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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    ９９９９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    

●●●●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（（（（CCCCAVENEZAVENEZAVENEZAVENEZ))))のののの月報月報月報月報によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011 年年年年 1111 月月月月からからからから 8888 月月月月までのまでのまでのまでの自動自動自動自動

車販売台数車販売台数車販売台数車販売台数はははは，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 3.5%3.5%3.5%3.5%（（（（2,8502,8502,8502,850 台台台台））））減減減減となるとなるとなるとなる 78,34678,34678,34678,346 台台台台，，，，同期間同期間同期間同期間のののの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，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 2.92%2.92%2.92%2.92%減減減減となるとなるとなるとなる 69,62869,62869,62869,628 台台台台となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●6666 日日日日，，，，基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省（（（（MIBAMMIBAMMIBAMMIBAM））））とととと中国企業中国企業中国企業中国企業 3333 社社社社はははは，，，，昨年昨年昨年昨年 12121212 月末月末月末月末，，，，当国当国当国当国とととと中国中国中国中国のののの間間間間でででで締結締結締結締結ささささ

れたれたれたれた長期融資長期融資長期融資長期融資のののの枠組枠組枠組枠組みにみにみにみに基基基基づきづきづきづき，，，，総額総額総額総額 4444 億億億億 7,3007,3007,3007,300 億億億億ドルドルドルドルにににに及及及及ぶぶぶぶ 3333 つのつのつのつの契約契約契約契約をををを締結締結締結締結したしたしたした。。。。    

●●●●2011201120112011 年年年年 6666 月月月月のののの農業分農業分農業分農業分野向野向野向野向けけけけ融資額融資額融資額融資額はははは，，，，前年比前年比前年比前年比 53.5%53.5%53.5%53.5%増増増増のののの 396396396396 億億億億 1,7001,7001,7001,700 万万万万ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエフエフエフエ

ルテルテルテルテ（（（（約約約約 92929292 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。。。。これはこれはこれはこれは金融機関金融機関金融機関金融機関によるによるによるによる総貸出額総貸出額総貸出額総貸出額のののの 17%17%17%17%をををを占占占占めるめるめるめる。。。。    

●●●●6666日日日日，，，，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，，，，8888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がががが7777月月月月のののの2.7%2.7%2.7%2.7%とととと比比比比べべべべ0.5%0.5%0.5%0.5%下回下回下回下回りりりり，，，，昨昨昨昨

年同期年同期年同期年同期のののの1.6%1.6%1.6%1.6%とととと比比比比べべべべ0.6%0.6%0.6%0.6%上回上回上回上回るるるる2.2%2.2%2.2%2.2%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。。。。    

●●●●スイススイススイススイスのののの世界経済世界経済世界経済世界経済フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが発表発表発表発表したしたしたした2011201120112011年版世界競争力格付年版世界競争力格付年版世界競争力格付年版世界競争力格付けにおいてけにおいてけにおいてけにおいて，，，，当国当国当国当国はははは調査調査調査調査

対象対象対象対象142142142142カカカカ国中国中国中国中124124124124位位位位となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行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人人人人によるによるによるによるコロンビアコロンビアコロンビアコロンビアへのへのへのへの投資額投資額投資額投資額はははは，，，，2012012012011111年年年年のののの第第第第１１１１四四四四

半期半期半期半期だけでだけでだけでだけで，，，，2010201020102010年年年年１１１１年間年間年間年間にににに投資投資投資投資されたされたされたされた金額金額金額金額であるであるであるである40404040百万百万百万百万ドルドルドルドルのののの約半分約半分約半分約半分をををを占占占占めるめるめるめる19.319.319.319.3百万百万百万百万ドルドルドルドル

にににに達達達達したしたしたした。。。。    

●●●●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，，，，今年度今年度今年度今年度のののの追加予算追加予算追加予算追加予算はははは，，，，1111月月月月からのからのからのからの 9999ヶヶヶヶ月月月月でででで昨年昨年昨年昨年のののの 790790790790億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fをををを上上上上

回回回回るるるる 867867867867億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。これによりこれによりこれによりこれにより，，，，現在現在現在現在のののの予算規模予算規模予算規模予算規模はははは，，，，本年度当初本年度当初本年度当初本年度当初のののの予算額予算額予算額予算額であるであるであるである 2222,,,,042042042042

億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fからからからから 2222,,,,909909909909億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fになったになったになったになった。。。。    

●●●●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））））によるとによるとによるとによると，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは国庫国庫国庫国庫にににに対対対対しししし，，，，2010201020102010年同時期年同時期年同時期年同時期のののの189189189189億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fとととと比比比比

べべべべ44446%6%6%6%増増増増のののの275275275275億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fをををを納入納入納入納入したしたしたした。。。。    

●●●●外務省外務省外務省外務省のののの内部文書内部文書内部文書内部文書によるとによるとによるとによると，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府がががが，，，，国際投資係争解決国際投資係争解決国際投資係争解決国際投資係争解決センターセンターセンターセンター（（（（CIADICIADICIADICIADI））））からのからのからのからの脱退脱退脱退脱退をををを

目的目的目的目的としてとしてとしてとして，，，，投資協定投資協定投資協定投資協定のののの破棄通告破棄通告破棄通告破棄通告にににに関関関関しししし検討検討検討検討しているしているしているしている旨明旨明旨明旨明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。    

●●●●14141414日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ国債国債国債国債のののの指標債券指標債券指標債券指標債券であるであるであるである Global27Global27Global27Global27はははは額面価格額面価格額面価格額面価格にににに対対対対しししし 66.7566.7566.7566.75％，％，％，％，3333月月月月にににに額面価格額面価格額面価格額面価格

のののの 86.586.586.586.5％％％％のののの値値値値をつけたをつけたをつけたをつけた PDVSA2022PDVSA2022PDVSA2022PDVSA2022年償還社債年償還社債年償還社債年償還社債はははは 76.576.576.576.5％％％％でででで取引取引取引取引されるなどされるなどされるなどされるなど，，，，軒並軒並軒並軒並みみみみ価格価格価格価格がががが下落下落下落下落

したしたしたした。。。。当国当国当国当国がががが外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金のののの一部一部一部一部であるであるであるである金金金金をををを自国自国自国自国へへへへ移送移送移送移送するするするする旨発表旨発表旨発表旨発表するとするとするとすると共共共共にににに，，，，投資保護協定投資保護協定投資保護協定投資保護協定にににに

関関関関するするするする合意合意合意合意をををを見直見直見直見直すすすすととととのののの報道報道報道報道によりによりによりにより，，，，市場市場市場市場にににに危機感危機感危機感危機感がががが広広広広がったためがったためがったためがったため。。。。    

●●●●国家統計局国家統計局国家統計局国家統計局（（（（INEINEINEINE））））のののの発発発発表表表表によるとによるとによるとによると，，，，8888 月月月月のののの基礎食糧品基礎食糧品基礎食糧品基礎食糧品バスケットバスケットバスケットバスケットのののの価格価格価格価格はははは前月比前月比前月比前月比 1.81.81.81.8％％％％増増増増のののの

1,603.981,603.981,603.981,603.98Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●国家統計局国家統計局国家統計局国家統計局(INE)(INE)(INE)(INE)はははは 8888 月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比でででで 1.3%1.3%1.3%1.3%改善改善改善改善しししし，，，，8.38.38.38.3％％％％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，，，，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のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率をををを 2.82.82.82.8％，％，％，％，インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを 25.825.825.825.8％％％％とととと

のののの予想予想予想予想をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは南米南米南米南米ではではではでは最下位最下位最下位最下位，，，，石油輸出国石油輸出国石油輸出国石油輸出国のののの間間間間でもでもでもでも中位中位中位中位のののの位置位置位置位置づけとなったづけとなったづけとなったづけとなった。。。。    

●●●●カナダカナダカナダカナダのののの FraserFraserFraserFraser 社及社及社及社及びびびび当国当国当国当国のののの Cedice LibertadCedice LibertadCedice LibertadCedice Libertad 社社社社がががが共同共同共同共同でででで行行行行ったったったった，，，，世界経済自由度世界経済自由度世界経済自由度世界経済自由度ランキランキランキランキ

ングングングングにおいてにおいてにおいてにおいて，，，，当国当国当国当国はははは調査対象国調査対象国調査対象国調査対象国 141141141141 ヶヶヶヶ国中国中国中国中 139139139139 位位位位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されたされたされたされた。。。。    

    

（（（（２２２２））））対日関連対日関連対日関連対日関連    

5555 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はははは，，，，8888 月月月月 2222 日以来労働争議日以来労働争議日以来労働争議日以来労働争議のためのためのためのため停止停止停止停止していたしていたしていたしていたスクレスクレスクレスクレ州州州州のののの組立工場組立工場組立工場組立工場のののの操業操業操業操業
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をををを再開再開再開再開したしたしたした。。。。    

    

（（（（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    

●●●●ウィキリークスウィキリークスウィキリークスウィキリークスによりによりによりにより，，，，当国当国当国当国からからからから中国及中国及中国及中国及びびびびアルアルアルアルゼンチンゼンチンゼンチンゼンチンへのへのへのへの原油販売価格原油販売価格原油販売価格原油販売価格にににに関関関関するするするする米外交米外交米外交米外交

文書文書文書文書のののの内容内容内容内容がががが報報報報じじじじられられられられ，，，，中国向中国向中国向中国向けけけけ原油販売原油販売原油販売原油販売においてにおいてにおいてにおいてディスカウントディスカウントディスカウントディスカウントががががあああありりりり，，，，中国側中国側中国側中国側によるによるによるによる

原油原油原油原油のののの第三国第三国第三国第三国へのへのへのへの転売転売転売転売にににに対対対対しししし，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA高官高官高官高官がががが懸念懸念懸念懸念をををを示示示示していたしていたしていたしていた旨旨旨旨がががが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。    

    ●●●●14141414日日日日，，，，当国当国当国当国はははは中国中国中国中国とととと2013201320132013年年年年からからからから2030203020302030年年年年のののの戦略的投資計画戦略的投資計画戦略的投資計画戦略的投資計画にににに合意合意合意合意したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，15151515日日日日，，，，中国開中国開中国開中国開

発銀行発銀行発銀行発銀行がががが当国当国当国当国にににに対対対対しししし40404040億億億億ドルドルドルドルのののの追加融資追加融資追加融資追加融資をををを決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

●●●●米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー省省省省はははは，，，，2011201120112011----2035203520352035 年年年年ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー見通見通見通見通しにおいてしにおいてしにおいてしにおいて，，，，石油価格石油価格石油価格石油価格のののの継続的継続的継続的継続的なななな高騰高騰高騰高騰にににに

よりよりよりより，，，，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重質油等重質油等重質油等重質油等のののの採掘採掘採掘採掘コストコストコストコストがががが高高高高いいいい非在来型原油非在来型原油非在来型原油非在来型原油のののの競争力競争力競争力競争力がががが増増増増すとすとすとすと

のののの予想予想予想予想をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●21212121 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，，，，ロイターロイターロイターロイター通信通信通信通信にににに対対対対しししし，，，，2007200720072007 年年年年にににに PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA がががが国有化国有化国有化国有化

したしたしたした米米米米エクソンエクソンエクソンエクソン出資事業出資事業出資事業出資事業であるであるであるであるララララ・・・・セルバセルバセルバセルバ及及及及びびびびセロセロセロセロ・・・・ネグロネグロネグロネグロ事業事業事業事業のののの補償金補償金補償金補償金をををを 10101010 億億億億ドルドルドルドルとととと見積見積見積見積

もっているもっているもっているもっている旨発言旨発言旨発言旨発言したしたしたした。。。。    

    

（（（（４４４４））））電力電力電力電力    

7777 日付日付日付日付のののの官報官報官報官報にてにてにてにて，，，，電力公社電力公社電力公社電力公社（（（（CCCCORPOELORPOELORPOELORPOELECECECEC))))総裁総裁総裁総裁がががが，，，，アリアリアリアリ・・・・ロドリゲスロドリゲスロドリゲスロドリゲス電力大臣電力大臣電力大臣電力大臣からからからからアルヘニスアルヘニスアルヘニスアルヘニス・・・・

チャベスチャベスチャベスチャベス電力副大臣電力副大臣電力副大臣電力副大臣（（（（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弟弟弟弟））））にににに交代交代交代交代するするするする旨発表旨発表旨発表旨発表されたされたされたされた。。。。    

    

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））））2011201120112011年年年年1111月月月月からからからから8888月月月月までのまでのまでのまでの自動車販売台数及自動車販売台数及自動車販売台数及自動車販売台数及びびびび生産台数生産台数生産台数生産台数    

((((ⅰⅰⅰⅰ））））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（（（（CCCCAVENEZAVENEZAVENEZAVENEZ))))のののの月報月報月報月報によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011年年年年1111月月月月からからからから8888月月月月までのまでのまでのまでの自動車自動車自動車自動車

販売台数販売台数販売台数販売台数はははは，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比3.5%3.5%3.5%3.5%（（（（2,8502,8502,8502,850台台台台））））減減減減となるとなるとなるとなる，，，，78,34678,34678,34678,346台台台台であったであったであったであった。。。。    

    このうちこのうちこのうちこのうち，，，，国産車国産車国産車国産車はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比6.5%6.5%6.5%6.5%減減減減となるとなるとなるとなる67,96767,96767,96767,967台台台台であったであったであったであった。。。。他方他方他方他方，，，，輸入車輸入車輸入車輸入車はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

21.8%21.8%21.8%21.8%増増増増となったがとなったがとなったがとなったが，，，，これはこれはこれはこれはKKKKIAIAIAIA,F,F,F,FIATIATIATIAT,,,,ルノールノールノールノーといったといったといったといったブランドブランドブランドブランドにににに対対対対するするするする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がががが発給発給発給発給

されたためであるされたためであるされたためであるされたためである。。。。    

((((ⅱⅱⅱⅱ））））他方他方他方他方，，，，2011201120112011年年年年1111月月月月からからからから8888月月月月のののの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，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比2.92%2.92%2.92%2.92%減減減減となるとなるとなるとなる69,62869,62869,62869,628台台台台であっであっであっであっ

たたたた。。。。6666月月月月，，，，7777月月月月はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比でそれぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれ0.45%0.45%0.45%0.45%，，，，1.33%1.33%1.33%1.33%のののの微減微減微減微減にににに留留留留まったもののまったもののまったもののまったものの，，，，8888月月月月のののの生産台数生産台数生産台数生産台数がががが

前年同期前年同期前年同期前年同期のののの11,00511,00511,00511,005台台台台からからからから11.71%11.71%11.71%11.71%減減減減のののの9,7169,7169,7169,716台台台台にににに落落落落ちちちち込込込込んだんだんだんだ。。。。生産台数生産台数生産台数生産台数のののの落落落落ちちちち込込込込みはみはみはみは，，，，部品輸入部品輸入部品輸入部品輸入ララララ

イセンスイセンスイセンスイセンスのののの発給遅延発給遅延発給遅延発給遅延，，，，外貨不足外貨不足外貨不足外貨不足，，，，労働争議労働争議労働争議労働争議といったといったといったといった問題問題問題問題がががが要因要因要因要因とととと見見見見られているられているられているられている。。。。    

    なおなおなおなお，，，，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，，，，生産台数首位生産台数首位生産台数首位生産台数首位ががががGGGGMMMMのののの32,23732,23732,23732,237台台台台でででで，，，，順順順順ににににフォードフォードフォードフォードのののの15,40315,40315,40315,403台台台台，，，，MMCMMCMMCMMCのののの8,7728,7728,7728,772

台台台台となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（6666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））））基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省とととと中国企業中国企業中国企業中国企業のののの協定締結協定締結協定締結協定締結    

    6666日日日日，，，，基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省基礎産業鉱業省（（（（MIBAMMIBAMMIBAMMIBAM））））とととと中国企業中国企業中国企業中国企業3333社社社社はははは，，，，昨年昨年昨年昨年12121212月末月末月末月末，，，，当国当国当国当国とととと中国中国中国中国にてにてにてにて締結締結締結締結されたされたされたされた長長長長

期融資期融資期融資期融資のののの枠組枠組枠組枠組みにみにみにみに基基基基づきづきづきづき，，，，総額総額総額総額4444億億億億7,3007,3007,3007,300億億億億ドルドルドルドルにににに及及及及ぶぶぶぶ3333つのつのつのつの契約契約契約契約をををを締結締結締結締結したしたしたした。。。。    

    カーンカーンカーンカーン基礎産業鉱業大臣基礎産業鉱業大臣基礎産業鉱業大臣基礎産業鉱業大臣はははは，，，，契約契約契約契約にににに関関関関しししし，，，，Wuhan Iron and Steel Corp.(Wisco)Wuhan Iron and Steel Corp.(Wisco)Wuhan Iron and Steel Corp.(Wisco)Wuhan Iron and Steel Corp.(Wisco)ととととFerrominera Ferrominera Ferrominera Ferrominera 

OrinocoOrinocoOrinocoOrinocoのののの増産増産増産増産をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした機械機械機械機械のののの購入契約購入契約購入契約購入契約，，，，China Railway #10 Engineering Group Co.,Ltd.China Railway #10 Engineering Group Co.,Ltd.China Railway #10 Engineering Group Co.,Ltd.China Railway #10 Engineering Group Co.,Ltd.
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ととととPaluaPaluaPaluaPalua桟橋拡張工事桟橋拡張工事桟橋拡張工事桟橋拡張工事のののの契約契約契約契約，，，，China Comunications Construccion Company Ltd,(CCCC)China Comunications Construccion Company Ltd,(CCCC)China Comunications Construccion Company Ltd,(CCCC)China Comunications Construccion Company Ltd,(CCCC)ととととオリオリオリオリ

ノコノコノコノコ川川川川のののの航行環境改善航行環境改善航行環境改善航行環境改善をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした浚渫工事浚渫工事浚渫工事浚渫工事のののの３３３３つのつのつのつの契約契約契約契約をををを締結締結締結締結したとしたとしたとしたと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，同調印式同調印式同調印式同調印式にはにはにはには，，，，ガルセスガルセスガルセスガルセス元元元元交通通信大臣交通通信大臣交通通信大臣交通通信大臣がががが同席同席同席同席したしたしたした。。。。    

（（（（6666日付日付日付日付    MIBAMMIBAMMIBAMMIBAMホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（ウウウウ））））農業分野向農業分野向農業分野向農業分野向けのけのけのけの融資額融資額融資額融資額    

    2011201120112011年年年年6666月月月月のののの農業分野向農業分野向農業分野向農業分野向けけけけ融資額融資額融資額融資額はははは，，，，前年比前年比前年比前年比53.5%53.5%53.5%53.5%増増増増のののの396396396396億億億億1,7001,7001,7001,700万万万万ボリーバボリーバボリーバボリーバルルルル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（約約約約

92929292億億億億ドルドルドルドル））））にににに達達達達しししし，，，，これはこれはこれはこれは金融機関金融機関金融機関金融機関によるによるによるによる貸出額貸出額貸出額貸出額のうちのうちのうちのうち17%17%17%17%をををを占占占占めているがめているがめているがめているが，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀中央銀中央銀中央銀

行行行行によるとによるとによるとによると，，，，農業生産高農業生産高農業生産高農業生産高はははは2008200820082008年年年年からからからから減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるにあるにあるにある。。。。    

    要因要因要因要因はははは，，，，資金不足資金不足資金不足資金不足がががが農業生産高農業生産高農業生産高農業生産高にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響にににによりよりよりより，，，，技術技術技術技術のののの不足不足不足不足，，，，道路状況道路状況道路状況道路状況のののの悪化悪化悪化悪化，，，，資材不資材不資材不資材不

足足足足，，，，統制価格制度統制価格制度統制価格制度統制価格制度によるによるによるによる収益収益収益収益のののの圧迫圧迫圧迫圧迫によるものであるによるものであるによるものであるによるものである。。。。    

（（（（6666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））））8888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    

    6666日日日日，，，，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8888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7777月月月月よりよりよりより0.5%0.5%0.5%0.5%低低低低くくくく，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの1.6%1.6%1.6%1.6%とととと

比比比比べべべべ0.6%0.6%0.6%0.6%高高高高いいいい2.2%2.2%2.2%2.2%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，，，，1111月月月月からからからからののの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，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの19.9%19.9%19.9%19.9%

よりよりよりより低低低低いいいい18.6%18.6%18.6%18.6%，，，，昨年昨年昨年昨年8888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25.8%25.8%25.8%25.8%となったとなったとなったとなった。。。。特特特特にににに食料品及食料品及食料品及食料品及びびびび飲料水飲料水飲料水飲料水ではではではでは，，，，3.8%3.8%3.8%3.8%のののの

高高高高いいいい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たしたしたした。。。。    

今年今年今年今年のののの年初年初年初年初のののの4444ヶヶヶヶ月月月月はははは，（，（，（，（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りによりによりにより，，，，農産物農産物農産物農産物・・・・医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等にににに対対対対するするするする優遇為替優遇為替優遇為替優遇為替レーレーレーレー

トトトトがががが廃止廃止廃止廃止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））））価格統制品価格統制品価格統制品価格統制品のののの価格上昇価格上昇価格上昇価格上昇をををを抑抑抑抑えてきたがえてきたがえてきたがえてきたが，，，，市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける品不足品不足品不足品不足にににに

よりよりよりより，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率のののの上昇上昇上昇上昇がががが避避避避けられないけられないけられないけられない状況状況状況状況となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

パンパンパンパン，，，，パスタパスタパスタパスタ，，，，牛乳牛乳牛乳牛乳，，，，砂糖砂糖砂糖砂糖，，，，肉肉肉肉，，，，油油油油といったといったといったといった価格統制品目価格統制品目価格統制品目価格統制品目のののの価格価格価格価格がががが5555月月月月にににに値上値上値上値上げされたげされたげされたげされた結果結果結果結果，，，，

1111月月月月からからからから8888月月月月におけるにおけるにおけるにおける価格統制品目価格統制品目価格統制品目価格統制品目イイイインフレンフレンフレンフレ率率率率はははは18.8%18.8%18.8%18.8%をををを記録記録記録記録しししし，，，，同期間同期間同期間同期間におけるにおけるにおけるにおける非価格統制品目非価格統制品目非価格統制品目非価格統制品目

ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率であるであるであるである18.5%18.5%18.5%18.5%をををを上回上回上回上回るるるる結果結果結果結果となったとなったとなったとなった。。。。特特特特にににに，，，，5555月月月月からからからから8888月月月月においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，前者前者前者前者ののののインフインフインフインフ

レレレレ率率率率はははは11.1%11.1%11.1%11.1%，，，，後者後者後者後者はははは9.5%9.5%9.5%9.5%であったであったであったであった。。。。    

更更更更にににに，，，，チーズチーズチーズチーズ，，，，イワシイワシイワシイワシ，，，，コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーがこのがこのがこのがこの数数数数ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内にににに値上値上値上値上げされるげされるげされるげされる見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり，，，，これらのこれらのこれらのこれらの

品目品目品目品目のののの値上値上値上値上げがげがげがげが，，，，今後数今後数今後数今後数ヶヶヶヶ月内月内月内月内におけるにおけるにおけるにおけるインフレインフレインフレインフレ圧力圧力圧力圧力になるとになるとになるとになると見見見見られているられているられているられている。。。。    

なおなおなおなお，，，，食料品及食料品及食料品及食料品及びびびび飲料水飲料水飲料水飲料水はははは，，，，このこのこのこの1111年間年間年間年間でででで22.9%22.9%22.9%22.9%のののの値上値上値上値上げをげをげをげを記録記録記録記録しておりしておりしておりしており，，，，特特特特にににに貧困世帯貧困世帯貧困世帯貧困世帯にににに打打打打

撃撃撃撃をををを与与与与えているえているえているえている。。。。    

（（（（オオオオ））））世界競争力格付世界競争力格付世界競争力格付世界競争力格付けけけけ    

    世界経済世界経済世界経済世界経済フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが発表発表発表発表したしたしたした世界世界世界世界競争力格付競争力格付競争力格付競争力格付けにおいてけにおいてけにおいてけにおいて，，，，当国当国当国当国はははは142142142142カカカカ国中国中国中国中124124124124位位位位となったとなったとなったとなった

（（（（昨年昨年昨年昨年はははは139139139139カカカカ国中国中国中国中122122122122位位位位）。）。）。）。同格付同格付同格付同格付けはけはけはけは，，，，社会制度社会制度社会制度社会制度，，，，インフラインフラインフラインフラ，，，，マクロマクロマクロマクロ経済環境経済環境経済環境経済環境，，，，保健保健保健保健・・・・基礎基礎基礎基礎

教育教育教育教育，，，，大学教育大学教育大学教育大学教育・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽，，，，市場市場市場市場のののの効率性効率性効率性効率性，，，，労働市場労働市場労働市場労働市場のののの効率性効率性効率性効率性，，，，金融市場金融市場金融市場金融市場のののの発達発達発達発達，，，，技術開発技術開発技術開発技術開発，，，，市場市場市場市場

規模規模規模規模，，，，ビジネスビジネスビジネスビジネス先進度先進度先進度先進度，，，，技術革新技術革新技術革新技術革新などなどなどなど，，，，12121212項目項目項目項目によりによりによりにより各国各国各国各国のののの競争力競争力競争力競争力をををを格付格付格付格付けするものけするものけするものけするもの。。。。    

当国当国当国当国はははは，，，，所有権所有権所有権所有権のののの保全保全保全保全，，，，知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権，，，，政治政治政治政治のののの信頼性信頼性信頼性信頼性・・・・透明性透明性透明性透明性，，，，治安治安治安治安機関機関機関機関のののの信頼性信頼性信頼性信頼性といったといったといったといった社社社社

会制度会制度会制度会制度にににに関関関関するするするする項目項目項目項目においてにおいてにおいてにおいて調査対象国中世界最下位調査対象国中世界最下位調査対象国中世界最下位調査対象国中世界最下位となったほかとなったほかとなったほかとなったほか，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率，，，，労働市場労働市場労働市場労働市場のののの

効率性効率性効率性効率性にににに関関関関するするするする項目項目項目項目においてもにおいてもにおいてもにおいても最下位最下位最下位最下位，，，，市場市場市場市場のののの効率性効率性効率性効率性にににに関関関関するするするする項目項目項目項目においてにおいてにおいてにおいて140140140140位位位位，，，，インフラインフラインフラインフラにににに

関関関関するするするする項目項目項目項目においてにおいてにおいてにおいて128128128128位位位位などなどなどなど，，，，軒並軒並軒並軒並みみみみ低低低低いいいい順位順位順位順位をををを記録記録記録記録したしたしたした。。。。        

ビジネスビジネスビジネスビジネス環境環境環境環境についてはについてはについてはについては，，，，為替制度為替制度為替制度為替制度がががが最最最最もももも深刻深刻深刻深刻なななな問題問題問題問題とととと位置位置位置位置づけられたほかづけられたほかづけられたほかづけられたほか，，，，以下順以下順以下順以下順にににに非効非効非効非効

率率率率なななな官僚機構官僚機構官僚機構官僚機構，，，，政治政治政治政治のののの不安定度不安定度不安定度不安定度，，，，労働規制労働規制労働規制労働規制，，，，インフレインフレインフレインフレ，，，，汚職汚職汚職汚職，，，，治安等治安等治安等治安等ががががビジネスビジネスビジネスビジネスをををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで
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のののの障壁障壁障壁障壁となっているとしたとなっているとしたとなっているとしたとなっているとした。。。。    

他方他方他方他方，，，，他機関他機関他機関他機関がががが行行行行ったったったった所有権所有権所有権所有権ランキングランキングランキングランキングにおいてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，当国当国当国当国はははは129129129129カカカカ国中最下位国中最下位国中最下位国中最下位となったとなったとなったとなった。。。。南米南米南米南米

ではではではでは，，，，チリチリチリチリがががが28282828位位位位，，，，プエルトリコプエルトリコプエルトリコプエルトリコがががが33333333位位位位，，，，ウルグアイウルグアイウルグアイウルグアイがががが44444444位位位位，，，，コスタリカコスタリカコスタリカコスタリカがががが50505050位位位位，，，，ブラジルブラジルブラジルブラジルがががが

64646464位位位位，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアがががが75757575位位位位であったであったであったであった。。。。    

    同機関同機関同機関同機関によるとによるとによるとによると，，，，汚職汚職汚職汚職のののの取締取締取締取締りとりとりとりと司法手続司法手続司法手続司法手続きのきのきのきの迅速性迅速性迅速性迅速性はははは悪化悪化悪化悪化，，，，所有権保護所有権保護所有権保護所有権保護はははは横横横横ばいばいばいばい，，，，知的所知的所知的所知的所

有権有権有権有権はははは若干改善若干改善若干改善若干改善するもするもするもするも海賊版海賊版海賊版海賊版がががが増加増加増加増加となりとなりとなりとなり横横横横ばいばいばいばい，，，，貧困率貧困率貧困率貧困率とととと密接密接密接密接にににに関連関連関連関連するするするする富富富富のののの分配分配分配分配はははは改善改善改善改善がががが

見見見見られたられたられたられた旨旨旨旨コメントコメントコメントコメントしているしているしているしている。。。。    

（（（（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））））    

（（（（カカカカ））））対外投資活動対外投資活動対外投資活動対外投資活動のののの増加増加増加増加    

国内経済国内経済国内経済国内経済のののの規制規制規制規制がよりがよりがよりがより厳厳厳厳しくなっているしくなっているしくなっているしくなっている一方一方一方一方でででで，，，，一部一部一部一部のののの地元企業家地元企業家地元企業家地元企業家はははは国外市場国外市場国外市場国外市場へのへのへのへの投資投資投資投資をををを加速加速加速加速ささささ

せているせているせているせている。。。。コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアはははは，，，，そそそそうしたうしたうしたうしたベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ人人人人のののの投資先投資先投資先投資先としてとしてとしてとして発展発展発展発展してきているしてきているしてきているしてきている国国国国のののの一一一一つでつでつでつで，，，，ココココ

ロンビアロンビアロンビアロンビア中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行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人人人人によるによるによるによるコロンビアコロンビアコロンビアコロンビアへのへのへのへの投資額投資額投資額投資額はははは，，，，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だだだだ

けでけでけでけで，，，，2010201020102010年年年年１１１１年間年間年間年間にににに投資投資投資投資されたされたされたされた金額金額金額金額であるであるであるである 40404040百万百万百万百万ドルドルドルドルのののの約半分約半分約半分約半分をををを占占占占めるめるめるめる 19.19.19.19.３３３３百万百万百万百万ドルドルドルドルにににに達達達達したしたしたした。。。。    

コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアのののの 6666大建設業者大建設業者大建設業者大建設業者をををを代表代表代表代表するするするする企業企業企業企業，，，，CCCCASAASAASAASA P P P PROPIAROPIAROPIAROPIA    によるとによるとによるとによると，，，，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人人人人はははは，，，，経経経経

済的済的済的済的にににに安定安定安定安定しているしているしているしている国国国国へのへのへのへの投資分散投資分散投資分散投資分散をををを希望希望希望希望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，，，，特特特特にににに，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアはははは 10101010年間年間年間年間経済成長経済成長経済成長経済成長をををを

継続継続継続継続させさせさせさせておりておりておりており，，，，昨年昨年昨年昨年のののの国内総生産成長率国内総生産成長率国内総生産成長率国内総生産成長率はははは 4444％％％％であったのにであったのにであったのにであったのに対対対対しししし，，，，インフレインフレインフレインフレはははは 2.82.82.82.8％％％％にににに収収収収まったこまったこまったこまったこ

とにとにとにとに加加加加ええええ，，，，外国投資外国投資外国投資外国投資のののの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となるとなるとなるとなる安定安定安定安定したしたしたした民主主義民主主義民主主義民主主義体制体制体制体制であるであるであるである旨旨旨旨をををを述述述述べべべべ，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ人人人人

によるによるによるによるコロンビアコロンビアコロンビアコロンビアへのへのへのへの投資要因投資要因投資要因投資要因をををを分析分析分析分析したしたしたした。。。。    

なおなおなおなお, , , , CCCCASAASAASAASA P P P PROPIAROPIAROPIAROPIAははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ人投資家人投資家人投資家人投資家とととと今年今年今年今年だけでもだけでもだけでもだけでも 52525252件件件件のののの不動産不動産不動産不動産取引取引取引取引をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。

他方他方他方他方でででで建設会社建設会社建設会社建設会社 CCCCOLPATRIAOLPATRIAOLPATRIAOLPATRIAによればによればによればによれば，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ人人人人ががががコロンビアコロンビアコロンビアコロンビアにおいてにおいてにおいてにおいて購入購入購入購入したしたしたした住居住居住居住居のののの半数半数半数半数がががが

投資物件投資物件投資物件投資物件，，，，残残残残りりりり半数半数半数半数がががが移住移住移住移住のためののためののためののための購入購入購入購入であったであったであったであった。。。。これらのこれらのこれらのこれらの状況状況状況状況はははは，，，，国内国内国内国内のののの不動不動不動不動産市場産市場産市場産市場でででで国国国国とととと法律法律法律法律

によるによるによるによる規制規制規制規制がますますがますますがますますがますます厳厳厳厳しくなるしくなるしくなるしくなる現状現状現状現状とととと対照的対照的対照的対照的であるであるであるである。。。。    

（（（（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））））本年本年本年本年 9999 月時点月時点月時点月時点におけるにおけるにおけるにおける追加追加追加追加予算予算予算予算額額額額    

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，，，，政府機関政府機関政府機関政府機関のののの予算不足及予算不足及予算不足及予算不足及びびびび給与支出給与支出給与支出給与支出をををを賄賄賄賄うううう追加追加追加追加予算予算予算予算はははは，，，，1111月月月月からのからのからのからの 9999ヶヶヶヶ

月月月月でででで，，，，昨年昨年昨年昨年のののの追加予算額追加予算額追加予算額追加予算額であるであるであるである 790790790790億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fをををを上回上回上回上回るるるる 867867867867億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。これによりこれによりこれによりこれにより，，，，現在現在現在現在のののの予予予予

算規模算規模算規模算規模はははは，，，，本年度本年度本年度本年度当初予算当初予算当初予算当初予算額額額額であるであるであるである 2222,,,,042042042042億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fからからからから，，，，2222,,,,909909909909億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fになったになったになったになった。。。。    

国会国会国会国会にににに提出提出提出提出されたされたされたされた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，，，，追加予算追加予算追加予算追加予算のののの財源財源財源財源はははは，，，，昨年度予算昨年度予算昨年度予算昨年度予算のののの余剰金余剰金余剰金余剰金，，，，本年度本年度本年度本年度のののの徴税徴税徴税徴税及及及及びびびび

石油収入石油収入石油収入石油収入、、、、為替差益及為替差益及為替差益及為替差益及びびびび公的金融機関公的金融機関公的金融機関公的金融機関からからからからのののの配当金配当金配当金配当金であったであったであったであった。。。。なおなおなおなお,,,,2012201220122012年年年年のののの概算要求額概算要求額概算要求額概算要求額はははは 3333,,,,000000000000億億億億

Bs.FBs.FBs.FBs.Fであるであるであるである。。。。    

（（（（13131313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））））2011201120112011 年年年年 1111 月月月月～～～～5555 月月月月におけるにおけるにおけるにおける PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAからのからのからのからの国庫歳入国庫歳入国庫歳入国庫歳入    

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））））によるとによるとによるとによると，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは国庫国庫国庫国庫にににに対対対対しししし，，，，2010201020102010 年同時期年同時期年同時期年同時期のののの 189189189189億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fとととと

比比比比べべべべ 44446666%%%%増増増増のののの 275275275275 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F をををを納入納入納入納入したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，当該納入額当該納入額当該納入額当該納入額はははは当初当初当初当初 PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA にににに課課課課せられたせられたせられたせられた予算予算予算予算拠出額拠出額拠出額拠出額

であるであるであるである 452452452452億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fのののの 61616161％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる。。。。        

納入額納入額納入額納入額のののの内訳内訳内訳内訳はははは，，，，208208208208億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fががががロイヤリロイヤリロイヤリロイヤリティーティーティーティー，，，，61616161億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fがががが法人税収入法人税収入法人税収入法人税収入でででで，，，，5555億億億億 3333,,,,800800800800万万万万 Bs.FBs.FBs.FBs.F    

がががが PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAによるによるによるによる配当金配当金配当金配当金のののの一部前払一部前払一部前払一部前払いいいい分分分分であったであったであったであった。。。。なおなおなおなお，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは国庫国庫国庫国庫のののの並行基金並行基金並行基金並行基金であるであるであるである国家開発国家開発国家開発国家開発

基金基金基金基金（（（（FONDENFONDENFONDENFONDEN））））へのへのへのへの資金資金資金資金のののの移転移転移転移転がががが増加増加増加増加されておりされておりされておりされており,BCV,BCV,BCV,BCV によるとによるとによるとによると，，，，このこのこのこの 5555 ヶヶヶヶ月月月月のののの PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA からからからから
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FFFFONDENONDENONDENONDENへのへのへのへの移転金額移転金額移転金額移転金額はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 399399399399億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fとととと比比比比べべべべ 41414141％％％％増増増増となるとなるとなるとなる 562562562562億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.Fであったであったであったであった。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ケケケケ））））国際投資国際投資国際投資国際投資係争係争係争係争解決解決解決解決センターセンターセンターセンターからのからのからのからの脱退脱退脱退脱退    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））外務省外務省外務省外務省のののの内部文書内部文書内部文書内部文書によるとによるとによるとによると，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府がががが，，，，国際投資国際投資国際投資国際投資係争係争係争係争解決解決解決解決センターセンターセンターセンター（（（（CIADICIADICIADICIADI））））からのからのからのからの脱退脱退脱退脱退

をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして，，，，投資協定投資協定投資協定投資協定のののの破棄通告破棄通告破棄通告破棄通告にににに関関関関しししし検討検討検討検討しているしているしているしている旨明旨明旨明旨明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。    

投資協定投資協定投資協定投資協定のののの破棄破棄破棄破棄にはにはにはには，，，，定定定定められためられためられためられた手続手続手続手続きのきのきのきの履行履行履行履行がががが必要必要必要必要となることからとなることからとなることからとなることから，，，，政府政府政府政府はははは協定破棄後協定破棄後協定破棄後協定破棄後にににに予想予想予想予想ささささ

れるれるれるれる状況状況状況状況についてについてについてについて検討検討検討検討しておりしておりしておりしており，，，，投資協定投資協定投資協定投資協定締結締結締結締結国国国国にににに対対対対しししし協定協定協定協定のののの再交渉再交渉再交渉再交渉をををを求求求求めるめるめるめる告知告知告知告知をををを行行行行うううう旨旨旨旨がががが記載記載記載記載

されていたされていたされていたされていた。。。。またまたまたまた同文書同文書同文書同文書ではではではでは，，，，ALBAALBAALBAALBA 及及及及びびびび UUUUNASURNASURNASURNASUR 主導主導主導主導によるによるによるによる調停機関設置調停機関設置調停機関設置調停機関設置のののの推進推進推進推進がががが検討検討検討検討されてされてされてされて

いたいたいたいた。。。。    

なおなおなおなお，，，，2007200720072007 年年年年にはにはにはには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がががが CIADICIADICIADICIADI かかかからのらのらのらの脱退脱退脱退脱退のののの意向意向意向意向をををを明明明明らかにしたもののらかにしたもののらかにしたもののらかにしたものの，，，，具体化具体化具体化具体化ささささ

れれれれていなかったていなかったていなかったていなかった。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））複数複数複数複数のののの企業企業企業企業がががが，，，，当国当国当国当国がががが CIADICIADICIADICIADIからからからから脱退脱退脱退脱退することはすることはすることはすることは規定規定規定規定上想定上想定上想定上想定されていないとされていないとされていないとされていないと指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。    

CIADICIADICIADICIADI ではではではでは今今今今までにまでにまでにまでに 22222222 のののの仲裁要請仲裁要請仲裁要請仲裁要請がありがありがありがあり既既既既にににに 5555 件件件件がががが解決解決解決解決しているしているしているしているがががが，，，，残残残残りはりはりはりは紛争紛争紛争紛争がががが継続継続継続継続してしてしてしておおおお

りりりり，，，，    

これらこれらこれらこれら未解決事案未解決事案未解決事案未解決事案にはにはにはには，，，，2007200720072007年年年年にににに仲裁要請仲裁要請仲裁要請仲裁要請をををを提出提出提出提出したしたしたした米米米米エクソンエクソンエクソンエクソン及及及及びびびび米米米米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のののの案案案案

件件件件（（（（注注注注：：：：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石油開発権益石油開発権益石油開発権益石油開発権益をををを保有保有保有保有していたがしていたがしていたがしていたが，，，，事業事業事業事業のののの国有化国有化国有化国有化にににに伴伴伴伴いいいい脱退脱退脱退脱退），），），），

2008200820082008年年年年にににに仲裁仲裁仲裁仲裁をををを要請要請要請要請したしたしたした墨墨墨墨 CCCCEMEXEMEXEMEXEMEXのののの事案事案事案事案がががが含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ココココ））））ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ国債価格国債価格国債価格国債価格のののの下落下落下落下落    

14141414日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ国債国債国債国債のののの指標指標指標指標債券債券債券債券であるであるであるである Global27Global27Global27Global27はははは額面価格額面価格額面価格額面価格にににに対対対対しししし 66.7566.7566.7566.75％，％，％，％，3333月月月月にににに額面価格額面価格額面価格額面価格のののの

86.586.586.586.5％％％％のののの値値値値をつけたをつけたをつけたをつけた PDVSA2022PDVSA2022PDVSA2022PDVSA2022年償年償年償年償還社債還社債還社債還社債はははは 76.576.576.576.5％％％％でででで取引取引取引取引されされされされるなどるなどるなどるなど，，，，軒並軒並軒並軒並みみみみ価格価格価格価格がががが下落下落下落下落したしたしたした。。。。    

金融関係金融関係金融関係金融関係者者者者はははは今般今般今般今般のののの価格下落価格下落価格下落価格下落のののの要因要因要因要因をををを，，，，当国当国当国当国がががが外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備金金金金のののの一部一部一部一部であるであるであるである金金金金をををを自国自国自国自国へへへへ移送移送移送移送するするするする旨旨旨旨をををを

発表発表発表発表するとするとするとすると共共共共にににに，，，，投資投資投資投資保護保護保護保護協定協定協定協定にににに関関関関するするするする合意合意合意合意をををを見直見直見直見直すすすす旨旨旨旨のののの報道報道報道報道によりによりによりにより，，，，市場市場市場市場にににに危機感危機感危機感危機感がががが広広広広がったたがったたがったたがったた

めとめとめとめと述述述述べたべたべたべた。。。。    

某南米地域某南米地域某南米地域某南米地域のののの債券債券債券債券トレーダートレーダートレーダートレーダーはははは，，，，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病気病気病気病気がががが明明明明るみになったためるみになったためるみになったためるみになったため，，，，投資家投資家投資家投資家はははは政権交政権交政権交政権交

代代代代にににに賭賭賭賭けたけたけたけたことからことからことからことから，，，，今年今年今年今年のののの 3333 月月月月時点時点時点時点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債券債券債券債券はははは値値値値をををを上上上上げたげたげたげたがががが，，，，現在市場現在市場現在市場現在市場はははは外貨準外貨準外貨準外貨準

備備備備やややや調停調停調停調停のののの話題話題話題話題にににに注目注目注目注目しししし始始始始めためためためたとととと述述述述べべべべ，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ債権価格債権価格債権価格債権価格のののの下落要因下落要因下落要因下落要因にににに関関関関するするするする分析分析分析分析をををを述述述述べたべたべたべた。。。。    

債券債券債券債券のののの値下値下値下値下がりがりがりがりによりによりによりにより，，，，財務省財務省財務省財務省乃至乃至乃至乃至 PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは，，，，今後今後今後今後のののの資金資金資金資金調達調達調達調達のためにのためにのためにのために新新新新たなたなたなたな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ううう

際際際際にはにはにはには，，，，高高高高いいいい利子利子利子利子をををを支払支払支払支払うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。    

金融情報筋金融情報筋金融情報筋金融情報筋によるとによるとによるとによると，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは新新新新たなたなたなたな債券債券債券債券のののの発行発行発行発行をををを今年今年今年今年 10101010月月月月にににに予定予定予定予定しておりしておりしておりしており，，，，債券債券債券債券のののの現在現在現在現在のののの相相相相

場場場場からからからから試算試算試算試算するとするとするとすると，，，，債権債権債権債権のののの発行発行発行発行にはにはにはには史上最高史上最高史上最高史上最高となるとなるとなるとなる 14%14%14%14%のののの利利利利払払払払いがいがいがいが必要必要必要必要となるととなるととなるととなると予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。    

他方他方他方他方，，，，政府政府政府政府はははは資金調達資金調達資金調達資金調達にににに加加加加ええええ国内向国内向国内向国内向けにけにけにけにドルドルドルドル供給供給供給供給をををを増加増加増加増加させるためさせるためさせるためさせるため債券発行債券発行債券発行債券発行をををを利用利用利用利用しているしているしているしているがががが，，，，1111

ドルドルドルドル＝＝＝＝5.305.305.305.30Bs.FBs.FBs.FBs.F のののの為替為替為替為替レートレートレートレートをををを維持維持維持維持するするするするためにはためにはためにはためには，，，，市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける債券債券債券債券価格価格価格価格がががが上昇上昇上昇上昇するするするするかかかか，，，，債権発行債権発行債権発行債権発行

母体母体母体母体がががが，，，，高高高高いいいい利回利回利回利回りをりをりをりを提供提供提供提供することがすることがすることがすることが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。    

なおなおなおなお，，，，政府政府政府政府がががが最近最近最近最近発行発行発行発行したしたしたした 42424242億億億億ドルドルドルドルのののの国債国債国債国債のののの場合場合場合場合，，，，今年今年今年今年ラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカでででで取引取引取引取引されたされたされたされた債権債権債権債権ののののうちうちうちうち

もっとももっとももっとももっとも高高高高いいいい 11.9511.9511.9511.95％％％％のののの利率利率利率利率がががが設定設定設定設定されたされたされたされた。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ササササ））））基礎食糧品基礎食糧品基礎食糧品基礎食糧品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    
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国家統計局国家統計局国家統計局国家統計局（（（（INEINEINEINE））））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，，，，8888 月月月月のののの基礎食糧品基礎食糧品基礎食糧品基礎食糧品バスケットバスケットバスケットバスケットのののの価格価格価格価格はははは前月比前月比前月比前月比 1.81.81.81.8％％％％増増増増のののの

1,603.981,603.981,603.981,603.98Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。    

価格上昇価格上昇価格上昇価格上昇はははは肉類肉類肉類肉類にににに集中集中集中集中しておりしておりしておりしており，，，，鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉がががが 17.217.217.217.2％％％％，，，，牛肉牛肉牛肉牛肉がががが 3.253.253.253.25％％％％値上値上値上値上がりしたがりしたがりしたがりした。。。。野菜野菜野菜野菜もももも値上値上値上値上がりしがりしがりしがりし，，，，

特特特特にににに，，，，にんじんにんじんにんじんにんじんがががが 12.5812.5812.5812.58％％％％，，，，かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃがががが 9.479.479.479.47％％％％，，，，トマトトマトトマトトマトがががが 6.646.646.646.64％％％％上昇上昇上昇上昇したしたしたした。。。。    

なおなおなおなお，，，，食糧品食糧品食糧品食糧品ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率はははは 8888月月月月まででまででまででまでで累計累計累計累計 17171717％，％，％，％，前年同期前年同期前年同期前年同期はははは 24.2724.2724.2724.27％％％％であであであであったったったった。。。。    

他方他方他方他方，，，，最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金がががが 9999月月月月 1111日日日日からからからから 1,548.211,548.211,548.211,548.21ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバルにににに改正改正改正改正されたがされたがされたがされたが，，，，依然基礎食料品依然基礎食料品依然基礎食料品依然基礎食料品バスケットバスケットバスケットバスケット

価格価格価格価格ををををカバーカバーカバーカバーしていないしていないしていないしていない。。。。    

（（（（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））））    

（（（（シシシシ））））８８８８月月月月のののの失業率失業率失業率失業率    

国家統計局国家統計局国家統計局国家統計局(INE)(INE)(INE)(INE)はははは 8888 月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比でででで 1.3%1.3%1.3%1.3%改善改善改善改善しししし，，，，8.38.38.38.3％％％％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，，，，8888 月月月月ののののインフォーマルセクターインフォーマルセクターインフォーマルセクターインフォーマルセクターにおけるにおけるにおけるにおける就業者数就業者数就業者数就業者数はははは，，，，全体全体全体全体のののの 43.843.843.843.8％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる

5,275,8485,275,8485,275,8485,275,848 名名名名でででで，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 5,181,5535,181,5535,181,5535,181,553 名名名名（（（（43.343.343.343.3％）％）％）％）とととと比比比比べべべべ 94,29594,29594,29594,295 名名名名（（（（0.40.40.40.4％）％）％）％）増加増加増加増加したしたしたした。。。。    

（（（（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））））    

（（（（スススス））））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））））によるによるによるによる経済成長予測経済成長予測経済成長予測経済成長予測    

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，，，，今年今年今年今年ののののベネベネベネベネズエラズエラズエラズエラのののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率をををを 2.82.82.82.8％，％，％，％，インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを 25.825.825.825.8％％％％とのとのとのとの

予想予想予想予想をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは南米南米南米南米ではではではでは最下位最下位最下位最下位，，，，石油輸出国石油輸出国石油輸出国石油輸出国のののの間間間間でもでもでもでも中位中位中位中位のののの位置位置位置位置づけとなったづけとなったづけとなったづけとなった。。。。    

IMFIMFIMFIMF によるとによるとによるとによると，，，，南米南米南米南米のののの経済成長上位国経済成長上位国経済成長上位国経済成長上位国はははは，，，，アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン，，，，チリチリチリチリ，，，，パラグアイパラグアイパラグアイパラグアイ，，，，ペルーペルーペルーペルー，，，，ウルグウルグウルグウルグ

アイアイアイアイでででで 6666----8888％，％，％，％，南米南米南米南米のののの平均値平均値平均値平均値はははは 4.94.94.94.9％％％％とととと予想予想予想予想されているされているされているされている。。。。    

他他他他のののの南米諸国南米諸国南米諸国南米諸国のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率ははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラよりよりよりより高高高高いいいい一方一方一方一方，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率はかなりはかなりはかなりはかなり低低低低くくくく平均平均平均平均 7.97.97.97.9％％％％とととと

予想予想予想予想されているされているされているされている。。。。    

石油輸出国石油輸出国石油輸出国石油輸出国のののの経済見通経済見通経済見通経済見通しはしはしはしは好調好調好調好調でででで，，，，中東中東中東中東・・・・アフリカアフリカアフリカアフリカ北部北部北部北部のののの国国国国々々々々のののの経済成長経済成長経済成長経済成長はははは，，，，平均平均平均平均 4.94.94.94.9％，％，％，％，イイイイ

ンフレンフレンフレンフレ率率率率がががが 10.810.810.810.8％，％，％，％，アフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・サブサブサブサブ････ササササハラハラハラハラ地域地域地域地域のののの経済成長経済成長経済成長経済成長はははは 6666％，％，％，％，インフレインフレインフレインフレ率率率率がががが 9.49.49.49.4％％％％となっとなっとなっとなっ

ているているているている。。。。    

IMFIMFIMFIMF はははは南米地域南米地域南米地域南米地域のののの大部分大部分大部分大部分がががが，，，，順調順調順調順調なななな外国投資外国投資外国投資外国投資やややや交易交易交易交易でででで恩恵恩恵恩恵恩恵をををを受受受受けておりけておりけておりけており，，，，今後今後今後今後もこのもこのもこのもこの傾向傾向傾向傾向はははは続続続続

くとくとくとくと予想予想予想予想するもののするもののするもののするものの，，，，原材料原材料原材料原材料のののの価格価格価格価格によるによるによるによる伸伸伸伸びはびはびはびは将来的将来的将来的将来的にににに減速減速減速減速するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。    

なおなおなおなお，，，，IMFIMFIMFIMF    はははは世界経済全体世界経済全体世界経済全体世界経済全体のののの成長率成長率成長率成長率にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，4.34.34.34.3％％％％からからからから 4444％％％％へとへとへとへと下方修正下方修正下方修正下方修正したしたしたした。。。。    

（（（（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））））    

（（（（セセセセ））））世界経済自由度世界経済自由度世界経済自由度世界経済自由度ランキングランキングランキングランキング    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））カナダカナダカナダカナダののののFraserFraserFraserFraser社及社及社及社及びびびび当国当国当国当国ののののCedice LibertadCedice LibertadCedice LibertadCedice Libertad社社社社がががが共同共同共同共同でででで行行行行ったったったった，，，，世界経済自由度世界経済自由度世界経済自由度世界経済自由度ランキランキランキランキ

ングングングングにおいてにおいてにおいてにおいて，，，，当国当国当国当国はははは調査対象国調査対象国調査対象国調査対象国111141414141ヶヶヶヶ国中国中国中国中139139139139位位位位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されたされたされたされた。。。。    

    同同同同ランキングランキングランキングランキングにおいてにおいてにおいてにおいて当国当国当国当国はははは10101010ポイントポイントポイントポイント中中中中4.284.284.284.28ポイントポイントポイントポイントでででで，，，，140140140140カカカカ国中最下位国中最下位国中最下位国中最下位となったのはとなったのはとなったのはとなったのは

ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー，，，，ジンバブエジンバブエジンバブエジンバブエをかろうじてをかろうじてをかろうじてをかろうじて上回上回上回上回ったったったった。。。。なおなおなおなお，，，，同同同同ランキングランキングランキングランキングはははは上上上上からからからから順順順順にににに香港香港香港香港，，，，シンシンシンシン

ガポールガポールガポールガポール，，，，ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド，，，，スイススイススイススイス，，，，オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアがががが並並並並びびびび，，，，南米南米南米南米ではではではではチリチリチリチリがががが7777番目番目番目番目となったとなったとなったとなった。。。。    

当国当国当国当国はははは，，，，政府政府政府政府のののの大大大大きさきさきさきさ（（（（経済経済経済経済へのへのへのへの関与度関与度関与度関与度））））やややや，，，，法制度法制度法制度法制度，，，，私有財産権私有財産権私有財産権私有財産権といったといったといったといった分野分野分野分野のほかのほかのほかのほか，，，，労働労働労働労働

契約契約契約契約，，，，最低賃金制度最低賃金制度最低賃金制度最低賃金制度，，，，解雇規制解雇規制解雇規制解雇規制といったといったといったといった労働市場労働市場労働市場労働市場のののの質質質質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低低低低いいいい値値値値をををを示示示示したしたしたした。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））同調査同調査同調査同調査ではではではでは，，，，経済経済経済経済のののの自由度自由度自由度自由度がががが高高高高いいいい国国国国ほほほほどどどど，，，，自由度自由度自由度自由度がががが低低低低いいいい国国国国よりもよりもよりもよりも，，，，良好良好良好良好なななな経済状況経済状況経済状況経済状況にあにあにあにあ

ることをることをることをることを示示示示しているしているしているしている。。。。例例例例えばえばえばえば，，，，同調査同調査同調査同調査においてにおいてにおいてにおいて上位上位上位上位4444カカカカ国国国国のののの一人当一人当一人当一人当たりたりたりたりGDPGDPGDPGDPはははは，，，，下位下位下位下位4444カカカカ国国国国のののの一人一人一人一人

当当当当たりたりたりたりGDPGDPGDPGDPのののの8888倍倍倍倍でありでありでありであり，，，，1990199019901990年年年年からのからのからのからの一人一人一人一人あたりあたりあたりあたりGDPGDPGDPGDP成長率成長率成長率成長率もももも，，，，上位上位上位上位4444カカカカ国国国国はははは平均平均平均平均でででで3.07%3.07%3.07%3.07%のののの経済経済経済経済
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成長成長成長成長をしているをしているをしているをしている一方一方一方一方，，，，下位下位下位下位4444カカカカ国国国国はははは平均平均平均平均でででで1.18%1.18%1.18%1.18%にににに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ソソソソ））））自動車自動車自動車自動車のののの国内販売価格国内販売価格国内販売価格国内販売価格をををを規制規制規制規制するするするする法案法案法案法案についてについてについてについて    

リカルドリカルドリカルドリカルド・・・・メンデスメンデスメンデスメンデス科学技術科学技術科学技術科学技術・・・・中工業省中工業省中工業省中工業省（ＭＣＴＩＩ）（ＭＣＴＩＩ）（ＭＣＴＩＩ）（ＭＣＴＩＩ）大臣大臣大臣大臣はははは，，，，自動車自動車自動車自動車のののの販売価格販売価格販売価格販売価格をををを規制規制規制規制すすすす

るとるとるとると先週木曜日先週木曜日先週木曜日先週木曜日にににに発表発表発表発表したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは，，，，２２２２年前年前年前年前，，，，エルエルエルエルビスビスビスビス・・・・アモロソアモロソアモロソアモロソ議員議員議員議員によりによりによりにより法案化法案化法案化法案化のののの動動動動きがきがきがきが

あったものであったものであったものであったもので，，，，自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業のののの代表者代表者代表者代表者とととと国会国会国会国会のののの経済開発小委員会経済開発小委員会経済開発小委員会経済開発小委員会のののの会合後会合後会合後会合後わずかわずかわずかわずか１１１１週間週間週間週間でのでのでのでの発表発表発表発表

となったとなったとなったとなった。。。。    

これにこれにこれにこれに対対対対しししし，，，，自動車販売店自動車販売店自動車販売店自動車販売店はははは「「「「問題問題問題問題はもっとはもっとはもっとはもっと上流部分上流部分上流部分上流部分（（（（輸入輸入輸入輸入・・・・生産生産生産生産からのからのからのからの問題問題問題問題））））にあるにあるにあるにある。。。。現現現現

在在在在のののの国内自動車価格国内自動車価格国内自動車価格国内自動車価格はははは様様様様々々々々ななななレベルレベルレベルレベルにあるひずみのにあるひずみのにあるひずみのにあるひずみの結果結果結果結果であるであるであるである。。。。自動車販売店自動車販売店自動車販売店自動車販売店はははは価格価格価格価格のののの責任責任責任責任をををを

持持持持っていないっていないっていないっていない。。。。もしもしもしもし，，，，政府政府政府政府がががが販売店販売店販売店販売店のののの価格価格価格価格をををを規制規制規制規制しようとするとしようとするとしようとするとしようとすると，（，（，（，（自動車流通自動車流通自動車流通自動車流通にににに））））問題問題問題問題がががが生生生生

じるじるじるじる。。。。幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの販売店販売店販売店販売店でででで不当不当不当不当なやりなやりなやりなやり方方方方をしているのををしているのををしているのををしているのを認認認認めるがめるがめるがめるが，，，，それはそれはそれはそれは結果結果結果結果であってであってであってであって原因原因原因原因ではではではでは

ないないないない。」。」。」。」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。    

自動車政策自動車政策自動車政策自動車政策によるによるによるによる近年近年近年近年のののの高高高高いいいい税金税金税金税金とととと供給供給供給供給のののの崩壊崩壊崩壊崩壊がががが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題であるであるであるである。。。。租税負担租税負担租税負担租税負担ががががコストコストコストコスト構造構造構造構造

にににに大大大大きくきくきくきく響響響響いているいているいているいている。。。。例例例例えばえばえばえば，ＣＩＦ，ＣＩＦ，ＣＩＦ，ＣＩＦ価格価格価格価格（ＣＯＳＴ，ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（ＣＯＳＴ，ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（ＣＯＳＴ，ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（ＣＯＳＴ，ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ    ａｎｄａｎｄａｎｄａｎｄ    ＦＲＥＦＲＥＦＲＥＦＲＥ

ＩＧＨＴＩＧＨＴＩＧＨＴＩＧＨＴのののの略略略略，，，，運賃運賃運賃運賃・・・・保険料込保険料込保険料込保険料込みみみみ受受受受けけけけ渡渡渡渡しししし価格価格価格価格））））がががが１１１１万万万万ドルドルドルドルのののの自動車自動車自動車自動車はははは輸入税輸入税輸入税輸入税((((４０４０４０４０％％％％))))，，，，通関通関通関通関

料金料金料金料金((((１１１１％％％％))))、ＩＶＡ、ＩＶＡ、ＩＶＡ、ＩＶＡ消費税消費税消費税消費税((((１０１０１０１０％％％％))))などなどなどなど他他他他のののの税金税金税金税金でででで１１１１万万万万７７７７千千千千ドルドルドルドルになるになるになるになる、、、、価格価格価格価格がががが３３３３万万万万ドルドルドルドルをををを超超超超

えるえるえるえる場合場合場合場合１０１０１０１０％％％％のののの奢侈税奢侈税奢侈税奢侈税をををを払払払払わねばならないわねばならないわねばならないわねばならない。。。。そのそのそのその上販売店上販売店上販売店上販売店はははは１５１５１５１５％～％～％～％～３４３４３４３４％％％％のののの所得累進税所得累進税所得累進税所得累進税，，，，

１１１１％～％～％～％～３３３３....３８３８３８３８％％％％ののののパテントパテントパテントパテント料料料料，，，，販売店販売店販売店販売店のののの収入収入収入収入によってによってによってによって税金税金税金税金もももも払払払払わねばならないわねばならないわねばならないわねばならない。。。。    

自動車自動車自動車自動車アセンブリーアセンブリーアセンブリーアセンブリー（（（（組立組立組立組立））））会社会社会社会社とととと自動自動自動自動車販売店車販売店車販売店車販売店はははは，「，「，「，「自動車市場自動車市場自動車市場自動車市場のひずみののひずみののひずみののひずみの責任責任責任責任はははは供給不供給不供給不供給不

足足足足にあるにあるにあるにある。。。。政府政府政府政府はははは自動車価格自動車価格自動車価格自動車価格をををを規制規制規制規制するがするがするがするが，，，，問題問題問題問題はそれほどはそれほどはそれほどはそれほど簡単簡単簡単簡単ではないではないではないではない。。。。値段値段値段値段をををを下下下下げるためげるためげるためげるため

にはにはにはには自動車供給自動車供給自動車供給自動車供給がもっとがもっとがもっとがもっと必要必要必要必要であるであるであるである。」。」。」。」とととと指摘指摘指摘指摘したしたしたした。。。。    

２００８２００８２００８２００８年年年年からからからから実施実施実施実施されたされたされたされた完成車完成車完成車完成車のののの輸入規制等輸入規制等輸入規制等輸入規制等のののの政策政策政策政策によりによりによりにより国内自動車生産国内自動車生産国内自動車生産国内自動車生産がががが強化強化強化強化されるとされるとされるとされると

思思思思われたがわれたがわれたがわれたが，，，，それそれそれそれ以来以来以来以来，，，，国内生産量国内生産量国内生産量国内生産量はははは下下下下がりがりがりがり続続続続けているけているけているけている。。。。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（ＣＡＶＥ（ＣＡＶＥ（ＣＡＶＥ（ＣＡＶＥ

ＮＥＺ）ＮＥＺ）ＮＥＺ）ＮＥＺ）によるとによるとによるとによると，，，，２００７２００７２００７２００７年年年年からからからから２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年のののの生産量生産量生産量生産量はははは４０４０４０４０％％％％低下低下低下低下しししし，，，，過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間でででで５５５５５５５５％％％％

低下低下低下低下したしたしたした。。。。今年今年今年今年，，，，自動車組立会社自動車組立会社自動車組立会社自動車組立会社はははは最低限最低限最低限最低限１５１５１５１５％％％％のののの増産増産増産増産をををを計画計画計画計画したがしたがしたがしたが，，，，本年本年本年本年８８８８月月月月までにまでにまでにまでに前年前年前年前年比比比比

３３３３％％％％低下低下低下低下しているしているしているしている。。。。またまたまたまた，，，，来年来年来年来年のののの生産計画生産計画生産計画生産計画もももも１５１５１５１５万台万台万台万台をををを見込見込見込見込んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが，，，，これはこれはこれはこれは２５２５２５２５万台万台万台万台といといといとい

うううう生産能力生産能力生産能力生産能力をををを大大大大きくきくきくきく下回下回下回下回っているっているっているっている。。。。    

完成車完成車完成車完成車のののの輸入輸入輸入輸入についてはについてはについてはについては，，，，政府政府政府政府ががががアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン，，，，エクアドルエクアドルエクアドルエクアドルのようなのようなのようなのような同盟国同盟国同盟国同盟国でででで生産生産生産生産したしたしたした自動自動自動自動

車車車車しかしかしかしか輸入輸入輸入輸入をををを認認認認めないためめないためめないためめないため，，，，完成車完成車完成車完成車のののの輸入量輸入量輸入量輸入量はははは低下低下低下低下しているしているしているしている。。。。自動車組立会社自動車組立会社自動車組立会社自動車組立会社のののの役員役員役員役員はははは「「「「もしもしもしもし

国内自動車生産量国内自動車生産量国内自動車生産量国内自動車生産量とととと完成車完成車完成車完成車のののの輸入輸入輸入輸入がががが回復回復回復回復したらしたらしたらしたら，，，，国内自動車価格国内自動車価格国内自動車価格国内自動車価格はははは下下下下がるだろうがるだろうがるだろうがるだろう。」。」。」。」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））））    

（（（（タタタタ））））当国当国当国当国におけるにおけるにおけるにおける外貨発給状況外貨発給状況外貨発給状況外貨発給状況    

    数年数年数年数年にににに渡渡渡渡りりりり，，，，石油価格石油価格石油価格石油価格がががが上上上上がるとがるとがるとがると外貨外貨外貨外貨のののの割当割当割当割当てててて額額額額もももも増加増加増加増加してきたしてきたしてきたしてきた。。。。しかししかししかししかし，，，，最近最近最近最近はははは，，，，石油価石油価石油価石油価

格格格格がががが上昇上昇上昇上昇しているにもしているにもしているにもしているにも関関関関わらずわらずわらずわらず，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門はははは外貨供給不足外貨供給不足外貨供給不足外貨供給不足にににに苦苦苦苦しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。実際実際実際実際，，，，２００８２００８２００８２００８年年年年

にににに石油価格石油価格石油価格石油価格はははは１１１１バーレルバーレルバーレルバーレル当当当当たりたりたりたり３７３７３７３７％％％％上昇上昇上昇上昇したしたしたした際際際際にはにはにはには，，，，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）はははは輸輸輸輸

入向入向入向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をををを２４２４２４２４％％％％増増増増やしたがやしたがやしたがやしたが，，，，今年今年今年今年，，，，上半期石油価格上半期石油価格上半期石油価格上半期石油価格がががが１１１１バーレルバーレルバーレルバーレル当当当当たりたりたりたり３８３８３８３８％％％％上昇上昇上昇上昇

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，，，，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４４４４....５５５５％％％％減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。    

当国当国当国当国のののの経済分析経済分析経済分析経済分析をををを専門専門専門専門とするとするとするとするＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡ社社社社ののののオリベロスオリベロスオリベロスオリベロス役員役員役員役員はははは「「「「高騰高騰高騰高騰するするするする石石石石
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油価格油価格油価格油価格やややや（（（（大統領大統領大統領大統領））））選挙選挙選挙選挙のののの年年年年をををを考慮考慮考慮考慮してもしてもしてもしても，，，，供給量供給量供給量供給量のののの増増増増えたえたえたえた２００８２００８２００８２００８年年年年のようなのようなのようなのような「「「「おおおお祭祭祭祭りりりり」」」」はははは

今年今年今年今年もももも２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年もももも来来来来ないだろうないだろうないだろうないだろう。。。。何何何何がががが起起起起こっているかとこっているかとこっているかとこっているかと言言言言うとうとうとうと，，，，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（ＰＤ（ＰＤ（ＰＤ（ＰＤ

ＶＳＡ）ＶＳＡ）ＶＳＡ）ＶＳＡ）のののの原油生産原油生産原油生産原油生産がががが停滞停滞停滞停滞しているからしているからしているからしているから，，，，日量日量日量日量４０４０４０４０万万万万バーレルバーレルバーレルバーレルをををを中国中国中国中国ややややカリブカリブカリブカリブ諸国諸国諸国諸国にににに供給供給供給供給してしてしてして

おりおりおりおり，，，，これらのこれらのこれらのこれらの国国国国からはからはからはからは既既既既にににに代金代金代金代金をををを受受受受けけけけ取取取取っているかっているかっているかっているか，，，，物物物物々々々々交換交換交換交換をしているのがをしているのがをしているのがをしているのが実情実情実情実情であるかであるかであるかであるか

らであるらであるらであるらである。。。。更更更更にににに，ＣＡＤＩＶＩ，ＣＡＤＩＶＩ，ＣＡＤＩＶＩ，ＣＡＤＩＶＩはははは承認額承認額承認額承認額のののの４６４６４６４６％％％％をををを食糧食糧食糧食糧，，，，医薬品医薬品医薬品医薬品のののの輸入輸入輸入輸入にににに充充充充てててて，，，，公共部門公共部門公共部門公共部門におにおにおにお

けるけるけるける今年今年今年今年のののの上半期上半期上半期上半期のののの非石油分野非石油分野非石油分野非石油分野のののの輸入量輸入量輸入量輸入量はははは７５７５７５７５％％％％増加増加増加増加しているしているしているしている。（。（。（。（民間部門民間部門民間部門民間部門のののの））））外貨外貨外貨外貨のののの割当割当割当割当てててて

額額額額がががが増加増加増加増加することをすることをすることをすることを期待期待期待期待するのはするのはするのはするのは楽観的楽観的楽観的楽観的であるであるであるである。」。」。」。」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。    

本年本年本年本年１１１１月月月月１１１１日日日日，，，，政府政府政府政府はそれまでのはそれまでのはそれまでのはそれまでの外貨発給外貨発給外貨発給外貨発給におけるにおけるにおけるにおける二重二重二重二重為替為替為替為替レートレートレートレートをををを廃止廃止廃止廃止しししし，，，，優先分野優先分野優先分野優先分野（（（（１１１１

米米米米ドルドルドルドル当当当当たりたりたりたり２２２２....６６６６ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル））））及及及及びびびび非優先分野非優先分野非優先分野非優先分野（（（（１１１１米米米米ドルドルドルドル当当当当たりたりたりたり４４４４....３３３３ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル））））をををを一本化一本化一本化一本化

しししし，，，，公定公定公定公定レートレートレートレートをををを一律一律一律一律１１１１米米米米ドルドルドルドル当当当当たりたりたりたり４４４４....３３３３ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバルにににに切切切切りりりり下下下下げたげたげたげた。。。。これによりこれによりこれによりこれにより非優先分野非優先分野非優先分野非優先分野にににに

属属属属するするするする事業者事業者事業者事業者はははは，，，，必要必要必要必要なななな外貨外貨外貨外貨のののの一部一部一部一部をををを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（ＳＩＴＭＥ）（ＳＩＴＭＥ）（ＳＩＴＭＥ）（ＳＩＴＭＥ）よりよりよりより調達調達調達調達するするするする

他他他他，，，，金金金金（（（（ゴールドゴールドゴールドゴールド））））でででで保証保証保証保証されたされたされたされた並行市場並行市場並行市場並行市場でのでのでのでの外貨調達外貨調達外貨調達外貨調達をををを模索模索模索模索しているしているしているしている。ＳＩＴＭＥ。ＳＩＴＭＥ。ＳＩＴＭＥ。ＳＩＴＭＥははははベネズベネズベネズベネズ

エラエラエラエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）によるによるによるによる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取引取引取引取引システムシステムシステムシステムでありでありでありであり，，，，１１１１米米米米ドルドルドルドル当当当当たりたりたりたり５５５５....３３３３ボリーボリーボリーボリー

バルバルバルバルでででで取引取引取引取引されるされるされるされる。。。。しかししかししかししかし，ＳＩＴＭＥ，ＳＩＴＭＥ，ＳＩＴＭＥ，ＳＩＴＭＥにににに対対対対するするするする外貨申請外貨申請外貨申請外貨申請はははは１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり約約約約１１１１億米億米億米億米ドルドルドルドルとととと推定推定推定推定ささささ

れるがれるがれるがれるが，，，，２５２５２５２５百万米百万米百万米百万米ドルドルドルドルしかしかしかしか供給供給供給供給されていないされていないされていないされていない。ＢＣＶ。ＢＣＶ。ＢＣＶ。ＢＣＶにとってはにとってはにとってはにとっては，，，，外貨供給外貨供給外貨供給外貨供給をををを増増増増やすためやすためやすためやすため，，，，

企画財務省企画財務省企画財務省企画財務省ととととＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡによるによるによるによる新新新新しいしいしいしい債券債券債券債券のののの発行発行発行発行ととととＳＩＴＭＥＳＩＴＭＥＳＩＴＭＥＳＩＴＭＥへのへのへのへの供給供給供給供給がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが，ＳＩ，ＳＩ，ＳＩ，ＳＩ

ＴＭＥＴＭＥＴＭＥＴＭＥはははは優先分野優先分野優先分野優先分野のののの輸入輸入輸入輸入ではないのでではないのでではないのでではないので，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府ははははＳＩＴＭＥＳＩＴＭＥＳＩＴＭＥＳＩＴＭＥでででで取取取取りりりり扱扱扱扱われるわれるわれるわれる債券債券債券債券のののの発行発行発行発行にににに積積積積

極的極的極的極的ではないではないではないではない。。。。    

２００５２００５２００５２００５年年年年からからからから２００９２００９２００９２００９年年年年までのまでのまでのまでの高高高高いいいい外貨収入外貨収入外貨収入外貨収入によりによりによりにより，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府はははは１１１１米米米米ドルドルドルドル当当当当たりたりたりたり２２２２....１５１５１５１５ボボボボ

リーバルリーバルリーバルリーバルのののの為替為替為替為替レートレートレートレートをををを維持維持維持維持したがしたがしたがしたが，，，，今日今日今日今日ではではではでは１１１１米米米米ドルドルドルドル当当当当たりたりたりたり４４４４....３０３０３０３０ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバルにににに切切切切りりりり下下下下げらげらげらげら

れているれているれているれている。。。。当国政府当国政府当国政府当国政府はははは，，，，高高高高いいいいインフレインフレインフレインフレ状況状況状況状況にもにもにもにも拘拘拘拘らずらずらずらず，，，，来年選挙来年選挙来年選挙来年選挙がががが終終終終わるまでわるまでわるまでわるまで為替為替為替為替レートレートレートレートをををを変変変変

更更更更しないしないしないしないシナリオシナリオシナリオシナリオをををを生生生生みみみみ出出出出しているしているしているしている。。。。高高高高いいいいインフレインフレインフレインフレ状態状態状態状態をををを伴伴伴伴ったったったった固定為替固定為替固定為替固定為替レートレートレートレートはははは，，，，ボリーバボリーバボリーバボリーバ

ルルルル通貨通貨通貨通貨をををを過大評価過大評価過大評価過大評価させさせさせさせ，，，，輸入品輸入品輸入品輸入品はははは国産品国産品国産品国産品よりよりよりより安安安安くなりくなりくなりくなり，，，，外貨需要外貨需要外貨需要外貨需要をををを急増急増急増急増させさせさせさせ，，，，国内生産国内生産国内生産国内生産ののののインインインイン

センティブセンティブセンティブセンティブをなくすだろうをなくすだろうをなくすだろうをなくすだろう。。。。    

（（（（26262626 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    

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操業再開操業再開操業再開操業再開    

    5555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はははは，，，，8888月月月月2222日以来労働争議日以来労働争議日以来労働争議日以来労働争議のためのためのためのため停止停止停止停止していたしていたしていたしていたスクレスクレスクレスクレ州州州州のののの組立工場組立工場組立工場組立工場のののの操業操業操業操業をををを

再開再開再開再開したしたしたした。。。。    

    会社側会社側会社側会社側のののの情報筋情報筋情報筋情報筋はははは，，，，労働者労働者労働者労働者のののの85%85%85%85%はははは出勤出勤出勤出勤しししし，，，，組立組立組立組立ラインラインラインライン及及及及びびびび整備部門整備部門整備部門整備部門はははは十分十分十分十分なななな労働者労働者労働者労働者がががが作業作業作業作業にににに

従事従事従事従事してしてしてしているもののいるもののいるもののいるものの，，，，自動車自動車自動車自動車のののの組立作業組立作業組立作業組立作業のののの再開再開再開再開はははは翌日翌日翌日翌日になるとになるとになるとになると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    組合側組合側組合側組合側はははは，，，，裁判所裁判所裁判所裁判所によるによるによるによる会社側会社側会社側会社側がががが労働債務労働債務労働債務労働債務をををを負負負負っていないっていないっていないっていない旨旨旨旨のののの判決判決判決判決をををを下下下下したことにしたことにしたことにしたことに反発反発反発反発しししし，，，，8888

月月月月2222日日日日よりよりよりよりストライキストライキストライキストライキをををを実施実施実施実施していたしていたしていたしていた。。。。    

なおなおなおなお，，，，ロドリゲスロドリゲスロドリゲスロドリゲス組合顧問弁護士組合顧問弁護士組合顧問弁護士組合顧問弁護士はははは，，，，ストライキストライキストライキストライキ中止中止中止中止のののの決定決定決定決定はははは労働者労働者労働者労働者によってなされたとによってなされたとによってなされたとによってなされたと表明表明表明表明

するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，労働者労働者労働者労働者らはらはらはらは要求要求要求要求をををを司法手続司法手続司法手続司法手続きによりきによりきによりきにより実現実現実現実現することをすることをすることをすることを放棄放棄放棄放棄したとしたとしたとしたと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    またまたまたまた同弁護士同弁護士同弁護士同弁護士によるとによるとによるとによると，，，，組合側組合側組合側組合側はははは，，，，会社側会社側会社側会社側がががが労働局労働局労働局労働局にににに提出提出提出提出するするするする労働者労働者労働者労働者10101010人人人人のののの解雇申請解雇申請解雇申請解雇申請のののの取取取取りりりり

下下下下げをげをげをげを求求求求めているがめているがめているがめているが，，，，5555日日日日，，，，10101010名名名名のうちのうちのうちのうち1111名名名名がががが国家警備軍及国家警備軍及国家警備軍及国家警備軍及びびびびスクレスクレスクレスクレ州司法機関州司法機関州司法機関州司法機関によりによりによりにより強制的強制的強制的強制的にににに
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離職離職離職離職となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（6666 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））））「「「「ウィキリークスウィキリークスウィキリークスウィキリークス」」」」によるによるによるによる米外交文書米外交文書米外交文書米外交文書のののの公開公開公開公開    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））中国向中国向中国向中国向けけけけ石油輸出石油輸出石油輸出石油輸出ののののディスカウントディスカウントディスカウントディスカウント    

ウィキリークスウィキリークスウィキリークスウィキリークスによりによりによりにより暴露暴露暴露暴露されたされたされたされた在在在在カラカスカラカスカラカスカラカス米国大使館米国大使館米国大使館米国大使館からからからから国務省宛国務省宛国務省宛国務省宛にににに送付送付送付送付されたされたされたされた米外交公米外交公米外交公米外交公

電電電電のののの2007200720072007年分年分年分年分におけるにおけるにおけるにおける某某某某PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA幹部幹部幹部幹部のののの談談談談によるとによるとによるとによると，，，，中国向中国向中国向中国向けにけにけにけに輸出輸出輸出輸出されたされたされたされた原油原油原油原油はははは1111バレルバレルバレルバレル当当当当たりたりたりたり

20202020（（（（ドルドルドルドル又又又又ははははパーセントパーセントパーセントパーセント，，，，詳細詳細詳細詳細はははは不明不明不明不明））））ディスカウントディスカウントディスカウントディスカウントされてされてされてされていたいたいたいた。。。。PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは新新新新たなたなたなたな契約締結契約締結契約締結契約締結にににに

際際際際しししし，，，，右右右右ディスカウントディスカウントディスカウントディスカウント幅幅幅幅のののの低減低減低減低減をををを求求求求めたがめたがめたがめたが，，，，最終的最終的最終的最終的にはにはにはには同単位同単位同単位同単位でででで18181818までしかまでしかまでしかまでしか低減低減低減低減できできできできなかっなかっなかっなかっ

たたたた。。。。    

    またまたまたまた，，，，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））））のののの某高官某高官某高官某高官ももももPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAからからからから中国向中国向中国向中国向けのけのけのけの石油石油石油石油ははははデデデディスカウントィスカウントィスカウントィスカウントされされされされ

ているているているている旨述旨述旨述旨述べていたべていたべていたべていた。。。。なおなおなおなお，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA及及及及びびびび当国政府当国政府当国政府当国政府はははは，，，，中国向中国向中国向中国向けのけのけのけの原油及原油及原油及原油及びびびび石油製品輸出石油製品輸出石油製品輸出石油製品輸出にあたりにあたりにあたりにあたり，，，，

ディスカウントディスカウントディスカウントディスカウントをををを行行行行っていることをっていることをっていることをっていることを否定否定否定否定しているしているしているしている。。。。    

他方他方他方他方，，，，2010201020102010年年年年2222月月月月のののの米外交公電米外交公電米外交公電米外交公電におけるにおけるにおけるにおける某某某某PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA幹部幹部幹部幹部のののの談談談談としてとしてとしてとして，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府はははは，，，，中国中国中国中国のののの原油輸原油輸原油輸原油輸

入量入量入量入量のののの統計上統計上統計上統計上のののの不一致不一致不一致不一致（（（（注注注注：：：：当国当国当国当国がががが公表公表公表公表するするするする中国向中国向中国向中国向けけけけ輸出量輸出量輸出量輸出量とととと中国中国中国中国がががが公表公表公表公表するするするする輸入量輸入量輸入量輸入量がががが一致一致一致一致しししし

ていないていないていないていない点点点点をををを示唆示唆示唆示唆するとするとするとすると思思思思われるわれるわれるわれる。）。）。）。）からからからから，，，，中国政府中国政府中国政府中国政府はははは（（（（ディスカウントディスカウントディスカウントディスカウント価格価格価格価格でででで購入購入購入購入したしたしたした））））ベベベベ

ネズエネズエネズエネズエララララ産原油産原油産原油産原油をををを，，，，米国米国米国米国，，，，アフリカアフリカアフリカアフリカ，，，，中国以外中国以外中国以外中国以外ののののアジアアジアアジアアジアといったといったといったといった市場市場市場市場にににに売却売却売却売却することですることですることですることで，，，，価格価格価格価格

差差差差によるによるによるによる莫大莫大莫大莫大なななな利益利益利益利益をををを得得得得ているとているとているとていると推測推測推測推測しておりしておりしておりしており，，，，これにこれにこれにこれに対対対対しししし非常非常非常非常なななな不快感不快感不快感不快感をををを抱抱抱抱いているといているといているといていると述述述述べべべべ

たたたた。。。。加加加加えてえてえてえて同幹部同幹部同幹部同幹部はははは，，，，中国中国中国中国はははは原油原油原油原油1111バレルバレルバレルバレル当当当当たりでたりでたりでたりで5555ドルドルドルドルしかしかしかしか当国当国当国当国にににに支払支払支払支払っていないともっていないともっていないともっていないとも述述述述べべべべ，，，，

不満不満不満不満をををを呈呈呈呈したしたしたしたとされるとされるとされるとされる。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン向向向向けけけけ輸出輸出輸出輸出によるによるによるによる損失発生損失発生損失発生損失発生    

    米外交公電米外交公電米外交公電米外交公電のののの2007200720072007年分年分年分年分によるとによるとによるとによると，，，，2004200420042004年年年年ににににアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン向向向向けにけにけにけに輸出輸出輸出輸出されたされたされたされた重油重油重油重油はははは，，，，赤字赤字赤字赤字でのでのでのでの

輸出輸出輸出輸出であったことがであったことがであったことがであったことが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。    

    同公電同公電同公電同公電におけるにおけるにおけるにおける某某某某PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA幹部幹部幹部幹部のののの談談談談によるとによるとによるとによると，，，，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製油所製油所製油所製油所はははは硫硫硫硫黄黄黄黄のののの含有量含有量含有量含有量がががが多多多多いいいいベネベネベネベネ

ズエラズエラズエラズエラ産原油産原油産原油産原油をををを精製精製精製精製できないことからできないことからできないことからできないことから，，，，二国間協定二国間協定二国間協定二国間協定をををを遵守遵守遵守遵守するためにするためにするためにするためにPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは重油重油重油重油をををを出荷出荷出荷出荷せざるせざるせざるせざる

をををを得得得得ずずずず，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは必要必要必要必要にににに迫迫迫迫られられられられ事前事前事前事前ににににメキシコメキシコメキシコメキシコからのからのからのからの重油重油重油重油のののの輸入輸入輸入輸入をををを行行行行ったためったためったためったため，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAがががが2004200420042004年年年年

からからからから2006200620062006年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて行行行行ったったったったアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン向向向向けのけのけのけの重油輸出重油輸出重油輸出重油輸出ではではではでは損失損失損失損失がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。    

    またまたまたまた，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは国内国内国内国内においてもにおいてもにおいてもにおいても製油所製油所製油所製油所のののの問題問題問題問題によりによりによりにより，，，，日量日量日量日量 12121212 万万万万 5,0005,0005,0005,000 バレルバレルバレルバレルののののガソリンガソリンガソリンガソリンのののの輸輸輸輸

入入入入にににに迫迫迫迫られられられられ，，，，そのそのそのそのコストコストコストコストはははは市場価値市場価値市場価値市場価値にににに基基基基づくとづくとづくとづくと 40404040 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たほかするとされたほかするとされたほかするとされたほか，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA はははは潤滑潤滑潤滑潤滑

油油油油のののの精製精製精製精製のためののためののためののための原油原油原油原油がががが足足足足りずにりずにりずにりずに輸入輸入輸入輸入しておりしておりしておりしており，，，，メキシコメキシコメキシコメキシコ産合成原油産合成原油産合成原油産合成原油をををを購入購入購入購入するためにするためにするためにするために，，，，バスバスバスバス

ララララ・・・・ライトライトライトライト((((注注注注：：：：イラクイラクイラクイラク産原油産原油産原油産原油でででで高品質銘柄高品質銘柄高品質銘柄高品質銘柄））））のようなのようなのようなのような高額高額高額高額なななな原油原油原油原油のののの購入購入購入購入にににに迫迫迫迫られるなどられるなどられるなどられるなど，，，，商業商業商業商業

的的的的にににに非合理的非合理的非合理的非合理的なななな取引取引取引取引をををを行行行行っていたっていたっていたっていたとされるとされるとされるとされる。。。。    

（（（（4444 日日日日～～～～6666 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））））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40404040億億億億ドルドルドルドルのののの追加融資追加融資追加融資追加融資    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））2013201320132013年年年年からからからから2030203020302030年年年年におけるにおけるにおけるにおける戦略的投資計画戦略的投資計画戦略的投資計画戦略的投資計画    

    14141414日日日日，，，，当国大統領府当国大統領府当国大統領府当国大統領府においてにおいてにおいてにおいて，，，，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ととととCCCCHEN YUANHEN YUANHEN YUANHEN YUAN中国開発銀行総裁中国開発銀行総裁中国開発銀行総裁中国開発銀行総裁はははは，，，，2013201320132013年年年年からからからから

2030203020302030年年年年におけるにおけるにおけるにおける，，，，建設建設建設建設，，，，通信通信通信通信，，，，保健保健保健保健，，，，農業農業農業農業，，，，技術開発等技術開発等技術開発等技術開発等にかかるにかかるにかかるにかかる戦略的投資計画戦略的投資計画戦略的投資計画戦略的投資計画にににに合意合意合意合意したしたしたした。。。。

両国両国両国両国はははは，，，，2007200720072007年年年年よりよりよりより320320320320億億億億ドルドルドルドルのののの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融資融資融資融資をををを活用活用活用活用しししし，，，，既既既既にににに137137137137にににに及及及及ぶぶぶぶ協力協定協力協定協力協定協力協定をををを
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締結締結締結締結しししし，，，，当国当国当国当国におけるにおけるにおけるにおける共同事業共同事業共同事業共同事業をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

    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はははは，，，，中国向中国向中国向中国向けけけけ原油輸出原油輸出原油輸出原油輸出はははは2005200520052005年年年年にはにはにはには日量日量日量日量5555万万万万バレルバレルバレルバレルであったがであったがであったがであったが，，，，現在現在現在現在はははは

8888倍倍倍倍となるとなるとなるとなる日量日量日量日量40404040万万万万バレルバレルバレルバレルをををを輸出輸出輸出輸出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るとともにべるとともにべるとともにべるとともに，，，，今後今後今後今後はははは日量日量日量日量100100100100万万万万バレルバレルバレルバレルのののの輸出輸出輸出輸出をををを

目指目指目指目指すとすとすとすと述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））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40404040億億億億ドルドルドルドルのののの追加融資追加融資追加融資追加融資    

15151515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，，，，同大統領同大統領同大統領同大統領ととととYYYYUANUANUANUAN中国開発銀行総裁中国開発銀行総裁中国開発銀行総裁中国開発銀行総裁がががが，，，，40404040億億億億ドルドルドルドルのののの追加融資追加融資追加融資追加融資にににに合意合意合意合意

したしたしたした旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。会談会談会談会談にはにはにはには同大統領同大統領同大統領同大統領のののの他他他他，，，，マドゥーロマドゥーロマドゥーロマドゥーロ外務大外務大外務大外務大臣臣臣臣，，，，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石油石油石油

大臣大臣大臣大臣，，，，マネイロマネイロマネイロマネイロ在中国在中国在中国在中国ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ大使大使大使大使，，，，RRRRONGXIANONGXIANONGXIANONGXIAN在在在在ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中国大使中国大使中国大使中国大使がががが同席同席同席同席したしたしたした。。。。    

またまたまたまた，，，，商業並商業並商業並商業並びにびにびにびに石油石油石油石油・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガス及及及及びびびび鉱業鉱業鉱業鉱業のののの2222つのつのつのつの作業委員会作業委員会作業委員会作業委員会がががが作成作成作成作成したしたしたした調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書ががががチャベチャベチャベチャベ

スススス大統領大統領大統領大統領にににに提出提出提出提出されたされたされたされた。。。。    

    委員会委員会委員会委員会にはにはにはに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ののののYUNHAIYUNHAIYUNHAIYUNHAI副社長副社長副社長副社長,Z,Z,Z,ZHIGHANHIGHANHIGHANHIGHAN役員役員役員役員らがらがらがらが，，，，当国当国当国当国からはからはからはからはベタンクールベタンクールベタンクールベタンクール商業大商業大商業大商業大

臣臣臣臣，，，，カーンカーンカーンカーン基礎産業基礎産業基礎産業基礎産業・・・・鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣，，，，マルコマルコマルコマルコ公共銀行大臣公共銀行大臣公共銀行大臣公共銀行大臣，，，，アスドゥルバルアスドゥルバルアスドゥルバルアスドゥルバル・・・・チャベスチャベスチャベスチャベス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

石油副大臣石油副大臣石油副大臣石油副大臣らがらがらがらが出席出席出席出席したしたしたした。。。。    

（（（（ウウウウ））））米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー省省省省によるによるによるによる当国当国当国当国ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー見通見通見通見通しししし    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））非在来型原油非在来型原油非在来型原油非在来型原油のののの競争力向競争力向競争力向競争力向上上上上    

米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー省省省省はははは，，，，2011201120112011----2035203520352035 年年年年ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー見通見通見通見通しにおいてしにおいてしにおいてしにおいて，，，，石油価格石油価格石油価格石油価格のののの継続的継続的継続的継続的なななな高騰高騰高騰高騰によによによによ

りりりり，，，，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重質油重質油重質油重質油，，，，カナダカナダカナダカナダののののオイルオイルオイルオイル････サンドサンドサンドサンド，，，，メキシコメキシコメキシコメキシコ湾湾湾湾のののの超深油田超深油田超深油田超深油田などなどなどなど，，，，採採採採

掘掘掘掘コストコストコストコストがががが高高高高いいいい非在来型原油非在来型原油非在来型原油非在来型原油のののの競争力競争力競争力競争力がががが増増増増すとすとすとす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。。。。    

他方他方他方他方でででで同省同省同省同省はははは，，，，現在天然資源現在天然資源現在天然資源現在天然資源のののの豊富豊富豊富豊富なななな諸国諸国諸国諸国においてにおいてにおいてにおいて資源資源資源資源のののの増産増産増産増産にににに対対対対するするするする政治的障壁政治的障壁政治的障壁政治的障壁がががが存在存在存在存在すすすす

るもののるもののるもののるものの，，，，2015201520152015 年以降障壁年以降障壁年以降障壁年以降障壁がががが消失消失消失消失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。。。。一例一例一例一例としてとしてとしてとして，，，，メキシコメキシコメキシコメキシコややややベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ

にはにはにはには，，，，外国企業外国企業外国企業外国企業にににに対対対対してしてしてして炭化水素資源炭化水素資源炭化水素資源炭化水素資源のののの所有権所有権所有権所有権をををを規制規制規制規制するするするする法律法律法律法律があるががあるががあるががあるが，，，，こうしたこうしたこうしたこうした政策政策政策政策はははは国内国内国内国内

外外外外からのからのからのからの投資意欲投資意欲投資意欲投資意欲をををを減退減退減退減退させさせさせさせ，，，，増産乃至通常増産乃至通常増産乃至通常増産乃至通常のののの生産水準生産水準生産水準生産水準をををを維持維持維持維持することさえもすることさえもすることさえもすることさえも妨妨妨妨げているものげているものげているものげているもの

のののの，，，，2015201520152015 年以降年以降年以降年以降はははは規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和によりによりによりにより外国資本外国資本外国資本外国資本のののの石油生産石油生産石油生産石油生産へのへのへのへの参入参入参入参入がががが認認認認められめられめられめられ，，，，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

におけるにおけるにおけるにおける原油採掘原油採掘原油採掘原油採掘がががが増加増加増加増加するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））石油価格石油価格石油価格石油価格によりによりによりにより異異異異なるなるなるなる予想予想予想予想    

米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー省省省省はははは，，，，昨今昨今昨今昨今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高高高高いいいい原油価格原油価格原油価格原油価格をををを背景背景背景背景にににに，，，，石油産業石油産業石油産業石油産業にににに対対対対するするするする外国外国外国外国かかかか

らのらのらのらの投資投資投資投資にににに対対対対しししし厳厳厳厳しいしいしいしい契約条件契約条件契約条件契約条件をををを課課課課すとともにすとともにすとともにすとともに，，，，埋蔵油埋蔵油埋蔵油埋蔵油へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスをををを厳厳厳厳しくしくしくしく制限制限制限制限するするするする傾向傾向傾向傾向にににに

あるとしたあるとしたあるとしたあるとした。。。。    

そのそのそのその上上上上でででで，，，，シナリオシナリオシナリオシナリオのののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして，，，，2035203520352035 年年年年までまでまでまで 1111 バレルバレルバレルバレル約約約約 125125125125 ドルドルドルドルといったといったといったといった安定安定安定安定したしたしたした石油価石油価石油価石油価

格格格格がががが維持維持維持維持されればされればされればされれば，，，，外国企業外国企業外国企業外国企業においてにおいてにおいてにおいて，，，，契約条件契約条件契約条件契約条件のののの変更変更変更変更やややや投資回収投資回収投資回収投資回収のののの不確実性不確実性不確実性不確実性にににに対対対対するするするする危機感危機感危機感危機感

がががが増増増増しししし，，，，短期的短期的短期的短期的にはにはにはには石油生産力低下石油生産力低下石油生産力低下石油生産力低下，，，，長期的長期的長期的長期的にはにはにはには投資投資投資投資・・・・開発意欲開発意欲開発意欲開発意欲のののの減退減退減退減退をををを招招招招くとくとくとく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。。。。

またまたまたまた，，，，生産量低下生産量低下生産量低下生産量低下のののの傾向傾向傾向傾向はははは生産期間生産期間生産期間生産期間がががが長期化長期化長期化長期化しているしているしているしている油田油田油田油田でででで顕著顕著顕著顕著になるとしになるとしになるとしになるとし，，，，2008200820082008 年年年年にににに日量日量日量日量 200200200200

万万万万バレルバレルバレルバレルをををを記録記録記録記録したしたしたした生産量生産量生産量生産量はははは，，，，2035203520352035 年年年年にはにはにはには日量日量日量日量 30303030 万万万万バレルバレルバレルバレルにまでにまでにまでにまで落落落落ちこむちこむちこむちこむ可能性可能性可能性可能性をををを示唆示唆示唆示唆していしていしていしてい

るるるる。。。。    

他方他方他方他方，，，，石油価格石油価格石油価格石油価格がががが下下下下がったがったがったがった場合場合場合場合にはにはにはには，，，，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へのへのへのへの外国外国外国外国からからからから

のののの投資投資投資投資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，，，，石油契約石油契約石油契約石油契約のののの条件緩和条件緩和条件緩和条件緩和やややや投資環境投資環境投資環境投資環境のののの安定化安定化安定化安定化にににに取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが期待期待期待期待されるされるされるされる

としたとしたとしたとした。。。。    

（（（（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））））    
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（（（（エエエエ））））米米米米エクソンエクソンエクソンエクソンにににに対対対対するするするする国有化補償金国有化補償金国有化補償金国有化補償金にににに関関関関するするするするラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス大臣発言等大臣発言等大臣発言等大臣発言等    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））米米米米エクソンエクソンエクソンエクソンにににに対対対対するするするする国有化補償金国有化補償金国有化補償金国有化補償金にににに関関関関するするするする発言発言発言発言    

（（（（aaaa））））21212121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，，，，ロイターロイターロイターロイター通信通信通信通信にににに対対対対しししし，，，，2007200720072007年年年年ににににPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAがががが国有国有国有国有

化化化化したしたしたした米米米米エクソンエクソンエクソンエクソン出資事業出資事業出資事業出資事業であるであるであるであるララララ・・・・セルバセルバセルバセルバ及及及及びびびびセロセロセロセロ・・・・ネグロネグロネグロネグロ事業事業事業事業のののの補償金補償金補償金補償金をををを10101010億億億億ドルドルドルドルとととと見積見積見積見積

もっているもっているもっているもっている旨発言旨発言旨発言旨発言したしたしたした。。。。    

（（（（bbbb））））他方他方他方他方，，，，20202020日日日日ににににエクソンエクソンエクソンエクソンとのとのとのとの係争案件係争案件係争案件係争案件をををを担当担当担当担当するするするするエスカラエスカラエスカラエスカラ共和国管財長官共和国管財長官共和国管財長官共和国管財長官はははは，，，，現在現在現在現在エクソンエクソンエクソンエクソン

とととと国有化補償金額国有化補償金額国有化補償金額国有化補償金額にににに関関関関しししし交渉中交渉中交渉中交渉中であるとしであるとしであるとしであるとし，，，，エクソンエクソンエクソンエクソンがががが要求額要求額要求額要求額をををを60606060億億億億ドルドルドルドルまでまでまでまで引引引引きききき下下下下げたげたげたげた旨旨旨旨をををを

述述述述べたがべたがべたがべたが，，，，21212121日日日日にににに開開開開かれたかれたかれたかれた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，，，，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，，，，国際投資国際投資国際投資国際投資

係争解決係争解決係争解決係争解決センターセンターセンターセンター（（（（CIADICIADICIADICIADI））））におけるにおけるにおけるにおける調停手続調停手続調停手続調停手続きのきのきのきの枠組枠組枠組枠組みみみみ以外以外以外以外ではではではでは一切交渉一切交渉一切交渉一切交渉をををを行行行行っていないとっていないとっていないとっていないと述述述述

べべべべ，，，，右事実右事実右事実右事実をををを否定否定否定否定したしたしたした。。。。    

（（（（cccc））））エクソンエクソンエクソンエクソンはははは2007200720072007年年年年にににに世銀傘下世銀傘下世銀傘下世銀傘下ののののCIADICIADICIADICIADIににに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をををを提訴提訴提訴提訴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にににに対対対対しししし

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補償金補償金補償金としてとしてとしてとして120120120120億億億億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求求求求めめめめ，，，，2010201020102010年年年年10101010月月月月にはにはにはには右金額右金額右金額右金額をををを120120120120億億億億ドルドルドルドルかかかか

らららら70707070億億億億ドルドルドルドルにににに引引引引きききき下下下下げたげたげたげた。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））CIADICIADICIADICIADIからのからのからのからの脱退脱退脱退脱退    

（（（（aaaa））））外務省外務省外務省外務省のののの内部文書内部文書内部文書内部文書によるとによるとによるとによると，，，，当国当国当国当国政府政府政府政府がががが，，，，CIADICIADICIADICIADIからのからのからのからの脱退脱退脱退脱退をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして，，，，投資協定投資協定投資協定投資協定のののの破破破破

棄通告棄通告棄通告棄通告にににに関関関関しししし検討検討検討検討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明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。    

    投資協定投資協定投資協定投資協定のののの破棄破棄破棄破棄にはにはにはには，，，，定定定定められためられためられためられた手続手続手続手続きのきのきのきの履行履行履行履行がががが必要必要必要必要となることからとなることからとなることからとなることから，，，，政府政府政府政府はははは協定破棄後協定破棄後協定破棄後協定破棄後にににに

予想予想予想予想されるされるされるされる状況状況状況状況についてについてについてについて検討検討検討検討しておりしておりしておりしており，，，，投資協定締結国投資協定締結国投資協定締結国投資協定締結国にににに対対対対しししし協定協定協定協定のののの再交渉再交渉再交渉再交渉をををを求求求求めるめるめるめる告知告知告知告知をををを行行行行

うううう旨記載旨記載旨記載旨記載されていたされていたされていたされていた。。。。またまたまたまた同文書同文書同文書同文書ではではではでは，，，，ALBAALBAALBAALBA及及及及びびびびUNASURUNASURUNASURUNASUR主導主導主導主導によるによるによるによる調停機関設置調停機関設置調停機関設置調停機関設置のののの推進推進推進推進がががが検討検討検討検討

されていたされていたされていたされていた。。。。なおなおなおなお，，，，2007200720072007年年年年にはにはにはには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ががががCIADICIADICIADICIADIからのからのからのからの脱退脱退脱退脱退のののの意向意向意向意向をををを明明明明らかにしたもののらかにしたもののらかにしたもののらかにしたものの，，，，

具体化具体化具体化具体化されていなかったされていなかったされていなかったされていなかった。。。。    

（（（（bbbb））））他方他方他方他方でででで複数複数複数複数のののの企業企業企業企業がががが，，，，当国当国当国当国ががががCIADICIADICIADICIADIからからからから脱退脱退脱退脱退することはすることはすることはすることは規定上規定上規定上規定上，，，，想定想定想定想定されていないとされていないとされていないとされていないと述述述述べべべべ

ているているているている。。。。CIADICIADICIADICIADIではではではでは今今今今までにまでにまでにまでに当国当国当国当国にににに関連関連関連関連するするするする22222222件件件件のののの仲裁要請仲裁要請仲裁要請仲裁要請がありがありがありがあり既既既既にににに5555件件件件がががが解決解決解決解決しているがしているがしているがしているが，，，，

残残残残りりりり17171717件件件件はははは係争係争係争係争がががが継続継続継続継続しておりしておりしておりしており，，，，これらこれらこれらこれら未解決事案未解決事案未解決事案未解決事案にはにはにはには，，，，2007200720072007年年年年にににに仲裁仲裁仲裁仲裁をををを要請要請要請要請したしたしたした米米米米エクソンエクソンエクソンエクソン

及及及及びびびび米米米米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のののの案件案件案件案件，，，，2008200820082008年年年年にににに仲裁仲裁仲裁仲裁をををを要請要請要請要請したしたしたした墨墨墨墨CEMEXCEMEXCEMEXCEMEXのののの事案事案事案事案がががが含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。    

（（（（ⅲⅲⅲⅲ））））ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ国債価格国債価格国債価格国債価格のののの下落下落下落下落    

（（（（aaaa））））14141414日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ国債国債国債国債のののの指標債券指標債券指標債券指標債券であるであるであるであるGlobal27Global27Global27Global27はははは額面価格額面価格額面価格額面価格にににに対対対対しししし66.7566.7566.7566.75％，％，％，％，3333月月月月にににに額面価額面価額面価額面価

格格格格のののの86.586.586.586.5％％％％のののの値値値値をつけたをつけたをつけたをつけたPDVSA20PDVSA20PDVSA20PDVSA2022222222年償還社債年償還社債年償還社債年償還社債はははは76.576.576.576.5％％％％でででで取引取引取引取引されるなどされるなどされるなどされるなど，，，，軒並軒並軒並軒並みみみみ価格価格価格価格がががが下落下落下落下落しししし

たたたた。。。。    

（（（（bbbb））））金融関係者金融関係者金融関係者金融関係者はははは今般今般今般今般のののの価格下落価格下落価格下落価格下落のののの要因要因要因要因をををを，，，，当国当国当国当国がががが外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金のののの一部一部一部一部であるであるであるである金金金金をををを自国自国自国自国へへへへ移送移送移送移送すすすす

るるるる旨発表旨発表旨発表旨発表するとするとするとすると共共共共にににに，，，，投資保護協定投資保護協定投資保護協定投資保護協定にににに関関関関するするするする合意合意合意合意をををを見直見直見直見直すとのすとのすとのすとの報道報道報道報道によりによりによりにより，，，，市場市場市場市場にににに危機感危機感危機感危機感がががが広広広広

がったためであるとがったためであるとがったためであるとがったためであると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    某南米地域某南米地域某南米地域某南米地域のののの債券債券債券債券トレーダートレーダートレーダートレーダーはははは，，，，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病気病気病気病気がががが明明明明るみになりるみになりるみになりるみになり，，，，投資家投資家投資家投資家はははは政権交代政権交代政権交代政権交代

にににに賭賭賭賭けたことからけたことからけたことからけたことから，，，，今年今年今年今年のののの3333月時点月時点月時点月時点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債券債券債券債券はははは値値値値をををを上上上上げたがげたがげたがげたが，，，，現在市場現在市場現在市場現在市場はははは外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備やややや

調停調停調停調停のののの話題話題話題話題にににに注目注目注目注目しししし始始始始めたとしてめたとしてめたとしてめたとして，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ債券価格債券価格債券価格債券価格のののの下落要因下落要因下落要因下落要因にににに関関関関するするするする分析分析分析分析をををを述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（cccc））））債券債券債券債券のののの値下値下値下値下がりによりがりによりがりによりがりにより，，，，財務省乃至財務省乃至財務省乃至財務省乃至PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは，，，，今後今後今後今後のののの資金調達資金調達資金調達資金調達のためにのためにのためにのために新新新新たなたなたなたな債券債券債券債券をををを発行発行発行発行

するするするする際際際際にはにはにはには，，，，高高高高いいいい利子利子利子利子をををを支払支払支払支払うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。    

    金融情報筋金融情報筋金融情報筋金融情報筋によるとによるとによるとによると，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAはははは新新新新たなたなたなたな債券債券債券債券のののの発行発行発行発行をををを今年今年今年今年10101010月月月月にににに予定予定予定予定しておりしておりしておりしており，，，，債券債券債券債券のののの現在現在現在現在のののの相相相相
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場場場場からからからから試算試算試算試算するとするとするとすると，，，，債券債券債券債券のののの発行発行発行発行にはにはにはには史上最高史上最高史上最高史上最高となるとなるとなるとなる14%14%14%14%のののの利払利払利払利払いがいがいがいが必要必要必要必要になるとになるとになるとになると予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。    

（（（（dddd））））他方他方他方他方，，，，政府政府政府政府はははは資金調達資金調達資金調達資金調達にににに加加加加ええええ国内向国内向国内向国内向けにけにけにけにドルドルドルドル供給供給供給供給をををを増加増加増加増加させるためさせるためさせるためさせるため債券発行債券発行債券発行債券発行をををを利用利用利用利用していしていしていしてい

るがるがるがるが，，，，1111ドルドルドルドル＝＝＝＝5.30Bs.F5.30Bs.F5.30Bs.F5.30Bs.Fのののの為替為替為替為替レートレートレートレートをををを維持維持維持維持するためにはするためにはするためにはするためには，，，，市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける債券価格債券価格債券価格債券価格がががが上昇上昇上昇上昇するかするかするかするか，，，，

債券発行母債券発行母債券発行母債券発行母体体体体がががが高高高高いいいい利回利回利回利回りをりをりをりを提供提供提供提供することがすることがすることがすることが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。    

    なおなおなおなお，，，，政府政府政府政府がががが最近発行最近発行最近発行最近発行したしたしたした42424242億億億億ドルドルドルドルのののの国債国債国債国債のののの場合場合場合場合，，，，今年今年今年今年ラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカでででで取引取引取引取引されたされたされたされた債券債券債券債券のののの

うちもっともうちもっともうちもっともうちもっとも高高高高いいいい11.9511.9511.9511.95％％％％のののの利率利率利率利率がががが設定設定設定設定されたされたされたされた。。。。    

（（（（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，，，，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））））    

    

（（（（４４４４））））電力電力電力電力    

（（（（アアアア））））電力公社総裁電力公社総裁電力公社総裁電力公社総裁のののの交代交代交代交代    

7777日付日付日付日付のののの官報官報官報官報にてにてにてにて，，，，電力公社電力公社電力公社電力公社（（（（CCCCORPOELECORPOELECORPOELECORPOELEC))))総裁総裁総裁総裁がががが，，，，アリアリアリアリ・・・・ロドリゲスロドリゲスロドリゲスロドリゲス電力大臣電力大臣電力大臣電力大臣からからからからアルヘニスアルヘニスアルヘニスアルヘニス・・・・

チャベスチャベスチャベスチャベス電力副大臣電力副大臣電力副大臣電力副大臣（（（（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弟弟弟弟））））にににに交代交代交代交代するするするする旨発表旨発表旨発表旨発表されたされたされたされた。。。。    

ロドリゲスロドリゲスロドリゲスロドリゲス電力大臣電力大臣電力大臣電力大臣はははは，，，，今般今般今般今般のののの決定決定決定決定はははは同大臣同大臣同大臣同大臣がががが南米諸国連合南米諸国連合南米諸国連合南米諸国連合（（（（UNASURUNASURUNASURUNASUR))))のののの次期事務局長次期事務局長次期事務局長次期事務局長（（（（任期任期任期任期

2012201220122012 年年年年－－－－2013201320132013 年年年年））））にににに就任就任就任就任することがすることがすることがすることが予定予定予定予定されているためであるとされているためであるとされているためであるとされているためであると述述述述べたべたべたべた。。。。    


