
 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月２２日～９月２４日報道            No.０３７   ２０１７年９月２５日（月曜） 

1 / 10 

（写真）野党連合（MUD）ツイッター  

”９月２３日 選挙キャンペーンを開始するファン・パブロ・グアニパ候補（スリア州）” 

 

 

２０１７年９月２２日（金曜） 

 

政 治                   

  「カナダ ベネズエラ政府４０名に制裁」 

「外相 G７７に一方的な制裁を訴える」 

  「最高裁判長 中国で最高人民法院長と面談」 

経 済                   

  「ブラスケム PDVSA との契約を終了」 

  「医薬品生産でインドと協定を締結」 

  「ロシアから２回目の小麦３．２万トン到着」 

社 会                   

「検察庁 PDVSA に関わる汚職を摘発」 

「タチラ州で検察官を一斉解雇」 

２０１７年９月２３日（土曜） 

 

政 治                   

  「州知事選キャンペーン始まる」 

  「リマグループ 民主主義の回復を求める」 

  「北朝鮮がベネズエラ政府を擁護」 

経 済                   

  「原油価格は 1 バレル４８．４５ドル」 

  「PDVSA 中国との同盟継続を強調」 

  「ベナルム 工場の稼働率が低迷」 

社 会                   

「ガソリンスタンドで軍人らが汚職」 
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２０１７年９月２２日（金曜）             

政 治                       

「カナダ ベネズエラ政府４０名に制裁」       

 

９月２２日 カナダ政府はマドゥロ大統領を含むベネ

ズエラ政府関係者４０名に制裁を科した。 

 

この制裁により対象者はカナダ国内での法人・個人との

取引、および国外でのカナダ国籍の法人・個人との取引

ができなくなる。 

 

主な対象者は以下の通り 

1. マドゥロ大統領 

2. ティビサイ・ルセナ選挙管理委員長 

3. エリアス・ハウア教育相 

4. アイサミ副大統領 

5. サアブ検事総長 

6. ネストル・リベロール内務法務平和相 

7. チャダートン元米州機構代表 

8. ディオスダード・カベジョ社会主義統一党副党首 

 

9. フレディ・ベルナル CLAP 代表 

10. デルシー・ロドリゲス制憲議会議長 

11. アリストブロ・イストゥリス元制憲議会第一副議長 

12. ホルヘ・ロドリゲス・リベルタドール市長 

13. エルビス・アモロソ制憲議会第一副議長 

14. マイケル・モレノ最高裁判長 

15. グラディス・グティエレス元最高裁判長 

16. パドリーノ・ロペス国防相 

17. ゴンサレス・ロペス元内務司法平和相 

18. マニュエル・ガリンド会計検査院長 

 

他、軍人、最高裁判所判事、選挙管理員会役員ら２２名

の合計４０名。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長はカナダの決定を評価

した。一方でベネズエラ政府は米国に服従する政府だと

して今回の決定を非難している。 

 

以前はエア・カナダもカラカス―トロントの直行便があ

り、ベネズエラ人はカナダに資産を置くものも多い。 

制裁はカナダに資産を持つ政治家に影響を与える可能

性がある。 

 

一方で財・サービスの関係ではカナダとの関係は希薄で

ある。デルシー・ロドリゲス制憲議会議長は PDVSA の

国際部門役員を兼務しているが、PDVSA の仕事を専業

としている関係者は制裁の対象になっていない。 

 

オリジナルは以下のサイトより確認できる。 

「ベネズエラ特別経済令」 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年９月２４日（日曜） 

 

政 治                   

  「ベネズエラ公務員ら 米国への入国禁止」 

  「月曜にアレアサ外相が国連で演説」 

  「CLAP 毎週６万トンの食料品供給」 

経 済                   

  「カード払いでの消費税減免措置が発効」 

  「野村 手続きの不備で利払い遅延と分析」 

  「鉄ペレット製造公社の生産が増加」 

http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela_sema_regulations-venezuela_lmes_reglement.aspx?lang=eng&_ga=2.244226949.1810131032.1506240283-1946462425.1506240283
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「外相 G７７に一方的な制裁を訴える」         

 

９月２２日 ホルヘ・アサアサ外相は G７７に対して、

米国による一方的な制裁行為を訴えた。 

 

G７７は国連発足当初から存在している。アジア、アフ

リカ、ラテンアメリカを中心に経済的に規模の小さい国

が、自国の権利を団体として主張するために組織された。 

 

発足当初の加盟国数が７７カ国であったため、この名前

が付けられているが現在は１３４カ国が加盟している。 

 

つまり、G７７には先進国と認識される欧米諸国が加盟

しておらず、加盟国にはアフリカが多い。 

 

比較的、ベネズエラ政府の主張を訴えやすいグループと

言えるだろう。 

 

G７７の公式サイト 

「The Group of 77 at the United Nations」 

 

「最高裁判長 中国で最高人民法院長と面談」                  

 

マイケル・モレノ最高裁判長一行は中国で開催される

「シルクロード国際司法協力フォーラム」に出席する。 

 

同フォーラムにはアルゼンチン、アゼルバイジャン、ベ

ラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、ギリシャ、カ

ザフスタン、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スーダ

ン、トルコ、ウクライナ、ベネズエラそして中国の代表

が出席する予定。 

 

同フォーラムに合わせて、モレノ最高裁判長は周強（し

ゅう きょう）最高人民法院長と会談を行う。 

同会談で両司法組織の協力関係を深めるための合意を

結ぶ予定だ（９月２４日に同合意が署名された）。 

 

欧米諸国は公権力の中立性の欠如を非難し、最高裁判所

の正当性を否定しているが、中国政府はベネズエラの最

高裁判所を正当なものと認めているというメッセージ

になる。 

 

 

（写真）テレスール 

“９月２４日 合意に署名するモレノ最高裁判長 “ 

 

経 済                       

「ブラスケム PDVSA との契約を終了」          

 

ロイター通信は９月２１日 ブラジルの石油化学会社

ブラスケムは PDVSA からの軽質ナフサおよび天然ガ

ソリンの購入について満期をもって終了し、契約を延長

しないと報じた。今後はブラジル国内でこれらの原材料

を購入するとのこと。 

 

契約を延長しない理由は明らかにされていないが、ブラ

スケム社および PDVSA の関係者の話では、米国による

制裁が理由の一つであったようだ。 

ブラスケムへの石油製品供給契約は２０１１年に延長

された。当時、ブラスケムは PDVSA に前払いをしてお

り、その支払いをナフサなど石油製品で返済していた。 

 

 

 

http://www.g77.org/
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同返済が１７年２月に完了し、新しい契約延長の交渉が

進んでいたようだ。PDVSA側はクレジットを求めたが、

ブラスケム社がこれに応じられず契約の延長はなくな

ったと報じている。 

 

同契約はブラジルが年間に消費するナフサの０．１％未

満で、ブラスケムにとっては決して大きくない。 

 

ロイター社が入手した PDVSA の内部データよると１

７年１月までブラスケム社に軽質ナフサ、天然ガソリン

を日量 2 万バレル送っていたが、１７年６月には日量

７，６００バレルまで減少していた。 

 

「医薬品生産でインドと協定を締結」         

 

９月２２日 アイサミ副大統領はアラグア州で開かれ

た国家経済生産評議会に出席。同イベントで医薬品分野

の発展のためインドと協力関係を構築すると報じた。 

インドの協力を得て、いくつかの医薬品をベネズエラ国

内で製造する。また、いくつかの医薬品はインドからの

購入契約を結ぶと発言した。 

 

同様の発言はこれまでも何度かされてきたが、医薬品不

足は改善されていない。今回の発表が具体的に進展する

ことを期待したい。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「ロシアから２回目の小麦３．２万トン到着」             

 

ロシアから３．２万トンの小麦が到着した。ロシアから

の小麦の到着はこれで２回目だ（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.28」９月２日記事参照）。 

 

この小麦は、パン屋および CLAP を通じて貧困層に配

られる予定。 

 

９月１８日 ロシア農業相は年間６０万トンの小麦を

ベネズエラに送ると発表している。 

１７年５月にロシアのプーチン大統領とマドゥロ大統

領との間で小麦供給の合意がなされていた。 

 

なお、最近になり小麦や医薬品など生活必需品が届く報

道が散見されている。１０月１５日の州知事選を前に

CLAP の配給を増やすための作戦と思われる。 

 

社 会                       

「検察庁 PDVSA に関わる汚職を摘発」          

 

９月２２日 サアブ検事総長は、オリノコ州域の石油プ

ロジェクトに関連して、４．１万件の契約が適正な競争

を経ず恣意的に委託されたと発表した。その結果、

PDVSA は３，５００万ドルを支払った。と発表した。 

 

「我々の調査の結果、ウルバノ・フェミン氏およびその

家族が所有する Cuferca 社とその関係会社がオリノコ

事業で汚職を働いていたことが確認された。 

 

同社は８年の間、利益をベネズエラ政府には報告してい

ないが、その間にドミニカ共和国でホテルやビルなどい

くつもの資産を購入した。同社はパナマ支店、米国支店

をもち、両国では資産が登記されている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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本件に関連して 

Cuferca 社、Diario El Norte 社、Transporte Urbano 

Fermin 社、Agropecuaria La Fundadora、Concremix 

Oriente 社、Remezclado y Agregado Los Llanos 社、

Distribuidora de Madera Urbano Fermin 社、Dimasfuca

社、Estacionamiento y Taller Sector Los Potocos 社、

Medi TOTAL 社、Centro Medico Total Lecherias 社、

La Urbanera 農園、La Panchita 農園の資産を没収する。 

 

没収される資産は不動産（複数の戸建の家屋、複数のマ

ンション）、６９０台の自動車、２２９台のトラクター、

トラックなどの産業機械。」と発表した。 

 

同社ウルバノ・フェミン代表は拘束済みで、その他米国

に居住している同氏兄弟も逮捕命令が出されている。 

 

サアブ検事総長は、引き続きオリノコ州域の石油プロジ

ェクトに関わる汚職で逮捕者が出るだろうと発言した。 

 

「タチラ州で検察官を一斉解雇」            

 

９月２２日 タチラ弁護士協会のヘンリー・フローレス

代表は、検察庁に務める２０名の判事らが、突然、理由

の説明なく解雇されたと発表した。 

 

加えて、１５名の検察庁判事が解雇される可能性がある

と懸念を表明した。 

 

解雇された判事らの証言によれば、解雇の原因は「政治

的な理由によるもの」だと指摘している。 

 

フローレス代表は 

「検察庁はベネズエラ政府の名のもとに罪を裁く、人権

擁護機関として、解雇する判事らに対して解雇の理由を

説明する責任がある。」と検察庁の対応を非難した。 

 

 

２０１７年９月２３日（土曜）             

政 治                       

「州知事選キャンペーン始まる」            

 

９月２３日から州知事選に向けた選挙キャンペーンが

始まる。選挙キャンペーンは同日 AM６時から１０月１

２日の深夜１２時まで続く。 

 

選挙活動には以下の制限が設けられている。 

 

1. 地上波の CM での選挙宣伝は１チャンネル３分／

日までに限る。 

2. 有料放送での選挙宣伝は１チャンネル３分／日ま

でに限る。 

3. ラジオでの選挙宣伝は４分／日までに限る。 

4. 携帯へのメッセージ発信による選挙宣伝は１事業

者当たり３回／週とする。 

5. 携帯電話での投票勧誘は行ってはいけない。政党が

第三者に勧誘を委託する行為も禁止する。 

 

このような規則はあるものの、テレビでは立候補者が

CLAP の配布活動をしているニュースが放送されるな

ど、事実上の選挙宣伝に当たるであろう報道もよくあり、

規則は徹底されていない。 

 

 
（写真）副大統領府 

“タチラ州ビエルマ・モーラ候補の応援演説に参加した 

      ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首” 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月２２日～９月２４日報道            No.０３７   ２０１７年９月２５日（月曜） 

6 / 10 

 

「リマグループ 民主主義の回復を求める」           

 

リマグループは、９月１３日～１４日にかけてドミニカ

共和国で行われた与野党の対話を支持する旨の声明を

発表した（ドミニカ共和国での交渉は「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.33」９月１３、１４日付記事参照）。 

 

リマグループは８月８日にリマで会合し、マドゥロ政権

を非難する声明に名前を連ねたアルゼンチン、ブラジル、

カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、

ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー

の１２カ国で構成されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.17」８月８日付記事参照）。 

 

リマグループは２３日の会合で 

「ベネズエラが社会秩序を取り戻すまで、引き続きベネ

ズエラの状況を注視する。 

 

我々は国会への保証と連帯を示し、制憲議会を認めない。

また、米州機構の人民憲章の適応を呼びかける。 

 

ベネズエラ政府は憲法規則を無視しており、民主主義秩

序が崩壊していることに懸念を表明する。 

 

国際社会と協力し、ベネズエラの人道問題に寄与する意

思があることを確認する。」 

などグループのスタンスを確認した。 

 

次回のリマグループの会合は未定だが、１０月にいずれ

かの日にカナダで開催することが決まっている。 

 

「北朝鮮がベネズエラ政府を擁護」              

 

トランプ政権を強く非難した国連総会での北朝鮮リ・ヨ

ンホ外相による演説は日本でも話題になっている。 

 

 

リ外相は演説の最後に「自国の主権を擁護するベネズエ

ラ政府に連帯の意を表明する。」と発言した。 

 

また５０年に渡りキューバに一方的な経済制裁を科し

ている米国の姿勢に正義を下すよう参加各国に呼び掛

けた。 

 

こういった支持の表明を受けると、ベネズエラ外務省は

声明で感謝の意を公表することが多いが、外務省のサイ

トには北朝鮮から支持を受けたことへの謝意を述べる

声明は掲載されていないし、北朝鮮から支持されたとい

う報道さえも掲載されていない。 

支持者を増やしたいベネズエラ政府でも北朝鮮からの

支持は喜べないということだろう。 

 

経 済                       

「原油価格は１バレル４８．４５ドル」            

 

９月１８日～９月２２日のベネズエラ産原油の平均価

格は３１８．８１人民元／バレル。ドル建てでは４８．

４５ドル／バレルで前週よりも１．６９ドル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４４．１ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．９５ドル高

く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．５５ド

ル低い。 

 

35

37
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41

43

45

47

表： ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年８月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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「PDVSA 中国との同盟継続を強調」         

 

９月２３日 PDVSA は、以下のようなニュースリリー

スを発表した。 

 

「国際社会によるフェイクニュースでベネズエラのイ

メージが悪化しているにもかかわらず、中国とベネズエ

ラの関係は進展している。 

 

両国は中国天然気集団（CNPC）とPDVSAを通じて戦

略的な協力関係を構築しており、共同で１００億ドル

を投資し、国内に４つの合弁会社を設立し、日量約８

０万バレルの原油を産出することになる。 

 

また、現在PDVSAはCNPCへ日量７６万バレルの原油

および石油製品を供給している。中国の広東省南海に

ある精製施設は日量４０万バレルの精製能力がある

が、うち２８万バレルはベネズエラ産の原油である。 

 

PDVSAとCNPCは署名した協定に従い双方に利益のあ

る取引を続ける。 

 

中国とベネズエラの関係は、米国が強いる脅迫に負ける

ことは無い。」 

 

このタイミングで上記ニュースを発信した意図は不明

だが、米国による金融制裁が発令して以来、中国へ傾倒

する雰囲気が強い。 

 

「ベナルム 工場の稼働率が低迷」           

 

アルミニウム精錬会社「ベナルム」の稼働率が最近特に

低いようだ。原材料不足、メンテナンス不備など理由は

様々だが１８日（月曜）に起きた１０時間の突然の停電

が状況を更に悪化させた。 

 

 

同社技術者によると、通常だと２８３の精製炉を稼働さ

せていたが、１８日の停電で１３７の炉が使用できなく

なった。９月２１日時点で稼働している炉は１４６カ所

だけになっている。 

 

ベナルムは５つの生産ラインを持っており、それぞれ１

８０の炉が敷かれ、合計で９００の精製用の炉がある。

現在の稼働率は１６％ということになり、１７年内で最

も低い水準となっている。 

 

特に停電の影響が大きかったのは第一、第三の生産ライ

ン。第５の生産ラインの稼働率が最も高い。 

 

社 会                       

「ガソリンスタンドで軍人らが汚職」          

 

ガソリン供給が不足しており、ガソリンスタンドに行列

が出来ている点については「ベネズエラ・トゥデイ

No.36」９月２０日の記事で言及した。 

 

タチラ州のタクシー運転手は、軍人や警察官、消防隊な

ど公務員が行列を利用して汚職を働いているとクレー

ムをしている。 

通常、行列ができると警察官や軍人が交通整理に駆り出

されるが、彼らに１万～３万ボリバルを渡すことで優先

的にガソリンを入れさせてもらえるようだ。袖の下の受

け渡し映像がネットに流れて話題になっている。 

 

ベネズエラでは、食料品を取り置いてくれる見返りとし

て袖の下を受け取ったりすることは一般的である。ベネ

ズエラにはチップ文化があり、公務員などからすればチ

ップをもらう感覚なのかもしれない。 

 

ただし、これらの便宜供与は至る所にまで侵食しており、

仕事が滞る（敢えて手続きを遅くしてチップをもらおう

とするなど）大きな原因となっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
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２０１７年９月２４日（日曜）             

政 治                       

「ベネズエラ公務員ら 米国への入国禁止」             

 

１７年３月にイスラム圏の国（イラン、イエメン、シリ

ア、スーダン、ソマリア、リビア）を対象に米国への入

国を原則禁止する大統領令を発動させた。 

 

同法令が９月２４日に期限を迎えたため、新たにベネズ

エラ、北朝鮮、チャドの３カ国も入国禁止の対象とした。

なお、今回の延長ではスーダンが外れている。 

 

法令オリジナル文によると、ベネズエラを対象とする理

由は、米国が安全を確保するために必要な市民の情報を

ベネズエラ政府が提供しないことが理由としている。 

 

一方で、一部のベネズエラ市民については、個人情報を

確認する手段があるため、今回の入国禁止対象は情報が

十分に取れない特定のベネズエラ公務員だけにする。と

書かれている。 

 

具体的に挙げられているのは、内務司法平和省職員、出

入国管理庁（SAIME）職員、犯罪科学捜査班（CICPC）、

国家警察諜報部（SEBIN）、外務省職員およびその家族。 

対象となった者は B-1、B-2 ビザで入国することを禁止

される。この措置は１０月１８日から有効となる。 

 

人権問題があるため、制裁措置を取るとはっきり記載す

るのであれば理解できるが、今回の説明は多少無理があ

るように思う。 

 

同法令のオリジナルは以下で参照できる。 

「テロその他国家安全のための入国禁止大統領令」 

（英語） 

 

 

 

「月曜にアレアサ外相が国連で演説」         

 

９月２５日にアレアサ外相が国連総会で演説を行う。 

まだ演説は行われていないが、以下のような主張が展開

されることだろう。 

 

「米国、カナダによる一方的な制裁行為と欧州連合、米

州機構のアルマグロ事務局長および南米の一部の国が

偏った見解を示し続けることを非難する。 

 

加えて、ベネズエラ政府が社会開発に多額の資金を投じ

ており、貧困の克服に向けて努力しているが、欧米諸国

の経済的な攻撃により成功しておらず、結果的に国民が

苦しんでいる。 

 

これらの主張を G７７に訴えており、すでに国連の場で

非同盟諸国（MNOAL）や米州ボリバル同盟（ALBA-

TAP）など多くの国から支持を受けている。 

 

現在、国内問題を解決するために国内の政治当事者が交

渉を進めており他国から圧力を伴う介入を否定する。」 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

 “メキシコ外相（右）と会談するアレアサ外相（左）” 

 

 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/24/enhancing-vetting-capabilities-and-processes-detecting-attempted-entry
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「CLAP 毎週６万トンの食料品供給」         

 

地域食糧生産・供給委員会（CLAP）のフレディ・ベル

ナル代表は、国内に毎週６万トンの食糧を供給し、毎週

６００万世帯を充足させると発表した。 

 

この毎週というのは「州知事選まで毎週」ということを

意味しているのだろう。 

 

また、ベルナル代表は 

「CLAP は生活弱者のために存在するもので、中間層は

スーパーマーケットで購入すればよい。」と与党の支持

基盤となる貧困世帯を中心に CLAP の食料品を供給す

ると発言している。 

 

他、与党が推薦するバルガス州知事候補のガルシア・カ

ルネイロ氏は 

「もし地域のリーダーが CLAP の食料品３０袋を販売

したとすると、そのリーダーは彼らが革命のために投票

することを確認しなければならない。CLAP の地域リー

ダーは CLAP を投票に結び付けなければならない。」 

と発言した。 

 

政府の予算を行使して得票を獲得する行為であり、日本

であれば、完全にアウトだが、ベネズエラではもはや当

然のこととなっている。 

 

 

（写真）CLAP オフィシャルサイト 

 

経 済                       

「カード払いでの消費税減免措置が発効」          

 

２０１７年９月１９日付官報第４１，２３９号で電子決

済での支払いは消費税が減免される措置が合法化され

た。内容の大枠はすでに「ベネズエラ・トゥデイ No.36」

９月２１日付記事で報じた通り。 

 

1. ２００万ボリバル以下のカードでの財・サービスの

支払いは３％の消費税減免措置が受けられる。 

2. ２００万ボリバル以上のカードでの支払いは５％

の消費税減免措置が受けられる。 

3. 一部現金で一部をカード払いにするなど支払い方

法を混ぜる場合、消費税は減免されない。 

4. 金、ダイヤモンド、ゴールドシルバーなど貴金属類

の取引は消費税が減免されない。 

5. 同政令は官報発効から５日後（つまり９月２４日か

らと思われる）に有効になる。 

6. 同政令は１７年１２月３１日まで有効とする。 

 

「野村証券 手続きの不備で利払い遅延と分析」         

 

野村証券は投資家向けのレポートで、２０２７年国債の

利払いが遅れた点について、支払い能力が制限されてい

ることに加えて、手続きの悪さも理由だろうと分析した

（２７年債の利払い遅延については「ベネズエラ・トゥ

デイ No.36」９月２１日記事参照）。 

 

また、今後しばらくは同様の手続きの悪さによる利払い

遅延は起きないだろうと予想したが、一方で米国による

制裁の影響で支払い能力は徐々に限界に近付いている

と警鐘を鳴らしている。 

 

同社の予想では４０％の確率で政治対立が加速し、４

５％の確率で政権移行に向けた動きが進められ、１５％

の確率で現状維持と予想している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
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「鉄ペレット製造公社の生産が増加」           

 

９月２４日 ファン・アリアス基礎戦略・社会主義産業

相は鉄のペレットを生産する国営会社「Briquetera del 

Caroni（Briqcar 社）」を視察した。 

 

アリアス大臣はBriqcar社のペレット生産が１６年の８

月時点の１２．７万トンから今年は１６．８万トンに増

加していると生産が回復していることを強調した。 

 

また、生産したペレットを輸出することで外貨を稼いで

おり、１６年よりも２５％外貨収入が増えている。 

２０１７年は年間で２７．６万トンの生産を目標として

いる。 

 

 

（写真）基礎戦略・社会主義産業省 

      “写真の工場施設は Briqcar 社” 

 

以上 


