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（写真）Interbanex 画面 “ベネズエラ中央銀行 Interbanex が提供する為替システムを合法化” 
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 並行レート合法化 Interbanex       

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ネズエラ中央銀行は、「Interbanex」という

民間企業が運営する為替システムを合法な 

為替システムとして承認。民間セクターに対してド

ル両替に当たり同システムを利用するよう求めた。 

 

「Interbanex」の為替システムは１月２８日から開

始しており、為替レートは１ドル BsS.３，２００と

並行レートと同じ水準になっている。 

本稿では「Interbanex」の制度・システムについて確

認できている情報を紹介したい。 

 

 

 

ベネズエラの大統領権限が誰にあるかで国内外が分

断されている。 

国際社会が誰を大統領と認識するかは各国の判断に

よるが、ベネズエラ国内について言えば、野党がど

んなに主張したとしても政府の役割を果たしている

のはマドゥロ政権であることは疑いようがない。 

 

一部の離反は見られるものの軍部、警察も中核部分

は（本心がどうであるかは別として）マドゥロ政権

に従っている。 

 

中央銀行もマドゥロ政権の方針に従っており、足並

みの乱れは確認できていない。 

 

中銀 Interbanex の利用を呼びかけ 
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政治的な混乱をうけて、あまり報じられていない

が、為替システムに特筆するべき動きがあった。 

 

１月２７日 中央銀行は民間企業「Interbanex」が

提供する為替システムを合法化すると発表（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.245」１月２６～２７日付の

記事参照）。１月２８日から運用を開始した。 

 

「Interbanex」は、為替レートの決定メカニズムは

需要と供給で決められると説明している。 

 

１月１５日にマドゥロ大統領が制憲議会に出席した

際、外貨システムについて、民間部門の外貨システ

ムと公的部門の外貨システムを分離する可能性を示

唆していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.240」１月

１５日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領の発言は今回の制度変更を意図して

いたと思われる。 

 

 

「Interbanex」による１月２８日時点のレートは１

ドル BsS.３，２００（参考値）。 

 

同日付の並行レート参照サイト「Dolar Today」の

並行レートは１ドル BsS.２，５２０で、Interbanex

のレートよりもボリバル高になっている。 

 

この事実を踏まえれば、現段階では、Interbanex が

主張する通り、需要と供給で為替レートを決定する

という説明も理解できる。 

 

 

 

１月２７日付の発表によると、同為替システムは現

在「B.O.D（Banco Occidental de Descuento）」の

口座利用者しか「Interbanex」を利用できない。 

 

「Interbanex」は、国内金融機関に対して連携を求

めており、今後は他の銀行でも同システムが利用で

きる見通しと説明している。 

 

利用可能時間帯は、ベネズエラ時間で平日６時～１

８時までの１２時間。 

 

取引手数料として０．１２５％の手数料が発生す

る。 

 

現在、中央銀行が運用している DICOM は運用を継

続する見通しで、「Interbanex」による外貨システ

ムは補足的な外貨システムになると思われる。 

 

現時点では、利用者の声は確認できていない。 

 

同社サイトには利用マニュアルが存在し、どのよう

にシステムが動くのか概要を確認できる。 

以下では Interbanex の利用方法について簡単に紹

介したい。なお、本稿では同システムを紹介するこ

とを趣旨としており、同社の利用を促しているわけ

ではないので念のために補足したい。 

 

 

Interbanex を利用するための第一ステップとして利

用者登録を行う必要がある。 

最初に同社サイト（トップページの画面は次ページ

参照）にアクセスする。 

 

Interbanex：需給で為替レートが決まる？ 

Interbanex： 登録方法 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b536c59810e1ba6e7e5a28666e68247.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1eb6ae58abb4bc9a5d3f854ff63c35b.pdf
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登録を済ませている場合は「利用者名（Usuario）」と「パスワード」を入力し、ログインするが、最初は

「登録（Registrar）」から利用者情報を登録する。 

 

 

登録ボタンを押すと、登録に当たり手元に用意する

必要資料が明示される（右下の画面）。 

 

登録に当たり、必要な情報は以下の４つ。 

 

１つ目は、納税番号（RIF）、パスポートなど身分を

証明できる書類のスキャンデータ。 

 

２つ目は、口座情報。基本的にベネズエラ国内の口

座情報を求めているようで、登録時に外国口座の情

報を入力する必要はない。 

 

３つ目は、E メールアドレス。 

 

 

 

４つ目は、法人名義の登録の場合に必要な書類で、

法人登記証明書など法人の存在を確認できる書類の

スキャンデータ。 

 

これらを用意した上で、本登録作業に入る。 
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登録には５つのステップがある。 

１つ目は個人情報の入力、２つ目は個人情報を確認できるスキャンデータの添付、３つ目は登録者の職業の

入力、４つ目は法人・個人の選択、５つ目は口座情報の入力。 

 

１つ目のステップとして、個人情報入力画面が表示される。 

指定欄に氏名、生年月日、E メールアドレス、住所、電話番号を入力した上で、「Siguiente（次に進む）」を

クリックする。 
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以下が第２ステップで表示される画面。 

１つ目のステップで入力した情報を裏付け出来る身分証明書のスキャンデータを添付する。 

  

 

第３ステップでは登録者の職業を記入する。 

入力内容は、会社名（Razon social de la empresa donde trabajo）、役職（Cargo que tiene）、ボリバル建て

の平均月収（Ingreso mensual promedio）、過去に公的部門で働いたことはあるか（はい or いいえで回答）、 

「はい」と回答した場合、当時の所属組織と当時の役職。 
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第４ステップは法人・個人の選択。Interbanex に開設するのは法人口座か個人口座かを選択する。法人口座

を開設する場合、法人登記時の書類と最新の法人情報を確認できる書類のスキャンデータを添付する必要が

ある。 

 

最後に、Interbanex の開設口座に送金をする口座情報（銀行名、通貨の種類、口座番号、口座種別、資金の

源泉）を入力する。登録後、「Siguiente（次に進む）」のボタンを押して、登録作業が完了する。 
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登録後、Interbanex 側で登録内容に齟齬が無いかを

確認。問題が無ければ、登録されている E メールア

ドレス宛に「利用者名（Usuario）」、「パスワード」

通知の連絡があるようだ。 

 

「Usuario」と「パスワード」が揃えば、同社トッ

プページから取引画面へのログインが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

ログイン後は以下のような画面が表示される。 

 

画面には実際に「どのくらいの金額」を、「いくら

のレート」で、「売るのか買うのか」を示したオフ

ァーが表示されている。 

 

また、別の画面「Plataforma Nivel II」では、売り

オファー、買いオファーの情報をより分かりやすく

表示している（次ページの画面参照）。 

 

 

 

売買オファーを出す場合は、「PLATAFORMA DE 

TRADING」に具体的なオファーを入力し、

「Ejectar Venta/Compra（売り or 買いを実行す

る）」をクリックする（次ページの画面参照）。売買

需要とマッチすれば取引が成立する仕組みだ。 

 

なお、現時点ではボリバルとドルの取引しかできな

いようだ。また、「PLATAFORMA DE TRADING」

でオファーを出すには事前に登録した口座から

Interbanex が指定する口座に資金を送金しておく必

要がある。 

 

Interbanex： 利用方法 
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「PLATAFORMA NIVEL II」 

 

「PLATAFORMA DE TRADING」 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０８２   ２０１９年１月３０日（水曜） 

9 

 

 

Interbanex の開設手順や利用方法は、デジタル通貨

の構造とよく似ている印象がある。 

 

需要と供給による価格決定メカニズムが保証されて

いるように見えるが、懸念も複数確認できた。 

 

まず、現段階では為替レートに入力上限が存在す

る。 

 

具体的には１ドル BsS.４，１６０よりもボリバル安

の数字を入力することが出来ない。 

逆に１ドル BsS.２，４１６．５４よりも低い数字を

入力することもできない。 

 

ベネズエラの並行レートは前日比１０％～３０％変

動することも珍しくない。 

 

１月２７日時点で１ドル BsS.２，５２０の並行レー

トが１ドル BsS.４，１６０という水準に達するのは

そこまで先の話ではないだろう。 

 

Interbanex の入力上限が変動するのであれば、問題

ないが、これが１ドル BsS.４，１６０で固定される

のであれば、需給で決まるメカニズムとは言えな

い。 

 

また、１月２９日 中央銀行は為替市場への介入を

宣言。DICOM レートを１ドル３，３００前後で均

衡させると宣言した。 

 

 

 

 

中央銀行による為替レート介入が DICOM だけを対

象としているのであれば理解できるが、中央銀行の

公式発表には、「為替市場を１ドル BsS.３，３００

で均衡させる」と書かれており、DICOM だけを対

象にしているとは書かれていない。 

 

もし、Interbanex も１ドル BsS.３，３００前後で

均衡することを余儀なくされれば、これも需給でレ

ートが決定するメカニズムとは言えない。 

 

最後に Interbanex には不穏な噂が存在する。 

 

１月２９日 第一正義党（PJ）のホセ・ゲラ議員

は、「Interbanex」はアンドラ公国籍の会社で、同

社の設立にはロドリゲス・サパテロ元スペイン首相

が関与していると訴えている。 

 

サパテロ元スペイン首相は、与野党対話を促進。野

党は「サパテロ元首相がマドゥロ政権をサポート

し、対話を破談させた」と訴えており、野党支持者

の間でサパテロ元首相のイメージは極めて悪い。 

 

また、アンドラ公国は PDVSA の汚職取引をサポー

トした「アンドラ・プライベート・バンク」があっ

た国で、汚職のイメージがつきまとう。 

 

他、野党派の学生活動家サムエル・バウディ氏は、

「Interbanex」を運営している会社は「１８年１０

月に３，０００ユーロで登記された」とツイッター

で投稿し、登記情報が確認できる画面を公開。 

「３，０００ユーロで数百万の金融取引を仲介でき

るわけがない」と訴えている。 

 

 

Interbanex の運営には様々な懸念点あり 
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与党と同様に野党もフェイクニュースは度々流す。

あるいは情報を確認せず、憶測で様々な情報が流れ

るため、この情報が真実かどうかは定かではない。 

 

ただし、政府に不信を抱いている国民に警戒感を与

えるには十分であり、実際にマドゥロ政権側も国民

の信頼を勝ち取るに足る行動はとっていない。 

 

民間セクターで並行レートの合法化が実現すれば、

経済にとっては望ましいことだが、過去の経緯を考

えれば簡単に期待できないのが正直なところだろ

う。政治でも経済でも先行きの不透明感は増すばか

りだ。 

以上 

 


