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（写真）Youtube「Oscar Alejandro」 “現在のベネズエラの実態（カラボボ州バレンシア）を紹介” 
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  現在のベネズエラの実態     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

連調査員、米国監査院は制裁がベネズエラに

悪影響を与えているとの報告をした。 

 

確かに大多数のベネズエラ人の生活は悲惨であるも

のの、一部では状況の改善もみられる。 

 

本稿ではベネズエラ人 Youtuber（オスカル・アレ

ハンドロ氏）がベネズエラを訪問し、体験した現在

の状況について紹介したい。 

 

 

 

 

今回紹介するのは、Oscar Alejandro 氏のベネズエ

ラ体験記の一部だ。 

 

最初にアレハンドロ氏について紹介したい。 

彼はベネズエラ人で現在は米国マイアミで Yotuber

として活動している（２１年２月の登録者数６２．

４万人）。コンテンツは、アレハンドロ氏が米州地

域を旅するという内容で、ベネズエラに特化してい

るわけではない。 

 

彼は、元々、民間放送局「ベネビシオン」で働いて

いた。しかし、経済危機が深刻化する２０１５年に

ベネズエラを離れ、米国マイアミに移住。 

 

Youtuber ベネズエラに帰国 
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１７年末にベネズエラに一時帰国し、今回は３年ぶ

りの帰国となる。 

 

アレハンドロ氏が暮らしていた頃のベネズエラと、

今回の帰国でアレハンドロ氏が感じたベネズエラの

違いを実際の体験をもって語っており、非常に興味

深い。 

 

本レポートでは、アレハンドロ氏の映像を基に現在

のベネズエラの状況について紹介したい。 

 

なお、このレポートを作成している時点では、彼の

生まれ故郷であるカラボボ州バレンシアの映像まで

しか公開されていないが、今後カラカスの映像も公

開される予定。 

 

カラカスでは、デリバリーサービスを行うバイク配

達員が１日で約２０ドル（１カ月６５０ドル）稼ぐ

実態なども報じられるようだ。 

 

映像が出そろった段階で改めてカラカスに関する内

容も紹介したい。 

 

 

本題に入る前に重要な点が１つある。 

 

アレハンドロ氏は、米国で暮らす成功した Yotuber

であり、彼の家族も含めてドル生活者ということ。 

 

ベネズエラではドルにアクセスできず日々の食事に

苦しむ人がいる一方で、ドルにアクセスできる人に

は別の世界が存在する。 

 

アレハンドロ氏の紹介するベネズエラは、ドルにア

クセス出来る人が感じる現在のベネズエラである。 

 

アレハンドロ氏が最初に紹介したのはバレンシア

（カラカス、マラカイボに次ぐベネズエラ第３の都

市）にある高級でも安価でもない通常の大型スーパ

ーマーケット（Kromi Market）。 

 

最初にスーパーマーケットの写真を見てもらいた

い。 

 

“大型スーパーKromi Market 駐車場には多くの車” 

“飲料・肉加工品、他の棚も商品でいっぱい” 

経済のドル化で物不足は改善 
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“イチゴ味のオレオ（約１ドル）” 

“国産スナック菓子 Cheesetris（約０．６ドル）” 

“ベネズエラの主食とうもろこし粉の棚” 

 

写真の通り、どの棚も商品で満たされている。 

商品棚に商品があるのは普通のことだが、経済がド

ル化される以前の１６年～１８年頃のベネズエラに

いた人にとっては驚くべき変化だろう。 

 

商品が棚一杯に陳列されていることも驚くが、品ぞ

ろえの豊富さも驚く。また輸入品も多い。 

 

 

経済がドル化される前のベネズエラでは、商品棚に

は空きが多く、商品があったとしても商品棚には１

種類の商品しか置かれていないなどバリエーション

が乏しかった。 

 

他にも、いくつかのスーパーマーケット、家電量販

店などを回っているが、現在のベネズエラでは商品

がないという状況は解消したようだ。 

 

なお、下は１７年１２月当時の写真。 

商品棚は完全に空っぽであることが確認できる。当

時は多かれ少なかれこのような状況だった。 

 

 

また、以下は「Kellogg’s（ケロッグ）」の商品。 

シリアルコーナーには様々なバリエーションのケロ

ッグの商品が並んでいる。 
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「ケロッグ」は１８年にベネズエラから撤退してい

るが、その後マドゥロ政権の指示により労働者が工

場を占拠。実際にはマドゥロ政権に工場を奪われた

ような状態で生産を続けている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.137」「No.138」）。 

 

この写真を見る限り、ケロッグ本社が撤退した後も

生産は続いているようだ（無断でケロッグのブラン

ドを使用しており、ケロッグ本社はブランド侵害で

ベネズエラ政府を訴えるとしている）。 

 

他にも興味深いコンテンツが多くあるが、紹介しき

れないので、詳細はアレハンドロ氏の Youtube をご

覧いただきたい（Youtube の番組名は「Oscar 

Alejandro」）。スペイン語だが、映像で想像できる

部分も多いだろう。 

 

 

アレハンドロ氏は、マイアミ帰国後に、今回ベネズ

エラに帰国して感じた１０の違い（自分が住んでい

た頃のベネズエラとの違い）を紹介している。 

 

今後、ベネズエラを訪問する人にとっても役立つ情

報も入っていると思うので、紹介したい。 

 

 １０位 電気・水道など公共料金は支払わない     

 

これは全ての地域ではないようだが、少なくとも彼

の実家（カラボボ州バレンシア）ではかなり前から

電気料金や水道料金の請求書が来ていないという。 

 

国営通信 Cantv のインターネット料金は支払ってい

るが、ドル生活者にとっては極めて安価で実質的に

は無料で使用している状態になっている。 

 

ただし、インターネット速度は極めて遅い。月５０

ドル支払えば特別な装置を付けてインターネットを

高速化できるようだが、多くの人にとっては支払い

不可能な値段と指摘している。 

 

また、停電は頻繁に起きるが、電気代を支払ってい

なければ文句を言うこともできない。 

 

水道は汚れた水が流れるので、料理や飲むための水

は、別で購入しており、それなりの料金がかかって

いる。 

 

また、彼の実家では、プロパンガスを使用している

ようだが、ガスボンベが全く届かない。２０年は通

年で２回しかガスを購入できなかったという。現在

は電気コンロを使用しているが、電気コンロで出来

る料理は限られていると嘆いている。 

 

アレハンドロ氏は、無料でサービスを使用して、経

営が成り立つわけはなく、公共サービスが劣化する

と警戒。「きちんと料金を支払って、適切なサービ

スを受けたい」と述べている。彼の意見はもっとも

だが、非ドル生活者が「適切な料金」を支払うのは

不可能で、難しいところでもあるだろう。 

今回の帰国で感じた１０の違い 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
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      ９位 信号を守らない          

 

アレハンドロ氏は「ベネズエラ人は、信号を壁に書

かれた絵と勘違いしている」と指摘。全く信号を守

らないという。 

 

理由は、治安（止まると強盗に襲われる）だとい

う。しかし、彼はベネズエラ滞在中に信号無視で衝

突しそうになったようで、危険と指摘していた。 

 

      ８位 治安が良くなった          

 

アレハンドロ氏がベネズエラを離れた理由の１つと

して、「治安」は重要な要素だった。しかし、今回

の滞在では著しい治安の改善を感じたという。 

 

以前（筆者が駐在していた頃も）携帯電話を街中で

見せて歩く、あるいはドル札を見せるのは極めて危

険な行為と認識されていた。しかし、現在は街中で

多くの人が携帯電話を出して歩いており、治安的な

問題を感じさせないという。 

 

アレハンドロ氏は、治安について多くの人に質問し

たが、彼らの回答の多くは「犯罪者はベネズエラに

は盗むものが無いと考え、外国に移住した」という

内容だったという。 

 

（以前より治安が良くなったと言ってもベネズエラ

は世界的に危険な国であることは変わりない。 

ベネズエラ人は自分たちのことを「長年の経験から

安全な状況を直感的に感じる能力がある」と説明し

ている。日本人は現地の人の指示に従い行動した方

が良いだろう） 

 

 

       ７位 交通量の減少           

 

移動中の車の交通量の少なさは印象に残ったとい

う。理由はもちろんガソリン不足や Covid-１９によ

る移動制限など。 

 

また、多くの人が移住したこと、車の修理代が高す

ぎて車の所有を放棄したことなどを理由に挙げてい

る。なお、日中でも交通量は少ないが、夜は店も開

いておらず、車は全く走っていないという。 

 

       ６位 経済のドル化           

 

現在、ベネズエラは慢性的なインフレにより完全に

ドル経済化していると指摘。経済のドル化はベネズ

エラにポジティブな影響を与えており、外国人にと

っても価格が分かりやすいと指摘している。 

 

ただし、多くの問題も指摘している。 

 

正式な経済のドル化は米国政府と当該国政府が合意

を結び行われる。合意のない状態で経済をドル化さ

せた場合、ドル紙幣の流通量が調整されない。 

 

その結果、ベネズエラでは少額のドル紙幣が不足し

ており、お釣りを支払うことが出来ないという。 

 

商品をドルで購入する際にはお釣りをなくすため、

レジで金額が判明した後に、別の商品を購入した

り、購入する予定だった商品を減らすなどして金額

を調整する必要がある。 

その結果、レジでの支払い時間が長くなり、レジ前

にはかなりの列が出来るという。 
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アレハンドロ氏は、ベネズエラを訪問する人に対し

て大量の 1 ドル札を持っていくようアドバイスして

いる。 

 

また、もう１つのアドバイスは、完全にきれいな状

態のドル札を持っていくこと。 

 

ベネズエラでは支払い時に異常なほどドル札をチェ

ックされる。（オーバーな表現だと思うが）折れ目

が付いているだけでもダメだという。 

 

実際にアレハンドロ氏は、ドル札が綺麗ではないこ

とが理由で何度も支払いを断られたと述べている。 

 

    ５位 ボリバル紙幣が存在しない           

 

現在、ベネズエラで最も大きい単位のボリバル札は

BsS.５万である。 

 

現在の為替レート（１ドル BsS.１７０万）で換算す

ると約３セント（０．０３ドル）になる。１ドルの

商品を購入するためには３４枚の最大単位の紙幣が

必要になる。 

 

ボリバルは日々価値が減価しており、１カ月後には

５０枚必要になることも十分に考えられる。 

 

更にボリバル紙幣を得ることは容易ではない。 

そのため、支払いはデビットカードなどの電子決済

が一般的になっている。 

 

 

 

 

 

      ４位 物不足は存在しない           

 

前述の通り、以前のベネズエラはひどい物不足だっ

た。しかし、経済がドル化したことで民間セクター

の商品売買は自由になり、現在はどこに行っても物

不足は存在しないと指摘している。 

 

ただし、物不足は解消したとしても、それはドル生

活者にとってであることも補足している。 

 

現在のベネズエラの最低賃金は月額２ドル以下。 

民間企業で最低賃金で雇用を続ける会社はほとんど

なく、月額１５０ドル～２００ドルで雇用している

ケースが多いという。これでは、生活するには全く

不十分だろう。 

 

公務員は更に酷く、月収は最低賃金（２ドル）に近

い。彼らは副業はもちろん、外国の家族からの送

金、政府の補助金や人道支援などで生活している。

低賃金は、汚職を促進させる効果もあり、公務員は

悲惨な状況だという。 

 

       ３位 ガソリン不足           

 

「７位 交通量の減少」で触れた話ではあるが、ガ

ソリン不足は極めて深刻な状況と指摘。 

 

仮に政府の補助金付き価格（１LBsS.５０００）で

ガソリンを給油するためには５～６日かかるとい

う。彼らは夜は車で寝て過ごしているようだ。 

 

また、補助金なし（１L０．５ドル）でも５～６時

間は行列で待つ必要があるとしている。 
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    ２位 現状に慣れてしまっている           

 

アレハンドロ氏が今回の滞在で感じたことは、「ベ

ネズエラ人が現状に慣れてしまった」ということ。 

 

ベネズエラは異常な状況だが、ベネズエラで生活し

ている人はこの状況に適応し、彼らなりの日常生活

を送っているという。 

 

国内のテレビ、ラジオはマドゥロ政権にコントロー

ルされており、批判的な報道はされない。インター

ネットは遅すぎて、閲覧は困難。 

 

人々は日常を生きることに注力しており、政治に目

を向けなくなった。 

 

アレハンドロ氏は、この落ち着いてしまったベネズ

エラの現状を「良かった」と感じると同時に、大き

な変革を望む身としては「残念にも感じる」と表現

している。 

 

  １位 人々は政治の話を全くしなくなった           

 

筆者が駐在していた頃のベネズエラは政治一色だっ

た。多くの人が「政治」に対して強い関心を持って

おり、政治談議をする人は多かった。 

 

ベネズエラでは今でも激しい政治闘争が繰り広げら

れている。しかし、それは「与党と野党との間」で

あり、一般国民は「政治への関心を失っている」と

指摘した。 

 

 

 

 

「現在のベネズエラ人は、マドゥロの話も、マリ

ア・コリナ・マチャドの話も、エンリケ・カプリレ

スの話も、レオポルド・ロペスの話も、誰の話もし

ない。」と述べた。 

 

「国内は落ち着いており、マドゥロ政権を変えよう

とする圧力は全くない。グアイドは大衆を団結させ

る能力を失っており、マドゥロ政権は安定してい

る。少なくとも短期的に見て政権交代が起きる可能

性はほとんどない。 

 

この事実に非常に残念な思いを持ちベネズエラを離

れた。」という。 

 

 

アレハンドロ氏の感想は、率直で現在のベネズエラ

を反映するものと感じた。 

 

アレハンドロ氏の感想の通り、現状は決して望まし

いものではないが、経済ドル化によりベネズエラで

起きているポジティブな側面は存在している。 

 

マドゥロ政権は生き残りのため、民間セクターの規

制を緩和しており、接収した企業や機能しなくなっ

た国営企業を民間セクターに移譲しようという動き

は実際に存在している。また、バイデン政権の発足

で制裁は一部緩和される可能性が高い。 

 

ベネズエラは長年の景気低迷からようやく脱却でき

ると考えている。望ましいシナリオではないが、今

後少しずつ状況は良くなると想像している。 

 

以上 

望ましい形ではないが、少しづつ改善 


