在現在現在現在のののの石油市場石油市場石油市場石油市場

はははは需給需給需給需給がががが均衡均衡均衡均衡しているとししているとししているとししているとし，，，，増産増産増産増産のののの必要性必要性必要性必要性をををを否定否定否定否定したしたしたした。。。。    

（（（（7777日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（イイイイ））））イランイランイランイラン制裁決議制裁決議制裁決議制裁決議にににに関関関関するするするする大手外資系証券会社大手外資系証券会社大手外資系証券会社大手外資系証券会社のののの見方見方見方見方    

    英英英英HSBCHSBCHSBCHSBCのののの報告書報告書報告書報告書によるとによるとによるとによると，，，，コニーマックコニーマックコニーマックコニーマック上院議員上院議員上院議員上院議員はははは,,,,現在現在現在現在ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラをををを，，，，キューバキューバキューバキューバ，，，，イランイランイランイラン，，，，

スーダンスーダンスーダンスーダン及及及及びびびびシリアシリアシリアシリアがががが指定先指定先指定先指定先となっているとなっているとなっているとなっているテロテロテロテロ支援国家支援国家支援国家支援国家リストリストリストリストへへへへ入入入入れるれるれるれる提案提案提案提案をををを行行行行っているとしっているとしっているとしっているとし，，，，

投資家投資家投資家投資家のののの間間間間ではではではではベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラののののリスクリスクリスクリスクとしてとしてとしてとして再認識再認識再認識再認識されつつあるとしたされつつあるとしたされつつあるとしたされつつあるとした。。。。    

    他方他方他方他方，，，，国有化関連国有化関連国有化関連国有化関連でででで国際投資紛争解決国際投資紛争解決国際投資紛争解決国際投資紛争解決センターセンターセンターセンターにてにてにてにて係争中係争中係争中係争中であるであるであるであるコノココノココノココノコ・・・・フィリップスフィリップスフィリップスフィリップス，，，，エエエエ

クソンクソンクソンクソン・・・・モービルモービルモービルモービルのののの案件案件案件案件にににに関関関関しししし，，，，バークレイズバークレイズバークレイズバークレイズ・・・・キャピタルキャピタルキャピタルキャピタルはははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの企業企業企業企業にににに対対対対しししし，，，，

保障金額保障金額保障金額保障金額としてとしてとしてとして97979797億億億億ドルドルドルドル及及及及びびびび37373737億億億億ドルドルドルドルのののの支払支払支払支払いいいいがががが求求求求められるとめられるとめられるとめられると予想予想予想予想しているがしているがしているがしているが，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは両者両者両者両者をををを

併併併併せせせせ25252525億億億億ドルドルドルドルがががが上限上限上限上限としておりとしておりとしておりとしており，，，，裁判裁判裁判裁判のののの行方行方行方行方がががが注目注目注目注目されるところであるされるところであるされるところであるされるところである。。。。    

（（（（4444 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ウウウウ））））ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣のののの会見会見会見会見    

アアアア....日量日量日量日量5555万万万万バレルバレルバレルバレルのののの増産計画増産計画増産計画増産計画のののの発表発表発表発表    

16161616日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，PDPDPDPDVVVVSASASASAとのとのとのとの合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社にににに出資出資出資出資するするするする外資系石油会社外資系石油会社外資系石油会社外資系石油会社にににに

対対対対しししし，，，，2011201120112011年中年中年中年中にににに合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社がががが生産生産生産生産するするするする日量日量日量日量50505050万万万万バレルバレルバレルバレルのののの10%10%10%10%にあたるにあたるにあたるにあたる日量日量日量日量5555万万万万バレルバレルバレルバレルのののの増産増産増産増産をををを要要要要
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請請請請したしたしたした旨旨旨旨をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。    

    2010201020102010年年年年10101010月月月月，，，，同大臣同大臣同大臣同大臣はははは合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社のののの早急早急早急早急なななな石油増産石油増産石油増産石油増産をををを実現実現実現実現するためするためするためするため，，，，外外外外資系石油会社資系石油会社資系石油会社資系石油会社にににに対対対対しししし生生生生

産量回復計画産量回復計画産量回復計画産量回復計画をををを策定策定策定策定するようするようするようするよう求求求求めるめるめるめる声明声明声明声明をををを発表発表発表発表していたしていたしていたしていた。。。。    

    他方他方他方他方，，，，外資系石油会社外資系石油会社外資系石油会社外資系石油会社はははは，，，，MENPETMENPETMENPETMENPETにににに対対対対しししし，，，，計画策定計画策定計画策定計画策定にはにはにはには時間時間時間時間がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると共共共共にににに，，，，事業資金事業資金事業資金事業資金

がががが必要必要必要必要（（（（PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAからのからのからのからの返済返済返済返済がががが必要必要必要必要））））であるであるであるである旨旨旨旨をををを表明表明表明表明していたしていたしていたしていた。。。。なおなおなおなお，，，，同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，シェルシェルシェルシェルややややシェブシェブシェブシェブ

ロンロンロンロンをををを含含含含むむむむ複数複数複数複数のののの企業企業企業企業がががが，，，，提案提案提案提案をををを策定策定策定策定しているとししているとししているとししているとし，，，，右企業右企業右企業右企業にににに対対対対してはしてはしてはしては生産枠生産枠生産枠生産枠のののの引引引引きききき上上上上げをげをげをげを行行行行っっっっ

たとたとたとたと述述述述べたべたべたべた。。。。    

イイイイ.OPEC.OPEC.OPEC.OPECにおけるにおけるにおけるにおけるベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量にににに関関関関するするするする合意合意合意合意    

    他方他方他方他方ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス大臣大臣大臣大臣はははは，，，，先般先般先般先般8888日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた第第第第159159159159回回回回OPECOPECOPECOPEC総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの要請要請要請要請

によりによりによりにより，，，，オリオリオリオリノコノコノコノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯からからからから生産生産生産生産されるされるされるされる超重質油超重質油超重質油超重質油がががが，，，，既存原油既存原油既存原油既存原油としてとしてとしてとしてOPECOPECOPECOPECにににに認認認認められためられためられためられた

とととと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    OPECOPECOPECOPECがががが作成作成作成作成するするするする報告書報告書報告書報告書ではではではでは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量ははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ政府政府政府政府のののの発表発表発表発表にににに基基基基づかないづかないづかないづかない，，，，

他他他他のののの調査機関調査機関調査機関調査機関にににに基基基基づくづくづくづく数値数値数値数値でありでありでありであり，，，，右調査機関右調査機関右調査機関右調査機関にににに基基基基づくづくづくづくベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量はははは日量日量日量日量232232232232万万万万ババババ

レルレルレルレルであるのにであるのにであるのにであるのに対対対対しししし，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの政府発表数値政府発表数値政府発表数値政府発表数値はははは日量日量日量日量280280280280万万万万バレルバレルバレルバレルであったであったであったであった。。。。    

    同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，従来従来従来従来ののののOPECOPECOPECOPECがががが報告報告報告報告するするするするベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量はははは，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯からからからから生産生産生産生産

されるされるされるされる超重質油超重質油超重質油超重質油をををを含含含含んでおらずんでおらずんでおらずんでおらず，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ政府政府政府政府がががが発表発表発表発表するするするする生産量生産量生産量生産量とととと常常常常にににに日量日量日量日量50505050万万万万バレルバレルバレルバレル程度程度程度程度

のののの乖離乖離乖離乖離があったとしたがあったとしたがあったとしたがあったとした。。。。またまたまたまた，，，，今後今後今後今後ののののOPECOPECOPECOPECによるによるによるによる報告報告報告報告にはにはにはにはベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ政府政府政府政府のののの発表発表発表発表するするするする数字数字数字数字がががが反反反反

映映映映されるとされるとされるとされると述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（17171717日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（エエエエ））））5555月月月月のののの原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量    

    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油省石油省石油省石油省（（（（MENPETMENPETMENPETMENPET））））はははは，，，，5555月月月月のののの原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量をををを発表発表発表発表しししし，，，，4444月月月月のののの日量日量日量日量280280280280万万万万バレルバレルバレルバレルからからからから0.3%0.3%0.3%0.3%

増増増増となるとなるとなるとなる，，，，日量日量日量日量282282282282万万万万バレルバレルバレルバレルになったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，原油及原油及原油及原油及びびびび石油製品石油製品石油製品石油製品のののの輸出量輸出量輸出量輸出量はははは，，，，日量日量日量日量222222222222

万万万万バレルバレルバレルバレルからからからから11.6%11.6%11.6%11.6%増増増増となるとなるとなるとなる，，，，日量日量日量日量248248248248万万万万バレルバレルバレルバレルとなったとなったとなったとなった。。。。    

    輸出量輸出量輸出量輸出量のののの増加増加増加増加はははは港湾設備港湾設備港湾設備港湾設備のののの操業状況操業状況操業状況操業状況がががが改善改善改善改善したことがしたことがしたことがしたことが要因要因要因要因でででで，，，，東部東部東部東部ののののホセホセホセホセ港港港港におけるにおけるにおけるにおける船積船積船積船積みみみみ

数数数数はははは4444月比月比月比月比でででで28%28%28%28%改善改善改善改善したしたしたした。。。。    

（（（（22222222日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（オオオオ））））中国及中国及中国及中国及びびびびイタリアイタリアイタリアイタリアによるによるによるによるPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA向向向向けのけのけのけの55555555億億億億ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資    

    23232323日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，記者会見記者会見記者会見記者会見においてにおいてにおいてにおいて，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯におにおにおにお

けるけるけるける超重質油開発超重質油開発超重質油開発超重質油開発をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした，，，，中国国営石油公社中国国営石油公社中国国営石油公社中国国営石油公社（（（（CNPCCNPCCNPCCNPC））））とのとのとのとの合弁会社向合弁会社向合弁会社向合弁会社向けにけにけにけに40404040億億億億ドルドルドルドル，，，，伊伊伊伊

ののののENIENIENIENIとのとのとのとの合弁会社向合弁会社向合弁会社向合弁会社向けにけにけにけに15151515億億億億ドルドルドルドルのののの新新新新たなたなたなたな融資融資融資融資がががが，，，，今年中今年中今年中今年中になされるになされるになされるになされる見込見込見込見込みとみとみとみと発言発言発言発言したしたしたした。。。。ただただただただ

しししし，，，，詳細詳細詳細詳細なななな融資元融資元融資元融資元にににに関関関関するするするする言及言及言及言及はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。    

    他方他方他方他方，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCV)BCV)BCV)BCV)のののの引引引引きききき受受受受けでけでけでけで15151515億億億億ドルドルドルドルのののの外貨建外貨建外貨建外貨建てててて債券債券債券債券のののの発行発行発行発行をををを発表発表発表発表

したしたしたした。。。。同債券同債券同債券同債券はははは，，，，2022202220222022年償還国債年償還国債年償還国債年償還国債とととと共共共共にににに，，，，外貨建外貨建外貨建外貨建てててて債券取引債券取引債券取引債券取引システムシステムシステムシステムへへへへドルドルドルドルをををを供給供給供給供給することとすることとすることとすることと

なるなるなるなる。（。（。（。（24242424日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（カカカカ））））ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡによるによるによるによる6000600060006000万万万万バレルバレルバレルバレルのののの協調戦略備蓄原油放出協調戦略備蓄原油放出協調戦略備蓄原油放出協調戦略備蓄原油放出にににに対対対対するするするする反応反応反応反応    

    23232323日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，IEAIEAIEAIEAによるによるによるによる6000600060006000万万万万バレルバレルバレルバレルのののの協調戦略備蓄原油放出協調戦略備蓄原油放出協調戦略備蓄原油放出協調戦略備蓄原油放出

にににに対対対対しししし，，，，原油価格原油価格原油価格原油価格へのへのへのへの長期的長期的長期的長期的なななな影響影響影響影響はないとはないとはないとはないと述述述述べるととべるととべるととべるとと共共共共にににに，，，，今般今般今般今般のののの決定決定決定決定はははは欧米諸国欧米諸国欧米諸国欧米諸国によりなによりなによりなによりな

されたされたされたされた政治的決定政治的決定政治的決定政治的決定であるとであるとであるとであると不満不満不満不満をををを述述述述べたべたべたべた。。。。    
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    IEAIEAIEAIEAはははは23232323日日日日，，，，先先先先ののののOPECOPECOPECOPEC総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいてOPECOPECOPECOPECがががが増産決定増産決定増産決定増産決定をををを行行行行わなかったこわなかったこわなかったこわなかったことをとをとをとを受受受受けけけけ，，，，6,0006,0006,0006,000万万万万バレバレバレバレ

ルルルルのののの戦略備蓄原油戦略備蓄原油戦略備蓄原油戦略備蓄原油のののの放出放出放出放出をををを決定決定決定決定していたしていたしていたしていた。。。。    

（（（（24242424日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（キキキキ））））イランイランイランイラン制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置にににに関関関関するするするするPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAのののの反応反応反応反応    

    24242424日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，「，「，「，「我我我我々々々々はははは欧州欧州欧州欧州におけるにおけるにおけるにおける顧客顧客顧客顧客をををを獲得獲得獲得獲得しているしているしているしている最中最中最中最中

であるであるであるである。。。。米国米国米国米国ははははイランイランイランイラン制裁制裁制裁制裁によりによりによりにより誤誤誤誤りをりをりをりを犯犯犯犯したしたしたした。」。」。」。」としとしとしとし，，，，米国米国米国米国によるによるによるによるPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対するするするするイランイランイランイラン制裁制裁制裁制裁

決議決議決議決議をををを受受受受けけけけ，，，，米国向米国向米国向米国向けけけけ石油輸出石油輸出石油輸出石油輸出をををを欧州向欧州向欧州向欧州向けにけにけにけに切切切切りりりり替替替替えるとえるとえるとえると発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    米国向米国向米国向米国向けけけけ石油輸出石油輸出石油輸出石油輸出はははは，，，，日量日量日量日量110110110110万万万万バレルバレルバレルバレル程度程度程度程度でででで7777割程度割程度割程度割程度はははは子会社子会社子会社子会社ないしないしないしないし出資先出資先出資先出資先にににに対対対対しししし長期契約長期契約長期契約長期契約

にてにてにてにて販売販売販売販売をををを行行行行っているがっているがっているがっているが，，，，日量日量日量日量33333333万万万万ババババレルレルレルレルにあたるにあたるにあたるにあたる3333割割割割ははははスポットスポットスポットスポットでででで輸出輸出輸出輸出をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，24242424日日日日，，，，米下院西半球小委員会米下院西半球小委員会米下院西半球小委員会米下院西半球小委員会においてにおいてにおいてにおいて，，，，米国務省米国務省米国務省米国務省テロテロテロテロ制裁政策局長制裁政策局長制裁政策局長制裁政策局長ののののデラレデラレデラレデラレ氏氏氏氏はははは，「，「，「，「PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA

ががががイランイランイランイランとのとのとのとの経済的関係経済的関係経済的関係経済的関係をををを絶絶絶絶たなければたなければたなければたなければ，，，，米国米国米国米国はよりはよりはよりはより厳厳厳厳しいしいしいしい制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置のののの承認承認承認承認をををを準備準備準備準備しなければしなければしなければしなければ

ならないならないならないならない。」。」。」。」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。またまたまたまた，，，，マックマックマックマック議員議員議員議員はははは，「，「，「，「我我我我々々々々はははは石油産業石油産業石油産業石油産業にににに対対対対してしてしてして影響影響影響影響をををを行使行使行使行使することすることすることすること

をををを希望希望希望希望しているしているしているしている。。。。それらすべてのそれらすべてのそれらすべてのそれらすべての石油石油石油石油がががが，，，，テロリズムテロリズムテロリズムテロリズムにににに資金資金資金資金をををを供給供給供給供給しているしているしているしている。」。」。」。」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（25252525日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（クククク））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAのののの2010201020102010年決算年決算年決算年決算        

    28282828日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，JBICJBICJBICJBIC等等等等によるによるによるによるPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対するするするする15151515億億億億ドルドルドルドルのののの融資締結融資締結融資締結融資締結

式式式式においてにおいてにおいてにおいて，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAのののの2010201020102010年決算年決算年決算年決算のののの一部概要一部概要一部概要一部概要にににに関関関関してしてしてして言及言及言及言及しししし，，，，社会貢献費用社会貢献費用社会貢献費用社会貢献費用がががが2009200920092009年年年年のののの66666666億億億億500500500500

万万万万ドルドルドルドルからからからから約約約約3333倍倍倍倍のののの211%211%211%211%増増増増となるとなるとなるとなる205205205205億億億億4,9004,9004,9004,900万万万万ドルドルドルドル，，，，負債額負債額負債額負債額がががが249249249249億億億億5,0005,0005,0005,000万万万万ドルドルドルドル，，，，総資産額総資産額総資産額総資産額がががが

1,5171,5171,5171,517億億億億6,5006,5006,5006,500万万万万ドルドルドルドル，，，，純資産額純資産額純資産額純資産額がががが753753753753億億億億1,4001,4001,4001,400万万万万ドルドルドルドルになったとになったとになったとになったと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    他方他方他方他方でででで，，，，利益利益利益利益についてのについてのについてのについての言及言及言及言及はなかったがはなかったがはなかったがはなかったが，，，，同大臣同大臣同大臣同大臣がががが2222月月月月にににに国会国会国会国会でででで述述述述べたべたべたべた2010201020102010年年年年のののの利益予想額利益予想額利益予想額利益予想額

はははは，，，，2010201020102010年年年年のののの原油価格原油価格原油価格原油価格がががが2009200920092009年年年年にににに記録記録記録記録したしたしたした1111バレルバレルバレルバレル57.0157.0157.0157.01ドルドルドルドルからからからから21.21.21.21.7%7%7%7%増増増増となるとなるとなるとなる69.4169.4169.4169.41ドルドルドルドルにににに上上上上

昇昇昇昇したにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらず，，，，2009200920092009年年年年にににに記録記録記録記録したしたしたした利益額利益額利益額利益額であるであるであるである43434343億億億億9,4009,4009,4009,400万万万万ドルドルドルドルからからからから21.7%21.7%21.7%21.7%減減減減となるとなるとなるとなる，，，，

32323232億億億億ドルドルドルドルであったであったであったであった。。。。    

（（（（29292929日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ケケケケ））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAによるによるによるによる新新新新たなたなたなたな社債社債社債社債のののの発行発行発行発行    

30303030日日日日，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCVBCVBCVBCV））））をををを引引引引きききき受受受受けけけけ先先先先とするとするとするとする17171717億億億億8,3008,3008,3008,300万万万万ドルドルドルドルのののの外貨建外貨建外貨建外貨建てててて社社社社

債債債債をををを発行発行発行発行するとするとするとすると発表発表発表発表したしたしたした。。。。償還時期償還時期償還時期償還時期はははは2013201320132013年年年年でででで，，，，金利金利金利金利はははは固定金利固定金利固定金利固定金利でででで年間年間年間年間8%8%8%8%となるとなるとなるとなる。。。。このこのこのこの社債社債社債社債のののの

発行発行発行発行とととと，，，，2022202220222022年償還年償還年償還年償還のののの外貨建外貨建外貨建外貨建てててて社債社債社債社債のののの発行発行発行発行，，，，更更更更ににににJBICJBICJBICJBIC及及及及びびびび8888つのつのつのつの金融機関金融機関金融機関金融機関からのからのからのからの15151515億億億億ドルドルドルドルのののの借借借借りりりり

入入入入れをれをれをれを合合合合わせるとわせるとわせるとわせると，，，，このこのこのこの14141414日間日間日間日間ででででPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは47474747億億億億8,3008,3008,3008,300万万万万ドルドルドルドル負債負債負債負債をををを増加増加増加増加されることとなるされることとなるされることとなるされることとなる。。。。    

    これにこれにこれにこれに加加加加ええええ，，，，先週先週先週先週にはにはにはには，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯におけるにおけるにおけるにおけるCNPCCNPCCNPCCNPCととととENIENIENIENIとのとのとのとの合弁事業合弁事業合弁事業合弁事業にににに対対対対しししし，，，，    

中国及中国及中国及中国及びびびび伊伊伊伊のののの金融機関金融機関金融機関金融機関からからからから55555555億億億億ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資のののの実施実施実施実施がががが発表発表発表発表されているされているされているされている。。。。    

（（（（7777月月月月1111日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

    

（（（（４４４４））））国有化関連国有化関連国有化関連国有化関連    

（（（（アアアア））））国有化企業数国有化企業数国有化企業数国有化企業数のののの増加増加増加増加    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ産業同盟産業同盟産業同盟産業同盟（（（（Conindustria)Conindustria)Conindustria)Conindustria)によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011年上半期年上半期年上半期年上半期のののの民間企業民間企業民間企業民間企業のののの国有化件数国有化件数国有化件数国有化件数はははは，，，，前前前前

年同期年同期年同期年同期のののの234234234234件件件件とととと比比比比しししし64.1%64.1%64.1%64.1%増増増増のののの384384384384件件件件になったになったになったになった。。。。ただしただしただしただし，，，，これはこれはこれはこれは土地土地土地土地のののの国有化国有化国有化国有化はははは含含含含まれていないまれていないまれていないまれていない。。。。

なおなおなおなお，，，，同連盟同連盟同連盟同連盟はははは，，，，大部分大部分大部分大部分のののの案件案件案件案件においてにおいてにおいてにおいて補償金補償金補償金補償金のののの支払支払支払支払いがなされていないとしているいがなされていないとしているいがなされていないとしているいがなされていないとしている。。。。    
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（（（（29292929日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

    

（（（（５５５５））））電力電力電力電力    

（（（（アアアア））））節電条例節電条例節電条例節電条例のののの公布公布公布公布    

13131313日日日日，，，，電力省電力省電力省電力省ははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ全土全土全土全土のののの公共機関公共機関公共機関公共機関，，，，民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者，，，，住宅等住宅等住宅等住宅等にににに対対対対しししし，，，，電力消費量削減電力消費量削減電力消費量削減電力消費量削減をををを義義義義

務務務務づけるづけるづけるづける条例条例条例条例をををを公布公布公布公布したしたしたした。。。。    

○○○○節電措置節電措置節電措置節電措置のののの概要概要概要概要    

アアアア．．．．公共機関公共機関公共機関公共機関    

（（（（１１１１））））全全全全てのてのてのての公共機関公共機関公共機関公共機関はははは，，，，節電節電節電節電をををを実施実施実施実施するためにするためにするためにするために，，，，電力電力電力電力エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー管理組織管理組織管理組織管理組織のののの設置設置設置設置がががが義務義務義務義務づけづけづけづけ

られられられられ，，，，エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー監査監査監査監査のののの実施実施実施実施，，，，節電計画節電計画節電計画節電計画のののの策定策定策定策定，，，，節電節電節電節電のののの啓蒙計画啓蒙計画啓蒙計画啓蒙計画のののの策定策定策定策定のののの他他他他，，，，エアコンエアコンエアコンエアコン，，，，冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵

庫庫庫庫，，，，照明照明照明照明，，，，水道水道水道水道，，，，エレベエレベエレベエレベーターーターーターーター及及及及びびびびエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーター，，，，温水器温水器温水器温水器のののの合理的合理的合理的合理的なななな利用等利用等利用等利用等がががが義務義務義務義務づけられづけられづけられづけられ

るるるる。。。。    

（（（（２２２２））））電力消費量電力消費量電力消費量電力消費量がががが100KVA100KVA100KVA100KVAをををを超超超超えるえるえるえる公共機関公共機関公共機関公共機関はははは，，，，2011201120112011年年年年12121212月月月月31313131日日日日までにまでにまでにまでに自家発電機自家発電機自家発電機自家発電機のののの設置設置設置設置をををを義義義義

務務務務づけられるづけられるづけられるづけられる。。。。またまたまたまた，，，，自家発電機自家発電機自家発電機自家発電機をををを保有保有保有保有するするするする公共機関公共機関公共機関公共機関はははは，，，，需要需要需要需要がががが増加増加増加増加するするするする午前午前午前午前11111111時時時時からからからから午後午後午後午後4444時時時時

及及及及びびびび午後午後午後午後6666時時時時からからからから午後午後午後午後10101010時時時時のののの間間間間，，，，自家発電機自家発電機自家発電機自家発電機をををを稼働稼働稼働稼働させなければならないさせなければならないさせなければならないさせなければならない。。。。    

（（（（３３３３））））このこのこのこの措置措置措置措置はははは条例公布日条例公布日条例公布日条例公布日（（（（2011201120112011年年年年6666月月月月13131313日日日日））））よりよりよりより行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

イイイイ．．．．民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者    

（（（（１１１１））））適用範囲及適用範囲及適用範囲及適用範囲及びびびび節電方法節電方法節電方法節電方法    

    対象対象対象対象はははは電力消費量電力消費量電力消費量電力消費量がががが200KVA200KVA200KVA200KVAをををを超超超超えるえるえるえる事業者事業者事業者事業者でででで，，，，現在現在現在現在のののの電力消費量電力消費量電力消費量電力消費量をををを，，，，2002002002009999年年年年のののの同月同月同月同月のののの電力消電力消電力消電力消

費量費量費量費量ないしないしないしないし，，，，2009200920092009年年年年のののの毎月毎月毎月毎月のののの平均電力消費量平均電力消費量平均電力消費量平均電力消費量のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか高高高高いいいい方方方方とととと比較比較比較比較しししし，，，，10%10%10%10%以上削減以上削減以上削減以上削減することすることすることすること

がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。達成達成達成達成できないできないできないできない場合場合場合場合，，，，電力省電力省電力省電力省によりによりによりにより未達成未達成未達成未達成のののの旨旨旨旨がががが告示告示告示告示されるされるされるされる。。。。なおなおなおなお，，，，1MVA1MVA1MVA1MVA以上以上以上以上のののの

事業者事業者事業者事業者でででで節減節減節減節減がががが達成達成達成達成できないできないできないできない場合場合場合場合はははは，，，，翌月翌月翌月翌月のののの電気代電気代電気代電気代がががが10%10%10%10%引引引引きききき上上上上げられげられげられげられ，，，，達成達成達成達成できないできないできないできない毎毎毎毎にににに翌月翌月翌月翌月

のののの電気代電気代電気代電気代がががが5%5%5%5%ずつずつずつずつ引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる。。。。    

（（（（２２２２））））電力消費量電力消費量電力消費量電力消費量がががが100KVA100KVA100KVA100KVAをををを超超超超えるえるえるえる事業者事業者事業者事業者はははは，，，，2011201120112011年年年年12121212月月月月31313131日日日日までにまでにまでにまでに自家発電機自家発電機自家発電機自家発電機のののの設置設置設置設置をををを義務義務義務義務

づけられるづけられるづけられるづけられる。。。。またまたまたまた，，，，自家発電機自家発電機自家発電機自家発電機をををを保有保有保有保有するするするする事業者事業者事業者事業者はははは，，，，需要需要需要需要がががが増加増加増加増加するするするする午前午前午前午前11111111時時時時からからからから午後午後午後午後4444時及時及時及時及びびびび

午後午後午後午後6666時時時時からからからから午後午後午後午後10101010時時時時のののの間間間間，，，，自家発電機自家発電機自家発電機自家発電機をををを稼働稼働稼働稼働させなければならないさせなければならないさせなければならないさせなければならない。。。。    

（（（（３３３３））））節電節電節電節電のののの未達成未達成未達成未達成がががが繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされる場合場合場合場合，，，，電力供給電力供給電力供給電力供給はははは停止停止停止停止されるされるされるされる。。。。    

（（（（４４４４））））適用除外分野適用除外分野適用除外分野適用除外分野    

    以下以下以下以下にににに挙挙挙挙げるげるげるげる分野分野分野分野はははは、、、、適用範囲外適用範囲外適用範囲外適用範囲外となるとなるとなるとなる。。。。    

（（（（aaaa））））全全全全てのてのてのての医療保健機関医療保健機関医療保健機関医療保健機関    

（（（（bbbb））））水道機関水道機関水道機関水道機関    

（（（（cccc））））炭化水素炭化水素炭化水素炭化水素，，，，そのそのそのその関連製品関連製品関連製品関連製品，，，，ガスガスガスガス及及及及びそのびそのびそのびその他燃料他燃料他燃料他燃料のののの生産及生産及生産及生産及びびびび供給供給供給供給    

（（（（dddd））））治安関係機関治安関係機関治安関係機関治安関係機関    

（（（（eeee））））廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの収集及収集及収集及収集及びびびび処理関連処理関連処理関連処理関連のののの機関機関機関機関    

（（（（ffff））））公共輸送機関公共輸送機関公共輸送機関公共輸送機関，，，，海上交通機関及海上交通機関及海上交通機関及海上交通機関及びびびび航空管制機関航空管制機関航空管制機関航空管制機関    

（（（（gggg））））電話電話電話電話，，，，情報通信機関情報通信機関情報通信機関情報通信機関    

（（（（hhhh））））ラジオラジオラジオラジオ及及及及びびびびテレビテレビテレビテレビ，，，，情報情報情報情報サービスサービスサービスサービス    

（（（（iiii））））教育教育教育教育：：：：小小小小，，，，中及中及中及中及びびびび高等学校並高等学校並高等学校並高等学校並びにびにびにびに大学大学大学大学    
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（（（（jjjj））））食糧機関食糧機関食糧機関食糧機関    

（（（（kkkk））））外交団外交団外交団外交団    

（（（（llll））））そのそのそのその他他他他,,,,電力省電力省電力省電力省がががが適用除外範囲適用除外範囲適用除外範囲適用除外範囲にににに含含含含めるめるめるめる分野分野分野分野    

ウウウウ．．．．住宅住宅住宅住宅    

（（（（１１１１））））適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

aaaa....タチラタチラタチラタチラ，，，，メリダメリダメリダメリダ，，，，ミランダミランダミランダミランダ，，，，トゥルヒージョトゥルヒージョトゥルヒージョトゥルヒージョ，，，，ヤラクイヤラクイヤラクイヤラクイ，，，，ララララララララ，，，，アラグアアラグアアラグアアラグア，，，，ファルコンファルコンファルコンファルコン，，，，ババババ

ルガスルガスルガスルガスのののの各州及各州及各州及各州及びびびびカラカスカラカスカラカスカラカス首都区首都区首都区首都区ではではではでは，，，，1111月月月月のののの電力使用量電力使用量電力使用量電力使用量がががが500500500500キロワットキロワットキロワットキロワット時時時時をををを超超超超えるえるえるえる家庭家庭家庭家庭。。。。    

bbbb....カラボボカラボボカラボボカラボボ，，，，ポルトゲサポルトゲサポルトゲサポルトゲサ，，，，コヘデスコヘデスコヘデスコヘデス，，，，アプーレアプーレアプーレアプーレ，，，，バリーナスバリーナスバリーナスバリーナス，，，，スクレスクレスクレスクレ，，，，アマクロアマクロアマクロアマクロ，，，，アマゾナスアマゾナスアマゾナスアマゾナス，，，，

グアリコグアリコグアリコグアリコ，，，，ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル，，，，モナガスモナガスモナガスモナガス，，，，アンソアテギアンソアテギアンソアテギアンソアテギ，，，，ヌエバエスパルタヌエバエスパルタヌエバエスパルタヌエバエスパルタのののの各州各州各州各州ではではではでは，，，，1111月月月月のののの電力使電力使電力使電力使

用量用量用量用量がががが800800800800キロワットキロワットキロワットキロワット時時時時をををを超超超超えるえるえるえる家庭家庭家庭家庭。。。。    

bbbb....スリアスリアスリアスリア州州州州ではではではでは，，，，1111月月月月のののの電力使用量電力使用量電力使用量電力使用量がががが1,2001,2001,2001,200キロワットキロワットキロワットキロワット時時時時をををを超超超超えるえるえるえる家庭家庭家庭家庭。。。。    

（（（（２２２２））））罰則及罰則及罰則及罰則及びびびびインセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ    

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲にあたるにあたるにあたるにあたる住宅住宅住宅住宅にににに対対対対しししし，，，，現在現在現在現在のののの消費量消費量消費量消費量をををを，，，，2009200920092009年年年年のののの同月同月同月同月のののの消費量消費量消費量消費量ないしないしないしないし，，，，2009200920092009年年年年のののの毎月毎月毎月毎月

のののの平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか高高高高いいいい方方方方とととと比較比較比較比較しししし，，，，以下以下以下以下のようにのようにのようにのように使用量使用量使用量使用量にににに応応応応じてじてじてじてインセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ（（（（料金料金料金料金

のののの割引割引割引割引））））とととと罰則罰則罰則罰則（（（（料金料金料金料金のののの割増割増割増割増））））をををを与与与与えるえるえるえる。。。。    

（（（（aaaa））））月間電力削減量月間電力削減量月間電力削減量月間電力削減量がががが10101010％％％％以下以下以下以下のののの場合場合場合場合，，，，75757575％％％％のののの料金割増料金割増料金割増料金割増    

（（（（bbbb））））月間電力消費量月間電力消費量月間電力消費量月間電力消費量がががが10101010％％％％をををを超超超超ええええ20202020％％％％未満未満未満未満のののの割合割合割合割合でででで増加増加増加増加したしたしたした場合場合場合場合，，，，100100100100％％％％のののの料金割増料金割増料金割増料金割増    

（（（（cccc））））月間電力消費量月間電力消費量月間電力消費量月間電力消費量がががが20202020％％％％以上増加以上増加以上増加以上増加したしたしたした場合場合場合場合，，，，200200200200％％％％のののの料金割増料金割増料金割増料金割増    

（（（（dddd））））月間電力削減量月間電力削減量月間電力削減量月間電力削減量がががが10101010％％％％をををを超超超超ええええ19.9919.9919.9919.99％％％％のののの場合場合場合場合，，，，25252525％％％％のののの料金低減料金低減料金低減料金低減    

（（（（ffff））））月間電力削減量月間電力削減量月間電力削減量月間電力削減量がががが20202020％％％％以上以上以上以上のののの場合場合場合場合、、、、50%50%50%50%のののの料金低減料金低減料金低減料金低減    

（（（（３３３３））））前年同月前年同月前年同月前年同月のののの消費量消費量消費量消費量にににに関関関関するするするする情報情報情報情報がががが無無無無いいいい場合場合場合場合にはにはにはには直近直近直近直近3333ヶヶヶヶ月月月月のののの平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量をををを勘案勘案勘案勘案するするするする。。。。    

（（（（４４４４））））このこのこのこの措置措置措置措置はははは7777月月月月15151515日日日日よりよりよりより開始開始開始開始されるされるされるされる。。。。    

（（（（５５５５）（）（）（）（１１１１））））のののの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲にににに該当該当該当該当しないしないしないしない住宅住宅住宅住宅でででで10%10%10%10%以上電力消費量以上電力消費量以上電力消費量以上電力消費量をををを削減削減削減削減したしたしたした場合場合場合場合，，，，10%10%10%10%のののの料金低料金低料金低料金低

減減減減がががが適用適用適用適用されるされるされるされる。。。。    

エエエエ．．．．広告広告広告広告    

（（（（１１１１））））広告広告広告広告のののの電飾等電飾等電飾等電飾等はははは，，，，夜夜夜夜7777時時時時からからからから深夜深夜深夜深夜12121212時以外時以外時以外時以外のののの時間帯時間帯時間帯時間帯はははは利用利用利用利用できないできないできないできない。。。。ただしただしただしただし，，，，薬局薬局薬局薬局，，，，            

療療療療・・・・保健保健保健保健，，，，治安関係機関治安関係機関治安関係機関治安関係機関はははは適用除外適用除外適用除外適用除外とされるとされるとされるとされる。。。。    

（（（（２２２２））））2222011011011011年年年年12121212月月月月31313131日日日日までにまでにまでにまでに，，，，太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーによるによるによるによる            

自家発電設備自家発電設備自家発電設備自家発電設備のののの設置設置設置設置にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

（（（（イイイイ））））コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアによるによるによるによるベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラへのへのへのへの送電送電送電送電    

    コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣はははは，，，，13131313日日日日からからからから，，，，電力危機電力危機電力危機電力危機にににに直面直面直面直面するするするするベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラをををを援助援助援助援助するするするする

目的目的目的目的でででで，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアののののLaGuajiraLaGuajiraLaGuajiraLaGuajira地域地域地域地域からからからから当国当国当国当国ののののスリアスリアスリアスリア州向州向州向州向けにけにけにけに，，，，特別価格特別価格特別価格特別価格でのでのでのでの送電送電送電送電をををを開始開始開始開始したしたしたした

とととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    他方他方他方他方，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアののののグラナドスグラナドスグラナドスグラナドス貿易大臣貿易大臣貿易大臣貿易大臣はははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの輸出業者輸出業者輸出業者輸出業者ががががコロンビアコロンビアコロンビアコロンビア事業者事業者事業者事業者にににに対対対対

してしてしてして抱抱抱抱えるえるえるえる7777億億億億1,8001,8001,8001,800万万万万ドルドルドルドル超超超超のののの債務債務債務債務がががが支払支払支払支払われるわれるわれるわれる見込見込見込見込みをみをみをみを示示示示ししししたたたた。。。。    

（（（（15151515 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ウウウウ））））CAFCAFCAFCAF によるによるによるによるグリダムグリダムグリダムグリダム向向向向けけけけ 3333 億億億億 6,0006,0006,0006,000 万万万万ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資    

    ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣はははは，，，，アンデスアンデスアンデスアンデス開発開発開発開発公社公社公社公社（（（（CAFCAFCAFCAF））））ががががグリダムグリダムグリダムグリダムのののの中央発電設備中央発電設備中央発電設備中央発電設備のののの改修改修改修改修
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事業事業事業事業にににに対対対対するするするする 3333 億億億億 6,0006,0006,0006,000 万万万万ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資のののの供与供与供与供与にににに関関関関しししし，，，，承認承認承認承認したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    右融資右融資右融資右融資はははは，，，，6666 つのつのつのつのタービンタービンタービンタービンのののの改修改修改修改修にににに充当充当充当充当されされされされ，，，，耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数はははは 25252525 年延長年延長年延長年延長されるされるされるされる。。。。    

    電力関係者電力関係者電力関係者電力関係者によるとによるとによるとによると，，，，グリダムグリダムグリダムグリダム改修事業改修事業改修事業改修事業はははは，，，，2222 つのつのつのつのフェーズフェーズフェーズフェーズにににに分分分分かれてかれてかれてかれて実施実施実施実施されておりされておりされておりされており，，，，第一第一第一第一

フェーズフェーズフェーズフェーズにおいてはにおいてはにおいてはにおいては数年前数年前数年前数年前よりよりよりより第第第第 1111 ユニットユニットユニットユニットののののタービンタービンタービンタービン 4444 機及機及機及機及びびびび第二第二第二第二ユニットユニットユニットユニットののののタービンタービンタービンタービン 10101010 機機機機

がががが対対対対象象象象となっているとなっているとなっているとなっている。。。。第二第二第二第二フェーズフェーズフェーズフェーズにおいてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，未未未未だだだだ評価段階評価段階評価段階評価段階だがだがだがだが，，，，第一第一第一第一ユニットユニットユニットユニットののののタービンタービンタービンタービン 6666

機機機機がががが対象対象対象対象となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    今般今般今般今般のののの融資融資融資融資はははは，（，（，（，（第二第二第二第二フェーズフェーズフェーズフェーズのののの））））第一第一第一第一ユニットユニットユニットユニットのののの 6666 機機機機ののののタービンタービンタービンタービン向向向向けのけのけのけの融資融資融資融資とととと見見見見られるられるられるられる。。。。    

    独独独独 AndritzAndritzAndritzAndritz 社社社社とととと伯伯伯伯 BrasBrasBrasBras 社社社社からなるからなるからなるからなる EurobrasEurobrasEurobrasEurobras コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムがががが，，，，複数複数複数複数ののののタービンタービンタービンタービンをををを対象対象対象対象としとしとしとし

たたたた，，，，機器供給機器供給機器供給機器供給，，，，据付及据付及据付及据付及びびびび設置設置設置設置，，，，品質管理品質管理品質管理品質管理，，，，操業操業操業操業サービスサービスサービスサービス等等等等，，，，改修事業改修事業改修事業改修事業をををを請負業者請負業者請負業者請負業者としてとしてとしてとして承認承認承認承認ささささ

れたれたれたれた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，28282828 日日日日，，，，CAFCAFCAFCAF 役員会役員会役員会役員会においてにおいてにおいてにおいて，，，，エンリケエンリケエンリケエンリケ・・・・ガルシアガルシアガルシアガルシア総裁総裁総裁総裁のののの再任再任再任再任がががが決定決定決定決定されているされているされているされている。。。。    

（（（（28282828 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

    


