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（写真）在日ベネズエラ大使館 ”１８年１２月 香港の酒類イベントで「Diplomático」が金賞を受賞” 

ベ 

 

 

 ベネズエラのラム酒（D.O.C）      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ネズエラのカカオ豆は世界的にも高い評価

を受けており、経済混乱や政治闘争が続く 

現在でも日本に多く出荷されている。 

 

統計で日本がベネズエラから輸入している産品を確

認すると、食料品の分類では、カカオ豆、魚介類に続

いて３番手に上がるのがラム酒だ。 

 

ラム酒もカカオ豆と並びベネズエラの伝統産品とし

て世界的に高い評価を受けている。本稿ではベネズ

エラのラム酒について紹介したい。 

 

 

「ウィークリーレポート No.116」で日本とベネズエ

ラの貿易統計について紹介した（当時作成した統計

は次ページ参照）。 

 

当時のレポートでは、日本がベネズエラから輸入し

た主要品目として「飲料、アルコールおよび食酢」が

６番目に挙がっていた。 

 

また、１９年１月～７月の輸入実績は前年同期比３

６．７％増と輸入額も上昇傾向にある。 

 

「飲料、アルコールおよび食酢」を更に細かく見ると

全てが「ラム酒」であることが確認できた。 

 

ラム酒は日本のベネズエラ輸入品目の６番目 
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２０１８年に日本がベネ

ズエラから輸入したラム

酒の総額は２９．１万ド

ル（約３，１００万円）。 

 

ベネズエラからの輸入総

額の１％程度になる。 

 

莫大な金額とは言えない

が、「ラム酒」は毎年コン

スタントに輸入されてお

り、上表の通り、金額も

増加傾向にある。 

 

 

 

 

表：　２０１８年に日本がベネズエラから輸入した主要品目

（単位：千ドル、％）

合計 割合

有機化学品 12,912 43.8

ココア、その他調製品 10,168 34.5

魚、甲殻類、その他水棲無脊椎動物 2,335 7.9

アルミニウム、同製品 1,998 6.8

特定出来ない品目 1,611 5.5

飲料、アルコール類 291 1.0

ラム酒 291 1.0

その他 174 0.6

合計 29,489 100.0

品目

（出所）ITC（オリジナルデータは日本の貿易統計）

表：　日本のベネズエラからの品目別輸入額
（単位：千ドル、％）

2018年 2019年 2019年

1月～7月 1月～7月 前年同期比

有機化学品 10,853 13,385 23.3

ココア、その調製品 7,456 9,917 33.0

魚・甲殻類、その他水棲無脊椎動物 1,010 1,304 29.1

アルミニウム、同製品 1,264 801 △ 36.6

衣類及び衣類附属品（メリヤス・クロセ編み） 0 243 全増

飲料、アルコール及び食酢 169 231 36.7

わら、エスパルトその他の組物材料の製品 0 11 全増

原子炉、ボイラー及び機械類、部分品 8 3 △ 62.5

光学機器、写真・映画用機器、測定機器等 0 2 全増

美術品、収集品及びこつとう 0 2 全増

その他 1,774 0 △ 100.0

合計 22,534 25,897 14.9

（出所）ITC（元データは日本の貿易統計）
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経済混乱が長く続くベネズエラにおいてラム酒産業

は比較的、混乱が少ない産業と言われる。 

 

その理由は、ラム酒が伝統産業であるため。 

 

ラム酒の製造は外国との取引が活発になる以前から

ベネズエラに存在していた。つまり、外国から多くの

材料を輸入しなくても生産できる商品であることを

意味する。 

 

現在、ベネズエラ国内の産業は著しく疲弊している

が、その一番の理由はベネズエラの産業が輸入依存

の体質になってしまったためと言われる。 

 

チャベス政権が２００３年から始めた外貨管理制度

は時間が経過するにつれ、本来あるべき為替レート

と乖離し、いつしか現地通貨ボリバルを過大評価し

たレートとなっていた。 

 

これはベネズエラ人にとって、外国の商品を安く購

入できることを意味し、輸入促進効果となった。 

 

この状況が１０年ほど続くうちにベネズエラの産業

は輸入依存型の体質になり、輸入なしに国内産業は

回らなくなっていった。 

 

しかし、１４年中ごろから原油価格が急落し、外貨収

入が急減。それに伴い、輸入が急激に縮小し、国内産

業が活動するための資材が調達できなくなったこと

が経済混乱の大きな理由と言える。 

 

 

 

他方、ラム酒の材料となる「サトウキビ」はベネズエ

ラ国内で生産できる。 

 

もちろんラム酒の生産過程において使用する設備な

どは外国製だが、基本的な原料は国内で調達できる。 

 

これが、ラム酒産業が現在でも活動を続けられる理

由だ。 

 

また、外国産の商品が高くなったことで、国内産のラ

ム酒が相対的に安価になった。 

 

外国のウィスキーを飲んでいたベネズエラ人もベネ

ズエラ産ラム酒を呑むようになり、経済混乱が逆に

追い風になっている側面もある。 

 

また、ベネズエラのラム酒は外国でも多くの賞を受

賞し、その評価は高い。 

 

２０１８年には国際コンクールでベネズエラ産ラム

酒は２０以上の賞を獲得している。 

 

前述の通り日本もそうだが、スペインなど欧州を中

心に外国からの引き合いも多く、自社で事業の継続

に必要な外貨を調達できるスキームになっているこ

とも他の産業にはない部分だろう。 

 

もちろん現在の経済混乱期にラム酒産業が順風満帆

というわけではない。しかし、他の産業と比べると遥

かにうまく回っているというのは事実だろう。 

 

 

 

 

経済危機につよいラム酒産業 
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次にベネズエラのラム酒の話に移りたい。 

 

ベネズエラのラム酒の歴史は古い。 

 

いつ始まったか正確な情報は存在しないが、現在ベ

ネズエラで最も大きなラム酒メーカー「ロン・サン

タ・テレサ」は１７９６年に Alberto Vollmer 氏が農

場を構え、カカオ豆、コーヒー豆、サトウキビの生産

を始めた。その当時からラム酒も製造もしていたよ

うだ。 

 

つまり、少なくとも２００年以上前にはベネズエラ

にラム酒は存在していた。 

 

ただし、ベネズエラで「ラム酒」の定義が確立したの

は１９５６年。当時、マルコス・ペレス・ヒメネス政

権が「酒類組織法」を制定。 

 

この法律により、ベネズエラで「ラム酒」と名前を付

けて販売するためには、 

“最低でも２年間は白オークの酒樽で熟成し、アルコ

ール度数４０度以上でなければならない。また、外国

のアルコールと混合させてはいけない。“ 

と決まった。 

 

これらの要件を満たさないラム酒はベネズエラでは

「スピリッツ」と呼ぶ。 

 

なお、ラム酒の茶褐色はオーク樽の色がアルコール

に移ったため付いている色。外国のラム酒では着色

料を付けて茶色にしている場合もあるようだ。 

 

 

カリブ海にはラム酒が名産品の国が多く、日本でも

よく見かけるが、筆者の知る限り「２年間熟成しなけ

ればラム酒と呼べない」という決まりはない。 

 

ブランド名を明らかにするのは控えるが、日本でよ

く見る有名ブランドのラム酒の蒸留期間は６カ月程

度でベネズエラではラム酒と呼べない商品になる。 

 

また、ベネズエラではラム酒ブランドを向上させる

ため「産地名称管理（D.O.C = Denominación de 

Origen Controlada）」という仕組みを作り、ベネズエ

ラ産ラム酒と呼ぶにふさわしいラム酒メーカーに

「 ベ ネ ズ エ ラ 産 ラ ム 酒 産 地 名 称 管 理 （ Ron de 

Venezuela D.O.C）」のロゴを付けて世界に向けて販

売することを許可している。 

 

D.O.C.のブランド認定は２００３年に知的所有権庁

（SAPI）が始め、認証メーカーは定期的に更新され

る。 

 

１９年９月４日 SAPI は「産地名称管理（D.O.C = 

Denominación de Origen Controlada）」認証のラム

酒メーカーを更新。 

 

現在、「ベネズエラ産ラム酒産地名称管理（Ron de 

Venezuela D.O.C）」のロゴを付けて販売できるのは

以下の１５社となっている。 

 

・ Ron Santa Teresa 

・ Diplomático 

・ Carúpano 

・ Veroes 

・ Ocumare 

・ Estelar 

他国よりも厳格なラム酒の認定基準 
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・ Roble 

・ Cañaveral 

・ Quimera 

・ Barrica 

・ Caballo Viejo 

・ Bucare 

・ Calazán 

・ Cacique 

・ Pampero 

 

日本では「Ron Santa Teresa」、「Diplomático」、

「Pampero」が購入可能。 

 

どこでも手に入るわけではないが、「明治屋」「成城石

井」などマイナーな酒類も扱っている店舗では置か

れていることがある。 

 

上記３社はベネズエラでも有名なラム酒メーカーだ

が、他にも「Carúpano」、「Cacique（英国酒造メーカ

ー「ディアジオ」が買収）」、「Veroes」、「Ocumare」、

「Roble」、「Cañaveral」などはベネズエラで比較的

名前の通った会社だろう。 

 

ベネズエラ産ラム酒の日本向け輸出は増えているよ

うで、ベネズエラ産ラム酒を日本で見かける機会が

増えることを期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Ron Santa Teresa 

 

（写真）Diplomático 

 

（写真）Pampero 

 

以上 

 


