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（出所）ベネズエラ中央銀行ツイッター“為替協定３９号について説明する外貨競売委員会” 
 

     新 DICOM 制度      

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ネズエラに新しい外貨制度（為替協定３９号）

が誕生した。 

新制度は１ドル１０ボリバルの DIPROレートの廃止、

国内の証券会社は外貨建て有価証券のボリバル建て

売買仲介が可能になるなど多くの変更があった。 

米国からの金融制裁を受けて１７年８月に DICOM は

運用を停止し、ベネズエラ国内は深刻な外貨不足に

陥っているが、今回の為替協定で新 DICOM が誕生し

た。１月３０日には早速、第１回目の新 DICOMの競売

が始まった。 

本稿では為替協定３９号の原文を確認して判明した

新制度の詳細について紹介したい。 

 

ベネズエラは２００３年２月から外貨管理制度が採

用されており、外貨の国内外への出入りは中央銀行が

管理している。 

 

外貨管理制度とは為替レートの急激な上昇を抑える

必要に迫られた際に一時的に採られる措置であり、長

期間続けるものではない。 

 

しかし、ベネズエラでは外貨管理制度を１５年間継続

したため経済に様々な歪みが出ている。物価抑制のた

めにはじめられた外貨管理は、皮肉にも物価上昇の最

大の理由とされている。 

 

紆余曲折を経て現在のベネズエラには２つの公式な

レートと闇レート（本稿では並行レートと呼ぶ）が存

在していた。 

複数の為替レートで経済が混乱 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０３１   ２０１８年１月３１日（水曜） 

2 

 

１つ目の公式なレートは DIPRO と呼ばれる１ドル１

０ボリバルの為替レート。食料品や医薬品の輸入、公

的部門の債務返済時の外貨両替レートとして採用さ

れていた。 

 

２つ目の公式なレートは DICOM（本稿では旧 DICOMと

呼ぶ）と呼ばれる１ドル３，３４５ボリバルの為替レ

ート。なお、１ドル３，３４５ボリバルは法人の外貨

両替時に採用される為替レートで、個人の外貨両替時

には１ドル約１３，０００ボリバルで両替されている

と報道されている（個人と法人の旧 DICOM両替レート

が異なるという報道について中央銀行は否定も肯定

もしていない）。 

 

DIPRO、旧 DICOMは原則、中央銀行が外貨を供給する

主体となるが、原油価格の下落により中央銀行に流れ

る外貨が減り、DIPRO、旧 DICOM で市中に十分な外貨

を供給できていない。 

 

満たされない外貨需要は、中央銀行の制度から外れた

並行レートに流れる。並行レートは中央銀行の管理外

のため需要と供給が一致する為替レートで両替が出

来ることになっている。そして、需要と供給の均衡点

がどの程度かを確認する参考指標として「DolarToday」

というウェブサイトが存在している。なお、１月３１

日時点の並行レートは１ドル２５万ボリバル。 

 

つまり、２５万ボリバルという商品が日本円でいくら

かと聞かれれば、２７５万円（DIPROで換算）であり、

８，２００円（DICOMで換算）であり、１１０円（並

行レートで換算）でもある。 

 

為替レートの異常な歪みはベネズエラ経済を混乱に

貶めている大きな要因と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

１月２９日 外貨管理制度が大きく変更した。 

 

ベネズエラ中央銀行は新しい外貨制度の枠組みを定

めた為替協定３９号を公布した（同協定３９号オリジ

ナルの和訳は６ページ目以降を参照）。 

 

同協定は３８条で構成されており、大きく分けると 

 

・「新 DICOMの競売」（第１条～１４条） 

・「両替所での外貨売却」（第１５条～１６条） 

・「外貨建て有価証券の取引」（第１７条～２２条） 

・「制度移行に関わる措置」（第２３条～２５条） 

・「新 DICOM がベネズエラ国内の税制などでどのよう

に扱われるか」（第２６条～３９条） 

に分類できる。 

 

今回の為替協定の大きな特徴は３点で 

 

１点目は新 DICOM が民間セクターにのみ解放されて

いる点（本協定の第１条）。 

２点目は国内の証券会社が外貨建て有価証券のボリ

バル建て売買仲介を受けることが出来るようになっ

た点（本協定の第１７条）。 

３点目は DIPRO（１ドル１０ボリバル）を廃止した点

（本協定の第３７条）。 

だろう。 

 

個人的には一番注目しているのは DIPRO が無くなっ

たことだ。前述の通り DIPROは公的部門の外貨需要や

食料品、医薬品の輸入時に適用されていた為替レート

だった。 

 

今回の措置によりベネズエラには公式な為替レート

が新 DICOMに一本化されたことになる。 

 

 

公的サービスの値上げを予見 
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また、これまで公的部門は国外から何かを輸入する際

には中央銀行に対して外貨供給を求めていた。 

許可を受けた場合、外貨の両替は１ドル１０ボリバル

だったが、今後は新 DICOMのレートで外貨を両替する

必要に迫られる。 

 

新 DICOM の為替レートがいくらになるかはまだ分か

っていないが、DIPROが使用できなくなったことで公

的部門が国外から財・サービスを購入するためにはこ

れまでの数百倍（あるいは数千倍）のボリバルが必要

になることを意味する。 

 

本協定２４条で「１８年１月２９日よりも前にベネズ

エラ中央銀行が外貨申請の受領を認識した案件は

DIPROの為替レートが適用される」と書かれているが、

今後は、電力料金やガス料金など異常に安価に抑えら

れていた公共料金の価格は一気に上昇すると思われ

る。 

 

もちろん公共料金の上昇は貧困層を中心に国民の不

満を高めることになるが、現在の仕組みを継続するこ

とは不可能との認識があったと思われる。 

 

また、公式な為替レートが一本化されたこと自体はポ

ジティブに理解している。あとは、並行レートがなく

なるかどうかが重要になるが、それは新 DICOMの為替

レートがいくらになるかが分からないと何とも言え

ない。 

 

需要と供給に反して政府が為替レートを決めている

限り、満たされない外貨需要が並行レートに流れる。

並行レートが無くなるかどうかは新 DICOM のレート

が需要と供給で決まるかどうかにかかっている。 

 

これまでの経験から考えれば、政府は引き続きレート

をコントロールし、並行レートは無くならないと想像

している。 

 

 

 

新 DICOM についてはページを割いて説明することは

あまりない。為替協定の原文と発表されている新

DICOMの公募要領を見る限りでは、旧 DICOMと仕組み

はほとんど変わっていないからだ。 

 

旧 DICOMについてはジェトロの通商弘報記事「手続き

の簡素化や透明性の向上がメリット」参照。 

 

旧 DICOMでは法人は、直近の法人所得税納税の際に申

請した平均月間収入の３０％分まで毎月落札するこ

とが可能。ただし、各月で４０万ドルが上限とされて

いた。一方、新 DICOMでは法人は、直近の法人所得税

納税の際に申請した平均月間収入の３０％分まで毎

月落札することが可能で、各月で３４万ユーロが上限

とされている。 

 

また、旧 DICOMで個人が得られる外貨の上限は３カ月

毎に５００ドルだったが、新 DICOMは３カ月に４２０

ユーロになった。 

 

上限額が変わっているように見えるが為替レートを

踏まえれば法人・個人ともに実質的な上限額は変わっ

ていない。 

 

これまでに旧 DICOM で外貨を購入あるいは売却の申

請をしたことがある法人・個人は、改めて登録し直す

必要はない。旧 DICOMとほぼ同じ手続きで申請が出来

るだろう。 

 

旧 DICOMは競売の公募要領発表、応札受付、落札者の

公表、清算プロセスの一連の流れに１週間が必要だっ

た。新 DICOMの公募要領で書かれたスケジュールは旧

DICOMと同じなので新 DICOMも１週間に１度の頻度で

実施される可能性が高い。 

 

 

新 DICOMと旧 DICOMはほぼ同じ 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/416f78cef4d46bea.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/416f78cef4d46bea.html
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旧 DICOMと違う点もある。それは公的部門が DICOMに

参加しないことだ。 

 

本協定第１条では 

「DICOMの競売は外貨（種類は問わない）の売却、購

入を希望する民間セクターの個人・法人が参加するこ

とが出来る。」 

と定められている。 

 

旧 DICOM では民間セクターが供給した外貨は全体の

１割程度に過ぎず、残りの９割近くは公的部門（内訳

は書かれていないが多くは中央銀行と PDVSA と思わ

れる）からの外貨供給だった。 

 

外貨を売却する側にとっては、為替レートを除けば大

きな違いがないと思われるが、外貨を購入する側にと

っては旧 DICOM以上に狭き門になりそうだ。 

 

 

また、旧 DICOMは外貨売りの場合も含めてベネズエラ

国内に外貨建ての口座が必要だった。一方で新 DICOM

はもしかすると外国の外貨口座から送金できるシス

テムかもしれない。断言はできないが、本協定第５条

を見るとそのように理解できなくもない。 

 

また、両替所での両替については外貨からボリバル通

貨への両替についてしか書かれていない。恐らく、新

DICOM は両替所でボリバル通貨を外貨に両替するこ

とは出来ないだろう。 

 

１月３０日に第１回目の DICOM の応札要領が公示さ

れた。来週２月５日（月曜）には為替レートや外貨供

給総額が公表される。１回目の結果が出れば、新

DICOM がどの程度機能するのかが明らかになってく

るだろう。 

 

 

 

 

 

 

為替協定３９号では証券会社が外貨建て有価証券の

売買仲介をボリバル通貨で行うことが許可されるよ

うになった。 

 

この仕組みが機能するかどうかは新 DICOM のレート

次第と言えるだろう。 

 

同協定の第２２条には外貨建て有価証券の取引参考

レートは本協定１１条（新 DICOMのレート）と明記さ

れている。つまり、外貨建て有価証券のボリバル建て

の価値は新 DICOM とリンクしている。新 DICOM が需

給に応じた妥当なレートであれば外貨建て有価証券

の取引も一定程度は機能することになるだろう。 

 

他、当該条文を見た限りでは証券会社が出来るのはあ

くまで仲介業務だけであり、実際の取引は国営証券会

社（Bolsa Publica de Valores Bicentenaria）が行

うようだ。 

 

本件に関わる具体的なプロセスは証券監督局

（SUDEVAL）が検討している最中のようで有価証券を

使用した新 DICOM 取引が始まるのは少し先になると

思われる。 

 

 

新しい為替協定が発効されると必ず問題になるのが、

「外貨の支払いが滞っている案件は、いつの時点の為

替レートが適用されるのか」だ。 

 

旧為替レートをベースに外貨が支払われるのであれ

ば問題ないが、新為替レート（ボリバル安になった為

替レート）をベースに外貨が支払われると両替に必要

なボリバルが増えることになる。 

 

外貨建て有価証券取引 実効性は DICOM次第 

過去の未清算案件の適用レートは不明 
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ベネズエラ中央銀行は外貨管理委員会（CADIVI）とい

う組織があったころから支払いが出来ていない案件

がたくさんある。つまり、６年くらい支払いが遅れて

いる案件も存在する。 

 

CADIVI は民間企業の外貨建て取引の支払いを管轄す

る組織だ。ベネズエラ政府は CADIVI の未払い案件は

民間セクターの債務であり、公的債務ではないという

認識をしている。一方で、政府の外貨管理制度を理由

とする支払い遅延なので実質的には政府に支払い義

務があることは論を待たないだろう。 

 

為替協定３９号は過去の商業債務未清算案件の適用

レートに関する記述がない。 

 

本協定第２５条には 

「２００９年６月３０日付官報第３９，２１０号の０

９年６月１１日付の CADIVI 政令９７号に関わる外貨

の購入、売却オペレーションで、本為替協定が発効す

るまでに為替オペレーターに申請された案件で政令

に従い許可が正式に出ている場合は為替オペレータ

ーに申請された時点で有効な為替レートで清算され

る。」 

と書かれているが、CADIVI 政令９７号は外交官の外

貨支払いに関する規則で商業債務とは無関係だ。 

 

本協定では特に言及されていないということは、未清

算商業債務の適用レートについては、直近の解釈がそ

のまま採用されているということになると思われる

が、関係している法人にとって不安が残るだろう。 

 

また、参考までに１月３０日に公示された第一回目の

DICOMの応札要領を日本語で紹介する。また、次ペー

ジには為替協定３９号の簡易訳を紹介したので、参考

にしていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

◆競売実施日： １８年２月１日 

 

◆応札締め切り日時： １８年１月３１日 PM４時 

 

◆最小売買額： 

 ・個人： ５０．００ユーロ 

 ・法人： １，０００．００ユーロ 

 

◆落札日時： ２０１８年２月 1日 AM８時 

手数料０．２５％を含めて、応札に必要な資金が同日

時までに口座にあること。必要額がない場合、落札は

出来ず、今後３０日間は競売への参加を禁止する。 

 

◆結果公示日： １８年２月５日 

 

◆清算日： １８年２月６日 

 

◆競売に参加する法人・個人に必要な要件 

 ・DICOMシステムへの登録 

 ・以下の情報の提供 

   1. 身分証明書 

   2. 納税者番号（RIF） 

   3. 住所 

   4. その他、要求される書類 

 ・所定フォームの資金源泉を明らかにする宣誓書 

 ・国内金融システムに外貨建て、現地通貨建ての口

座を有すること 

 ・納税義務を履行していることを証明する書類 

 

為替協定３９号に従い個人は４２０ユーロ／３カ月、

法人は直近の法人所得税納税の際に申請した平均月

間収入の３０％分（月額３４万ユーロが上限）まで毎

月落札することが可能。 

 

２０１８年１月３０日 

第一回目の新 DICOM応札要領 

http://www.cencoex.gob.ve/images/stories/pdfs/DocumentosVigentes/Providencias/097_prov_diplom_301.pdf
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為替協定３９号 

外貨オペレーションに関する国家金融システム規則 

 

第一章 

補足的フロート制為替レート（DICOM） 

のオペレーション 

 

第１条： DICOMの競売は外貨（種類は問わない）の

売却、購入を希望する民間セクターの個人・法人が参

加することが出来る。 

 

第２条： DICOM の競売はアメリカ方式で行われる。

民間セクターは DICOM の公募要領に明記されている

内容以外の規制なく参加できる。競売は自動化されて

おり需要と供給によって決定する。 

 

第３条： 競売のボリバルレートは外貨の購入を希望

する法人が提示した最も低い価格とする。 

 

第４条： 応札する法人・個人は DICOMのウェブサイ

ト（www.dicom.gob.ve）から応札価格を提示する。申

請者は DICOM で提示したボリバルあるいは外貨が許

可された国内の金融機関口座に預金されていること

を保証しなければならない。DICOMへの応札を提示し

た時点で予防的に当該金額は口座から動かせなくな

る。 

 

第５条： １２年６月１４日発効の為替協定２０号、

１４年１１月２０日発効の為替協定３１号（ともにベ

ネズエラ国内で外貨建口座の開設を許可する協定）に

従い、許可された国内金融機関に預けられた預金、成

人、ベネズエラ国内の法人、ベネズエラ国外の法人は

外貨の供給先が国外を源泉とする場合であっても、あ

るいは国内の金融機関に預けられた預金であっても

資金の源泉がテロリストや資金洗浄に関わっていな

い限り、合法的に DICOMに参加できる。 

 

 

 

 

許可された国内の金融機関は国家金融システムの外

貨預金を受け取るために顧客に対して外貨建て口座

の開設以外の要件や資料の提示を求めることは出来

ない。同様に顧客に対し外貨建て口座開設のために入

金最低額や口座維持手数料を要求してはいけない。 

 

第６条： 外貨建て口座の開設ができない国内金融機

関の顧客が DICOMへの外貨売却を希望した場合、中央

銀行が為替オペレーターを通じて所定の手続きに従

い顧客の求めに応じることが出来る。 

 

第７条： DICOMの為替レートシステムは２０１７年

５月１９日発効為替協定３８号に従い外貨競売委員

会が管理する。 

 

第８条： DICOMの最小額、最大額は公募要領で指示

する。 

 

第９条： 個人は３カ月毎に最大で４２０ユーロ（あ

るいは４２０ユーロに相当する外貨）まで取得するこ

とができる。法人は毎月、前年の所得税申告時に記載

した月額平均総収入の最大３０％あるいは３４万ユ

ーロ（あるいは３４万ユーロに相当する外貨）まで取

得することが出来る。 

 

第１０条： 外貨競売委員会は競売が終わる毎に、外

貨落札額など競売の結果を公表する。同様に清算プロ

セスを進めるため、落札結果を許可された金融機関に

通達する。DICOMで落札した外貨は２０１２年６月１

４日発効のベネズエラ国内の外貨口座に入金される。 

 

第１１条： DICOMで外貨を落札した個人・法人のリ

ストは競売ごとに DICOMのウェブサイトで公開する。

国内で有効な為替レートは最後の DICOM レートとす

る。 
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第１２条： 許可された為替オペレーターは第１１条

で定められた DICOM の有効な為替レートをオフィス

で公表しなければならない。同様に一般の顧客が有効

な為替レート、当該手続きの手数料（手数料はベネズ

エラ中央銀行が定める）が分かるよう公開しなければ

ならない。 

 

第１３条： DICOMの為替オペレーターは当該為替協

定の規則に従う必要がある。また、経済財務省、ベネ

ズエラ中央銀行に従う必要がある。 

 

第１４条： DICOMを通じて外貨を取得した法人はコ

ストやその他の計算ベースとして当該為替レートを

使用しなければならない。 

 

第二章 

小売りの為替オペレーション 

 

第１５条： 個人・法人で８，５００ユーロ以下ある

いは８，５００ユーロと同等より少ない外貨は外貨、

小切手、トラベラーズチェック、送金など媒体を問わ

ず許可された為替オペレーターを通じて両替するこ

とが出来る。本協定の第１１条に定められた為替レー

トが為替のベースとなる。 

許可された為替オペレーターは両替した外貨を以下

の通り売却しなければならない。 

 

１． 送金で外貨を受け取った場合、その全額を購入

時の為替レートから１％増やした為替レートで

DICOMに供給しなければならない。仮に DICOMで応札

相手が出なければ、その外貨はベネズエラ中央銀行が

購入することが出来る。 

 

２． 現金で外貨を受け取った場合、１週間に一度の

頻度でベネズエラ中央銀行に売却しなければならな

い。その際の売却レートは購入時の為替レートから

１％増やした為替レートとする。 

 

 

 

第１６条： この章で言及されているオペレーション

を実施する際には、外貨を売却する個人・法人は外貨

の出所が合法なもので、ベネズエラ中央銀行と銀行監

督局の定める決まりに則していることを示さなけれ

ばいけない。 

 

第三章 

民間セクターが発効する外貨建て有価証券の現地通

貨での購入オペレーション 

 

第１７条： 本協定の有効日から、証券市場政令で定

められた証券会社、国営証券会社（Bolsa Publica de 

Valores Bicentenaria）は、現在流通しているあるい

は今後発行する全ての外貨建ての有価証券を現地通

貨で取引することが出来る。 

 

第１８条： 前述の取引は証券監督局（SUNAVAL）が

定める規則に合致しているとの承認を経て、国営証券

会社（Bolsa Publica de Valores Bicentenaria）の

みがオペレーションを実施することが出来る。 

取引の結果、支払われる外貨は１２年６月１４日発効

の為替協定２０号に準じる国内金融システムに入金

される。また、そのための手続きは現在調整している。 

証券市場政令で定められた証券会社は取引に必要な

ポジションが存在しているかを保証しなければなら

ない。そのため取引希望者は当該有価証券が動かせな

くなる。 

 

第１９条： 本条の第一パラグラフに定められた場合

を除き、金融機関、保険会社、信託基金、ヘッジファ

ンドは顧客として取引に参加し、外貨建て有価証券を

購入することはできない。国内金融システム監督組織

は、本協定が適切に機能するように必要な対策を取る。 

 

第一パラグラフ： 証券会社は本章の為替オペレーシ

ョンを実行するために必要な場合に限り、一時的に自

身の裁量で有価証券を購入することができる。ただし、

国営証券会社だけは投資目的として有価証券の保有

を維持することが出来る。 
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第二パラグラフ： 証券監督局は証券会社が為替オペ

レーションを行うための条件を決定する。 

 

第２０条： 本章で定められた民間セクターの有価証

券システムは証券監督局がオペレーションの方法、清

算プロセス、国営証券会社を通じて行われる取引の監

督方法などの規則を定める。これらの取引規則は施行

する前に経済財務省とベネズエラ中央銀行の承認を

得なければならない。 

 

本章で定められた為替オペレーションの技術的な問

題の解決については国営証券会社が運用規則を定め

る。この運用規則は経済財務省、ベネズエラ中央銀行

の事前承認を得た上で、証券監督局が承認する。 

 

第２１条： 証券市場政令で定められた証券会社は自

社のオフィスに本協定１１条の為替レートを公表し

なければならない。同様にオフィスの一般に見える場

所に同為替レートと証券監督局が定める手数料が分

かるよう張り出さなければならない。 

 

第２２条： 本章に関わる有価証券の売却時の参考レ

ートは同為替協定１１条のレートとする。また、購入

時は１１条の為替レートから０．２５％を減らすこと

が出来る。有価証券の価格は流通市場の価格あるいは

参考価格が存在しない場合は購入者、売却者双方の合

意により自由に価格を決めることが出来る。 

 

第四章 

移行期間規定 

 

第２３条： ２０１７年１月２日からの本協定が有効

になる前日までにベネズエラ中央銀行が受け付けた

外貨の購入申請で、国の開発に必要な政府が結んだ特

別な協定は１６年３月９日発効の為替協定３５号第

１条が適用される。 

 

 

 

 

第２４条： 政府債務とその他公的組織金融管理組織

法で定められた公的債務、ベネズエラ開発銀行

（BANDES）、ベネズエラ輸出銀行（BANCOEX）が行う業

務のための外貨申請で本為替協定が発効するまでに

ベネズエラ中央銀行に適切に提出された案件は１６

年３月９日発効の為替協定３５号第１条の為替レー

トが適用される。 

 

第２５条： ２００９年６月３０日付官報第３９，２

１０号の０９年６月１１日付の CADIVI 政令９７号に

関わる外貨の購入、売却オペレーションで、本為替協

定が発効するまでに為替オペレーターに申請された

案件で政令に従い割り当ての許可が正式に出ている

場合は為替オペレーターに申請された時点で有効な

為替レートで清算される。 

 

第五章 

最終規定 

 

第２６条： ベネズエラ中央銀行は中央銀行法第５７

条に従い、金融システムと国内経済の運営に支障が出

る場合には必要な対応を取ることが出来る。 

 

第２７条： ベネズエラ中央銀行と経済財務省は共同

で為替システムが適切に機能するようあらゆる対応

を取ることが出来る。 

 

第２８条： 本協定第１１条の為替レートは公的セク

ター、民間セクター全ての外貨清算で適用される。同

様にベネズエラ中央銀行への外貨売却オペレーショ

ンは本協定１１条の為替レートから０．２５％を減ら

したレートが適用される。 

 

第２９条： 政府が外国組織と締結した合意に関わり

金融機関に売却される外貨オペレーションは、同日の

DICOM清算レートが適用される。外貨購入の場合も０．

２５％を減らして同様の為替レートが適用される。 
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ベネズエラ政府が信任状を発行している外交代表団

や外国の公的組織が行う外貨売却オペレーションは、

同日の DICOMの為替レートが適用される。外貨購入の

場合も０．２５％を減らして同様の為替レートが適用

される。 

ベネズエラ政府が信任状を発行している外国の大使

館、領事館、国際組織は外貨競売委員会の定める要件

を満たすことで本協定第一章の外貨競売の購入者、売

却者になることができる。 

 

第３０条： この協定で説明されていない種類の全て

の外貨清算オペレーションは DICOM の為替レートが

適用される。 

 

第３１条： 通関時の税金計算の際に外貨を現地通貨

で換算する場合は同日時点で有効な DICOM レートを

基準に計算される。この為替レートは関連の通関関連

手続きでも適用される。 

 

第３２条： 為替不正取締法に従い違反者が外貨を払

い戻す場合、定められたプロセスに従い為替オペレー

ターを通じて中央銀行に対して外貨で払い戻さなけ

ればならない。判決で指示された通貨と別の通貨で支

払いを行う場合は裁判所の事前許可を必要とする。 

 

第一パラグラフ： 本条項で言及された外貨の払い戻

しは、許可された為替オペレーターを通じて支払わな

ければならない。やむを得ない事情があり、為替オペ

レーターが支払いを実行できない場合は公的金融機

関が為替オペレーターとして支払い仲介を実行する。 

第二パラグラフ： 為替オペレーターは中央銀行との事

前合意に従い、外貨を中央銀行に払い戻す。 

 

第３３条： 罰金刑などで外貨建ての金額を計算する

際は DICOMレートで計算する。 

 

 

 

 

 

第３４条： 税金支払いに関する特別法、手数料など

外貨建てで表記されている料金は、ベネズエラ中央銀

行が定める為替レート規程に従い、外貨建てで支払う

ことが出来る。あるいは DICOMの為替レートで算出し

た現地通貨で支払うことが出来る。 

 

第３５条： 本協定３４条にある税金支払いのために入

手した外貨は、特別な場合を除き受領日から２業務日以

内に許可された為替オペレーターを通じて DICOM レー

トから０．２５％を減らした為替レートでベネズエラ中

央銀行に売却しなければならない。為替オペレーターは

中央銀行と合意した場合は、当該外貨を所定の期間まで

留保することが出来る。 

 

第３６条： 金など外貨建資産になる鉱物セクターや

無形外貨建て資産は会計上、DICOMレートで登録する。 

 

第３７条： １７年５月１９日発効の為替協定３８号

の第７条以外の条文と１６年３月９日発効の為替協

定３５号を無効とする。また、本決定と矛盾する全て

の条項は無効とする。 

 

第３８条： この為替協定は官報発効日から有効にな

る。 

 

２０１８年１月２９日 カラカス 

 

以上 


