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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７７７７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    

●●●●4444 日日日日，，，，バロッソバロッソバロッソバロッソ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（（（（Cadivi)Cadivi)Cadivi)Cadivi)委員長委員長委員長委員長はははは，，，，2011201120112011 年年年年 1111 月月月月～～～～6666 月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける CadiviCadiviCadiviCadivi

によるによるによるによる外貨承認及外貨承認及外貨承認及外貨承認及びびびび発給額発給額発給額発給額がががが，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 143143143143 億億億億 2,0002,0002,0002,000 万万万万ドルドルドルドルとととと比比比比しししし 4.7%4.7%4.7%4.7%増増増増となるとなるとなるとなる，，，，150150150150

億億億億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発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●7777 日日日日，，，，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自動車商工会自動車商工会自動車商工会（（（（Cavenez)Cavenez)Cavenez)Cavenez)はははは，，，，2011201120112011 年年年年 1111 月月月月～～～～6666 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台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数

はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより 230230230230 台台台台（（（（0.45%0.45%0.45%0.45%増増増増））））多多多多いいいい，，，，51,42351,42351,42351,423 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。。。。    

●●●●7777 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは閣議閣議閣議閣議においてにおいてにおいてにおいて，，，，住宅住宅住宅住宅ミッションミッションミッションミッション（（（（Gran Mision Vivienda Venezuela)Gran Mision Vivienda Venezuela)Gran Mision Vivienda Venezuela)Gran Mision Vivienda Venezuela)

向向向向けにけにけにけに 146146146146 億億億億ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ及及及及びびびび 17171717 億億億億ドルドルドルドルのののの予算割予算割予算割予算割りりりり当当当当てをてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした。。。。    

●●●●米米米米フォーチュンフォーチュンフォーチュンフォーチュン社社社社のののの発表発表発表発表によるによるによるによる 2011201120112011 年年年年のののの世界世界世界世界のののの企業売企業売企業売企業売りりりり上上上上げげげげトップトップトップトップ 500500500500 社社社社のののの中中中中でででで，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA

はははは 66666666 位位位位となったとなったとなったとなった。。。。なおなおなおなお，，，，2010201020102010 年年年年のののの順位順位順位順位はははは 56565656 位位位位，，，，2009200920092009 年年年年はははは 27272727 位位位位，，，，2008200820082008 年年年年，，，，2007200720072007 年年年年はははは PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA

はははは掲載掲載掲載掲載されずされずされずされず，，，，2006200620062006 年年年年はははは 35353535 位位位位であったであったであったであった。。。。    

●●●●企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省のののの発表発表発表発表によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの財政支出額財政支出額財政支出額財政支出額はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 850850850850 億億億億ボリーボリーボリーボリー

バルバルバルバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.F)Bs.F)Bs.F)Bs.F)とととと比比比比しししし実質実質実質実質 3.83.83.83.8%%%%（（（（注注注注：：：：インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを考慮考慮考慮考慮））））増増増増となるとなるとなるとなる，，，，1,1251,1251,1251,125 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F

になったになったになったになった。。。。    

●●●●SidorSidorSidorSidor はははは，，，，2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期におけるにおけるにおけるにおける溶鉄溶鉄溶鉄溶鉄のののの生産量生産量生産量生産量がががが，，，，2010201020102010 年年年年のののの 57575757 万万万万 6,0006,0006,0006,000 トントントントンからからからから 154%154%154%154%増増増増

となるとなるとなるとなる 146146146146 万万万万 5,0005,0005,0005,000 トントントントン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。。。。    

    ●●●●大手大手大手大手コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントであるであるであるであるマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングはははは，，，，2011201120112011 年年年年 5555 大陸大陸大陸大陸 214214214214 都市都市都市都市におけるにおけるにおけるにおける

駐在員生計調査駐在員生計調査駐在員生計調査駐在員生計調査のののの結果結果結果結果をををを発表発表発表発表しししし，，，，カラカスカラカスカラカスカラカスはははは，，，，全世界全世界全世界全世界ではではではでは前年前年前年前年よりよりよりより 49494949 位順位位順位位順位位順位をををを上上上上げてげてげてげて 51515151

位位位位，，，，南米南米南米南米ではではではでは，，，，4444 番目番目番目番目にににに生計費生計費生計費生計費がががが高高高高いいいい都市都市都市都市となったとなったとなったとなった。。。。    

    ●●●●14141414 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大外貨統領大外貨統領大外貨統領大外貨統領はははは，，，，閣議閣議閣議閣議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中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BBBBCVCVCVCV））））がががが保有保有保有保有するするするする外貨外貨外貨外貨

準備金準備金準備金準備金のうちのうちのうちのうち，，，，15151515 億億億億ドルドルドルドルをををを国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（（（（FONDENFONDENFONDENFONDEN））））にににに移転移転移転移転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。。。。    

●●●●14141414 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは大統領授権法大統領授権法大統領授権法大統領授権法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，インフレインフレインフレインフレ対策対策対策対策としてとしてとしてとして公正価格法公正価格法公正価格法公正価格法（（（（Ley de Ley de Ley de Ley de 

Costos y Precios Justos)Costos y Precios Justos)Costos y Precios Justos)Costos y Precios Justos)をををを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。。。。    

●●●●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，，，，6666 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 0.2%0.2%0.2%0.2%増増増増となるとなるとなるとなる 8.6%8.6%8.6%8.6%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失業率失業率失業率失業率であるであるであるであ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 1.8%1.8%1.8%1.8%増増増増となとなとなとな

るるるる 19.5%19.5%19.5%19.5%となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●22222222 日日日日，，，，ペルーペルーペルーペルーのののの FerreyrosFerreyrosFerreyrosFerreyros 貿易大臣貿易大臣貿易大臣貿易大臣はははは，，，，ペルーペルーペルーペルーととととベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ間間間間でででで，，，，7777 月月月月 22222222 日日日日をををを起点起点起点起点としたとしたとしたとした

90909090 日間日間日間日間のののの特恵関税措置特恵関税措置特恵関税措置特恵関税措置のののの継続継続継続継続にににに関関関関しししし合意合意合意合意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。。。。    

●●●●徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁（（（（SENIAT)SENIAT)SENIAT)SENIAT)のののの発表発表発表発表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租税収入租税収入租税収入租税収入はははは，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした

実質税収実質税収実質税収実質税収でででで昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 10.9%10.9%10.9%10.9%増増増増となるとなるとなるとなる 674674674674 億億億億ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.FBs.FBs.FBs.F））））となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●26262626 日日日日，，，，企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省はははは史上史上史上史上最高額最高額最高額最高額となるとなるとなるとなる 42424242 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国債国債国債国債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。。。。償還償還償還償還

期日期日期日期日はははは 2031203120312031 年年年年でででで，，，，利息利息利息利息はははは年率年率年率年率 11.95%11.95%11.95%11.95%となるとなるとなるとなる。。。。    

●●●●22227777 日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（（（（INE)INE)INE)INE)はははは 6666 月月月月のののの基礎食糧基礎食糧基礎食糧基礎食糧バスケットバスケットバスケットバスケット価格価格価格価格がががが，，，，先月先月先月先月よりよりよりより 2.13%2.13%2.13%2.13%，，，，前年同期前年同期前年同期前年同期

比比比比ではではではでは 16.9%16.9%16.9%16.9%高高高高いいいい，，，，1,518.231,518.231,518.231,518.23 ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.FBs.FBs.FBs.F））））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，，，，1111

月月月月からのからのからのからの半年間半年間半年間半年間でのでのでのでの値上値上値上値上げげげげ率率率率はははは 10.74%10.74%10.74%10.74%であったであったであったであった。。。。    

    

（（（（２２２２））））対日関連対日関連対日関連対日関連    

13131313 日日日日，，，，デルガドデルガドデルガドデルガド基幹産業鉱業省基幹産業鉱業省基幹産業鉱業省基幹産業鉱業省（（（（MIBAMMIBAMMIBAMMIBAM））））投資促進担当副大臣及投資促進担当副大臣及投資促進担当副大臣及投資促進担当副大臣及びびびびバレンスエラバレンスエラバレンスエラバレンスエラ CVGCVGCVGCVG 副総裁副総裁副総裁副総裁とととと，，，，

CVGCVGCVGCVG ベナルムベナルムベナルムベナルムのののの 20202020％％％％のののの株式株式株式株式をををを保有保有保有保有するするするする昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工他他他他，，，，日本日本日本日本側側側側株主株主株主株主 6666 社社社社のののの代表者代表者代表者代表者ととととのののの会談会談会談会談がががが実施実施実施実施ささささ

れれれれ，，，，4444 ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内のののの最終合意最終合意最終合意最終合意をををを目指目指目指目指したしたしたしたスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールがががが策定策定策定策定されたされたされたされた。。。。    
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（（（（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    

●●●●7777 日日日日，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは 2009200920092009 年年年年 6666 月月月月にににに発行発行発行発行しししし，，，，今年今年今年今年 7777 月月月月 11111111 日日日日にににに償還償還償還償還をををを迎迎迎迎えたえたえたえた 30303030 億億億億ドルドルドルドルののののドルドルドルドル建建建建てててて社社社社

債債債債にににに関関関関しししし，，，，24242424 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドルにににに関関関関しししし返済返済返済返済をををを行行行行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。。。。なおなおなおなお，，，，5555 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドルについについについについ

てはてはてはては，，，，2013201320132013 年償還年償還年償還年償還のののの社債社債社債社債とととと交換交換交換交換されたされたされたされた。。。。    

●●●●11111111 日付日付日付日付，，，，当地当地当地当地エルエルエルエル・・・・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のののの試算試算試算試算によるとによるとによるとによると，，，，4444 月月月月 18181818 日日日日よりよりよりより，，，，大統領授権法大統領授権法大統領授権法大統領授権法によりによりによりにより改改改改

正正正正されたされたされたされたウィンドウィンドウィンドウィンド・・・・フォールフォールフォールフォール・・・・タックスタックスタックスタックス法法法法によるによるによるによる超過石油収入超過石油収入超過石油収入超過石油収入はははは，，，，2011201120112011 年第年第年第年第 2222 四半期四半期四半期四半期でででで 66666666 億億億億

ドルドルドルドルになったになったになったになった。。。。    

●●●●14141414 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，，，，ENIENIENIENI ののののスカロニスカロニスカロニスカロニ社長社長社長社長とととと共共共共にににに，，，，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

ののののボリーバルボリーバルボリーバルボリーバルのののの間間間間にてにてにてにて記者会見記者会見記者会見記者会見をををを実施実施実施実施しししし，，，，イタリアイタリアイタリアイタリア炭化水素公社炭化水素公社炭化水素公社炭化水素公社（（（（ENIENIENIENI））））ととととベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ石油公社石油公社石油公社石油公社

（（（（PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA））））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フニンフニンフニンフニン第第第第 5555 鉱区及鉱区及鉱区及鉱区及びびびびスクレスクレスクレスクレ州州州州グイラグイラグイラグイラにおけるにおけるにおけるにおける発電所建設発電所建設発電所建設発電所建設をををを

使途使途使途使途としたとしたとしたとした，，，，20202020 億億億億ドルドルドルドルのののの融資契約融資契約融資契約融資契約にににに調印調印調印調印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。。。。    

●●●●ロイターロイターロイターロイター通信通信通信通信はははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA 関係者関係者関係者関係者ののののコメントコメントコメントコメントとしてとしてとしてとして，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA がががが，，，，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

入札入札入札入札プロセスプロセスプロセスプロセスのののの迅速化迅速化迅速化迅速化のためのためのためのため，，，，3333 ヶヶヶヶ月月月月のののの限定限定限定限定でででで非常事態宣言非常事態宣言非常事態宣言非常事態宣言をををを発出発出発出発出したとしたとしたとしたと報報報報じたじたじたじた。。。。    

●●●●石油輸出国機構石油輸出国機構石油輸出国機構石油輸出国機構（（（（OPECOPECOPECOPEC））））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，，，，2010201020102010 年年年年からからからから 2011201120112011 年年年年のののの統計値統計値統計値統計値としてとしてとしてとして，，，，ベネズエベネズエベネズエベネズエ

ララララのののの原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量がががが世界一位世界一位世界一位世界一位となるとなるとなるとなる 2,9652,9652,9652,965 億億億億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。。。。    

●●●●22229999 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量ががががサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアをををを抜抜抜抜きききき世界一世界一世界一世界一になったになったになったになった

としてとしてとしてとして，，，，現在現在現在現在 OPECOPECOPECOPEC ががががベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラにににに対対対対してしてしてして割割割割りりりり当当当当てているてているてているてている日量日量日量日量 320320320320 万万万万バレルバレルバレルバレルのののの生産枠生産枠生産枠生産枠をををを引引引引きききき上上上上

げるべきであるとげるべきであるとげるべきであるとげるべきであると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    

（（（（４４４４））））国有化国有化国有化国有化    

19191919 日日日日，，，，米米米米 KochKochKochKoch 社社社社はははは，，，，2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月にににに政府政府政府政府によりによりによりにより国有化国有化国有化国有化がががが宣言宣言宣言宣言されたされたされたされた肥料会社肥料会社肥料会社肥料会社であるであるであるである FertinitroFertinitroFertinitroFertinitro

社社社社のののの国有化国有化国有化国有化にににに関関関関するするするする補償金支払補償金支払補償金支払補償金支払いをいをいをいを求求求求めてめてめてめて，，，，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をををを提訴提訴提訴提訴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。。。。    

    

（（（（５５５５））））電力電力電力電力    

電力公社電力公社電力公社電力公社（（（（Corpoelec)Corpoelec)Corpoelec)Corpoelec)はははは，，，，今年今年今年今年 6666 月月月月のののの全国全国全国全国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，，，，昨年昨年昨年昨年 6666 月月月月にににに記録記録記録記録したしたしたした 15,47115,47115,47115,471 メガワッメガワッメガワッメガワッ

トトトト（（（（MW)MW)MW)MW)からからからから 6%6%6%6%上昇上昇上昇上昇しししし，，，，16,866MW16,866MW16,866MW16,866MW をををを記録記録記録記録したしたしたした旨旨旨旨発表発表発表発表したしたしたした。。。。    
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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））））政府政府政府政府によるによるによるによる 2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期のののの外貨発給額外貨発給額外貨発給額外貨発給額    

    4444 日日日日，，，，バロッソバロッソバロッソバロッソ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（（（（Cadivi)Cadivi)Cadivi)Cadivi)委員長委員長委員長委員長はははは，，，，2011201120112011 年年年年 1111 月月月月～～～～6666 月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける CadiviCadiviCadiviCadivi によによによによ

るるるる外貨承認及外貨承認及外貨承認及外貨承認及びびびび発給額発給額発給額発給額がががが，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 143143143143 億億億億 2,0002,0002,0002,000 万万万万ドルドルドルドルとととと比比比比しししし 4.7%4.7%4.7%4.7%増増増増となるとなるとなるとなる，，，，150150150150 億億億億ドルドルドルドルにににに

なったとなったとなったとなったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    他方他方他方他方でででで，，，，輸入向輸入向輸入向輸入向けけけけ外貨発給額外貨発給額外貨発給額外貨発給額はははは，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 8%8%8%8%減減減減となるとなるとなるとなる，，，，115115115115 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。。。。    

    またまたまたまた，，，，同長官同長官同長官同長官はははは国内国内国内国内においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要なななな外貨外貨外貨外貨のののの 85858585%%%%をををを CadiviCadiviCadiviCadivi がががが供給供給供給供給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たべたべたべた。。。。    

    他方他方他方他方，，，，同同同同 1111 月月月月～～～～6666 月期月期月期月期にてにてにてにて CadiviCadiviCadiviCadivi とはとはとはとは別別別別にににに，，，，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がががが主管主管主管主管しししし，，，，1111 ドルドルドルドル=5.3=5.3=5.3=5.3 ボリーボリーボリーボリー

バルバルバルバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテにてにてにてにて外貨外貨外貨外貨をををを供給供給供給供給するするするする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（（（（SitmeSitmeSitmeSitme））））によるによるによるによる外貨供給額外貨供給額外貨供給額外貨供給額はははは，，，，

39393939 億億億億 4,3004,3004,3004,300 万万万万ドルドルドルドル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一日平均一日平均一日平均一日平均でででで 3,2003,2003,2003,200 万万万万ドルドルドルドルをををを供給供給供給供給していることとなるしていることとなるしていることとなるしていることとなる    

がががが，，，，SitmeSitmeSitmeSitme 施行以前施行以前施行以前施行以前のののの債券取引市場債券取引市場債券取引市場債券取引市場においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，一日一日一日一日ああああ    

たりたりたりたり 8,0008,0008,0008,000 万万万万ドルドルドルドルがががが供給供給供給供給されていたされていたされていたされていた。（。（。（。（注注注注：：：：昨年昨年昨年昨年 5555 月月月月にににに始始始始まったまったまったまった SitmeSitmeSitmeSitme 以前以前以前以前はははは，，，，民間証券会社民間証券会社民間証券会社民間証券会社

がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって運営運営運営運営していたしていたしていたしていた債券取引市場債券取引市場債券取引市場債券取引市場がががが存在存在存在存在ししししていたていたていたていた。）。）。）。）    

（（（（5555 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））））2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半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    

    7777 日日日日，，，，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自動車商工会自動車商工会自動車商工会（（（（Cavenez)Cavenez)Cavenez)Cavenez)はははは，，，，2011201120112011 年年年年 1111 月月月月～～～～6666 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台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数はははは，，，，

昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより 230230230230 台台台台（（（（0.45%0.45%0.45%0.45%増増増増））））多多多多いいいい，，，，51,42351,42351,42351,423 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。。。。    

    特特特特にににに 6666 月月月月のののの生産台数生産台数生産台数生産台数はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより 1,7261,7261,7261,726 台台台台（（（（21.20%21.20%21.20%21.20%増増増増））））増加増加増加増加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。。。。    

    他方他方他方他方，，，，同同同同 1111 月月月月～～～～6666 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販売台数自動車販売台数自動車販売台数自動車販売台数はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 58,67258,67258,67258,672 台台台台とととと比比比比しししし 1,6381,6381,6381,638 台台台台（（（（2.8%2.8%2.8%2.8%

減減減減））））少少少少ないないないない 57,03457,03457,03457,034 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。。。。なおなおなおなお，，，，国産車国産車国産車国産車はははは昨年昨年昨年昨年同期同期同期同期のののの 53,09353,09353,09353,093 とととと比比比比しししし 6.8%6.8%6.8%6.8%減減減減とととと

なるなるなるなる 49,48449,48449,48449,484 台台台台となったがとなったがとなったがとなったが，，，，輸入車輸入車輸入車輸入車のののの販売台数販売台数販売台数販売台数はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 35.3%35.3%35.3%35.3%増増増増となったとなったとなったとなった。。。。    

    自動車自動車自動車自動車のののの生産及生産及生産及生産及びびびび販売販売販売販売ではではではでは，，，，米米米米 GMGMGMGM 社社社社ががががトップトップトップトップでででで，，，，続続続続いていていていて米米米米フォードフォードフォードフォード，，，，日日日日 MMCMMCMMCMMC，，，，日日日日トヨタトヨタトヨタトヨタとなっとなっとなっとなっ

ているているているている。（。（。（。（8888 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））））住宅住宅住宅住宅ミッションミッションミッションミッション向向向向けのけのけのけの新新新新たなたなたなたな予算承認予算承認予算承認予算承認    

    7777 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは閣議閣議閣議閣議においてにおいてにおいてにおいて，，，，住宅住宅住宅住宅ミッションミッションミッションミッション（（（（Gran Mision Vivienda Venezuela)Gran Mision Vivienda Venezuela)Gran Mision Vivienda Venezuela)Gran Mision Vivienda Venezuela)

向向向向けにけにけにけに 146146146146 億億億億ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ及及及及びびびび 17171717 億億億億ドルドルドルドルのののの予算割予算割予算割予算割りりりり当当当当てをてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした。。。。これによりこれによりこれによりこれにより，，，，7777

月月月月にもにもにもにも 102,0102,0102,0102,000000000 戸戸戸戸のののの住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設がががが開始開始開始開始されるされるされるされる。。。。    

    なおなおなおなお，，，，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によるとによるとによるとによると，，，，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住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数

はははは，，，，今年今年今年今年のののの建設目標建設目標建設目標建設目標であるであるであるである 153,000153,000153,000153,000 戸戸戸戸のののの 12%12%12%12%にあたるにあたるにあたるにあたる 17,59017,59017,59017,590 戸戸戸戸であったであったであったであった。。。。    

(8(8(8(8 日日日日，，，，9999 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））））米米米米フォーチュンフォーチュンフォーチュンフォーチュン・・・・トップトップトップトップ 500500500500 社社社社におけるにおけるにおけるにおける PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA 順位順位順位順位    

    米米米米フォーチュンフォーチュンフォーチュンフォーチュン社社社社のののの発表発表発表発表によるによるによるによる 2011201120112011 年年年年のののの世界世界世界世界のののの企業売企業売企業売企業売りりりり上上上上げげげげトップトップトップトップ 500500500500 社社社社（（（（注注注注：：：：2010201020102010 年年年年のののの売売売売

りりりり上上上上げげげげ高高高高をををを参考参考参考参考としてとしてとしてとして算出算出算出算出））））のののの中中中中でででで，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは 66666666 位位位位となったとなったとなったとなった。。。。    

    他方他方他方他方，，，，2010201020102010 年年年年のののの順位順位順位順位はははは 56565656 位位位位，，，，2009200920092009 年年年年はははは 27272727 位位位位，，，，2008200820082008 年年年年，，，，2007200720072007 年年年年はははは PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは掲載掲載掲載掲載されずされずされずされず，，，，2006200620062006

年年年年はははは 35353535 位位位位であったであったであったであった。。。。    

（（（（9999 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））））財政支出財政支出財政支出財政支出のののの増加増加増加増加    

    企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省のののの発表発表発表発表によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの財政支出額財政支出額財政支出額財政支出額はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 850850850850 億億億億ボリーボリーボリーボリー

バルバルバルバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.F)Bs.F)Bs.F)Bs.F)とととと比比比比しししし実質実質実質実質 3.8%3.8%3.8%3.8%（（（（注注注注：：：：インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを考慮考慮考慮考慮））））増増増増となるとなるとなるとなる，，，，1,1251,1251,1251,125 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F にににに

なったなったなったなった。。。。例年政府例年政府例年政府例年政府はははは下半期下半期下半期下半期よりよりよりより財政支出財政支出財政支出財政支出をををを増加増加増加増加させるがさせるがさせるがさせるが，，，，今年今年今年今年はははは 1111 月月月月よりよりよりより財政支出財政支出財政支出財政支出をををを増加増加増加増加しししし始始始始

めているめているめているめている。。。。    
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    企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省ののののデータデータデータデータによるとによるとによるとによると，，，，人件費人件費人件費人件費がこのがこのがこのがこの第第第第 1111 四半期四半期四半期四半期にににに予算予算予算予算がががが追加追加追加追加されておりされておりされておりされており，，，，最低賃最低賃最低賃最低賃

金金金金，，，，年年年年金額金額金額金額，，，，公務員公務員公務員公務員のののの給与引給与引給与引給与引きききき上上上上げげげげ，，，，教育従事者教育従事者教育従事者教育従事者のののの賃金賃金賃金賃金，，，，奨学金奨学金奨学金奨学金などのなどのなどのなどの引引引引きききき上上上上げによりげによりげによりげにより，，，，190190190190

万万万万 Bs.FBs.FBs.FBs.F 歳出歳出歳出歳出がががが追加追加追加追加されているされているされているされている。。。。    

（（（（11111111 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））））シドールシドールシドールシドールのののの上半期生産量上半期生産量上半期生産量上半期生産量    

    SidorSidorSidorSidor はははは，，，，2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期におけるにおけるにおけるにおける溶鉄溶鉄溶鉄溶鉄（（（（注注注注：：：：鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石をををを還元還元還元還元したのちしたのちしたのちしたのち，，，，高炉高炉高炉高炉でででで溶溶溶溶かしたかしたかしたかした状態状態状態状態のののの

鉄鉄鉄鉄でででで，，，，生産量生産量生産量生産量のののの指標指標指標指標としてもちいられているとしてもちいられているとしてもちいられているとしてもちいられている。）。）。）。）のののの生産量生産量生産量生産量がががが，，，，2010201020102010 年年年年のののの 57575757 万万万万 6,0006,0006,0006,000 トントントントンからからからから

154%154%154%154%増増増増となるとなるとなるとなる 146146146146 万万万万 5,0005,0005,0005,000 トントントントン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。。。。    

    2010201020102010 年年年年はははは，，，，シドールシドールシドールシドールをををを含含含含むむむむ他他他他ののののガイアナガイアナガイアナガイアナ地域地域地域地域のののの基礎産業企業基礎産業企業基礎産業企業基礎産業企業はははは電力不足電力不足電力不足電力不足によりによりによりにより生産不足生産不足生産不足生産不足にににに

陥陥陥陥っていたっていたっていたっていた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期のののの溶鉄溶鉄溶鉄溶鉄のののの生産量生産量生産量生産量（（（（146146146146 万万万万 5,0005,0005,0005,000 トントントントン））））とととと，，，，2009200920092009 年年年年（（（（生産量生産量生産量生産量 159159159159 万万万万 1,0001,0001,0001,000

トントントントン），），），），2008200820082008 年年年年（（（（179179179179 万万万万 7,0007,0007,0007,000 トントントントン），），），），2007200720072007 年年年年（（（（224224224224 万万万万 3,0003,0003,0003,000 トントントントン））））のののの各上半期各上半期各上半期各上半期のののの溶鉄溶鉄溶鉄溶鉄のののの生産生産生産生産

量量量量をををを比較比較比較比較するとするとするとすると，，，，2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期はははは，，，，順順順順にににに－－－－7.9%7.9%7.9%7.9%，－，－，－，－18.4%18.4%18.4%18.4%，－，－，－，－34.6%34.6%34.6%34.6%となりとなりとなりとなり，，，，近年近年近年近年はははは年年年年をををを追追追追うごうごうごうご

とにとにとにとに生産量生産量生産量生産量がががが減少減少減少減少しているしているしているしている。（。（。（。（12121212 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））））マーサーコンサルティングマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングによるによるによるによる駐在地生計費調査駐在地生計費調査駐在地生計費調査駐在地生計費調査    

    大手大手大手大手コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントであるであるであるであるマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングマーサーコンサルティングはははは，，，，2011201120112011 年年年年のののの，，，，5555 大陸大陸大陸大陸 214214214214 都市都市都市都市におけにおけにおけにおけ

るるるる駐在員生計調査駐在員生計調査駐在員生計調査駐在員生計調査のののの結果結果結果結果をををを発表発表発表発表しししし，，，，カラカスカラカスカラカスカラカスはははは，，，，全世界全世界全世界全世界ではではではでは前年前年前年前年よりよりよりより 49494949 位順位位順位位順位位順位をををを上上上上げてげてげてげて 51515151 位位位位，，，，

南米南米南米南米ではではではでは，，，，ブラジルブラジルブラジルブラジルののののサンパウロサンパウロサンパウロサンパウロ，，，，リオデジャネイロリオデジャネイロリオデジャネイロリオデジャネイロ，，，，ブラジリアブラジリアブラジリアブラジリアにににに次次次次いでいでいでいで，，，，4444 番目番目番目番目にににに生計費生計費生計費生計費がががが

高高高高いいいい都市都市都市都市となったとなったとなったとなった。。。。    

    今般順位今般順位今般順位今般順位がががが上上上上がったのはがったのはがったのはがったのは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たものでけたものでけたものでけたもので，，，，マーサーマーサーマーサーマーサー社社社社はははは，「，「，「，「1111 ドルドルドルドル＝＝＝＝4.34.34.34.3 ボリーボリーボリーボリー

バルバルバルバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテのののの固定為替制度固定為替制度固定為替制度固定為替制度のためのためのためのため，，，，25%25%25%25%をををを超超超超えるえるえるえるインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが継続継続継続継続しししし，，，，特特特特にににに食糧価格食糧価格食糧価格食糧価格ではではではでは

34.4%34.4%34.4%34.4%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記録記録記録記録していることがしていることがしていることがしていることが，，，，昨年昨年昨年昨年からからからから 50505050 位弱順位位弱順位位弱順位位弱順位をををを上上上上げたげたげたげた主主主主なななな理由理由理由理由であるであるであるである。」。」。」。」

としているとしているとしているとしている。。。。    

    なおなおなおなお，，，，南米南米南米南米ででででカラカスカラカスカラカスカラカスについでについでについでについで生計費生計費生計費生計費がががが高高高高かったのはかったのはかったのはかったのは，，，，キューバキューバキューバキューバののののハバナハバナハバナハバナ，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアののののボボボボ

コタコタコタコタ，，，，チリチリチリチリののののサンチアゴサンチアゴサンチアゴサンチアゴ，，，，ウルグアイウルグアイウルグアイウルグアイののののモンテビデオモンテビデオモンテビデオモンテビデオ，，，，ペルーペルーペルーペルーののののリマリマリマリマとととと続続続続いたいたいたいた。。。。    

（（（（14141414 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））））外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金のののの国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金へのへのへのへの 15151515 億億億億ドルドルドルドルのののの移転移転移転移転    

    14141414 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大外貨統領大外貨統領大外貨統領大外貨統領はははは，，，，閣議閣議閣議閣議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中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCVBCVBCVBCV））））がががが保有保有保有保有するするするする外貨準外貨準外貨準外貨準

備金備金備金備金のうちのうちのうちのうち，，，，15151515 億億億億ドルドルドルドルをををを国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（（（（FONDENFONDENFONDENFONDEN））））にににに移転移転移転移転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。。。。    

    チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，「，「，「，「2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの外貨準備高外貨準備高外貨準備高外貨準備高はははは 286286286286 億億億億 5,8005,8005,8005,800 万万万万ドルドルドルドルにににに達達達達したがしたがしたがしたが，，，，270270270270

億億億億ドルドルドルドルがががが（（（（外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備からからからから FFFFONDENONDENONDENONDEN へのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転のののの））））基準基準基準基準レベルレベルレベルレベルであるであるであるである。」。」。」。」とととと述述述述べべべべ，，，，資金移転資金移転資金移転資金移転のののの理理理理

由由由由をををを述述述述べたべたべたべた。。。。またまたまたまた，，，，同大統領同大統領同大統領同大統領はははは，，，，今般今般今般今般のののの資金資金資金資金はははは FONDENFONDENFONDENFONDEN をををを通通通通じじじじベラルーシベラルーシベラルーシベラルーシとのとのとのとの共同事業共同事業共同事業共同事業にににに利用利用利用利用ささささ

れるとしたれるとしたれるとしたれるとした。。。。2005200520052005 年年年年にににに行行行行われたわれたわれたわれた法改正法改正法改正法改正によりによりによりにより，，，，外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金がががが，，，，定定定定められためられためられためられた適正適正適正適正なななな額額額額（（（（現在現在現在現在はははは 270270270270

億億億億ドルドルドルドル））））にににに達達達達しているしているしているしている際際際際にはにはにはには，，，，半年毎半年毎半年毎半年毎にににに BCVBCVBCVBCV はははは外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金よりよりよりより FONDENFONDENFONDENFONDEN へのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転がががが義務付義務付義務付義務付けけけけ

られているられているられているられている。。。。    

    2011201120112011年年年年1111月月月月，，，，2010201020102010年末年末年末年末のののの移転分移転分移転分移転分としてとしてとしてとして20202020億億億億ドルドルドルドルががががBCVBCVBCVBCVからからからからFONDENFONDENFONDENFONDENにににに対対対対してしてしてして移転移転移転移転されているされているされているされている。。。。

これによりこれによりこれによりこれにより，，，，2011201120112011 年年年年でででで移転移転移転移転されたされたされたされた額額額額はははは，，，，35353535 億億億億ドルドルドルドルとなっとなっとなっとなったたたた。。。。    

    他方他方他方他方，，，，BCVBCVBCVBCV によるによるによるによる政府政府政府政府へのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転はははは外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金にににに留留留留まらずまらずまらずまらず，，，，為替差益為替差益為替差益為替差益とととと称称称称してしてしてして，，，，国庫国庫国庫国庫へのへのへのへの 1111

億億億億 990990990990 万万万万ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテのののの資金移転資金移転資金移転資金移転もももも行行行行われることとなっているわれることとなっているわれることとなっているわれることとなっている。。。。    

    このほかこのほかこのほかこのほか，，，，閣議閣議閣議閣議ではではではではグアリコグアリコグアリコグアリコ州州州州におけるにおけるにおけるにおける社会主義農業都市社会主義農業都市社会主義農業都市社会主義農業都市のののの建設建設建設建設のためにのためにのためにのために 3333 億億億億ドルドルドルドルをををを承認承認承認承認しししし

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））））    
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（（（（ケケケケ））））公正価格法公正価格法公正価格法公正価格法のののの施行施行施行施行    

    14141414 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは大統領授権法大統領授権法大統領授権法大統領授権法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，公正価格法公正価格法公正価格法公正価格法（（（（Ley de Costos y Precios Justos)Ley de Costos y Precios Justos)Ley de Costos y Precios Justos)Ley de Costos y Precios Justos)

をををを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。。。。    

    チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，「，「，「，「資本主義資本主義資本主義資本主義のののの不公正不公正不公正不公正，，，，寡占寡占寡占寡占，，，，価格価格価格価格のののの吊吊吊吊りりりり上上上上げにげにげにげに対対対対しししし戦戦戦戦いをいをいをいを挑挑挑挑むむむむ。」。」。」。」とととと述述述述

べべべべ，，，，同法律同法律同法律同法律によりによりによりにより消費者物価消費者物価消費者物価消費者物価にににに最最最最もももも影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる要素要素要素要素のののの一一一一つであるつであるつであるつである投機行為投機行為投機行為投機行為にににに対処対処対処対処するとしたするとしたするとしたするとした。。。。    

    またまたまたまた同大統領同大統領同大統領同大統領はははは，，，，新新新新たにたにたにたに副大統領府副大統領府副大統領府副大統領府のもとのもとのもとのもと，，，，国家価格管理国家価格管理国家価格管理国家価格管理システムシステムシステムシステム（（（（El Systema Nacional de El Systema Nacional de El Systema Nacional de El Systema Nacional de     

Administracion de Costos y Precios<Sinacopre>)Administracion de Costos y Precios<Sinacopre>)Administracion de Costos y Precios<Sinacopre>)Administracion de Costos y Precios<Sinacopre>)及及及及びびびび公正価格管理監督庁公正価格管理監督庁公正価格管理監督庁公正価格管理監督庁（（（（Superintendencia Superintendencia Superintendencia Superintendencia 

Nacional Nacional Nacional Nacional de Administracionde Administracionde Administracionde Administracion y Control de y Control de y Control de y Control de Costos y Precios  Costos y Precios  Costos y Precios  Costos y Precios Justos)Justos)Justos)Justos)をををを設置設置設置設置するとするとするとすると発表発表発表発表しししし，，，，

これらこれらこれらこれら機関機関機関機関によりによりによりにより，，，，新新新新たなたなたなたな法律法律法律法律にににに規制規制規制規制されるされるされるされる経済主体経済主体経済主体経済主体のののの規制規制規制規制，，，，管理管理管理管理・・・・監督監督監督監督，，，，監査等監査等監査等監査等をををを実施実施実施実施するするするする

としたとしたとしたとした。（。（。（。（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））））    

（（（（ココココ））））6666 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，，，，6666 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 0.2%0.2%0.2%0.2%増増増増となるとなるとなるとなる 8.6%8.6%8.6%8.6%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失業率失業率失業率失業率であるであるであるであ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 1.8%1.8%1.8%1.8%増増増増となるとなるとなるとなる

19.5%19.5%19.5%19.5%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昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 0.4%0.4%0.4%0.4%減減減減となるとなるとなるとなる

7.1%7.1%7.1%7.1%，，，，45454545 歳歳歳歳～～～～65656565 歳歳歳歳ではではではでは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 1.1%1.1%1.1%1.1%増増増増となるとなるとなるとなる 5.6%5.6%5.6%5.6%，，，，65656565 歳歳歳歳をををを超超超超えるえるえるえる就業者層就業者層就業者層就業者層ではではではでは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比

0.4%0.4%0.4%0.4%増増増増となるとなるとなるとなる 5.2%5.2%5.2%5.2%となったとなったとなったとなった。。。。    

(20(20(20(20 日日日日，，，，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））））    

（（（（ササササ））））ペルーペルーペルーペルーとのとのとのとの二国間貿易協定二国間貿易協定二国間貿易協定二国間貿易協定のののの延長延長延長延長    

    22222222 日日日日，，，，ペルーペルーペルーペルーのののの FerreyrosFerreyrosFerreyrosFerreyros 貿易大臣貿易大臣貿易大臣貿易大臣はははは，，，，ペルーペルーペルーペルーととととベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ間間間間でででで，，，，7777 月月月月 22222222 日日日日をををを起点起点起点起点としたとしたとしたとした 90909090

日間日間日間日間のののの特恵関税措置特恵関税措置特恵関税措置特恵関税措置のののの継続継続継続継続にににに関関関関しししし合意合意合意合意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。。。。    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラはははは，，，，4444 月月月月 22222222 日日日日ににににベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラがががが脱退脱退脱退脱退したしたしたしたアンデスアンデスアンデスアンデス共同体共同体共同体共同体のののの補完的措置補完的措置補完的措置補完的措置としてとしてとしてとして，，，，加盟加盟加盟加盟

諸国諸国諸国諸国とととと 90909090 日間日間日間日間のののの延長措置延長措置延長措置延長措置をををを行行行行っていたっていたっていたっていた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，継続措置継続措置継続措置継続措置にににに関関関関しししし，，，，ペルーペルーペルーペルーととととベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのみしかのみしかのみしかのみしか，，，，7777 月月月月 22222222 日日日日のののの段階段階段階段階ではではではでは発表発表発表発表しておらずしておらずしておらずしておらず，，，，

コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアとのとのとのとの関係関係関係関係においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，当局当局当局当局はははは同措置同措置同措置同措置にににに関関関関しししし発表発表発表発表してないしてないしてないしてない。。。。    

（（（（23232323 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））））    

（（（（シシシシ））））上半期税収上半期税収上半期税収上半期税収のののの発表発表発表発表    

    徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁（（（（SENIAT)SENIAT)SENIAT)SENIAT)のののの発表発表発表発表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租税収入租税収入租税収入租税収入はははは，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした実実実実

質税収質税収質税収質税収でででで昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 10.9%10.9%10.9%10.9%増増増増となるとなるとなるとなる 674674674674 億億億億ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.FBs.FBs.FBs.F））））となったとなったとなったとなった。。。。このうちこのうちこのうちこのうち，，，，

法人税法人税法人税法人税(ISLR)(ISLR)(ISLR)(ISLR)はははは同同同同 3.1%3.1%3.1%3.1%増増増増となるとなるとなるとなる 190190190190 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，付加価値税付加価値税付加価値税付加価値税（（（（IVA)IVA)IVA)IVA)はははは同同同同 16%16%16%16%増増増増となるとなるとなるとなる 370370370370 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，

関税関税関税関税はははは同同同同 31%31%31%31%となるとなるとなるとなる 66666666 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F であったであったであったであった。。。。    

（（（（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））））    

（（（（スススス））））42424242 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国債国債国債国債のののの発行発行発行発行    

    26262626 日日日日，，，，企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省はははは史上史上史上史上最高額最高額最高額最高額となるとなるとなるとなる 42424242 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国債国債国債国債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。。。。償還期償還期償還期償還期

日日日日はははは 2031203120312031 年年年年でででで，，，，利息利息利息利息はははは年率年率年率年率 11.95%11.95%11.95%11.95%となるとなるとなるとなる。。。。なおなおなおなお，，，，民間調査会社民間調査会社民間調査会社民間調査会社のののの EconometricaEconometricaEconometricaEconometrica 社社社社によるとによるとによるとによると，，，，

政府政府政府政府によるによるによるによる利払利払利払利払いいいい額額額額だけでだけでだけでだけで総額総額総額総額 95959595 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試算試算試算試算しているしているしているしている。。。。    

（（（（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））））    

（（（（セセセセ））））6666 月月月月のののの食糧食糧食糧食糧バスケットバスケットバスケットバスケット価格価格価格価格    

    22227777 日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（（（（INE)INE)INE)INE)はははは 6666 月月月月のののの基礎食糧基礎食糧基礎食糧基礎食糧バスケットバスケットバスケットバスケット価格価格価格価格がががが，，，，先月先月先月先月よりよりよりより 2.13%2.13%2.13%2.13%，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

ではではではでは 16.9%16.9%16.9%16.9%高高高高いいいい，，，，1,518.231,518.231,518.231,518.23 ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.FBs.FBs.FBs.F））））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，，，，1111 月月月月からからからから

のののの半年間半年間半年間半年間でのでのでのでの値上値上値上値上げげげげ率率率率はははは 10.74%10.74%10.74%10.74%であったであったであったであった。。。。    

    なおなおなおなお，，，，最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金はははは 5555 月月月月 1111 日日日日にににに引引引引きあげられたがきあげられたがきあげられたがきあげられたが，，，，引引引引きききき上上上上げげげげ後後後後でででで 1,407.47Bs.F1,407.47Bs.F1,407.47Bs.F1,407.47Bs.F であるであるであるである。。。。    
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（（（（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））））    

（（（（２２２２））））対日関連対日関連対日関連対日関連    

ガイアナガイアナガイアナガイアナ開発公社開発公社開発公社開発公社（（（（CVGCVGCVGCVG））））ベナルムベナルムベナルムベナルム株株株株のののの売却売却売却売却にににに関関関関するするするする会談実施会談実施会談実施会談実施    

    13131313 日日日日，，，，ガイアナガイアナガイアナガイアナ開発公社開発公社開発公社開発公社（（（（CVGCVGCVGCVG））））本部本部本部本部においてにおいてにおいてにおいて，，，，ベナルムベナルムベナルムベナルム株式株式株式株式のののの政府政府政府政府によるによるによるによる購入交渉購入交渉購入交渉購入交渉のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

策定策定策定策定のためのためのためのため，，，，デルガドデルガドデルガドデルガド基幹産業鉱業省基幹産業鉱業省基幹産業鉱業省基幹産業鉱業省（（（（MIBAMMIBAMMIBAMMIBAM））））投資促進担当副大臣及投資促進担当副大臣及投資促進担当副大臣及投資促進担当副大臣及びびびびバレンスエラバレンスエラバレンスエラバレンスエラ CVGCVGCVGCVG 副総副総副総副総

裁裁裁裁とととと，，，，CVGCVGCVGCVG ベナルムベナルムベナルムベナルムのののの 20202020％％％％のののの株式株式株式株式をををを所有所有所有所有しているしているしているしている日本企業日本企業日本企業日本企業のののの昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工，，，，神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所，，，，丸紅丸紅丸紅丸紅，，，，住住住住

友化学友化学友化学友化学，，，，三菱三菱三菱三菱マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル，，，，三菱三菱三菱三菱アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムのののの，，，，日本株主日本株主日本株主日本株主 6666 社社社社のののの代表者代表者代表者代表者ととととのののの会談会談会談会談がががが実施実施実施実施されされされされ，，，，4444 ヶヶヶヶ

月以内月以内月以内月以内のののの最終合意最終合意最終合意最終合意をををを目指目指目指目指したしたしたしたスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールがががが策定策定策定策定されたされたされたされた。。。。    

    デルガドデルガドデルガドデルガド副大臣副大臣副大臣副大臣はははは、、、、8888 月半月半月半月半ばまでにばまでにばまでにばまでに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日本企業日本企業日本企業日本企業はははは両者両者両者両者のののの歩歩歩歩みみみみ寄寄寄寄りをりをりをりを進進進進めるめるめるめる委員会委員会委員会委員会

をををを任命任命任命任命しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    他方他方他方他方，，，，バレンスエラバレンスエラバレンスエラバレンスエラ CVGCVGCVGCVG 側代表側代表側代表側代表はははは，，，，同委員会同委員会同委員会同委員会はははは最初最初最初最初のののの 30303030 日間日間日間日間にににに，，，，公正公正公正公正なななな交渉交渉交渉交渉のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作るるるる

ためのためのためのための全全全全てのてのてのての情報情報情報情報をををを組織化組織化組織化組織化してしてしてして収集収集収集収集，，，，分析分析分析分析，，，，提供提供提供提供しなけしなけしなけしなければならないとればならないとればならないとればならないと表明表明表明表明したしたしたした。。。。    

    これにこれにこれにこれに関関関関しししし，，，，昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工のののの岡野恭介岡野恭介岡野恭介岡野恭介ベルナムプロジェクトベルナムプロジェクトベルナムプロジェクトベルナムプロジェクト特命部長特命部長特命部長特命部長はははは，，，，会社会社会社会社のののの創設以来日本創設以来日本創設以来日本創設以来日本とととと

ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの間間間間でででで続続続続いてきたいてきたいてきたいてきた友愛友愛友愛友愛のののの精神精神精神精神のののの下交渉下交渉下交渉下交渉をををを進進進進めていくめていくめていくめていく意思意思意思意思があるがあるがあるがある旨旨旨旨をををを表明表明表明表明するとともするとともするとともするととも

にににに，，，，同部長同部長同部長同部長はははは交渉交渉交渉交渉のののの遅延遅延遅延遅延はあったもののはあったもののはあったもののはあったものの，，，，日本企業側日本企業側日本企業側日本企業側ははははホセホセホセホセ・・・・カーンカーンカーンカーン MIBAMMIBAMMIBAMMIBAM 大臣大臣大臣大臣がががが株式株式株式株式のののの支払支払支払支払

いいいい意志意志意志意志をををを示示示示したことにしたことにしたことにしたことに謝意謝意謝意謝意をををを表表表表したしたしたした。。。。    

（（（（13131313 日付日付日付日付    AVNAVNAVNAVN 国営通信国営通信国営通信国営通信，，，，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））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA 社債社債社債社債のののの償還償還償還償還    

    7777 日日日日，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは 2009200920092009 年年年年 6666 月月月月にににに発行発行発行発行しししし，，，，今年今年今年今年 7777 月月月月 11111111 日日日日にににに償還償還償還償還をををを迎迎迎迎えたえたえたえた 30303030 億億億億ドルドルドルドルののののドルドルドルドル建建建建てててて社社社社

債債債債にににに関関関関しししし，，，，24242424 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドルにににに関関関関しししし返済返済返済返済をををを行行行行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。。。。なおなおなおなお，，，，5555 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドルについについについについ

てはてはてはては，，，，2013201320132013 年償還年償還年償還年償還のののの社債社債社債社債とととと交換交換交換交換されたされたされたされた。。。。    

    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によるとによるとによるとによると，，，，今般今般今般今般のののの社債償還社債償還社債償還社債償還のののの結果結果結果結果，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA のののの債務残高債務残高債務残高債務残高はははは 2010201020102010

年末年末年末年末のののの 249249249249 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドルからからからから 45454545 億億億億 6,5006,5006,5006,500 万万万万ドルドルドルドル（（（（18%18%18%18%））））増増増増となるとなるとなるとなる，，，，295295295295 億億億億 1,5001,5001,5001,500 万万万万ドルドルドルドルとなっとなっとなっとなっ

たたたた。。。。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，，，，2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月にににに発行発行発行発行されされされされ年率年率年率年率 8.5%8.5%8.5%8.5%のののの利払利払利払利払いいいい付付付付であるであるであるである 2017201720172017 年償還年償還年償還年償還

のののの社債社債社債社債のののの利息支払利息支払利息支払利息支払いがなされていないとしたいがなされていないとしたいがなされていないとしたいがなされていないとした。。。。右利払右利払右利払右利払いはいはいはいは 5555 月月月月 2222 日日日日，，，，10101010 月月月月 2222 日日日日にににに支払支払支払支払われわれわれわれるこるこるこるこ

ととなっているととなっているととなっているととなっている。。。。    

（（（（12121212 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））））新新新新ウィンドフォールタックスウィンドフォールタックスウィンドフォールタックスウィンドフォールタックス法施行後法施行後法施行後法施行後のののの超過石油収入超過石油収入超過石油収入超過石油収入    

    11111111 日付日付日付日付，，，，当地当地当地当地エルエルエルエル・・・・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のののの試算試算試算試算によるとによるとによるとによると，，，，4444 月月月月 18181818 日日日日よりよりよりより，，，，大統領授権法大統領授権法大統領授権法大統領授権法によりによりによりにより改改改改

正正正正されたされたされたされたウィンドウィンドウィンドウィンド・・・・フォールフォールフォールフォール・・・・タックスタックスタックスタックス法法法法（（（（注注注注））））によるによるによるによる超過石油収入超過石油収入超過石油収入超過石油収入はははは，，，，2011201120112011 年第年第年第年第 2222 四半期四半期四半期四半期でででで

66666666 億億億億ドルドルドルドルになったになったになったになった。。。。    

    内訳内訳内訳内訳はははは 4444 月月月月がががが 21212121 億億億億ドルドルドルドル，，，，5555 月月月月がががが 22222222 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドル，，，，6666 月月月月がががが 22222222 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万万万万ドルドルドルドル。。。。なおなおなおなお，，，，右超右超右超右超

過石油収入過石油収入過石油収入過石油収入はははは社会開発基金社会開発基金社会開発基金社会開発基金へへへへ預託預託預託預託されるされるされるされる。。。。（（（（注注注注：：：：同法同法同法同法によるとによるとによるとによると，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ原油原油原油原油バスケットバスケットバスケットバスケット価価価価

格格格格がががが；；；；    

・・・・1111 バレルバレルバレルバレルああああたりたりたりたり 40404040 ドルドルドルドルをををを超過超過超過超過しししし，，，，70707070 ドルドルドルドル未満未満未満未満のののの場合場合場合場合にはにはにはには，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは超過分超過分超過分超過分のののの収入収入収入収入のうちのうちのうちのうち，，，，通通通通

常政府常政府常政府常政府にににに収収収収めるめるめるめるロイヤリティーロイヤリティーロイヤリティーロイヤリティーにににに加加加加えてえてえてえて，，，，20%20%20%20%をををを政府政府政府政府にににに収収収収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。。。。    

・・・・1111 バレルバレルバレルバレル 70707070 ドルドルドルドル以上以上以上以上 90909090 ドルドルドルドル未満未満未満未満のののの場合場合場合場合にはにはにはには，，，，同同同同 80%80%80%80%    

・・・・1111 バレルバレルバレルバレル 90909090 ドルドルドルドル以上以上以上以上 100100100100 ドルドルドルドル未満未満未満未満のののの場合場合場合場合にはにはにはには，，，，同同同同 90%90%90%90%    

・・・・1111 バレルバレルバレルバレル 100100100100 ドルドルドルドル以上以上以上以上のののの場合場合場合場合にはにはにはには同同同同 90%90%90%90%    

以上以上以上以上をををを政府政府政府政府にににに納納納納めることがめることがめることがめることが義務付義務付義務付義務付けられるけられるけられるけられる。。。。    

（（（（11111111 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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（（（（ウウウウ））））イタリアイタリアイタリアイタリア炭化水素公社炭化水素公社炭化水素公社炭化水素公社（（（（ENIENIENIENI））））によるによるによるによる PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA 向向向向けけけけ 20202020 億億億億ドルドルドルドル融資融資融資融資    

    14141414 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，，，，ENENENENIIII ののののスカロニスカロニスカロニスカロニ社長社長社長社長とととと共共共共にににに，，，，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

ののののボリーバルボリーバルボリーバルボリーバルのののの間間間間にてにてにてにて記者会見記者会見記者会見記者会見をををを実施実施実施実施しししし，，，，イタリアイタリアイタリアイタリア炭化水素公社炭化水素公社炭化水素公社炭化水素公社（（（（ENIENIENIENI））））ととととベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ石油公社石油公社石油公社石油公社

（（（（PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA））））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フニンフニンフニンフニン第第第第 5555 鉱区及鉱区及鉱区及鉱区及びびびびスクレスクレスクレスクレ州州州州グイラグイラグイラグイラにおけるにおけるにおけるにおける発電所建設発電所建設発電所建設発電所建設をををを

使途使途使途使途としたとしたとしたとした，，，，20202020 億億億億ドルドルドルドルのののの融資契約融資契約融資契約融資契約にににに調印調印調印調印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。。。。    

    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によるとによるとによるとによると，，，，ENIENIENIENI 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フニンフニンフニンフニン第第第第 5555 鉱区鉱区鉱区鉱区においてにおいてにおいてにおいて，，，，

PetrobicentenarioPetrobicentenarioPetrobicentenarioPetrobicentenario 及及及及びびびび PetrojuninPetrojuninPetrojuninPetrojunin のののの 2222 つのつのつのつ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 40%40%40%40%をををを出資出資出資出資してしてしてして PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA とととと石油石油石油石油・・・・天天天天

然然然然ガスガスガスガス開発開発開発開発にににに関関関関するするするする合弁事業合弁事業合弁事業合弁事業をををを実施実施実施実施していしていしていしているるるる。。。。    

    今般今般今般今般のののの 20202020 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うちのうちのうちのうち，，，，15151515 億億億億ドルドルドルドルはははは，，，，PetrobicentenarioPetrobicentenarioPetrobicentenarioPetrobicentenario 事業事業事業事業のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして，，，，オリノオリノオリノオリノ

ココココ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯でででで生産生産生産生産されるされるされるされる超重油超重油超重油超重油のののの，，，，アップグレーダーアップグレーダーアップグレーダーアップグレーダー設備建設設備建設設備建設設備建設にににに向向向向けられるけられるけられるけられる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。

なおなおなおなお，，，，同施設同施設同施設同施設ははははアンソアテギアンソアテギアンソアテギアンソアテギ州北部州北部州北部州北部ののののアントニオアントニオアントニオアントニオ・・・・ホセホセホセホセ化学化学化学化学コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート内内内内にににに建設建設建設建設されるされるされるされる予定予定予定予定

でででで，，，，同設備同設備同設備同設備はははは当国当国当国当国でででで初初初初となるとなるとなるとなる欧州市場向欧州市場向欧州市場向欧州市場向けのけのけのけの石油製品石油製品石油製品石油製品をををを生産予定生産予定生産予定生産予定であるであるであるである。。。。    

    他方他方他方他方，，，，残残残残りのりのりのりの 5555 億億億億ドルドルドルドルはははは，，，，スクレスクレスクレスクレ州州州州グイラグイラグイラグイラにおけるにおけるにおけるにおける 500500500500 メガワットメガワットメガワットメガワットのののの発電設備建設発電設備建設発電設備建設発電設備建設にににに向向向向けらけらけらけら

れるれるれるれる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    

    他方他方他方他方，，，，会見会見会見会見においてにおいてにおいてにおいて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，，，，ENIENIENIENI 及及及及びびびび PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは，，，，総額総額総額総額でででで 190190190190 億億億億ドルドルドルドルをををを超超超超えるえるえるえる開発事開発事開発事開発事

業業業業のためにのためにのためにのために，，，，高級者協議高級者協議高級者協議高級者協議をををを継続継続継続継続するとするとするとすると強調強調強調強調するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，ENIENIENIENI はははは更更更更にににに 10101010 億億億億ドルドルドルドルをををを支出支出支出支出しししし，，，，総額総額総額総額

でででで 25252525 億億億億ドルドルドルドルをををを支出支出支出支出することになるとすることになるとすることになるとすることになると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    またまたまたまた，，，，今後今後今後今後のののの 7777 年間年間年間年間でででで年間年間年間年間 10101010 億億億億ドルドルドルドル，，，，合計合計合計合計でででで 70707070 億億億億ドルドルドルドルがががが ENIENIENIENI によりによりによりにより支出支出支出支出されるとしたされるとしたされるとしたされるとした。。。。    

    フニンフニンフニンフニン第第第第 5555 鉱区鉱区鉱区鉱区におけるにおけるにおけるにおける石油生産石油生産石油生産石油生産はははは 2012201220122012 年年年年にににに日量日量日量日量 5555 万万万万バレルバレルバレルバレルでででで早期生産早期生産早期生産早期生産をををを開始開始開始開始するするするする予定予定予定予定でででで，，，，

2018201820182018 年年年年にはにはにはには日量日量日量日量 24242424 万万万万バレルバレルバレルバレルのののの生産実施生産実施生産実施生産実施をををを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。    

（（（（14141414 日付日付日付日付    PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA ホームページホームページホームページホームページ，，，，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））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA によるによるによるによる非常事態宣言非常事態宣言非常事態宣言非常事態宣言    

    ロイタロイタロイタロイターーーー通信通信通信通信はははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA 関係者関係者関係者関係者ののののコメントコメントコメントコメントとしてとしてとしてとして，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA がががが，，，，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

入札入札入札入札プロセスプロセスプロセスプロセスのののの迅速化迅速化迅速化迅速化のためのためのためのため，，，，3333 ヶヶヶヶ月月月月のののの限定限定限定限定でででで非常事態宣言非常事態宣言非常事態宣言非常事態宣言をををを発出発出発出発出したとしたとしたとしたと報報報報じたじたじたじた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，米米米米シェブロンシェブロンシェブロンシェブロン，，，，西西西西 YPFYPFYPFYPF，，，，伊伊伊伊 ENIENIENIENI，，，，露露露露ロスネフチロスネフチロスネフチロスネフチ，，，，印印印印 ONGCONGCONGCONGC 他他他他のののの 6666 つのつのつのつの外資系石油企業外資系石油企業外資系石油企業外資系石油企業がががが，，，，

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てにてにてにて PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA とのとのとのとの合弁企業合弁企業合弁企業合弁企業にににに出資出資出資出資しししし，，，，2012201220122012 年年年年にににに石油生産石油生産石油生産石油生産をををを開始開始開始開始すべくすべくすべくすべく活動活動活動活動

しているしているしているしている。。。。    

    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・・・・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，，，，先週緊急事態先週緊急事態先週緊急事態先週緊急事態ではないではないではないではない旨旨旨旨をををを述述述述べたがべたがべたがべたが，，，，合計合計合計合計でででで日日日日

量量量量 210210210210 万万万万バレルバレルバレルバレルにににに達達達達するとされるこれらするとされるこれらするとされるこれらするとされるこれら事業事業事業事業のののの開発開発開発開発をををを促進促進促進促進するためするためするためするため，，，，事業事業事業事業のののの再構築再構築再構築再構築をををを行行行行うとしうとしうとしうとし

たたたた。。。。PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは，，，，2007200720072007 年年年年にもにもにもにも緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言をををを行行行行いいいい，，，，翌翌翌翌 2008200820082008 年年年年にはにはにはには若干生産量若干生産量若干生産量若干生産量をををを上上上上げているげているげているげている。。。。    

（（（（19191919 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））））ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量    

    石油輸出国機構石油輸出国機構石油輸出国機構石油輸出国機構（（（（OPECOPECOPECOPEC））））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，，，，2010201020102010 年年年年からからからから 2011201120112011 年年年年のののの統計値統計値統計値統計値としてとしてとしてとして，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ

のののの原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量がががが世界一位世界一位世界一位世界一位となるとなるとなるとなる 2,9652,9652,9652,965 億億億億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。。。。    

    2009200920092009 年年年年からからからから 2010201020102010 年年年年のののの統計統計統計統計におけるにおけるにおけるにおける同埋蔵量同埋蔵量同埋蔵量同埋蔵量はははは 2,1112,1112,1112,111 億億億億 7,3007,3007,3007,300 万万万万バレルバレルバレルバレルでででで，，，，約約約約 40%40%40%40%のののの増加増加増加増加となとなとなとな

るるるる。。。。またまたまたまた，，，，2008200820082008 年年年年はははは同埋蔵量同埋蔵量同埋蔵量同埋蔵量はははは 1,7231,7231,7231,723 億億億億 2,3002,3002,3002,300 万万万万バレルバレルバレルバレルであっであっであっであったたたた。。。。    

    PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA によるとによるとによるとによると，，，，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埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量はははは，，，，2010201020102010 年中年中年中年中にににに 864864864864 億億億億 1,1001,1001,1001,100 万万万万バレルバレルバレルバレルがががが増加増加増加増加したしたしたした。。。。    

    なおなおなおなお，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラにににに次次次次いでいでいでいで原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量がががが多多多多いのはいのはいのはいのは，，，，順順順順ににににサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア（（（（2,6452,6452,6452,645 億億億億バレルバレルバレルバレル），），），），

イランイランイランイラン（（（（1,5101,5101,5101,510 億億億億バレルバレルバレルバレル），），），），イラクイラクイラクイラク（（（（1,4301,4301,4301,430 億億億億バレルバレルバレルバレル），），），），クウェートクウェートクウェートクウェート（（（（1,0151,0151,0151,015 億億億億バレルバレルバレルバレル），），），），UAEUAEUAEUAE

（（（（978978978978 億億億億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。。。。    

（（（（20202020 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））））OPECOPECOPECOPEC 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石油生産割石油生産割石油生産割石油生産割りりりり当当当当てててて    
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    29292929 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量原油埋蔵量ががががサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアをををを抜抜抜抜きききき世界一世界一世界一世界一になったになったになったになった

としてとしてとしてとして，，，，現在現在現在現在 OPECOPECOPECOPEC ががががベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラにににに対対対対してしてしてして割割割割りりりり当当当当てているてているてているてている日量日量日量日量 320320320320 万万万万バレルバレルバレルバレルのののの生産枠生産枠生産枠生産枠をををを引引引引きききき上上上上げげげげ

るべきであるとるべきであるとるべきであるとるべきであると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    ただしただしただしただし，，，，現行現行現行現行のののの生産能力生産能力生産能力生産能力もももも割割割割りりりり当当当当てをてをてをてを決定決定決定決定するするするする際際際際のののの要因要因要因要因であるとしであるとしであるとしであるとし，，，，早急早急早急早急なななな引引引引きききき上上上上げはげはげはげは求求求求めめめめ

なかったなかったなかったなかった。。。。    

    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・・・・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，，，，2011201120112011 年中年中年中年中にににに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いてにおいてにおいてにおいて日量日量日量日量

13131313 万万万万バレルバレルバレルバレルのののの生産生産生産生産がががが見込見込見込見込めるとのめるとのめるとのめるとの見解見解見解見解をををを示示示示したしたしたした。。。。    

    政府政府政府政府はははは，，，，今後今後今後今後 10101010 年間年間年間年間でででで原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量をををを日量日量日量日量 600600600600 万万万万バレルバレルバレルバレルまでまでまでまで引引引引きききき上上上上げることをげることをげることをげることを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げげげげ，，，，2015201520152015

年年年年までにはまでにはまでにはまでには日量日量日量日量 400400400400 万万万万バレルバレルバレルバレルのののの生産生産生産生産をををを目標目標目標目標としているとしているとしているとしている。。。。    

（（（（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））））国有化関連国有化関連国有化関連国有化関連    

米米米米 KochKochKochKoch 社社社社によるによるによるによる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へのへのへのへの提訴提訴提訴提訴    

    19191919日日日日，，，，米米米米KochKochKochKoch社社社社はははは，，，，2010201020102010年年年年10101010月月月月にににに政府政府政府政府によりによりによりにより国有化国有化国有化国有化がががが宣言宣言宣言宣言されたされたされたされた肥料会社肥料会社肥料会社肥料会社であるであるであるであるFertinitroFertinitroFertinitroFertinitro

社社社社のののの国有化国有化国有化国有化にににに関関関関するするするする補償金支払補償金支払補償金支払補償金支払いをいをいをいを求求求求めてめてめてめて，，，，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をををを提訴提訴提訴提訴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。。。。    

    FertinitroFertinitroFertinitroFertinitro 社社社社はははは，，，，米米米米 KochKochKochKoch 社社社社がががが出資出資出資出資するほかするほかするほかするほか，，，，伊伊伊伊 ENIENIENIENI のののの関連会社関連会社関連会社関連会社であるであるであるである伊伊伊伊 SnamprogettiSnamprogettiSnamprogettiSnamprogetti もももも出出出出

資資資資するするするする。。。。本件本件本件本件をををを含含含含めめめめ，，，，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はははは既既既既にににに国有化国有化国有化国有化にににに関連関連関連関連してしてしてして，，，，約約約約 20202020 をををを超超超超えるえるえるえる国際的国際的国際的国際的なななな提訴事提訴事提訴事提訴事

案案案案をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。    

（（（（20202020 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））））電力電力電力電力    

電力使用量電力使用量電力使用量電力使用量のののの上昇上昇上昇上昇    

    電力公社電力公社電力公社電力公社（（（（Corpoelec)Corpoelec)Corpoelec)Corpoelec)はははは，，，，全国全国全国全国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，，，，昨年昨年昨年昨年 6666 月月月月にににに記録記録記録記録したしたしたした 15,47115,47115,47115,471 メガワットメガワットメガワットメガワット（（（（MW)MW)MW)MW)

からからからから 6%6%6%6%上昇上昇上昇上昇しししし，，，，今年今年今年今年 6666 月月月月はははは 16,866MW16,866MW16,866MW16,866MW をををを記録記録記録記録したとししたとししたとししたとし，，，，電力使用量電力使用量電力使用量電力使用量のののの上昇上昇上昇上昇をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    そのそのそのその上上上上でででで，，，，CorpoelecCorpoelecCorpoelecCorpoelec はははは，，，，電力電力電力電力のののの突発的突発的突発的突発的なななな停止停止停止停止をををを低減低減低減低減するためするためするためするため，，，，計画停電計画停電計画停電計画停電のののの実施実施実施実施のののの必要性必要性必要性必要性をををを強強強強

調調調調したしたしたした。。。。CorpoelecCorpoelecCorpoelecCorpoelec はははは，，，，7777 月月月月 15151515 日日日日よりよりよりより，，，，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及及及及びびびび罰則罰則罰則罰則のののの適用適用適用適用をををを含含含含むむむむ，，，，住宅分野住宅分野住宅分野住宅分野にににに関関関関

するするするする節電措置節電措置節電措置節電措置のののの実施実施実施実施をををを開始開始開始開始しているしているしているしている。。。。    

（（（（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））））    

    


