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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１２１２１２１２月月月月））））    

    

１１１１．．．．経済経済経済経済概要概要概要概要    

（（（（１１１１））））経済一般経済一般経済一般経済一般    

●●●●２２２２日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは，，，，１１１１１１１１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１０１０１０１０月月月月のののの１１１１．．．．８８８８％％％％をををを００００．．．．

４４４４％％％％上回上回上回上回るるるる２２２２．．．．２２２２％％％％となったとなったとなったとなった旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

●●●●４４４４日日日日，，，，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１１１１月月月月からからからから１０１０１０１０月月月月のののの徴税額徴税額徴税額徴税額がががが，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比

４２４２４２４２％％％％増増増増となるとなるとなるとなる，，，，１１１１，，，，１７３１７３１７３１７３億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆになったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。またまたまたまた２０２０２０２０日日日日，ＳＥＮＩＡＴ，ＳＥＮＩＡＴ，ＳＥＮＩＡＴ，ＳＥＮＩＡＴ

はははは同年同年同年同年１１１１１１１１月月月月までのまでのまでのまでの徴税額徴税額徴税額徴税額がががが，，，，昨年比昨年比昨年比昨年比４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％増増増増でででで，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年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１１１１，，，，

１００１００１００１００億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆをををを１９１９１９１９．．．．１１１１％％％％上回上回上回上回るるるる１１１１，，，，３１３３１３３１３３１３億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，になったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●７７７７日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは，，，，外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備におけるにおけるにおけるにおける金準備金準備金準備金準備のののの第第第第２２２２回目回目回目回目のののの本国送還本国送還本国送還本国送還

をををを実施実施実施実施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。。。。    

●●●●西西西西ＢＢＶＡ，ＢＢＶＡ，ＢＢＶＡ，ＢＢＶＡ，仏仏仏仏ＢＮＰＢＮＰＢＮＰＢＮＰパリバパリバパリバパリバ及及及及びびびびドイツドイツドイツドイツ銀行銀行銀行銀行のののの３３３３行行行行によりによりによりにより，，，，当国当国当国当国にににに対対対対しししし１６１６１６１６億億億億ユーロユーロユーロユーロののののイイイイ

ンフランフランフランフラ向向向向けけけけ協調融資協調融資協調融資協調融資をををを実施実施実施実施されるされるされるされる旨旨旨旨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。。。。    

●●●●１３１３１３１３日日日日，，，，当国国会当国国会当国国会当国国会がががが２０１２２０１２２０１２２０１２年国家予算案年国家予算案年国家予算案年国家予算案をををを，，，，第一審議第一審議第一審議第一審議におけるにおけるにおけるにおける承認額承認額承認額承認額とととと同額同額同額同額のののの２２２２，，，，９７９７９７９７

８８８８億億億億３３３３，，，，６００６００６００６００万万万万ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）にてにてにてにて承認承認承認承認したしたしたした。。。。    

●●●●１４１４１４１４日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領がががが，，，，公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法にににに基基基基づきづきづきづき価格価格価格価格のののの凍結凍結凍結凍結をををを発表発表発表発表したしたしたした食料品等食料品等食料品等食料品等１１１１

８８８８品目品目品目品目のののの，，，，市販価格市販価格市販価格市販価格のののの上限上限上限上限をををを定定定定めためためためたリストリストリストリストのののの発表発表発表発表をををを当当当当初予定初予定初予定初予定していたしていたしていたしていた１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから

１１１１ヶヶヶヶ月延期月延期月延期月延期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。。。。    

●●●●２０２０２０２０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２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年７７７７月月月月にににに２７０２７０２７０２７０億億億億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，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中中中中

央銀行央銀行央銀行央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）がががが保有保有保有保有するするするする外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備からからからから国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）へのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転のののの

基準額基準額基準額基準額をををを，，，，２６８２６８２６８２６８億億億億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るげるげるげる旨発言旨発言旨発言旨発言したしたしたした。。。。    

●●●●２１２１２１２１日日日日，，，，国連下部組織国連下部組織国連下部組織国連下部組織であるであるであるであるララララ米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ経済委員会経済委員会経済委員会経済委員会（ＣＥＰＡＬ）（ＣＥＰＡＬ）（ＣＥＰＡＬ）（ＣＥＰＡＬ）はははは，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年ののののララララ

米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ諸国諸国諸国諸国におけるにおけるにおけるにおける経済予測経済予測経済予測経済予測をををを発表発表発表発表しししし，，，，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経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率はははは，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年はははは

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの４４４４．．．．３３３３％％％％をををを下回下回下回下回るるるる３３３３．．．．７７７７％％％％になるとになるとになるとになると発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●２４２４２４２４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終身身分保障制終身身分保障制終身身分保障制終身身分保障制をををを延長延長延長延長するするするする旨発表旨発表旨発表旨発表しししし，，，，収入収入収入収入がががが最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの３３３３倍倍倍倍をををを

超超超超えないえないえないえない労働者等労働者等労働者等労働者等のののの解雇解雇解雇解雇，，，，不当不当不当不当なななな雇用条件引雇用条件引雇用条件引雇用条件引きききき下下下下げげげげ及及及及びびびび異動異動異動異動にはにはにはには労働監督官労働監督官労働監督官労働監督官によるによるによるによる承認承認承認承認がががが

必要必要必要必要なななな旨述旨述旨述旨述べたべたべたべた。。。。    

●●●●２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの国家予算国家予算国家予算国家予算はははは，，，，当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額２２２２，，，，０４２０４２０４２０４２億億億億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．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）かかかか

らららら数次数次数次数次にわたるにわたるにわたるにわたる補正予算補正予算補正予算補正予算がががが組組組組まれたまれたまれたまれた結果結果結果結果，，，，１１１１，，，，３７９３７９３７９３７９億億億億Ｂｓ．Ｆ（Ｂｓ．Ｆ（Ｂｓ．Ｆ（Ｂｓ．Ｆ（６７６７６７６７．．．．５５５５％）％）％）％）増加増加増加増加しししし，，，，

最終的最終的最終的最終的にににに３３３３，，，，４２１４２１４２１４２１億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆとなったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●３０３０３０３０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（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは，，，，２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１月月月月にににに行行行行ったったったった通貨切通貨切通貨切通貨切りりりり下下下下げにげにげにげに伴伴伴伴いいいい，，，，

３３３３年間年間年間年間のののの期限期限期限期限をををを設設設設けてけてけてけて利用可能利用可能利用可能利用可能としていたとしていたとしていたとしていた旧紙幣及旧紙幣及旧紙幣及旧紙幣及びびびび通貨通貨通貨通貨にににに関関関関しししし，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年よりよりよりより利用利用利用利用でででで

きなくなるきなくなるきなくなるきなくなる旨旨旨旨，，，，並並並並びにびにびにびに右措置右措置右措置右措置にににに伴伴伴伴いいいい通貨呼称通貨呼称通貨呼称通貨呼称ををををボリバルボリバルボリバルボリバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）からからからからボリボリボリボリ

バルバルバルバル（Ｂｓ）（Ｂｓ）（Ｂｓ）（Ｂｓ）にににに統一統一統一統一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。。。。    

●●●●３０３０３０３０日日日日，，，，メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）総裁総裁総裁総裁はははは，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの当国経済当国経済当国経済当国経済にににに関関関関するするするする総括総括総括総括をををを発発発発

表表表表しししし，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年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２７２７２７２７．．．．６６６６％，％，％，％，全体全体全体全体ののののＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率成長率成長率成長率はははは４４４４％％％％ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長とととと

なったなったなったなった。。。。    
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（（（（２２２２））））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    

●●●●２２２２日日日日，，，，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（ＰＤＶＳＡ）（ＰＤＶＳＡ）（ＰＤＶＳＡ）（ＰＤＶＳＡ）においてにおいてにおいてにおいて，，，，１４１４１４１４カカカカ国国国国のののの代表代表代表代表がががが参加参加参加参加してしてしてして第第第第８８８８回回回回ペペペペ

トロカリブトロカリブトロカリブトロカリブ会合会合会合会合がががが開催開催開催開催されたされたされたされた。。。。    

●●●●１３１３１３１３日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス石油石油石油石油・・・・鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣はははは，，，，１４１４１４１４日日日日ににににウィーンウィーンウィーンウィーンでででで開催開催開催開催されるされるされるされる第第第第１６０１６０１６０１６０回回回回ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ

定例総会定例総会定例総会定例総会にむけてにむけてにむけてにむけて，，，，他参加国他参加国他参加国他参加国にににに生産枠生産枠生産枠生産枠のののの遵守遵守遵守遵守をををを訴訴訴訴えるえるえるえる旨発言旨発言旨発言旨発言したしたしたした。。。。    

●●●●１３１３１３１３日日日日，，，，ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡはははは米子会社米子会社米子会社米子会社ＣＩＧＯＣＩＧＯＣＩＧＯＣＩＧＯをををを通通通通じじじじ，，，，第第第第７７７７回目回目回目回目となるとなるとなるとなる米国米国米国米国のののの貧困層向貧困層向貧困層向貧困層向けにけにけにけに暖房暖房暖房暖房

用用用用のののの燃料燃料燃料燃料をををを配給配給配給配給するするするする事業事業事業事業をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。    

●●●●２３２３２３２３日日日日，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡはははは，，，，子会社子会社子会社子会社ののののＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡガスガスガスガスがががが準石油準石油準石油準石油メジャーメジャーメジャーメジャーであるであるであるである伊伊伊伊ＥＮＩＥＮＩＥＮＩＥＮＩ及及及及びびびび西西西西

ＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムがががが開発開発開発開発をををを進進進進めるめるめるめる南米南米南米南米でもでもでもでも最大級最大級最大級最大級のののの発見発見発見発見となったとなったとなったとなった，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ

湾湾湾湾カルドンカルドンカルドンカルドン第第第第４４４４鉱区鉱区鉱区鉱区からからからから産出産出産出産出するするするする天然天然天然天然ガスガスガスガスのののの購入購入購入購入をををを決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

（（（（３３３３））））国有化国有化国有化国有化    

●●●●１１１１日日日日，，，，墨墨墨墨ＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸはははは，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府によりによりによりにより２００８２００８２００８２００８年年年年８８８８月月月月にににに国有化国有化国有化国有化されたされたされたされたベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ子会社子会社子会社子会社のののの

国有化国有化国有化国有化補償金補償金補償金補償金のののの支払支払支払支払いにいにいにいに関関関関しししし，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府よりよりよりより６６６６億億億億ドルドルドルドルのののの補償補償補償補償をををを受受受受けることでけることでけることでけることで合意合意合意合意にににに至至至至ったったったっ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。。。。    

●●●●民間調査機関民間調査機関民間調査機関民間調査機関ＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡはははは，，，，当国当国当国当国がががが抱抱抱抱えるえるえるえる国有化国有化国有化国有化によるによるによるによる未払未払未払未払いいいい額額額額はははは，，，，外貨保外貨保外貨保外貨保

有額有額有額有額のののの２７８２７８２７８２７８億億億億ドルドルドルドルのののの７９７９７９７９％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる，，，，２２０２２０２２０２２０億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとのするとのするとのするとの分析分析分析分析をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●３１３１３１３１日日日日，，，，国際商工会議所国際商工会議所国際商工会議所国際商工会議所（ＩＣＣ）（ＩＣＣ）（ＩＣＣ）（ＩＣＣ）はははは，，，，２００６２００６２００６２００６年年年年にににに当国政府当国政府当国政府当国政府がががが国有化国有化国有化国有化をををを行行行行いいいい，，，，国有化資産国有化資産国有化資産国有化資産

（（（（原油生産子会社原油生産子会社原油生産子会社原油生産子会社））））をををを保有保有保有保有していたしていたしていたしていた米米米米エクソンエクソンエクソンエクソンががががＩＣＣＩＣＣＩＣＣＩＣＣにににに調停調停調停調停をををを申申申申しししし立立立立てていたてていたてていたてていた件件件件にににに関関関関しししし，Ｐ，Ｐ，Ｐ，Ｐ

ＤＶＳＡＤＶＳＡＤＶＳＡＤＶＳＡにににに対対対対しししし約約約約９９９９億億億億７００７００７００７００万万万万ドルドルドルドルををををエクソンエクソンエクソンエクソンへへへへ支払支払支払支払うよううよううよううよう決定決定決定決定をををを下下下下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一方一方一方一方，Ｐ，Ｐ，Ｐ，Ｐ

ＤＶＳＡＤＶＳＡＤＶＳＡＤＶＳＡはははは２２２２億億億億５５５５，，，，５００５００５００５００万万万万ドルドルドルドルしかしかしかしかエクソンエクソンエクソンエクソンにににに対対対対しししし支払支払支払支払わないわないわないわない旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

（（（（４４４４））））電力電力電力電力    

●●●●２２２２２２２２日日日日，，，，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，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの発電能力発電能力発電能力発電能力のののの増加量増加量増加量増加量がががが約約約約２２２２，，，，２００２００２００２００メガワットメガワットメガワットメガワット

（ＭＷ）（ＭＷ）（ＭＷ）（ＭＷ）であったとであったとであったとであったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    

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

（（（（１１１１））））    経済一般経済一般経済一般経済一般    

（（（（アアアア））））１１１１１１１１月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率    

    ２２２２日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは１１１１１１１１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１０１０１０１０月月月月のののの１１１１．．．．８８８８％％％％をををを００００．．．．４４４４％％％％

上回上回上回上回るるるる２２２２．．．．２２２２％％％％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。。。。なおなおなおなお，，，，１１１１月月月月からのからのからのからの累積累積累積累積インフレインフレインフレインフレ率率率率はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの２４２４２４２４．．．．

９９９９％％％％よりよりよりより若干高若干高若干高若干高いいいい２５２５２５２５．．．．４４４４％，％，％，％，昨年昨年昨年昨年１１１１１１１１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，，，，前年度同期前年度同期前年度同期前年度同期のののの２２２２

７７７７％％％％よりよりよりより若干若干若干若干高高高高いいいい２７２７２７２７．．．．６６６６％％％％となったとなったとなったとなった。。。。    

特特特特にににに，，，，住宅住宅住宅住宅サービスサービスサービスサービスがががが５５５５％，％，％，％，アルコールアルコールアルコールアルコール・・・・タバコタバコタバコタバコがががが４４４４．．．．１１１１％，％，％，％，食糧品食糧品食糧品食糧品・・・・ノンアルコールノンアルコールノンアルコールノンアルコール飲料飲料飲料飲料

２２２２．．．．８８８８％，％，％，％，加工食品加工食品加工食品加工食品がががが３３３３．．．．１１１１％，％，％，％，レストランレストランレストランレストラン・・・・ホテルホテルホテルホテルがががが２２２２．．．．４４４４％％％％とととと，，，，平均平均平均平均をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。他方他方他方他方，，，，

通信通信通信通信（（（（００００．．．．１１１１％），％），％），％），賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅（（（（００００．．．．７７７７％），％），％），％），教育教育教育教育（（（（１１１１．．．．００００％），％），％），％），家具家具家具家具（（（（１１１１．．．．２２２２％），％），％），％），医療費医療費医療費医療費（（（（１１１１．．．．

６６６６％），％），％），％），交通費交通費交通費交通費（（（（１１１１．．．．８８８８％）％）％）％）等等等等のののの項目項目項目項目ではではではでは平均平均平均平均をををを下回下回下回下回ったったったった。。。。    

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

（（（（イイイイ））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 1111 月月月月からからからから１０１０１０１０月月月月のののの徴税額徴税額徴税額徴税額    

    ４４４４日日日日，，，，徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁徴税監督庁はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月からからからから１０１０１０１０月月月月のののの徴税額徴税額徴税額徴税額がががが，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比４２４２４２４２％％％％増増増増となるとなるとなるとなる，，，，１１１１，，，，

１７３１７３１７３１７３億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆになったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。内訳内訳内訳内訳はははは，，，，付加価値税付加価値税付加価値税付加価値税がががが昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比４７４７４７４７．．．．４４４４％％％％増増増増のののの６６６６６６６６

２２２２億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，法人税法人税法人税法人税がががが昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比３０３０３０３０．．．．５５５５％％％％増増増増となるとなるとなるとなる３０８３０８３０８３０８億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，関税収入関税収入関税収入関税収入がががが同同同同３５３５３５３５．．．．

２２２２％％％％増増増増となるとなるとなるとなる１１９１１９１１９１１９億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆとなったとなったとなったとなった。。。。そのそのそのその他他他他，，，，タバコタバコタバコタバコ税税税税がががが４９４９４９４９億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，酒税酒税酒税酒税がががが１５１５１５１５億億億億
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Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆであったであったであったであった。。。。    

    なおなおなおなお，，，，今般今般今般今般のののの徴税額徴税額徴税額徴税額はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年予算年予算年予算年予算においてにおいてにおいてにおいて定定定定められためられためられためられた１１１１年間年間年間年間のののの徴税目標徴税目標徴税目標徴税目標をををを達成達成達成達成したしたしたした。。。。まままま

たたたた，，，，徴税額徴税額徴税額徴税額がががが前年比前年比前年比前年比ででででインフレインフレインフレインフレ率率率率（（（（昨年昨年昨年昨年１０１０１０１０月月月月からのからのからのからの累積累積累積累積でででで２６２６２６２６．．．．９９９９％）％）％）％）をををを上回上回上回上回ったのはったのはったのはったのは２０２０２０２０

０７０７０７０７年年年年ぶりとなるぶりとなるぶりとなるぶりとなる。。。。    

他方他方他方他方２０２０２０２０日日日日，ＳＥＮＩＡＴ，ＳＥＮＩＡＴ，ＳＥＮＩＡＴ，ＳＥＮＩＡＴはははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１１１１１月月月月までのまでのまでのまでの徴税額徴税額徴税額徴税額がががが，，，，昨年比昨年比昨年比昨年比４２４２４２４２．．．．５５５５％％％％増増増増でででで，，，，２２２２

０１１０１１０１１０１１年年年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１１１１，，，，１００１００１００１００億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆをををを１９１９１９１９．．．．１１１１％％％％上回上回上回上回るるるる１１１１，，，，３１３３１３３１３３１３億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，

になったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    内訳内訳内訳内訳はははは，，，，法人税法人税法人税法人税がががが昨年比昨年比昨年比昨年比３０３０３０３０％％％％となるとなるとなるとなる３３７３３７３３７３３７億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，付加価値税付加価値税付加価値税付加価値税（ＩＶＡ）（ＩＶＡ）（ＩＶＡ）（ＩＶＡ）がががが同同同同４８４８４８４８％％％％

増増増増となるとなるとなるとなる７４６７４６７４６７４６億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，関税関税関税関税がががが同同同同７１７１７１７１％％％％増増増増となるとなるとなるとなる１３５１３５１３５１３５億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆであったであったであったであった。。。。    

（（（（５５５５日付日付日付日付，，，，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））））    

（（（（ウウウウ））））外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備のののの金準備第金準備第金準備第金準備第２２２２回本国送還回本国送還回本国送還回本国送還    

    ７７７７日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは，，，，外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備におけるにおけるにおけるにおける金準備金準備金準備金準備のののの第第第第２２２２回目回目回目回目のののの本国送還本国送還本国送還本国送還をををを

実施実施実施実施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。。。。右金準備右金準備右金準備右金準備はははは，，，，１９８６１９８６１９８６１９８６年年年年からからからから１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年にににに政府政府政府政府ががががＩＭＦＩＭＦＩＭＦＩＭＦからのからのからのからの金融支援金融支援金融支援金融支援

をををを受受受受けたけたけたけた際際際際にににに保証保証保証保証としてとしてとしてとして欧州欧州欧州欧州のののの銀行銀行銀行銀行にににに預託預託預託預託したしたしたした２１８２１８２１８２１８．．．．０６０６０６０６トントントントン（（（（総量総量総量総量３７２３７２３７２３７２．．．．５３５３５３５３トントントントンのののの約約約約

６６６６割割割割））））のののの一部一部一部一部でででで，，，，１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日にににに第第第第１１１１回目回目回目回目のののの本国送還本国送還本国送還本国送還がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。    

    （（（（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））））    

（（（（エエエエ））））西西西西，，，，仏仏仏仏，，，，独金融機関独金融機関独金融機関独金融機関によるによるによるによる政府向政府向政府向政府向けのけのけのけの１６１６１６１６億億億億ユーロユーロユーロユーロのののの融資実施融資実施融資実施融資実施    

    西西西西ＢＢＶＡ，ＢＢＶＡ，ＢＢＶＡ，ＢＢＶＡ，仏仏仏仏ＢＮＰＢＮＰＢＮＰＢＮＰパリバパリバパリバパリバ及及及及びびびびドイツドイツドイツドイツ銀行銀行銀行銀行のののの３３３３行行行行によりによりによりにより，，，，当国当国当国当国にににに対対対対しししし１６１６１６１６億億億億ユーロユーロユーロユーロののののインインインイン

フラフラフラフラ向向向向けけけけ協調融資協調融資協調融資協調融資をををを実施実施実施実施されるされるされるされる旨旨旨旨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。。。。同融資同融資同融資同融資のののの条件条件条件条件はははは２００５２００５２００５２００５年年年年にににに国会国会国会国会のののの財政財政財政財政・・・・

経済開発委員会経済開発委員会経済開発委員会経済開発委員会においてにおいてにおいてにおいて承認済承認済承認済承認済みでみでみでみで，，，，ロボロボロボロボ国会議員国会議員国会議員国会議員によるとによるとによるとによると，，，，同融資同融資同融資同融資はははは２０１２２０１２２０１２２０１２年国家予算年国家予算年国家予算年国家予算にににに

組組組組みみみみ入入入入れられるれられるれられるれられる。。。。    

    ３３３３行行行行のののの融資額融資額融資額融資額のののの内訳内訳内訳内訳はははは，，，，西西西西ＢＢＶＡＢＢＶＡＢＢＶＡＢＢＶＡがががが２２２２億億億億８８８８，，，，３７０３７０３７０３７０万万万万ユーロユーロユーロユーロをををを返済期間返済期間返済期間返済期間１２１２１２１２年年年年でででで火力発電火力発電火力発電火力発電

向向向向けにけにけにけに，，，，仏仏仏仏ＢＮＰＢＮＰＢＮＰＢＮＰパリバパリバパリバパリバがががが６６６６億億億億６６６６，，，，７００７００７００７００万万万万ユーロユーロユーロユーロをををを同同同同１１１１１１１１年年年年でででで地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄ロスロスロスロス・・・・テケステケステケステケス第第第第２２２２号線号線号線号線

向向向向けにけにけにけに，，，，ドイツドイツドイツドイツ銀行銀行銀行銀行がががが６６６６億億億億４４４４，，，，１００１００１００１００万万万万ユーロユーロユーロユーロをををを同同同同１２１２１２１２年年年年でででで地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄カラカスカラカスカラカスカラカス第第第第１１１１号線向号線向号線向号線向けにけにけにけに融融融融

資資資資するするするする予定予定予定予定となっているとなっているとなっているとなっている。。。。なおなおなおなお，，，，同融資同融資同融資同融資はははは各国各国各国各国のののの機関機関機関機関によりによりによりにより１２１２１２１２％％％％からからからから１４１４１４１４％％％％のののの補償料率補償料率補償料率補償料率でででで，，，，

保険保険保険保険がががが付保付保付保付保されているされているされているされている。。。。    

（（（（８８８８日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

（（（（オオオオ））））国会国会国会国会におけるにおけるにおけるにおける２０１２２０１２２０１２２０１２年国家予算年国家予算年国家予算年国家予算のののの承認承認承認承認    

１３１３１３１３日日日日，，，，当国国会当国国会当国国会当国国会はははは２０１２２０１２２０１２２０１２年国家予算年国家予算年国家予算年国家予算案案案案をををを２２２２，，，，９７８９７８９７８９７８億億億億３３３３，，，，６００６００６００６００万万万万ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルフエルフエルフエル

テテテテ（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）にてにてにてにて承認承認承認承認したしたしたした。。。。同予算同予算同予算同予算のうちのうちのうちのうち５５５５５５５５．．．．４４４４％（％（％（％（１１１１，，，，６５０６５０６５０６５０億億億億１００１００１００１００万万万万ドルドルドルドル））））がががが経常経常経常経常

収入収入収入収入，，，，２２２２２２２２．．．．８８８８％（％（％（％（６７９６７９６７９６７９億億億億６００６００６００６００万万万万ドルドルドルドル））））がががが石油収入石油収入石油収入石油収入，，，，２１２１２１２１．．．．８８８８％（％（％（％（６４９６４９６４９６４９億億億億２２２２，，，，８００８００８００８００万万万万

ドルドルドルドル））））がががが国債発行国債発行国債発行国債発行によるものによるものによるものによるもの。。。。    

他方他方他方他方，，，，国会国会国会国会はははは併併併併せてせてせてせて借款法借款法借款法借款法をををを８１１８１１８１１８１１億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆにてにてにてにて承認承認承認承認したしたしたした。。。。    

（（（（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））））    

((((カカカカ))))公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法（（（（価格上限価格上限価格上限価格上限リストリストリストリスト公表公表公表公表のののの延期延期延期延期））））    

１４１４１４１４日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法にににに基基基基づきづきづきづき価格価格価格価格のののの凍結凍結凍結凍結をををを発表発表発表発表したしたしたした食料品等食料品等食料品等食料品等１８１８１８１８

品目品目品目品目のののの，，，，市販価格市販価格市販価格市販価格のののの上限上限上限上限をををを定定定定めためためためたリストリストリストリストのののの発発発発表時期表時期表時期表時期をををを当初予定当初予定当初予定当初予定していたしていたしていたしていた，，，，１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから明明明明

年年年年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日にににに延期延期延期延期するするするする旨述旨述旨述旨述べるとべるとべるとべると共共共共にににに，，，，右上限右上限右上限右上限にににに基基基基づくづくづくづく商品価格商品価格商品価格商品価格のののの改定時期改定時期改定時期改定時期はははは（（（（当初予定当初予定当初予定当初予定ささささ

れていたれていたれていたれていた明年明年明年明年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから））））明年明年明年明年２２２２月月月月にずれにずれにずれにずれ込込込込むとむとむとむと述述述述べたべたべたべた。。。。    

延期延期延期延期のののの要因要因要因要因としてとしてとしてとしてコストコストコストコスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁はははは，，，，価格凍結対象価格凍結対象価格凍結対象価格凍結対象となるとなるとなるとなる品目品目品目品目のののの生産及生産及生産及生産及びびびび輸入等輸入等輸入等輸入等をををを行行行行うううう企企企企

業業業業によるによるによるによる情報情報情報情報のののの提出提出提出提出がががが，，，，内容内容内容内容のののの不備等不備等不備等不備等によりによりによりにより終了終了終了終了していないしていないしていないしていない旨旨旨旨をををを上上上上げげげげ，，，，同庁同庁同庁同庁はははは当初当初当初当初１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日
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であったであったであったであった提出期限提出期限提出期限提出期限をををを１２１２１２１２月月月月３０３０３０３０日日日日までまでまでまで延長延長延長延長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。。。。    

（（（（１５１５１５１５日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙，，，，ウルティマスウルティマスウルティマスウルティマス・・・・ノティシアスノティシアスノティシアスノティシアス紙紙紙紙））））    

（（（（キキキキ））））外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備からからからから国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（ＦＯＮ（ＦＯＮ（ＦＯＮ（ＦＯＮＤＥＮ）ＤＥＮ）ＤＥＮ）ＤＥＮ）へのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転基準基準基準基準額額額額のののの引引引引きききき下下下下げげげげ    

    ２０２０２０２０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７７７７月月月月にににに２７０２７０２７０２７０億億億億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，，，，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（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ（ＢＣ

Ｖ）Ｖ）Ｖ）Ｖ）がががが保有保有保有保有するするするする外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備からからからから国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）へのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転のののの基準額基準額基準額基準額をををを，，，，２６８２６８２６８２６８

億億億億までまでまでまで引引引引きききき下下下下げるげるげるげる旨発言旨発言旨発言旨発言したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，同発言同発言同発言同発言ははははメルコスールメルコスールメルコスールメルコスール・・・・サミットサミットサミットサミット中中中中にににに述述述述べられたべられたべられたべられた。。。。    

    現時点現時点現時点現時点におけるにおけるにおけるにおけるＢＣＶＢＣＶＢＣＶＢＣＶのののの外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金はははは２７９２７９２７９２７９億億億億２２２２，，，，３００３００３００３００万万万万ドルドルドルドルでででで，，，，上限額上限額上限額上限額がががが引引引引きききき下下下下げられげられげられげられ

ればればればれば１１１１１１１１億億億億２２２２，，，，３００３００３００３００万万万万ドルドルドルドルががががＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮへへへへ移転移転移転移転されることとなるされることとなるされることとなるされることとなる。。。。    

    中銀法中銀法中銀法中銀法によるとによるとによるとによると，ＢＣＶ，ＢＣＶ，ＢＣＶ，ＢＣＶはははは年年年年２２２２回回回回ＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮへのへのへのへの資金移転資金移転資金移転資金移転がががが義務付義務付義務付義務付けられておけられておけられておけられておりりりり，，，，２０１２０１２０１２０１

１１１１年年年年はははは２３２３２３２３億億億億ドルドルドルドルををををＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮＦＯＮＤＥＮへへへへ移転移転移転移転しているしているしているしている。。。。なおなおなおなお，ＦＯＮＤＥＮ，ＦＯＮＤＥＮ，ＦＯＮＤＥＮ，ＦＯＮＤＥＮにはにはにはにはＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡからもからもからもからも

２０１１２０１１２０１１２０１１年上半期時点年上半期時点年上半期時点年上半期時点までにまでにまでにまでに累計累計累計累計でででで７２７２７２７２億億億億ドルドルドルドルのののの資金移転資金移転資金移転資金移転がなされているがなされているがなされているがなされている。。。。    

（（（（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））））ララララ米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ経済委員会経済委員会経済委員会経済委員会によるによるによるによる２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年のののの経済予測経済予測経済予測経済予測    

    ２１２１２１２１日日日日，，，，国連下部組織国連下部組織国連下部組織国連下部組織であるであるであるであるララララ米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ経済委員会経済委員会経済委員会経済委員会（ＣＥＰＡＬ）（ＣＥＰＡＬ）（ＣＥＰＡＬ）（ＣＥＰＡＬ）はははは，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年ののののララララ米米米米・・・・

カリブカリブカリブカリブ諸国諸国諸国諸国におけるにおけるにおけるにおける経済予測経済予測経済予測経済予測をををを発表発表発表発表しししし，，，，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経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率はははは，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年はははは２０１１２０１１２０１１２０１１

年年年年のののの４４４４．．．．３３３３％％％％をををを下回下回下回下回るるるる３３３３．．．．７７７７％％％％になるとになるとになるとになると発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    同委員会同委員会同委員会同委員会はははは各国各国各国各国のののの成長予測成長予測成長予測成長予測をををを，，，，ベネズエベネズエベネズエベネズエララララはははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの４４４４．．．．２２２２％％％％からからからから２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年はははは３３３３％％％％にににに

下落下落下落下落するとするとするとするとしたほかしたほかしたほかしたほか，，，，他他他他のののの主要各国主要各国主要各国主要各国はははは，，，，ブラジルブラジルブラジルブラジルのののの成長予測成長予測成長予測成長予測がががが２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの２２２２．．．．９９９９％％％％からからからから２０２０２０２０

１２１２１２１２年年年年がががが３３３３．．．．５５５５％％％％へへへへ上昇上昇上昇上昇したしたしたした他他他他はははは，，，，チリチリチリチリはははは同同同同６６６６．．．．３３３３％％％％からからからから４４４４．．．．２２２２％，％，％，％，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアはははは５５５５．．．．５５５５％％％％かかかか

らららら４４４４．．．．５５５５％，％，％，％，メキシコメキシコメキシコメキシコはははは４４４４．．．．００００％％％％からからからから３３３３．．．．３３３３％，％，％，％，ペルーペルーペルーペルーはははは７７７７％％％％からからからから５５５５％％％％へとへとへとへと下落下落下落下落するとするとするとすると予測予測予測予測しししし

たたたた。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ケケケケ））））終身身分保障制終身身分保障制終身身分保障制終身身分保障制のののの延長延長延長延長    

２４２４２４２４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終身身分保障制終身身分保障制終身身分保障制終身身分保障制のののの延長延長延長延長をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。延長期間延長期間延長期間延長期間はははは２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年１１１１月月月月かかかか

らららら１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日日日日まででまででまででまでで，，，，同制度同制度同制度同制度はははは最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの３３３３倍倍倍倍をををを超超超超えないえないえないえない収入収入収入収入のののの労労労労働者働者働者働者をををを対象対象対象対象とするがとするがとするがとするが，，，，基基基基

準値内準値内準値内準値内のののの所得所得所得所得であってもであってもであってもであっても，，，，経営幹部経営幹部経営幹部経営幹部またはまたはまたはまたは管理職管理職管理職管理職，，，，雇用開始雇用開始雇用開始雇用開始からからからから３３３３ヶヶヶヶ月月月月をををを超超超超えないえないえないえない者者者者，，，，短期短期短期短期・・・・

臨時雇用者臨時雇用者臨時雇用者臨時雇用者にはにはにはには終身雇用保障終身雇用保障終身雇用保障終身雇用保障はははは適応適応適応適応されないされないされないされない。。。。    

同制度同制度同制度同制度によりによりによりにより雇用主雇用主雇用主雇用主はははは，，，，事前事前事前事前にににに労働監督官労働監督官労働監督官労働監督官によりによりによりにより承認承認承認承認されたされたされたされた公正公正公正公正なななな理由理由理由理由がなければがなければがなければがなければ，，，，制度制度制度制度のののの

保護対象保護対象保護対象保護対象となるとなるとなるとなる労働者労働者労働者労働者をををを，，，，解雇解雇解雇解雇，，，，不当不当不当不当なななな雇用条件引雇用条件引雇用条件引雇用条件引きききき下下下下げげげげ及及及及びびびび異動異動異動異動させることができないさせることができないさせることができないさせることができない。。。。    

なおなおなおなお，，，，今般今般今般今般のののの延長延長延長延長はははは１８１８１８１８回目回目回目回目でででで，，，，同制度同制度同制度同制度はははは２００２２００２２００２２００２年年年年５５５５月月月月のののの施行施行施行施行からからからから約約約約１０１０１０１０年間継続年間継続年間継続年間継続されるされるされるされる

こととなることとなることとなることとなる。。。。    

当国当国当国当国のののの１１１１１１１１月月月月のののの失業率失業率失業率失業率はははは６６６６．．．．２２２２％％％％とととと発表発表発表発表されておりされておりされておりされており，，，，政府政府政府政府はははは同制度同制度同制度同制度のののの延長延長延長延長によりによりによりにより失業率失業率失業率失業率のののの悪悪悪悪

化化化化をををを抑制抑制抑制抑制するするするする目的目的目的目的があるとがあるとがあるとがあると見見見見られるられるられるられる。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ココココ））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの最終的最終的最終的最終的なななな予算額予算額予算額予算額    

    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの国家予算国家予算国家予算国家予算がががが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２２２２，，，，０４２０４２０４２０４２億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆからからからから１１１１，，，，３７９３７９３７９３７９億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆ

（（（（６７６７６７６７．．．．５５５５％）％）％）％）増加増加増加増加しししし，，，，３３３３，，，，４２１４２１４２１４２１億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆとなったとなったとなったとなった。。。。    

補正予算補正予算補正予算補正予算のののの５６５６５６５６％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる７７６７７６７７６７７６億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆはははは，，，，最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金，，，，公務員公務員公務員公務員，，，，教員及教員及教員及教員及びびびび軍人給与軍人給与軍人給与軍人給与のののの引引引引

きききき上上上上げげげげ並並並並びにびにびにびに未払未払未払未払いいいい給与給与給与給与のののの支払支払支払支払いいいい等等等等のののの人件費人件費人件費人件費にににに充充充充てられてられてられてられ，，，，そのそのそのその他予算他予算他予算他予算はははは地方交付金地方交付金地方交付金地方交付金，，，，住宅住宅住宅住宅，，，，農農農農

業及業及業及業及びびびび産業分野産業分野産業分野産業分野にににに充充充充ててててられたられたられたられた。。。。    
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（（（（２２２２８８８８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））））通貨呼称通貨呼称通貨呼称通貨呼称のののの変更変更変更変更        

３０３０３０３０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（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは，，，，２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１月月月月にににに行行行行ったったったった通貨切通貨切通貨切通貨切りりりり下下下下げにげにげにげに伴伴伴伴いいいい，，，，

３３３３年間年間年間年間のののの期限期限期限期限をををを設設設設けてけてけてけて利用可能利用可能利用可能利用可能としていたとしていたとしていたとしていた旧紙幣及旧紙幣及旧紙幣及旧紙幣及びびびび通貨通貨通貨通貨にににに関関関関しししし，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年よりよりよりより利用利用利用利用できなできなできなできな

くなるくなるくなるくなる旨旨旨旨，，，，並並並並びにびにびにびに右措置右措置右措置右措置にににに伴伴伴伴いいいい通貨呼称通貨呼称通貨呼称通貨呼称ををををボリバルボリバルボリバルボリバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）（Ｂｓ．Ｆ）からからからからボリバルボリバルボリバルボリバル（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ

ｓ）ｓ）ｓ）ｓ）にににに統一統一統一統一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。。。。    

（（（（３０３０３０３０日付日付日付日付    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ホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（シシシシ））））中銀総裁中銀総裁中銀総裁中銀総裁によるによるによるによる２０１１２０１１２０１１２０１１年経済年経済年経済年経済のののの総括総括総括総括    

    ３０３０３０３０日日日日，，，，メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）総裁総裁総裁総裁はははは，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの当国経済当国経済当国経済当国経済にににに関関関関するするするする総総総総括括括括をををを発表発表発表発表

したしたしたした。。。。    

((((ⅰⅰⅰⅰ))))インフレインフレインフレインフレ率率率率（（（（暫定値暫定値暫定値暫定値））））    

    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年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２７２７２７２７．．．．６６６６％％％％となったとなったとなったとなった。。。。特特特特にににに，，，，食料品食料品食料品食料品・・・・アルコールアルコールアルコールアルコールをををを除除除除くくくく清涼飲料清涼飲料清涼飲料清涼飲料

水分野水分野水分野水分野（（（（３３３３３３３３．．．．９９９９％），％），％），％），レストランレストランレストランレストラン及及及及びびびびホテルホテルホテルホテル（（（（３１３１３１３１．．．．６６６６％），％），％），％），運輸運輸運輸運輸（（（（３１３１３１３１．．．．４４４４％），％），％），％），財財財財・・・・サーサーサーサー

ビスビスビスビス（（（（３０３０３０３０．．．．８８８８％）％）％）％）分野分野分野分野はははは平均平均平均平均をををを超超超超えたえたえたえた。。。。    

    他方他方他方他方，，，，住宅住宅住宅住宅（（（（５５５５．．．．８８８８％），％），％），％），通信通信通信通信（（（（５５５５．．．．８８８８％）％）％）％）といったといったといったといった分野分野分野分野はははは大大大大きくきくきくきく平均平均平均平均をををを下回下回下回下回ったったったった。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率成長率成長率成長率（（（（暫定値暫定値暫定値暫定値））））    

    全体全体全体全体ののののＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率成長率成長率成長率はははは４４４４％％％％ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長となったとなったとなったとなった。。。。分野別分野別分野別分野別ではではではでは，，，，石油分野石油分野石油分野石油分野はははは００００．．．．６６６６％（％（％（％（開発開発開発開発・・・・

生産生産生産生産００００．．．．５５５５％，％，％，％，精製精製精製精製１１１１．．．．３３３３％），％），％），％），非石油分野非石油分野非石油分野非石油分野はははは４４４４．．．．３３３３％％％％となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（ⅲⅲⅲⅲ））））国際収支国際収支国際収支国際収支（（（（暫定値暫定値暫定値暫定値））））    

国際収支国際収支国際収支国際収支はははは３９３９３９３９億億億億８８８８，，，，８００８００８００８００万万万万ドルドルドルドルのののの赤字赤字赤字赤字，，，，経常収支経常収支経常収支経常収支はははは３１５３１５３１５３１５億億億億２００２００２００２００万万万万ドルドルドルドルのののの黒字黒字黒字黒字，，，，資本資本資本資本

収支収支収支収支はははは３２５３２５３２５３２５億億億億６６６６，，，，６００６００６００６００万万万万ドルドルドルドルのののの赤字赤字赤字赤字となったとなったとなったとなった。。。。    

    特特特特にににに経常収支経常収支経常収支経常収支はははは，，，，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がががが４４４４割増割増割増割増となったことをとなったことをとなったことをとなったことを主因主因主因主因としてとしてとしてとして輸出額輸出額輸出額輸出額

がががが２０１０２０１０２０１０２０１０年比年比年比年比４３４３４３４３％％％％増増増増となるとなるとなるとなる８９３８９３８９３８９３億億億億９９９９，，，，１００１００１００１００万万万万ドルドルドルドルとなったことからとなったことからとなったことからとなったことから，，，，昨年比昨年比昨年比昨年比１６０１６０１６０１６０％％％％

増増増増のののの大幅大幅大幅大幅なななな黒字黒字黒字黒字となったとなったとなったとなった。。。。    

    他方資本収支他方資本収支他方資本収支他方資本収支はははは，，，，中国中国中国中国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資金及資金及資金及資金及びびびび国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）がががが保有保有保有保有するするするする外外外外

貨建貨建貨建貨建てててて口座口座口座口座におけるにおけるにおけるにおける資金増資金増資金増資金増をををを反映反映反映反映しししし，，，，大幅大幅大幅大幅なななな赤字赤字赤字赤字となったとなったとなったとなった。。。。なおなおなおなお，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年末年末年末年末におけにおけにおけにおけるるるる外貨外貨外貨外貨

準備準備準備準備はははは２９８２９８２９８２９８億億億億９９９９，，，，９００９００９００９００万万万万ドルドルドルドルとなったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（ⅳⅳⅳⅳ））））そのそのそのその他他他他    

・・・・失業率失業率失業率失業率はははは平均平均平均平均８８８８．．．．６６６６％（％（％（％（２０１１２０１１２０１１２０１１年第年第年第年第３３３３四半期四半期四半期四半期までまでまでまで））））となったとなったとなったとなった。。。。    

・・・・貧困率貧困率貧困率貧困率はははは００００．．．．７４７４７４７４％，％，％，％，１８７１８７１８７１８７ヶヶヶヶ国中国中国中国中７３７３７３７３位位位位となったとなったとなったとなった。。。。    

・・・・ジニジニジニジニ係数係数係数係数はははは００００．．．．４４４４ポイントポイントポイントポイント（（（（前年前年前年前年とととと変変変変わらずわらずわらずわらず））））となったとなったとなったとなった。。。。    

・・・・２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年よりよりよりよりＡＬＢＡＡＬＢＡＡＬＢＡＡＬＢＡ諸国間諸国間諸国間諸国間でででで決済通貨決済通貨決済通貨決済通貨としてとしてとしてとして利用利用利用利用されているされているされているされているＳＵＣＲＥＳＵＣＲＥＳＵＣＲＥＳＵＣＲＥによるによるによるによる２０１１２０１１２０１１２０１１

年年年年のののの決済額決済額決済額決済額はははは，，，，１１１１億億億億８８８８，，，，１３８１３８１３８１３８万万万万ＳＵＣＲＥ（ＳＵＣＲＥ（ＳＵＣＲＥ（ＳＵＣＲＥ（２２２２億億億億２２２２，，，，６８６６８６６８６６８６万万万万ドルドルドルドル，，，，１１１１ＳＵＣＲＥ＝ＳＵＣＲＥ＝ＳＵＣＲＥ＝ＳＵＣＲＥ＝約約約約１１１１．．．．

２５２５２５２５ドルドルドルドル））））となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（３０３０３０３０日付日付日付日付    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ホームページホームページホームページホームページ））））    

    

（（（（２２２２））））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））））第第第第８８８８回回回回ペトロペトロペトロペトロカリブカリブカリブカリブ会合会合会合会合のののの開催開催開催開催    
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２２２２日日日日，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡにてにてにてにて，，，，１４１４１４１４カカカカ国国国国のののの代表代表代表代表がががが参加参加参加参加してしてしてして第第第第８８８８回回回回ペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブ閣僚会合閣僚会合閣僚会合閣僚会合がががが開催開催開催開催されされされされ

たたたた。。。。    

ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油鉱業大臣石油鉱業大臣石油鉱業大臣石油鉱業大臣はははは，，，，２００５２００５２００５２００５年年年年にはにはにはには加盟各国加盟各国加盟各国加盟各国にににに対対対対するするするする石油供給量石油供給量石油供給量石油供給量がががが日日日日

量量量量４４４４万万万万２２２２，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレル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，，，，現在現在現在現在はははは加盟地域加盟地域加盟地域加盟地域のののの石油需要石油需要石油需要石油需要のののの４３４３４３４３％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる日量日量日量日量

９９９９万万万万８８８８，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレルをををを供給供給供給供給しているとしているとしているとしていると述述述述べるとべるとべるとべると共共共共にににに，，，，割安割安割安割安なななな原油原油原油原油のののの調達調達調達調達によりによりによりにより，，，，加盟各国加盟各国加盟各国加盟各国はははは

２７２７２７２７億億億億３３３３，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルのののの節約節約節約節約がががが出来出来出来出来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，，，，加盟各国加盟各国加盟各国加盟各国からからからから当国当国当国当国へのへのへのへの返済返済返済返済のののの１１１１

００００％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる８８８８億億億億７００７００７００７００万万万万ドルドルドルドルはははは，，，，食糧食糧食糧食糧をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした財財財財・・・・サービスサービスサービスサービス等等等等によりによりによりにより支払支払支払支払われているとわれているとわれているとわれていると

述述述述べたべたべたべた。。。。    

同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，石油貯蔵分野石油貯蔵分野石油貯蔵分野石油貯蔵分野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をををを除除除除くくくく））））加盟各国加盟各国加盟各国加盟各国におけるにおけるにおけるにおける貯蔵能力貯蔵能力貯蔵能力貯蔵能力をををを現在現在現在現在のののの

２１２１２１２１万万万万５５５５，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレルからからからから２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年までにまでにまでにまでに１００１００１００１００万万万万バレルバレルバレルバレルにににに引引引引きききき上上上上げるとげるとげるとげると述述述述べたべたべたべた。。。。またまたまたまた，，，，

（（（（ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラをををを除除除除くくくく））））加盟各国加盟各国加盟各国加盟各国におけるにおけるにおけるにおける石油精製分野石油精製分野石油精製分野石油精製分野にににに関関関関しししし，，，，キューバキューバキューバキューバ，，，，ジャマイカジャマイカジャマイカジャマイカ等等等等におけにおけにおけにおけ

るるるる拡充拡充拡充拡充によりによりによりにより，，，，日量日量日量日量４１４１４１４１万万万万５５５５，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレルまでまでまでまで生産能力生産能力生産能力生産能力をををを引引引引きききき上上上上げるとげるとげるとげると述述述述べたべたべたべた。。。。    

加加加加えてえてえてえて同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，ペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブののののスキームスキームスキームスキームとしてとしてとしてとして新新新新たにたにたにたに年間年間年間年間１０１０１０１０万万万万トントントントンのののの尿素尿素尿素尿素のののの供給供給供給供給をををを当国当国当国当国

からからからから加盟各国加盟各国加盟各国加盟各国へへへへ行行行行うとうとうとうと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，，，，ペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブのののの今後今後今後今後としてとしてとしてとして，，，，石油石油石油石油のののの供給供給供給供給にににに加加加加ええええ，，，，財財財財・・・・

サービスサービスサービスサービスのののの生産生産生産生産，，，，食糧食糧食糧食糧，，，，農業農業農業農業といったといったといったといった分野分野分野分野をををを含含含含めるとめるとめるとめると述述述述べたべたべたべた。。。。    

他方他方他方他方３３３３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新新新新たにたにたにたにペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブ銀行銀行銀行銀行をををを創設創設創設創設するするするする予定予定予定予定であるとであるとであるとであると発表発表発表発表したしたしたした。。。。更更更更

にににに，，，，同大統領同大統領同大統領同大統領ははははサンタサンタサンタサンタ・・・・ルシアルシアルシアルシアががががペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブにににに新規加盟新規加盟新規加盟新規加盟したことをしたことをしたことをしたことを発表発表発表発表したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，マルティマルティマルティマルティ

ネリネリネリネリ・・・・パナマパナマパナマパナマ大統領大統領大統領大統領とととと首脳会談首脳会談首脳会談首脳会談をををを行行行行いいいい，，，，来年来年来年来年１１１１月月月月，，，，パナマパナマパナマパナマののののペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブへのへのへのへの参加参加参加参加のののの可能性可能性可能性可能性とととと，，，，

当国当国当国当国からからからからコロンビアコロンビアコロンビアコロンビアをををを経由経由経由経由ししししパナマパナマパナマパナマへへへへ繋繋繋繋がるがるがるがるガスガスガスガス・・・・パイプラインパイプラインパイプラインパイプライン計画計画計画計画のののの進展進展進展進展をををを評価評価評価評価するするするする目的目的目的目的でででで

二国間閣僚協議二国間閣僚協議二国間閣僚協議二国間閣僚協議をををを実施実施実施実施するするするする旨合意旨合意旨合意旨合意したしたしたした。。。。    

（（（（２２２２，，，，３３３３日付日付日付日付    外務省外務省外務省外務省ホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（イイイイ））））ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス石油鉱業大臣石油鉱業大臣石油鉱業大臣石油鉱業大臣ののののＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ総総総総会会会会にむけたにむけたにむけたにむけた発言発言発言発言    

１３１３１３１３日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス石油石油石油石油・・・・鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣鉱業大臣はははは，ＯＰＥＣ，ＯＰＥＣ，ＯＰＥＣ，ＯＰＥＣ全体全体全体全体のののの生産量生産量生産量生産量がががが超超超超えないえないえないえない範囲範囲範囲範囲でででで，，，，内戦内戦内戦内戦によによによによ

りりりり原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量がががが低下低下低下低下したしたしたしたリビアリビアリビアリビアがががが生産生産生産生産をををを回復回復回復回復できるできるできるできる余地余地余地余地をををを作作作作るべきであるるべきであるるべきであるるべきである旨述旨述旨述旨述べたべたべたべた。。。。同時同時同時同時にににに，，，，

生産枠生産枠生産枠生産枠をををを越越越越えてえてえてえて原油生産原油生産原油生産原油生産をををを行行行行っているっているっているっている中東湾岸諸国中東湾岸諸国中東湾岸諸国中東湾岸諸国はははは生産量生産量生産量生産量をををを削減削減削減削減すべきとのすべきとのすべきとのすべきとの見解見解見解見解をををを示示示示したしたしたした。。。。    

加加加加えてえてえてえて同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，市場市場市場市場にはにはにはには十分十分十分十分なななな石油在庫石油在庫石油在庫石油在庫があることがあることがあることがあること，，，，来年来年来年来年はははは経済状況経済状況経済状況経済状況のののの悪化悪化悪化悪化がががが予想予想予想予想されるされるされるされる

としとしとしとし，（，（，（，（１４１４１４１４日総会日総会日総会日総会におけるにおけるにおけるにおける他加盟国他加盟国他加盟国他加盟国によるによるによるによる））））増産提案増産提案増産提案増産提案をををを支持支持支持支持しないしないしないしない旨旨旨旨をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。    

（（（（１３１３１３１３日付日付日付日付    石油石油石油石油・・・・鉱業省鉱業省鉱業省鉱業省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））））ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡ米子会社米子会社米子会社米子会社ＣＩＴＧＯＣＩＴＧＯＣＩＴＧＯＣＩＴＧＯによるによるによるによる米貧困層向米貧困層向米貧困層向米貧困層向けのけのけのけの支援実施支援実施支援実施支援実施    

    ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡはははは米子会社米子会社米子会社米子会社ＣＩＧＯＣＩＧＯＣＩＧＯＣＩＧＯをををを通通通通じじじじ，，，，第第第第７７７７回目回目回目回目となるとなるとなるとなる米国米国米国米国のののの貧困層向貧困層向貧困層向貧困層向けにけにけにけに暖房用暖房用暖房用暖房用のののの燃料燃料燃料燃料をををを

配給配給配給配給するするするする事業事業事業事業をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。    

    同事業同事業同事業同事業はははは米国米国米国米国のののの２５２５２５２５のののの州州州州でででで実施実施実施実施されされされされ，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年中年中年中年中にににに４０４０４０４０万人万人万人万人をををを超超超超えるえるえるえる貧困層貧困層貧困層貧困層をををを対象対象対象対象にににに暖房暖房暖房暖房

用用用用のののの燃料燃料燃料燃料のののの配給配給配給配給がががが実施実施実施実施されるされるされるされる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    

    同事業同事業同事業同事業はははは２００５２００５２００５２００５年年年年にににに開始開始開始開始されされされされ，，，，今回今回今回今回でででで７７７７回目回目回目回目。。。。２００５２００５２００５２００５年年年年からからからから２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年までにまでにまでにまでに４４４４億億億億ドルドルドルドル

をををを超超超超えるえるえるえる資金資金資金資金がががが同事業同事業同事業同事業にににに投投投投じられたじられたじられたじられた。。。。    

（（（（１３１３１３１３日付日付日付日付    ＣＩＴＧＯＣＩＴＧＯＣＩＴＧＯＣＩＴＧＯ社社社社ホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（エエエエ））））天然天然天然天然ガスガスガスガス田田田田カルドンカルドンカルドンカルドン第第第第４４４４鉱区鉱区鉱区鉱区ののののガスガスガスガス販売契約締結販売契約締結販売契約締結販売契約締結    

２３２３２３２３日日日日，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡはははは，，，，子会社子会社子会社子会社ののののＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡガガガガススススがががが，，，，準石油準石油準石油準石油メジャーメジャーメジャーメジャーであるであるであるである伊伊伊伊ＥＮＩＥＮＩＥＮＩＥＮＩ及及及及びびびび西西西西

ＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムがががが開発開発開発開発をををを進進進進めるめるめるめる，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ湾湾湾湾カルドンカルドンカルドンカルドン第第第第４４４４鉱区鉱区鉱区鉱区からからからから産出産出産出産出するするするする天天天天
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然然然然ガスガスガスガスのののの購入購入購入購入をををを決定決定決定決定したしたしたした旨旨旨旨，，，，プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリースにてにてにてにて報報報報じたじたじたじた。。。。    

調印調印調印調印ははははラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス石油石油石油石油・・・・鉱業大臣及鉱業大臣及鉱業大臣及鉱業大臣及びびびびＥＮＩＥＮＩＥＮＩＥＮＩ及及及及びびびびＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬＲＥＰＳＯＬのののの両社社長両社社長両社社長両社社長によりによりによりにより締結締結締結締結されたされたされたされた。。。。    

    同大臣同大臣同大臣同大臣によるとによるとによるとによると，，，，ガスガスガスガス販売価格販売価格販売価格販売価格はははは百万百万百万百万ＢＴＵ（ＢＴＵ（ＢＴＵ（ＢＴＵ（１１１１，，，，００００００００００００立方立方立方立方フィートフィートフィートフィート））））あたりあたりあたりあたり３３３３ドルドルドルドル６９６９６９６９

セントセントセントセントでででで，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年中年中年中年中にににに日量日量日量日量８８８８，，，，００００００００００００万立方万立方万立方万立方フィートフィートフィートフィートがががが同同同同コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムからからからからＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡ

ガスガスガスガスにににに供給供給供給供給されるされるされるされる見込見込見込見込みでみでみでみで，，，，２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年にはにはにはには日量日量日量日量３３３３億立方億立方億立方億立方フィートフィートフィートフィート，，，，２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年にはにはにはには日量日量日量日量８８８８億億億億

立方立方立方立方フィートフィートフィートフィート，，，，２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年にはにはにはには最大最大最大最大となるとなるとなるとなる日量日量日量日量１２１２１２１２億立方億立方億立方億立方フィートフィートフィートフィートがががが供給供給供給供給されるされるされるされる予定予定予定予定でででで，，，，国内国内国内国内

のののの石油化学分野石油化学分野石油化学分野石油化学分野にににに優先的優先的優先的優先的にににに供給供給供給供給されることとなっているされることとなっているされることとなっているされることとなっている。。。。またまたまたまた，，，，余剰分余剰分余剰分余剰分はははは輸出輸出輸出輸出されるされるされるされる見込見込見込見込みでみでみでみで

あるあるあるある。。。。    

上記上記上記上記ガスガスガスガス開発計画開発計画開発計画開発計画はははは，，，，カルドンカルドンカルドンカルドン第第第第４４４４鉱区鉱区鉱区鉱区のののの可採埋蔵量可採埋蔵量可採埋蔵量可採埋蔵量がががが１７１７１７１７兆立方兆立方兆立方兆立方フィートフィートフィートフィート（（（（原油換算約原油換算約原油換算約原油換算約３３３３

００００億億億億バレルバレルバレルバレル））））とととと，，，，近年発見近年発見近年発見近年発見されたされたされたされたガスガスガスガス田田田田としてはとしてはとしてはとしては南米南米南米南米ではではではでは最大級最大級最大級最大級のののの巨大天然巨大天然巨大天然巨大天然ガスガスガスガス田田田田でありでありでありであり，，，，開開開開

発発発発のののの推移推移推移推移がががが注目注目注目注目されるされるされるされる一方一方一方一方でででで，，，，ガスガスガスガス販売価格販売価格販売価格販売価格のののの交渉交渉交渉交渉がががが難航難航難航難航していたしていたしていたしていた。。。。    

（（（（２３２３２３２３日付日付日付日付    ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（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））））墨墨墨墨ＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸ及及及及びびびびＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡのののの国有化関連国有化関連国有化関連国有化関連    

    １１１１日日日日，，，，墨墨墨墨ＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸはははは，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府によりによりによりにより２００８２００８２００８２００８年年年年８８８８月月月月にににに国有化国有化国有化国有化されたされたされたされたベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ子会社子会社子会社子会社のののの

国有化補償金国有化補償金国有化補償金国有化補償金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，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府よりよりよりより６６６６億億億億ドルドルドルドルのののの補償補償補償補償をををを受受受受けることでけることでけることでけることで合意合意合意合意にににに至至至至ったったったっ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。。。。なおなおなおなお，，，，６６６６億億億億ドルドルドルドルのうちのうちのうちのうち，，，，２２２２億億億億４４４４，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルがががが現金現金現金現金でででで３３３３億億億億６６６６，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルははははＰＰＰＰ

ＤＶＳＡＤＶＳＡＤＶＳＡＤＶＳＡのののの社債等社債等社債等社債等であるであるであるである。。。。    

    他方他方他方他方，，，，３３３３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とととと墨墨墨墨カルデロンカルデロンカルデロンカルデロン大統領大統領大統領大統領はははは会談会談会談会談をををを行行行行いいいい，，，，２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年５５５５月月月月にににに当国政当国政当国政当国政

府府府府によりによりによりにより国有化国有化国有化国有化されたされたされたされた墨資本墨資本墨資本墨資本によるによるによるによるＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡにににに関関関関しししし，，，，両国両国両国両国のののの共同出資共同出資共同出資共同出資によるによるによるによる合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社をををを設設設設

立立立立することですることですることですることで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。。。。    

    ＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸにににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，同社同社同社同社とととと同時期同時期同時期同時期にににに国有化国有化国有化国有化されたされたされたされた仏仏仏仏ＬＡＦＡＧＥＬＡＦＡＧＥＬＡＦＡＧＥＬＡＦＡＧＥ及及及及びびびび瑞瑞瑞瑞ＨＯＬＣＩＭＨＯＬＣＩＭＨＯＬＣＩＭＨＯＬＣＩＭはははは，，，，

既既既既にににに補償金額補償金額補償金額補償金額にににに関関関関しししし当国政府当国政府当国政府当国政府とととと合意合意合意合意にににに至至至至っていたがっていたがっていたがっていたが，ＣＥＭＥＸ，ＣＥＭＥＸ，ＣＥＭＥＸ，ＣＥＭＥＸはははは株式価値評価額株式価値評価額株式価値評価額株式価値評価額でででで政府政府政府政府とのとのとのとの

折折折折りりりり合合合合いがつかずいがつかずいがつかずいがつかず，ＣＥＭＥＸ，ＣＥＭＥＸ，ＣＥＭＥＸ，ＣＥＭＥＸはははは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へへへへ提訴提訴提訴提訴のののの後後後後，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ墨墨墨墨のののの両政両政両政両政

府府府府はははは交渉中交渉中交渉中交渉中であるであるであるである旨発表旨発表旨発表旨発表していたしていたしていたしていた。。。。    

他方他方他方他方ＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡＭＯＮＡＣＡはははは当国当国当国当国のとうもろこしのとうもろこしのとうもろこしのとうもろこし粉供給粉供給粉供給粉供給のののの４５４５４５４５％％％％をををを占占占占めておりめておりめておりめており，，，，同社同社同社同社がががが投機及投機及投機及投機及びびびび買買買買いいいい

占占占占めめめめ行為行為行為行為をををを行行行行ったことがったことがったことがったことが，，，，違法違法違法違法であるとされであるとされであるとされであるとされ国有化国有化国有化国有化されされされされ，，，，親会社親会社親会社親会社であるであるであるであるＧＲＵＭＡＧＲＵＭＡＧＲＵＭＡＧＲＵＭＡ社社社社はははは２０１２０１２０１２０１

００００年年年年７７７７月月月月，，，，当国政府当国政府当国政府当国政府にににに対対対対しししし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をををを提案提案提案提案していたしていたしていたしていた。。。。    

（（（（１１１１日付日付日付日付    ＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸＣＥＭＥＸ    ホームペーホームペーホームペーホームページジジジ，，，，４４４４日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（イイイイ））））国有化未補償残高国有化未補償残高国有化未補償残高国有化未補償残高    

    民間調査機関民間調査機関民間調査機関民間調査機関ＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡＥＣＯＡＮＡＬＩＴＩＣＡはははは，，，，当国当国当国当国がががが抱抱抱抱えるえるえるえる国有化国有化国有化国有化によるによるによるによる未払未払未払未払いいいい額額額額はははは，，，，外貨保外貨保外貨保外貨保

有額有額有額有額のののの２７８２７８２７８２７８億億億億ドルドルドルドルのののの７９７９７９７９％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる，，，，２２０２２０２２０２２０億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとのするとのするとのするとの分析分析分析分析をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，同同同同

社社社社のののの分析分析分析分析によるとによるとによるとによると当国当国当国当国がががが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のみのみのみの額額額額はははは１１４１１４１１４１１４億億億億ドルドルドルドル。。。。    

    分野別分野別分野別分野別ではではではでは，，，，通信通信通信通信，，，，電力電力電力電力，，，，銀行部門銀行部門銀行部門銀行部門におけるにおけるにおけるにおける国有化案件国有化案件国有化案件国有化案件にににに関関関関してはしてはしてはしては比較的補償金比較的補償金比較的補償金比較的補償金がががが支払支払支払支払われわれわれわれ

ているもののているもののているもののているものの，，，，石油石油石油石油，，，，基礎産業基礎産業基礎産業基礎産業，，，，農業農業農業農業におけるにおけるにおけるにおける国有化案件国有化案件国有化案件国有化案件はははは未払未払未払未払いがいがいがいが多多多多いいいい。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ウウウウ））））仲裁機関仲裁機関仲裁機関仲裁機関によるによるによるによる米米米米エクソンエクソンエクソンエクソン国有化案国有化案国有化案国有化案件件件件のののの補償金額決定補償金額決定補償金額決定補償金額決定    

３１３１３１３１日日日日，，，，２００６２００６２００６２００６年年年年にににに当国政府当国政府当国政府当国政府がががが国有化国有化国有化国有化をををを行行行行いいいい，，，，右国有化右国有化右国有化右国有化をををを巡巡巡巡りりりり２００７２００７２００７２００７年年年年ににににエクソンエクソンエクソンエクソンががががＩＩＩＩ

ＣＣＣＣＣＣＣＣにににに調停調停調停調停をををを申申申申しししし立立立立てていたてていたてていたてていた件件件件にににに関関関関しししし，ＩＣＣ，ＩＣＣ，ＩＣＣ，ＩＣＣはははは，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡにににに対対対対しししし約約約約９９９９億億億億７００７００７００７００万万万万ドルドルドルドルををををエエエエ

クソンクソンクソンクソンへへへへ支払支払支払支払うううう旨旨旨旨のののの表決表決表決表決をををを下下下下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。。。。    
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ＩＣＣＩＣＣＩＣＣＩＣＣのののの決定決定決定決定にににに対対対対ししししＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡはははは，，，，２００７２００７２００７２００７年年年年ににににＮＹＮＹＮＹＮＹのののの銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座ににににＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡがががが保有保有保有保有していしていしていしてい

たたたた３３３３億億億億ドルドルドルドルがががが，，，，エクソンエクソンエクソンエクソンのののの申申申申しししし立立立立てによりてによりてによりてにより凍結凍結凍結凍結されたことされたことされたことされたこと，，，，１１１１億億億億９９９９，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルはははは国有化資国有化資国有化資国有化資

産産産産にににに絡絡絡絡みみみみ，，，，エクソンエクソンエクソンエクソン側側側側ががががＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡにににに対対対対しししし有有有有するするするする負債負債負債負債であることであることであることであること，ＩＣＣ，ＩＣＣ，ＩＣＣ，ＩＣＣははははＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡがががが６０６０６０６０

日以内日以内日以内日以内にににに支払支払支払支払いをいをいをいを実施実施実施実施すればすればすればすれば１１１１億億億億６６６６，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルがががが免除免除免除免除されるされるされるされる旨旨旨旨をををを決定決定決定決定したことのしたことのしたことのしたことの３３３３点点点点をををを理理理理

由由由由としてとしてとしてとして，，，，６０６０６０６０日以内日以内日以内日以内にににに２２２２億億億億５５５５，，，，５００５００５００５００万万万万ドルドルドルドルのののの支払支払支払支払いのみをいのみをいのみをいのみを行行行行うううう旨表明旨表明旨表明旨表明するとするとするとすると共共共共にににに，，，，エクソエクソエクソエクソ

ンンンンがががが平行平行平行平行してしてしてして同件同件同件同件でででで調停調停調停調停をををを申申申申しししし立立立立てててて中中中中でででで，，，，２２２２月月月月にににに決定決定決定決定がががが下下下下されるされるされるされる予定予定予定予定のののの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センセンセン

ターターターター（ＣＩＡＤＩ）（ＣＩＡＤＩ）（ＣＩＡＤＩ）（ＣＩＡＤＩ）でのでのでのでの調停調停調停調停にににに関関関関してもしてもしてもしても，，，，徹底徹底徹底徹底してしてしてして争争争争うううう旨表明旨表明旨表明旨表明したしたしたした。。。。    

他方他方他方他方エクソンエクソンエクソンエクソン側側側側はははは，ＣＩＡＤＩ，ＣＩＡＤＩ，ＣＩＡＤＩ，ＣＩＡＤＩがががが，，，，よりよりよりよりエクソンエクソンエクソンエクソン側側側側にににに有利有利有利有利なななな決定決定決定決定をををを下下下下すことをすことをすことをすことを期待期待期待期待するするするする旨旨旨旨をををを

表明表明表明表明したしたしたした。。。。    

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，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ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らからからから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。。。。    

    ＩＣＣＩＣＣＩＣＣＩＣＣはははは，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡにににに９９９９億億億億７００７００７００７００万万万万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義務付義務付義務付義務付けるとけるとけるとけると共共共共にににに，，，，６０６０６０６０日以内日以内日以内日以内にににに支払支払支払支払

えばえばえばえば１１１１億億億億６６６６，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルのののの支払支払支払支払いいいい免除免除免除免除がなされるがなされるがなされるがなされる旨決定旨決定旨決定旨決定したのみでありしたのみでありしたのみでありしたのみであり，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡがががが２２２２億億億億

５５５５，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルのみののみののみののみの支払支払支払支払いをいをいをいを表明表明表明表明したしたしたした上記根拠上記根拠上記根拠上記根拠ははははＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡ内部内部内部内部のののの決定決定決定決定にににに過過過過ぎずぎずぎずぎず，ＩＣＣ，ＩＣＣ，ＩＣＣ，ＩＣＣ

のののの決定決定決定決定のののの解釈解釈解釈解釈をををを巡巡巡巡りりりり更更更更なるなるなるなる係争係争係争係争がががが起起起起きることがきることがきることがきることが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。またまたまたまた，，，，平行平行平行平行してしてしてして調停調停調停調停がががが継続継続継続継続しししし，，，，２２２２

月月月月にににに決定決定決定決定がががが下下下下るるるる予定予定予定予定のののの，ＣＩＡＤＩ，ＣＩＡＤＩ，ＣＩＡＤＩ，ＣＩＡＤＩによるによるによるによる判断判断判断判断がががが注目注目注目注目されるされるされるされる。。。。    

（（（（２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年1111月月月月２２２２日付日付日付日付    ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡホームページホームページホームページホームページ他他他他））））    

（（（（５５５５））））電力電力電力電力    

（（（（アアアア））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの発電能力発電能力発電能力発電能力のののの増加量増加量増加量増加量    

    ２２２２２２２２日日日日，，，，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，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの発電能力発電能力発電能力発電能力のののの増加量増加量増加量増加量がががが約約約約２２２２，，，，２００２００２００２００メガワットメガワットメガワットメガワット

（ＭＷ）（ＭＷ）（ＭＷ）（ＭＷ）であったとであったとであったとであったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。内訳内訳内訳内訳はははは，，，，１１１１，，，，００７００７００７００７ＭＷＭＷＭＷＭＷがががが新規設置分新規設置分新規設置分新規設置分，，，，１１１１，，，，２１４２１４２１４２１４ＭＷＭＷＭＷＭＷがががが既存既存既存既存

設備設備設備設備のののの改修分改修分改修分改修分であったであったであったであった。。。。    

    同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，これらのこれらのこれらのこれらの増加増加増加増加によりによりによりにより，，，，現時点現時点現時点現時点でででで総需要総需要総需要総需要であるであるであるである１６１６１６１６，，，，００００００００００００ＭＷＭＷＭＷＭＷをををを上回上回上回上回るるるる１８１８１８１８，，，，００００

００００００００ＭＷＭＷＭＷＭＷのののの発電能力発電能力発電能力発電能力があるとがあるとがあるとがあると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    ただしただしただしただし，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの発電能力発電能力発電能力発電能力のののの増加目標増加目標増加目標増加目標であるであるであるである４４４４，，，，００００００００００００ＭＷＭＷＭＷＭＷはははは未達成未達成未達成未達成にににに終終終終わったわったわったわった。。。。    

（（（（２３２３２３２３日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    


