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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８８８８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    

●●●●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におけるにおけるにおけるにおける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はははは，，，，1,632.661,632.661,632.661,632.66 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。。。。1111 月月月月からのからのからのからの半年半年半年半年でででで 21.7%21.7%21.7%21.7%のののの値上値上値上値上げげげげ。。。。    

●●●●2222 日日日日，，，，国会国会国会国会はははは 83838383 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））））のののの補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案をををを可決可決可決可決したしたしたした。。。。    

●●●●ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ米国商工会議所米国商工会議所米国商工会議所米国商工会議所はははは，，，，2011201120112011 年年年年上半期上半期上半期上半期におけるにおけるにおけるにおける対米輸出額対米輸出額対米輸出額対米輸出額がががが，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期比比比比 38.3%38.3%38.3%38.3%増増増増とととと

なるなるなるなる 226226226226 億億億億 2,2002,2002,2002,200 万万万万ドルドルドルドル，，，，対米輸入額対米輸入額対米輸入額対米輸入額がががが昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期比比比比 13.3%13.3%13.3%13.3%増増増増となるとなるとなるとなる 55555555 億億億億 9,2009,2009,2009,200 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

結果結果結果結果，，，，対米貿易黒字額対米貿易黒字額対米貿易黒字額対米貿易黒字額がががが，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 49%49%49%49%増増増増となるとなるとなるとなる 170170170170 億億億億 3,0003,0003,0003,000 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発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●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はははは，，，，当国当国当国当国のののの 6666 月月月月のののの石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量がががが 5555 月月月月よりよりよりより日量日量日量日量 6666 万万万万 6,0006,0006,0006,000 バレルバレルバレルバレル減減減減となるとなるとなるとなる日日日日

量量量量 241241241241 万万万万 1,0001,0001,0001,000 バレルバレルバレルバレル，，，，石油生産量石油生産量石油生産量石油生産量がががが 5555 月月月月のののの日量日量日量日量 279279279279 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 2222 万万万万バレルバレルバレルバレル減減減減となるとなるとなるとなる日日日日

量量量量 277277277277 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。。。。    

●●●●格付格付格付格付けけけけ会社大手会社大手会社大手会社大手ののののスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード＆＆＆＆プアーズプアーズプアーズプアーズはははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの格付格付格付格付けをけをけをけを，，，，BBBBBBBB ネガティブネガティブネガティブネガティブからからからから BBBB

ネガネガネガネガティブティブティブティブにににに引引引引きききき下下下下げたげたげたげた。。。。    

●●●●徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁（（（（SENIAT)SENIAT)SENIAT)SENIAT)はははは，，，，2011201120112011 年年年年のののの 1111 月月月月からからからから 7777 月月月月までにおけるまでにおけるまでにおけるまでにおける税収税収税収税収はははは，，，，今年今年今年今年のののの徴税目標徴税目標徴税目標徴税目標であであであであるるるる

1,1001,1001,1001,100 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））））のののの 72%72%72%72%をををを達成達成達成達成しししし，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 561561561561 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F とととと比比比比しししし 42%42%42%42%増増増増とととと

なるなるなるなる 794794794794 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旨発表旨発表旨発表旨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財務大臣企画財務大臣企画財務大臣企画財務大臣はははは，，，，中国中国中国中国とのとのとのとの二国間基金二国間基金二国間基金二国間基金にににに関関関関しししし，，，，2012201220122012 年年年年までにまでにまでにまでに借入金借入金借入金借入金のののの返済返済返済返済がががが終終終終

了了了了するとのするとのするとのするとの見込見込見込見込みをみをみをみを示示示示したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，80808080 億億億億ドルドルドルドルのうちのうちのうちのうち，，，，40404040 億億億億ドルドルドルドルについてはについてはについてはについては既既既既にににに支払支払支払支払いいいい済済済済みでみでみでみで，，，，

現在現在現在現在はははは残残残残りのりのりのりの 40404040 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をいをいをいを実施実施実施実施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。。。。    

●●●●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，，，，2010201020102010年末年末年末年末のののの新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数はははは，，，，2010201020102010年年年年ののののGDPGDPGDPGDP成長率成長率成長率成長率がががが2009200920092009

年年年年よりよりよりより改善改善改善改善されたにもされたにもされたにもされたにも拘拘拘拘わらずわらずわらずわらず，，，，2222009009009009年年年年のののの244,827244,827244,827244,827名名名名とととと比比比比しししし86%86%86%86%減減減減となるとなるとなるとなる34,52034,52034,52034,520人人人人にににに留留留留まったまったまったまった。。。。    

●●●●企画財務省企画財務省企画財務省企画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，，，，対内債務対内債務対内債務対内債務とととと対外債務対外債務対外債務対外債務をををを合合合合わせたわせたわせたわせた政府保有債務額政府保有債務額政府保有債務額政府保有債務額はははは，，，，2010201020102010 年末年末年末年末のののの

717717717717 億億億億ドルドルドルドルからからからから減少減少減少減少しししし，，，，686686686686 億億億億ドルドルドルドルとなったとなったとなったとなった。。。。内訳内訳内訳内訳はははは対外債務額対外債務額対外債務額対外債務額がががが 364364364364 億億億億ドルドルドルドル，，，，対内債務額対内債務額対内債務額対内債務額がががが 322322322322

億億億億ドルドルドルドル。。。。    

●●●●ガルセスガルセスガルセスガルセス交通交通交通交通・・・・通信大臣通信大臣通信大臣通信大臣はははは，，，，バルガスバルガスバルガスバルガス州州州州ののののララララ・・・・グアイラグアイラグアイラグアイラ港港港港（（（（注注注注：：：：カラカスカラカスカラカスカラカスにににに最最最最もももも近近近近いいいい当国当国当国当国のののの

主要港主要港主要港主要港のののの一一一一つつつつ））））のののの拡張拡張拡張拡張にににに 4444 億億億億ドルドルドルドルをををを投資投資投資投資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。。。。拡張工事拡張工事拡張工事拡張工事はははは 2012201220122012 年年年年からからからから開始開始開始開始されされされされ，，，，拡拡拡拡

張後張後張後張後にはにはにはには現在現在現在現在 2,0002,0002,0002,000 個個個個ののののコンテナコンテナコンテナコンテナ受受受受けけけけ入入入入れれれれ能力能力能力能力がががが 3333 倍超倍超倍超倍超のののの 6,5006,5006,5006,500 個個個個となとなとなとなるるるる。。。。    

    

（（（（２２２２））））対日関連対日関連対日関連対日関連    

●●●●1111 日日日日，，，，トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車のののの労働組合労働組合労働組合労働組合はははは，，，，労働組合労働組合労働組合労働組合がががが会社側会社側会社側会社側にににに求求求求めていためていためていためていた給与給与給与給与のののの支払支払支払支払いにいにいにいに関関関関しししし，，，，会社会社会社会社

側側側側のののの支払支払支払支払いいいい義務義務義務義務はははは無無無無いいいい旨旨旨旨のののの判断判断判断判断をををを下下下下ししししたたたた労務当局労務当局労務当局労務当局によるによるによるによる 7777 月月月月 29292929 日日日日のののの第二審第二審第二審第二審のののの結果結果結果結果にににに反発反発反発反発しししし，，，，自動自動自動自動

車車車車のののの組立組立組立組立てててて及及及及びびびび出荷出荷出荷出荷をををを停止停止停止停止させたさせたさせたさせた。。。。    

    

（（（（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    

●●●●米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー情報局情報局情報局情報局はははは，，，，当国当国当国当国のののの 8888 月中旬時点月中旬時点月中旬時点月中旬時点におけるにおけるにおけるにおける直近直近直近直近 1111 ヶヶヶヶ月月月月のののの米国向米国向米国向米国向けけけけ原油輸出量原油輸出量原油輸出量原油輸出量はははは，，，，

昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比でででで日量日量日量日量 21212121 万万万万バレルバレルバレルバレル（（（（21%21%21%21%減減減減））））となるとなるとなるとなる，，，，日量日量日量日量 79797979 万万万万 3,0003,0003,0003,000 バレルバレルバレルバレルとなったととなったととなったととなったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

年間年間年間年間ではではではでは，，，，1989198919891989 年年年年にににに記録記録記録記録したしたしたした日量日量日量日量 87878787 万万万万 3,0003,0003,0003,000 バレルバレルバレルバレルがががが最低水準最低水準最低水準最低水準。。。。    

●●●●22223333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，，，，金産業国有化法案及金産業国有化法案及金産業国有化法案及金産業国有化法案及びびびび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及地帯及地帯及地帯及びびびびミネラルミネラルミネラルミネラル・・・・アーアーアーアー

チチチチ地帯戦略開発計画案地帯戦略開発計画案地帯戦略開発計画案地帯戦略開発計画案をををを承認承認承認承認しししし，，，，右戦略開発計画右戦略開発計画右戦略開発計画右戦略開発計画ではではではでは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAがががが同社同社同社同社のののの子会社子会社子会社子会社をををを通通通通じじじじ，，，，政府系政府系政府系政府系のののの

石油以外石油以外石油以外石油以外のののの企業企業企業企業とととと合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社のののの組成組成組成組成がががが義務付義務付義務付義務付けらけらけらけられれれれるるるる。。。。    
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（（（（４４４４））））国有化国有化国有化国有化    

●●●●17171717 日日日日，，，，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財務大臣及企画財務大臣及企画財務大臣及企画財務大臣及びびびびメレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中銀総裁中銀総裁中銀総裁中銀総裁がががが，，，，米国及米国及米国及米国及びびびび欧州発欧州発欧州発欧州発のののの経済危機経済危機経済危機経済危機かかかか

らららら当国当国当国当国のののの準備資産準備資産準備資産準備資産をををを護護護護るためるためるためるため，，，，海外海外海外海外にににに保有保有保有保有するするするする金準備金準備金準備金準備をををを本国本国本国本国にににに送還送還送還送還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。。。。またまたまたまた，，，，チャチャチャチャ

ベスベスベスベス大統領大統領大統領大統領はははは金産業金産業金産業金産業のののの国有化国有化国有化国有化をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●24242424 日日日日，，，，アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンのののの鉄鋼会社鉄鋼会社鉄鋼会社鉄鋼会社 TechintTechintTechintTechint 社社社社のののの傘下傘下傘下傘下にあるにあるにあるにある TeTeTeTenarisnarisnarisnaris 社社社社はははは，，，，2009200920092009 年年年年のののの子会社子会社子会社子会社国有化国有化国有化国有化

にににに対対対対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いいいにににに関関関関しししし，，，，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ににに対対対対しししし提訴提訴提訴提訴をををを申申申申しししし立立立立てたてたてたてた旨旨旨旨をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ産業連盟産業連盟産業連盟産業連盟（（（（Conindustria)Conindustria)Conindustria)Conindustria)はははは，，，，当国当国当国当国におけるにおけるにおけるにおける 2002200220022002 年年年年からのからのからのからの国有化件数国有化件数国有化件数国有化件数がががが 988988988988 件件件件にににに上上上上

るとるとるとる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））））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におけるにおけるにおけるにおける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のののの高騰高騰高騰高騰    

    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におけるにおけるにおけるにおける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はははは，，，，1,632.661,632.661,632.661,632.66 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。。。。1111 月月月月からのからのからのからの半年半年半年半年でででで 21.7%21.7%21.7%21.7%のののの値上値上値上値上げとなりげとなりげとなりげとなり，，，，ベベベベネズエラネズエラネズエラネズエラ全国全国全国全国

におけるにおけるにおけるにおける 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はははは 1111 月月月月からからからから 10.7%10.7%10.7%10.7%増増増増となるとなるとなるとなる 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

であったがであったがであったがであったが，，，，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 2222 倍倍倍倍をををを超超超超えるえるえるえる上昇率上昇率上昇率上昇率でありでありでありであり，，，，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はははは国内国内国内国内でもっとでもっとでもっとでもっと

もももも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のののの伸伸伸伸びがびがびがびが著著著著しいしいしいし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。。。。    

（（（（2222 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））））83838383 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のののの補正予算承認補正予算承認補正予算承認補正予算承認    

    2222 日日日日，，，，国会国会国会国会はははは 83838383 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））））のののの補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案をををを可決可決可決可決したしたしたした。。。。これによりこれによりこれによりこれにより，，，，1111

月月月月からのからのからのからの補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額はははは，，，，前年同期前年同期前年同期前年同期のののの 312312312312 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F とととと比比比比しししし 96%96%96%96%増増増増となるとなるとなるとなる 628628628628 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F となりとなりとなりとなり，，，，今年今年今年今年のののの

総予算額総予算額総予算額総予算額はははは 2011201120112011 年年年年のののの当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額であるであるであるである 2,0422,0422,0422,042 億億億億ドルドルドルドルからからからから，，，，2,6702,6702,6702,670 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（3333 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））））2011201120112011 年年年年上半期上半期上半期上半期のののの対米輸出額対米輸出額対米輸出額対米輸出額    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ米国商工会議所米国商工会議所米国商工会議所米国商工会議所はははは，，，，2011201120112011 年年年年上半期上半期上半期上半期におけるにおけるにおけるにおける対米輸出額対米輸出額対米輸出額対米輸出額がががが，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより 62626262 億億億億 6,9006,9006,9006,900

万万万万ドルドルドルドル（（（（38.3%38.3%38.3%38.3%））））増増増増となるとなるとなるとなる 226226226226 億億億億 2,2002,2002,2002,200 万万万万ドルドルドルドル，，，，対米輸入額対米輸入額対米輸入額対米輸入額がががが昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期よりよりよりより 13.3%13.3%13.3%13.3%増増増増となるとなるとなるとなる 55555555

億億億億 9,2009,2009,2009,200 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結果結果結果結果，，，，対米貿易黒字額対米貿易黒字額対米貿易黒字額対米貿易黒字額がががが，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 49%49%49%49%増増増増となるとなるとなるとなる 170170170170 億億億億 3,0003,0003,0003,000 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発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    なおなおなおなお，，，，対米輸出額対米輸出額対米輸出額対米輸出額にににに占占占占めるめるめるめる石油石油石油石油のののの割合割合割合割合はははは 97.4%97.4%97.4%97.4%のののの 220220220220 億億億億 3,9003,9003,9003,900 万万万万ドルドルドルドルととととなっなっなっなったたたた。。。。    

（（（（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））））    

（（（（エエエエ））））2011201120112011 年年年年 6666 月月月月のののの石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量    

    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はははは，，，，当国当国当国当国のののの 6666 月月月月のののの石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量がががが 5555 月月月月よりよりよりより日量日量日量日量 6666 万万万万 6,0006,0006,0006,000 バレルバレルバレルバレル低低低低いいいい，，，，日量日量日量日量

241241241241 万万万万 1,0001,0001,0001,000 バレルバレルバレルバレル，，，，石油生産量石油生産量石油生産量石油生産量がががが 5555 月月月月のののの日量日量日量日量 279279279279 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 2222 万万万万バレルバレルバレルバレル減減減減となるとなるとなるとなる日量日量日量日量

277277277277 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。。。。    

    他方他方他方他方，，，，当国当国当国当国のののの石油製品輸出量石油製品輸出量石油製品輸出量石油製品輸出量はははは，，，，20%20%20%20%減減減減のののの日量日量日量日量 37373737 万万万万 1,0001,0001,0001,000 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。。。。    

    またまたまたまた，，，，同省同省同省同省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におけるにおけるにおけるにおける，，，，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石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量はははは日量日量日量日量 237237237237 万万万万

ババババレルレルレルレルをををを記録記録記録記録しししし，，，，1111 月月月月からからからから 6666 月月月月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石油石油石油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のののの平均価格平均価格平均価格平均価格であるであるであるである 1111 バレバレバレバレ

ルルルル 98.2398.2398.2398.23 ドルドルドルドルをををを基基基基にににに計算計算計算計算するとするとするとすると，，，，同期間同期間同期間同期間のののの石油収入石油収入石油収入石油収入はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 40%40%40%40%増増増増となるとなるとなるとなる，，，，420420420420 億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達

するするするする。。。。    

他方他方他方他方，，，，米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー情報局情報局情報局情報局はははは，，，，OPECOPECOPECOPEC によるによるによるによる報告書報告書報告書報告書にににに基基基基づきづきづきづき，，，，当国当国当国当国のののの 1111 月月月月からからからから 7777 月月月月のののの石油収入石油収入石油収入石油収入

をををを 340340340340 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推計推計推計推計しているしているしているしている。。。。なおなおなおなお，，，，2010201020102010 年年年年のののの石油収入石油収入石油収入石油収入をををを 410410410410 億億億億ドルドルドルドルとしとしとしとし，，，，2011201120112011 年年年年はははは

2010201020102010 年年年年をををを大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回るとるとると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。。。。    
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    2011201120112011 年年年年 7777 月月月月までのまでのまでのまでのベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ石油石油石油石油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のののの平均平均平均平均はははは，，，，1111 バレルバレルバレルバレル 99.2799.2799.2799.27 ドルドルドルドルでありでありでありであり，，，，2010201020102010

年年年年のののの平均平均平均平均であるであるであるである 1111 バレルバレルバレルバレル 71.9771.9771.9771.97 ドルドルドルドルをををを 38%38%38%38%上回上回上回上回ったったったった。。。。    

    またまたまたまた，，，，同局同局同局同局はははは，，，，OPECOPECOPECOPEC 加盟国全体加盟国全体加盟国全体加盟国全体でのでのでのでの石油収入石油収入石油収入石油収入をををを，，，，2011201120112011 年年年年がががが 2009200920092009 年年年年のののの 7,7807,7807,7807,780 億億億億ドルドルドルドルをををを 35%35%35%35%上回上回上回上回

るるるる 1111 兆兆兆兆 100100100100 億億億億ドルドルドルドル，，，，2012201220122012 年年年年はははは 1111 兆兆兆兆 1,0001,0001,0001,000 億億億億ドルドルドルドルになるとになるとになるとになると推計推計推計推計しているしているしているしている。。。。    

（（（（12121212 日及日及日及日及びびびび 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））））    

（（（（オオオオ））））ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの投資格付投資格付投資格付投資格付けのけのけのけの格下格下格下格下げげげげ    

    格付格付格付格付けけけけ会社大手会社大手会社大手会社大手ののののスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード＆＆＆＆プアーズプアーズプアーズプアーズはははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの格付格付格付格付けをけをけをけを，，，，BBBBBBBB ネガティブネガティブネガティブネガティブからからからから BBBB

ネガネガネガネガティブティブティブティブにににに引引引引きききき下下下下げたげたげたげた。。。。同社同社同社同社はははは当国当国当国当国にににに関関関関しししし，，，，事業運営事業運営事業運営事業運営，，，，資金調達資金調達資金調達資金調達にとりにとりにとりにとり不向不向不向不向きできできできでありありありあり，，，，一段一段一段一段

とととと脆弱脆弱脆弱脆弱なななな状況状況状況状況にあるがにあるがにあるがにあるが，，，，国債等国債等国債等国債等のののの償還能力償還能力償還能力償還能力はあるはあるはあるはある旨旨旨旨コメントコメントコメントコメントしたしたしたした。。。。    

    またまたまたまた，，，，同社同社同社同社はははは今般今般今般今般のののの格付格付格付格付けけけけ引引引引きききき下下下下げはげはげはげは，，，，政治状況政治状況政治状況政治状況によりによりによりにより重点重点重点重点をををを置置置置いたいたいたいた新新新新たなたなたなたな手法手法手法手法のののの導入導入導入導入にににに従従従従っっっっ

たものであるとたものであるとたものであるとたものであると述述述述べべべべたがたがたがたが，，，，政府政府政府政府によるによるによるによる恣意的恣意的恣意的恣意的なななな法律法律法律法律のののの変更変更変更変更やややや，，，，価格統制価格統制価格統制価格統制，，，，予測不可能予測不可能予測不可能予測不可能でででで歪歪歪歪んだんだんだんだ

経済政策経済政策経済政策経済政策のののの変更変更変更変更がががが，，，，民間投資民間投資民間投資民間投資をををを減少減少減少減少させさせさせさせ，，，，当国経済当国経済当国経済当国経済のののの脆脆脆脆弱弱弱弱なななな生産性生産性生産性生産性をさらにをさらにをさらにをさらに低下低下低下低下させているとさせているとさせているとさせていると

分析分析分析分析したほかしたほかしたほかしたほか，，，，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のののの健康健康健康健康にににに対対対対するするするする懸念懸念懸念懸念がががが政治政治政治政治のののの不確実性不確実性不確実性不確実性をををを高高高高めているとしためているとしためているとしためているとした。。。。    

（（（（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））））7777 月月月月までのまでのまでのまでの税収税収税収税収    

    徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁（（（（SENIAT)SENIAT)SENIAT)SENIAT)はははは，，，，2011201120112011 年年年年のののの 1111 月月月月からからからから 7777 月月月月までにおけるまでにおけるまでにおけるまでにおける税収税収税収税収はははは，，，，今年今年今年今年のののの徴税目標徴税目標徴税目標徴税目標であるであるであるである

1,1001,1001,1001,100 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））））のののの 72%72%72%72%をををを達成達成達成達成しししし，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 561561561561 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F とととと比比比比しししし 42%42%42%42%増増増増とととと

なるなるなるなる 794794794794 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旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

    このうちこのうちこのうちこのうち，，，，当国経済当国経済当国経済当国経済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法人税収入法人税収入法人税収入法人税収入はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 167167167167 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F とととと比比比比しししし 31%31%31%31%増増増増

となるとなるとなるとなる 219219219219 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，付加価値税収入付加価値税収入付加価値税収入付加価値税収入はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 48%48%48%48%増増増増となるとなるとなるとなる 441441441441 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，関税収入関税収入関税収入関税収入はははは昨年同昨年同昨年同昨年同

期期期期のののの 47474747 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F とととと比比比比しししし 67%67%67%67%増増増増となるとなるとなるとなる 78787878 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。。。。    

（（（（21212121 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））））中国中国中国中国からのからのからのからの融資返済融資返済融資返済融資返済    

    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財務大臣企画財務大臣企画財務大臣企画財務大臣はははは，，，，中国中国中国中国ととととのののの二国間基金二国間基金二国間基金二国間基金にににに関関関関しししし，，，，2012201220122012 年年年年までにまでにまでにまでに借入金借入金借入金借入金のののの返済返済返済返済がががが終終終終

了了了了するとのするとのするとのするとの見込見込見込見込みをみをみをみを示示示示したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，80808080 億億億億ドルドルドルドルのうちのうちのうちのうち，，，，40404040 億億億億ドルドルドルドルについてはについてはについてはについては既既既既にににに支払支払支払支払いいいい済済済済みでみでみでみで，，，，

現在現在現在現在はははは残残残残りのりのりのりの 40404040 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をいをいをいを実施実施実施実施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。。。。    

    同基金同基金同基金同基金はははは 2008200820082008 年年年年にににに中国中国中国中国とのとのとのとの二国間協定二国間協定二国間協定二国間協定によりによりによりにより設立設立設立設立されされされされ，，，，既既既既にににに 80808080 億億億億ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資をををを受受受受けておりけておりけておりけており，，，，

6666 月月月月にににに両国両国両国両国はははは中国開発銀行中国開発銀行中国開発銀行中国開発銀行によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな 40404040 億億億億ドルドルドルドルのののの融資実施融資実施融資実施融資実施にににに関関関関しししし署名済署名済署名済署名済みでありみでありみでありみであり，，，，数週間以数週間以数週間以数週間以

内内内内にににに新新新新たなたなたなたな融資融資融資融資がががが実施実施実施実施されるされるされるされる見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。    

（（（（21212121 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））））新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数のののの減少減少減少減少    

    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，，，，2010201020102010年末年末年末年末のののの新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数はははは，，，，2010201020102010年年年年ののののGDPGDPGDPGDP成長率成長率成長率成長率がががが2009200920092009

年年年年よりよりよりより改善改善改善改善されたにもされたにもされたにもされたにも拘拘拘拘わらずわらずわらずわらず，，，，2009200920092009年年年年のののの244,827244,827244,827244,827名名名名とととと比比比比しししし86%86%86%86%減減減減となるとなるとなるとなる34,52034,52034,52034,520人人人人にににに留留留留まったまったまったまった。。。。    

    特特特特にににに，，，，製造業及製造業及製造業及製造業及びびびび農業農業農業農業におけるにおけるにおけるにおける新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数のののの落落落落ちちちち込込込込みがみがみがみが顕著顕著顕著顕著でででで，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ 72,08272,08272,08272,082 名名名名，，，，69,24669,24669,24669,246

名名名名のののの落落落落ちちちち込込込込みであったみであったみであったみであった。。。。他方他方他方他方，，，，新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数新規雇用者数がががが増加増加増加増加したしたしたした分野分野分野分野はははは，，，，小売業小売業小売業小売業，，，，飲食業飲食業飲食業飲食業，，，，ホテルホテルホテルホテルといっといっといっといっ

たたたた分野分野分野分野であったであったであったであった。。。。    

    公的部門公的部門公的部門公的部門へのへのへのへの従事者数従事者数従事者数従事者数はははは 2010201020102010 年末時点年末時点年末時点年末時点でででで全就業者数全就業者数全就業者数全就業者数のののの 19.2%19.2%19.2%19.2%をををを占占占占めるがめるがめるがめるが，，，，2002200220022002 年以来始年以来始年以来始年以来始めてめてめてめて

前年前年前年前年をををを下回下回下回下回るるるる 1.4%1.4%1.4%1.4%減減減減となったとなったとなったとなった。。。。他方他方他方他方でででで，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門へのへのへのへの就業者数就業者数就業者数就業者数はははは 0.7%0.7%0.7%0.7%増増増増となったとなったとなったとなった。。。。    

    なおなおなおなお，，，，インフォーマルインフォーマルインフォーマルインフォーマル・・・・セクターセクターセクターセクターへのへのへのへの就業者数比率就業者数比率就業者数比率就業者数比率はははは，，，，2009200920092009 年年年年のののの 43.7%43.7%43.7%43.7%からからからから微増微増微増微増となるとなるとなるとなる 44.3%44.3%44.3%44.3%

となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ケケケケ））））2011201120112011 年上半期年上半期年上半期年上半期のののの政府債務額政府債務額政府債務額政府債務額    
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    企画財務省企画財務省企画財務省企画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，，，，対内債務対内債務対内債務対内債務とととと対外債務対外債務対外債務対外債務をををを合合合合わせたわせたわせたわせた政府保有債務額政府保有債務額政府保有債務額政府保有債務額はははは，，，，2010201020102010 年末年末年末年末のののの

717717717717 億億億億ドルドルドルドルからからからから減少減少減少減少しししし，，，，686686686686 億億億億ドルドルドルドルとなったとなったとなったとなった。。。。内訳内訳内訳内訳はははは対外債務額対外債務額対外債務額対外債務額がががが 364364364364 億億億億ドルドルドルドル，，，，対内債務額対内債務額対内債務額対内債務額がががが 322322322322

億億億億ドルドルドルドル。。。。    

    ただしただしただしただし，，，，このこのこのこの債務額債務額債務額債務額のののの減少減少減少減少はははは，，，，対内債務額対内債務額対内債務額対内債務額がががが 2010201020102010 年末年末年末年末にににに実施実施実施実施されたされたされたされた為替為替為替為替レートレートレートレートのののの 1111 本化本化本化本化によによによによ

りりりり減少減少減少減少したためにしたためにしたためにしたために過過過過ぎないことにぎないことにぎないことにぎないことに加加加加ええええ，，，，そのそのそのその後後後後はははは住宅住宅住宅住宅，，，，農業農業農業農業，，，，労働労働労働労働ミッションミッションミッションミッションへのへのへのへの資金拠出資金拠出資金拠出資金拠出にににに

よりよりよりより再再再再びびびび増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。    

    実際実際実際実際にににに，，，，対内債務額対内債務額対内債務額対内債務額はははは 2011201120112011 年末年末年末年末にににに 347347347347 億億億億ドルドルドルドルであったがであったがであったがであったが，，，，為替為替為替為替レートレートレートレート 1111 本化後本化後本化後本化後にににに 260260260260 億億億億ドルドルドルドル

までまでまでまで減少減少減少減少したもののしたもののしたもののしたものの，，，，第一四半期末第一四半期末第一四半期末第一四半期末にはにはにはには 20%20%20%20%増増増増となるとなるとなるとなる 322322322322 億億億億ドルドルドルドルまでまでまでまで上昇上昇上昇上昇したしたしたした。。。。    

    なおなおなおなお，，，，政府保有債務政府保有債務政府保有債務政府保有債務のののの総総総総額額額額はははは，，，，3333 月末月末月末月末のののの 641641641641 億億億億ドルドルドルドルからはからはからはからは 7%7%7%7%増増増増となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

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

（（（（ココココ））））8888 月月月月までのまでのまでのまでの住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数    

    25252525 日日日日，，，，政府政府政府政府はははは 1111 月月月月からのからのからのからの住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数がががが，，，，2011201120112011 年年年年のののの目標値目標値目標値目標値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 29%29%29%29%にににに留留留留まるまるまるまる，，，，

44,12844,12844,12844,128 戸戸戸戸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。。。。このうちこのうちこのうちこのうち，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門によるによるによるによる建設戸数建設戸数建設戸数建設戸数がががが 14,55414,55414,55414,554 戸戸戸戸，，，，公的部門公的部門公的部門公的部門によによによによ

るるるる建設戸数建設戸数建設戸数建設戸数がががが 29,57429,57429,57429,574 戸戸戸戸となったとなったとなったとなった。。。。モリナモリナモリナモリナ住宅大臣住宅大臣住宅大臣住宅大臣はははは，，，，9999 月月月月からからからからクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス休暇前休暇前休暇前休暇前のののの 11111111 月半月半月半月半ばまばまばまばま

でにでにでにでに，，，，残残残残りのりのりのりの 11111111 万戸万戸万戸万戸あまりのあまりのあまりのあまりの建設建設建設建設をををを実現実現実現実現するとするとするとすると述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ササササ））））港湾設備港湾設備港湾設備港湾設備のののの拡大拡大拡大拡大    

    ガルセスガルセスガルセスガルセス交通交通交通交通・・・・通信大臣通信大臣通信大臣通信大臣はははは，，，，バルガスバルガスバルガスバルガス州州州州ののののララララ・・・・グアイラグアイラグアイラグアイラ港港港港（（（（注注注注：：：：カラカスカラカスカラカスカラカスにににに最最最最もももも近近近近いいいい当国当国当国当国のののの

主要港主要港主要港主要港のののの一一一一つつつつ））））のののの拡張拡張拡張拡張にににに 4444 億億億億ドルドルドルドルをををを投資投資投資投資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。。。。拡張工事拡張工事拡張工事拡張工事はははは 2012201220122012 年年年年からからからから開始開始開始開始されされされされ，，，，拡拡拡拡

張後張後張後張後にはにはにはには現在現在現在現在 2,0002,0002,0002,000 個個個個ののののコンテナコンテナコンテナコンテナ受受受受けけけけ入入入入れれれれ能力能力能力能力がががが 3333 倍超倍超倍超倍超のののの 6,5006,5006,5006,500 個個個個となるとなるとなるとなる。。。。    

    またまたまたまた，，，，同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ港湾公社港湾公社港湾公社港湾公社（（（（Bolipuertos)Bolipuertos)Bolipuertos)Bolipuertos)ととととベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ海運連盟海運連盟海運連盟海運連盟（（（（注注注注：：：：民間海運民間海運民間海運民間海運

会社等会社等会社等会社等でででで組織組織組織組織するするするする民間組織民間組織民間組織民間組織））））はははは，，，，当国当国当国当国のののの全全全全てのてのてのての港湾港湾港湾港湾におけるにおけるにおけるにおける運営最適化等運営最適化等運営最適化等運営最適化等にににに関関関関しししし協議協議協議協議するとするとするとすると述述述述

べたべたべたべた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，当国当国当国当国のののの港湾設備港湾設備港湾設備港湾設備ではではではでは，，，，荷捌荷捌荷捌荷捌きのきのきのきの非効率性非効率性非効率性非効率性やややや荷物荷物荷物荷物がががが長時間港長時間港長時間港長時間港にににに滞留滞留滞留滞留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本来本来本来本来

かからないかからないかからないかからない倉庫使用料倉庫使用料倉庫使用料倉庫使用料がかかるなどのがかかるなどのがかかるなどのがかかるなどの問題問題問題問題がががが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。    

（（（（30303030 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    

当地当地当地当地トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車のののの生産停止生産停止生産停止生産停止        

    1111 日日日日，，，，トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車のののの労働組合労働組合労働組合労働組合はははは，，，，労働組合労働組合労働組合労働組合がががが会社側会社側会社側会社側にににに求求求求めていためていためていためていた給与給与給与給与のののの支払支払支払支払いにいにいにいに関関関関しししし，，，，会社会社会社会社

側側側側のののの支払支払支払支払いいいい義務義務義務義務はははは無無無無いといといといと旨旨旨旨のののの判断判断判断判断をををを下下下下ししししたたたた労務当局労務当局労務当局労務当局によるによるによるによる 7777 月月月月 29292929 日日日日のののの第二審第二審第二審第二審のののの結果結果結果結果にににに反発反発反発反発しししし，，，，

自動車自動車自動車自動車のののの組立組立組立組立てててて及及及及びびびび出荷出荷出荷出荷をををを停止停止停止停止させたさせたさせたさせた。。。。    

    当地当地当地当地トヨタトヨタトヨタトヨタはははは 8888 月月月月よりよりよりより組立組立組立組立てててて台数台数台数台数がががが回復回復回復回復するとするとするとすると見込見込見込見込んでいたがんでいたがんでいたがんでいたが，，，，労働問題労働問題労働問題労働問題のののの先鋭化先鋭化先鋭化先鋭化によりによりによりにより目目目目

標標標標のののの達成達成達成達成はははは難難難難しくなったとしているしくなったとしているしくなったとしているしくなったとしている。。。。    

（（（（3333 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））））米国向米国向米国向米国向けけけけ石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量のののの減少減少減少減少    

    米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー情報局情報局情報局情報局はははは，，，，当国当国当国当国のののの 8888 月中旬時点月中旬時点月中旬時点月中旬時点におけるにおけるにおけるにおける直近直近直近直近 1111 ヶヶヶヶ月月月月のののの米国向米国向米国向米国向けけけけ原油輸出量原油輸出量原油輸出量原油輸出量はははは，，，，

昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比でででで日量日量日量日量 21212121 万万万万バレルバレルバレルバレル（（（（21%21%21%21%減減減減））））となるとなるとなるとなる，，，，日量日量日量日量 79797979 万万万万 3,0003,0003,0003,000 バレルバレルバレルバレルとなったととなったととなったと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，，，，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をををを含含含含めためためためた輸出量輸出量輸出量輸出量はははは，，，，2010201020102010 年年年年はははは 2009200920092009 年年年年のののの平均輸出量平均輸出量平均輸出量平均輸出量であるであるであるである日量日量日量日量 106106106106

万万万万バレルバレルバレルバレルとととと比比比比しししし 9.3%9.3%9.3%9.3%減減減減となるとなるとなるとなる日量日量日量日量 96969696 万万万万 7,0007,0007,0007,000 バレルバレルバレルバレルとなるなどとなるなどとなるなどとなるなど，，，，当国当国当国当国のののの対米石油輸出量対米石油輸出量対米石油輸出量対米石油輸出量はははは近年近年近年近年
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減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるがにあるがにあるがにあるが，，，，2011201120112011 年年年年にににに関関関関してもしてもしてもしても 1989198919891989 年年年年にににに最低最低最低最低をををを記録記録記録記録したしたしたした日量日量日量日量 87878787 万万万万 3,0003,0003,0003,000 バレルバレルバレルバレルをををを 21212121

年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに下回下回下回下回るるるる水準水準水準水準となるととなるととなるととなると見見見見られるられるられるられる。。。。    

    2010201020102010 年年年年にはにはにはには，，，，当国当国当国当国のののの全全全全石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量のののの 51%51%51%51%をををを米国向米国向米国向米国向けけけけ輸出輸出輸出輸出がががが占占占占めるもののめるもののめるもののめるものの，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは政治的政治的政治的政治的にににに

マーケットマーケットマーケットマーケットのののの多角化多角化多角化多角化をををを進進進進めめめめ，，，，二国間協定二国間協定二国間協定二国間協定ややややペトロペトロペトロペトロ・・・・カリブカリブカリブカリブ協定協定協定協定にににに基基基基づきづきづきづき，，，，アジアアジアアジアアジア，，，，カリブカリブカリブカリブ，，，，南南南南

米地域米地域米地域米地域へのへのへのへの輸出輸出輸出輸出をををを拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている。。。。加加加加えてえてえてえて，，，，適正適正適正適正なななな価格価格価格価格でのでのでのでの販売販売販売販売をををを犠牲犠牲犠牲犠牲にしてにしてにしてにして，，，，ペトロペトロペトロペトロ・・・・カリブカリブカリブカリブ

協定協定協定協定ややややキューバキューバキューバキューバへのへのへのへの特恵価格特恵価格特恵価格特恵価格によるによるによるによる石油輸出石油輸出石油輸出石油輸出やややや，，，，中国基金中国基金中国基金中国基金からのからのからのからの借借借借りりりり入入入入れれれれ金返済金返済金返済金返済をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした

石油輸出石油輸出石油輸出石油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。。。。    

（（（（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））））    

（（（（イイイイ））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAによるによるによるによる鉱物資源開発鉱物資源開発鉱物資源開発鉱物資源開発へのへのへのへの参入参入参入参入    

23232323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，，，，金産業国有化法案及金産業国有化法案及金産業国有化法案及金産業国有化法案及びびびび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及地帯及地帯及地帯及びびびびミネラルミネラルミネラルミネラル・・・・アーアーアーアー

チチチチ地地地地帯帯帯帯（（（（注注注注：：：：オリノコオリノコオリノコオリノコ川川川川にににに沿沿沿沿ってってってって，，，，ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル州西部州西部州西部州西部からからからから東部東部東部東部ののののガイアナガイアナガイアナガイアナ地区地区地区地区，，，，金産出地域金産出地域金産出地域金産出地域でででで

あるあるあるあるボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル州北東部州北東部州北東部州北東部までまでまでまで連連連連なるなるなるなる地域地域地域地域がががが，，，，アーチアーチアーチアーチ型型型型にににに見見見見えることからえることからえることからえることから名名名名づけられたづけられたづけられたづけられた総称総称総称総称とととと思思思思

われるわれるわれるわれる。）。）。）。）戦略開発計画案戦略開発計画案戦略開発計画案戦略開発計画案をををを承認承認承認承認したしたしたした。。。。    

    右戦略開発計画右戦略開発計画右戦略開発計画右戦略開発計画ではではではでは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAがががが同社同社同社同社のののの子会社子会社子会社子会社をををを通通通通じじじじ，，，，政府系政府系政府系政府系のののの石油以外石油以外石油以外石油以外のののの企業企業企業企業とととと合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社のののの組組組組

成成成成がががが義務付義務付義務付義務付けられけられけられけられ，，，，第一弾第一弾第一弾第一弾としてとしてとしてとして,,,,日量日量日量日量12121212万万万万バレルバレルバレルバレルのののの改質原油改質原油改質原油改質原油をををを生産生産生産生産するするするするPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA子会社子会社子会社子会社であるであるであるであるペペペペ

トロアンソアテギトロアンソアテギトロアンソアテギトロアンソアテギとととと金開発国営会社金開発国営会社金開発国営会社金開発国営会社ののののMinervenMinervenMinervenMinervenとがとがとがとが連携連携連携連携をををを組組組組むことがむことがむことがむことが承認承認承認承認されたされたされたされた。。。。    

他方他方他方他方，，，，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，，，，金産業金産業金産業金産業のののの国有化及国有化及国有化及国有化及びびびび合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社のののの設立設立設立設立にあにあにあにあ

たってはたってはたってはたっては，，，，90909090日間日間日間日間のののの移行期間移行期間移行期間移行期間をををを当当当当てるとてるとてるとて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，，，，金産業金産業金産業金産業にににに与与与与えられたえられたえられたえられた全全全全てのてのてのてのコンセッコンセッコンセッコンセッ

ションションションション契約契約契約契約はははは今般今般今般今般のののの措置措置措置措置によりによりによりにより終了終了終了終了するとしつつもするとしつつもするとしつつもするとしつつも，，，，露露露露RusoroRusoroRusoroRusoro社社社社といったといったといったといった外資系企業外資系企業外資系企業外資系企業とはとはとはとは既既既既にににに

会合会合会合会合をををを行行行行いいいい，，，，今般今般今般今般のののの制度改変制度改変制度改変制度改変にににに関関関関しししし好意的好意的好意的好意的なななな回答回答回答回答をををを得得得得ているとているとているとてい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，，，，2011201120112011年年年年～～～～12121212年年年年ををををミネラルミネラルミネラルミネラル・・・・アーチアーチアーチアーチ地帯地帯地帯地帯におけるにおけるにおけるにおける第一開発第一開発第一開発第一開発フェーズフェーズフェーズフェーズとしてとしてとしてとして位位位位

置置置置づけづけづけづけ，，，，同地域同地域同地域同地域におけるにおけるにおけるにおける全全全全てのてのてのての開発開発開発開発のののの集約化集約化集約化集約化をををを検討検討検討検討するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，管理体制管理体制管理体制管理体制をををを構築構築構築構築するとするとするとすると述述述述べべべべ

たたたた。。。。    

なおなおなおなお，，，，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のののの意図意図意図意図はははは，，，，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（（（（CCCCVGVGVGVG））））ととととPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAをををを連携連携連携連携させさせさせさせ，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに鉱物鉱物鉱物鉱物

資源資源資源資源のののの開発協力開発協力開発協力開発協力をさせることにあるをさせることにあるをさせることにあるをさせることにある。。。。    

（（（（24242424日日日日，，，，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））））    

    

（（（（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））））金準備金準備金準備金準備のののの本国送還本国送還本国送還本国送還とととと金産業金産業金産業金産業のののの国営化国営化国営化国営化    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））金準備金準備金準備金準備のののの本国送還本国送還本国送還本国送還    

17171717日日日日，，，，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財務大臣及企画財務大臣及企画財務大臣及企画財務大臣及びびびびメレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中央銀行総裁中央銀行総裁中央銀行総裁中央銀行総裁はははは記者会見記者会見記者会見記者会見をををを行行行行いいいい，，，，米国及米国及米国及米国及びびびび

欧州発欧州発欧州発欧州発のののの経済危機経済危機経済危機経済危機からからからから当国当国当国当国のののの準備資産準備資産準備資産準備資産をををを護護護護るためるためるためるため，，，，海外海外海外海外にににに保有保有保有保有するするするする金準備金準備金準備金準備をををを本国本国本国本国にににに送還送還送還送還しししし，，，，当当当当

国中銀国中銀国中銀国中銀のののの金庫金庫金庫金庫にににに保管保管保管保管するするするする旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。中銀及中銀及中銀及中銀及びびびび企画財務省企画財務省企画財務省企画財務省ののののデータデータデータデータによればによればによればによれば，，，，当国当国当国当国のののの金準備金準備金準備金準備はははは

外貨準備高全体外貨準備高全体外貨準備高全体外貨準備高全体（（（（11111111年年年年7777月時点月時点月時点月時点：：：：約約約約290290290290億億億億ドルドルドルドル））））のののの63%63%63%63%をををを占占占占めめめめ，，，，金準備全体金準備全体金準備全体金準備全体のののの58%58%58%58%をををを海外海外海外海外のののの金融機金融機金融機金融機

関関関関にににに保有保有保有保有しているしているしているしている。。。。    

17171717日日日日，，，，臨時国会臨時国会臨時国会臨時国会がががが召集召集召集召集されされされされ，，，，本件本件本件本件にににに関関関関するするするする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財務大臣及企画財務大臣及企画財務大臣及企画財務大臣及びびびびメレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中銀総中銀総中銀総中銀総

裁裁裁裁によるによるによるによる説明及説明及説明及説明及びびびび，，，，質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。野党側野党側野党側野党側はははは，，，，本件本件本件本件にににに関関関関するするするする政府側政府側政府側政府側のののの意図意図意図意図はははは，，，，本国本国本国本国にににに送送送送

還還還還したしたしたした金準備金準備金準備金準備をををを米米米米ドルドルドルドルにににに換金換金換金換金しししし，（，（，（，（2012201220122012年大統領選挙年大統領選挙年大統領選挙年大統領選挙にににに向向向向けたけたけたけた））））選挙選挙選挙選挙キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの資金資金資金資金にににに利利利利

用用用用することにあるとすることにあるとすることにあるとすることにあると批判批判批判批判しているしているしているしている。。。。    
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さらにさらにさらにさらに政府政府政府政府はははは現在現在現在現在，，，，米国及米国及米国及米国及びびびび欧州欧州欧州欧州のののの金融機関金融機関金融機関金融機関にににに保有保有保有保有するするするする現金及現金及現金及現金及びびびび流動資産流動資産流動資産流動資産のののの準備金準備金準備金準備金（（（（約約約約60606060億億億億

ドルドルドルドル））））ををををロシアロシアロシアロシア，，，，中国中国中国中国，，，，ブラジルブラジルブラジルブラジル等等等等のののの銀行銀行銀行銀行にににに移送移送移送移送するするするする計画計画計画計画についてもについてもについてもについても検討検討検討検討していしていしていしているるるる。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））金産業金産業金産業金産業のののの国営化国営化国営化国営化    

１７１７１７１７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，，，，現在現在現在現在のところのところのところのところ政府認可政府認可政府認可政府認可のののの半民半官企業半民半官企業半民半官企業半民半官企業によりによりによりにより事業事業事業事業がががが進進進進められてめられてめられてめられて

いるいるいるいる金産業金産業金産業金産業（（（（金鉱金鉱金鉱金鉱のののの探査探査探査探査とととと採掘採掘採掘採掘））））をををを，，，，大統領授権法大統領授権法大統領授権法大統領授権法をををを通通通通じてじてじてじて国営化国営化国営化国営化するするするする旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

現行現行現行現行のののの関連法関連法関連法関連法によればによればによればによれば，，，，当国当国当国当国のののの金鉱会社金鉱会社金鉱会社金鉱会社はははは，，，，産出量産出量産出量産出量のののの最低最低最低最低50%50%50%50%をををを中銀中銀中銀中銀にににに売却売却売却売却することがすることがすることがすることが義務義務義務義務づづづづ

けられておりけられておりけられておりけられており，，，，残残残残りのりのりのりの50%50%50%50%以下以下以下以下についてはについてはについてはについては輸出輸出輸出輸出がががが許可許可許可許可されているされているされているされている。。。。    

（（（（18181818 日日日日，，，，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））））    

（（（（イイイイ））））TechintTechintTechintTechint 社社社社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政府政府政府政府のののの提訴提訴提訴提訴    

    24242424 日日日日，，，，アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンのののの鉄鋼会社鉄鋼会社鉄鋼会社鉄鋼会社 TechintTechintTechintTechint 社社社社のののの傘下傘下傘下傘下にあるにあるにあるにある TenarisTenarisTenarisTenaris 社社社社はははは，，，，2009200920092009 年年年年にににに国有化国有化国有化国有化されされされされ

たたたたベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの鉄鋼関連子会社鉄鋼関連子会社鉄鋼関連子会社鉄鋼関連子会社であるであるであるであるMatesiMatesiMatesiMatesi社社社社のののの国有化国有化国有化国有化にににに対対対対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いいい交渉交渉交渉交渉がががが進展進展進展進展しなしなしなしな

いことをいことをいことをいことを受受受受けけけけ，，，，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ににに対対対対しししし提訴提訴提訴提訴をををを申申申申しししし立立立立てたてたてたてた旨旨旨旨をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    申申申申しししし立立立立てをてをてをてを行行行行ったのはったのはったのはったのは，，，，TenarisTenarisTenarisTenaris 社及社及社及社及びびびび同社関連会社同社関連会社同社関連会社同社関連会社であるであるであるである，，，，TaltaTaltaTaltaTalta 社社社社だがだがだがだが，，，，同時同時同時同時ににににベネズエベネズエベネズエベネズエ

ララララ政府政府政府政府とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉をををを継続継続継続継続することもすることもすることもすることも明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ウウウウ））））2002200220022002 年年年年からのからのからのからの国有化件数国有化件数国有化件数国有化件数    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ産業連盟産業連盟産業連盟産業連盟（（（（Conindustria)Conindustria)Conindustria)Conindustria)はははは，，，，当国当国当国当国におけるにおけるにおけるにおける 2002200220022002 年年年年からのからのからのからの国有化件数国有化件数国有化件数国有化件数がががが 988988988988 件件件件にににに

上上上上るとるとるとる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，，，，2011201120112011 年年年年 8888 月末時点月末時点月末時点月末時点におけるにおけるにおけるにおける 2011201120112011 年年年年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 401401401401 件件件件となったがとなったがとなったがとなったが，，，，2010201020102010 年年年年 1111 年間年間年間年間

にににに記録記録記録記録したしたしたした 284284284284 件件件件をををを 41%41%41%41%上回上回上回上回りりりり，，，，かつかつかつかつ，，，，2009200920092009 年及年及年及年及びびびび 2010201020102010 年年年年にににに記録記録記録記録したしたしたした 422422422422 件件件件とほぼとほぼとほぼとほぼ同等同等同等同等のののの件数件数件数件数

をををを年初年初年初年初からからからから 8888 ヶヶヶヶ月月月月でででで記録記録記録記録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。。。。    

    同連盟同連盟同連盟同連盟はははは現在現在現在現在のののの状況状況状況状況にににに関関関関しししし，，，，投資投資投資投資やややや生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上をををを阻害阻害阻害阻害するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，供給不足問題供給不足問題供給不足問題供給不足問題のののの解決解決解決解決のののの

可能性可能性可能性可能性がががが低下低下低下低下しししし，，，，生活生活生活生活コストコストコストコストのののの上昇上昇上昇上昇にににに結結結結びついているとびついているとびついているとびついていると非難非難非難非難したしたしたした。。。。    

    他方他方他方他方，，，，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））））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におけるにおけるにおけるにおける投資額投資額投資額投資額がががが直近直近直近直近 5555 年間年間年間年間でででで最低最低最低最低

となるとなるとなるとなる 3.6%3.6%3.6%3.6%のののの減少減少減少減少となったとなったとなったとなったとととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    ConindustriaConindustriaConindustriaConindustria によるとによるとによるとによると，，，，建設産業建設産業建設産業建設産業がもっともがもっともがもっともがもっとも国有化政策国有化政策国有化政策国有化政策によりによりによりにより損害損害損害損害をををを被被被被ったとしったとしったとしったとし，，，，2002200220022002 年年年年かかかか

らのらのらのらの 988988988988 件件件件のののの国有化国有化国有化国有化のうちのうちのうちのうち，，，，全体全体全体全体のののの 41.3%41.3%41.3%41.3%にあたるにあたるにあたるにあたる 408408408408 件件件件をををを記録記録記録記録しているしているしているしている。。。。    

    またまたまたまた，，，，農業分野農業分野農業分野農業分野もももも全体全体全体全体のののの 23.2%23.2%23.2%23.2%をををを占占占占めるめるめるめる 229229229229 件件件件，，，，石油分野石油分野石油分野石油分野がががが 210210210210 件件件件となっておりとなっておりとなっておりとなっており，，，，それにそれにそれにそれに続続続続いいいい

てててて食糧食糧食糧食糧，，，，商業商業商業商業，，，，治金治金治金治金，，，，運輸分野運輸分野運輸分野運輸分野におけるにおけるにおけるにおける国有化件数国有化件数国有化件数国有化件数がががが数多数多数多数多くくくく見見見見られたられたられたられた。。。。    

（（（（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））））    


