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新

任

ご

挨

拶

このたび、2018 年 1 月 1 日をもちまして SWIFT の日本におけるカントリーマネー
ジャーに就任いたしました Alain Delfosse（アラン・デルフォッセ）です。前職で
は 16 年間スイス最大の市場インフラである SIX グループで日本市場を担当して
おり , 今後は SWIFT の日本市場におけるトランザクションバンキングのコスト
軽減に貢献することを目指してまいります。
現在日本の銀行業界においてはサイバーセキュリティ、規制対応とトラ
ンザクションバンキングにおける効率性が重要な課題ですが、これらは
SWIFT にとっても重要なテーマです。CSP（カスタマー・セキュリティ・プ
ログラム）について、昨年日本においては 94% が自己査定を完了しています。
これは世界の中央銀行と金融監督当局の協力のもと、11,000 のメンバーか
らなる SWIFT コミュニティのセキュリティ意識の向上を示すものです。対応
必須項目への準拠は本年中に必要となりますので、更なるご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
SWIFT の コ ン プ ラ イ ア ン ス 関 連 ソ リ ュ ー シ ョ ン と し て は、 日 次 Validation
Report, Payment Control および Payment Data Quality という一連のサービスがあり
SWIFT インフラと密接に稼働するように設計されています。これらを日々のプロセスに活用することによってサイ
バーセキュリティ対策を包括的に実装することが可能になります。
トランザクションバンキングの領域において、従来クロスボーダー送金に数日を要していたことは過去のものにな
ろうとしています。SWIFT は、gpi と共に送金の追跡が可能になります。どの時点でも送金の状態の確認と取止め
（停止と資金回収）を可能にします。これにより銀行は、送金に関する一連の手続きの時間短縮および費用削減と同
時に、企業向け顧客サービスの大幅な向上を実現できます。今日、米中におけるクロスボーダー送金のうち 30% は
既に gpi を用いて実施されており、2019 年半ばには全世界でのクロスボーダー送金の 60% が gpi で実施される見
込みで、今後はトランザクションバンキングにおいて新しいスタンダードになると思われます。
SWIFT ジャパンは、カスタマーサポートとオンサイトでのサービス提供を日本語で提供する人員を含め合計
13 名のチームから成っており、お客様のニーズを伺い最適なソリューションを提供することを目指しています。
SWIFT は、投資・開発により優れた製品・サービスを提供しています。その一例としては SWIFT が開発したインタ
ーフェースである IPLA や AMH があります。これらは業務系システムとの連携コストを削減することができ、ミド
ルウエア製品への依存による高コスト体質を改善することができるでしょう。これらの活用方法については SWIFT
の担当アカウントマネージャーにご相談ください。
最後に重要な点をもうひとつ申し上げたいと思います。SWIFT はグローバルな金融業界が保有する非営利協同組
合であり、SWIFT の活動は常にユーザーの皆様を中心に置いています。SWIFT の提供する製品・サービスはグロー
バルな金融界の意向を反映しています。API、クラウド、DLT といった新しい技術はビジネスの仕方に変革をもた
らしますが、それらを活用することで銀行業務が新たな水準に到達すべくサポートすることが我々の目指すところ
です。
皆様と直接お会いすることを楽しみにしております。
SWIFT Country Manager Japan

Alain Delfosse（アラン・デルフォッセ）
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Sibos 2017（トロント）のポイント
麗澤大学 経済学部 教授 中島真志
今年の Sibos は、10 月 16 日～ 19 日の 4 日間、カナダのトロントにおいて開催された。Sibos においては、数多く
のセッションが同時並行的に進められるため、すべてを把握することは困難であるが、以下では、出席したセッションや
Sibos 会場での関係者へのヒアリングをもとに、注目されるポイントについて述べることとする。
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ていることもあって、
「乗り遅れてはいけない」という緊張

１．全体感

感が感じられ、ブロックチェーンの名前が付いたセッショ
ンは、どれも超満員の人気ぶりであった。実証実験を進め

（１）北米で最大の Sibos

る中でいくつかの課題が見えてきたこともあって、一頃の

今年の Sibos は、10 月 16 日～ 19 日までの 4 日間、カ

「ブロックチェーンを使えば何でもできる」といった万能感

ナダのトロントにおいて開催された。

に満ちた議論ではなく、むしろ現実的な地に足の着いた議

参加者は、世界 148 ヵ国から約 8,100 名にのぼり、北米

論が多かったように思われる。ただし、ブロックチェーン

で開催された Sibos としては、過去最大の規模となった。

のもたらす影響力については、
「潜在力はかなり大きい」
「イ

また、これは「史上 4 番目

ンターネットのように金融のインフラとなるだろう」とす

（1）

の規模の Sibos」であり、3 年

連続で 8,000 人越えとなった。参加者の内訳をみると、欧

る意見が多く、期待度は引き続き高かった。

州が 5 割を占めたほか、米州が 36％と高めであった。

（４）インスタント・ペイメントがいよいよ現実に

図表 1：Sibos2017（トロント）の概要

「インスタント・ペイメント」とは、「リアルタイム・リテ

参加者数

8,088 名

地域別内訳

欧州・中東（EMEA）

50%

米州（AM）

36%

アジア太平洋（APAC）

14%

ール・ペイメント」とも呼ばれるものであり、①送金指図の
リアルタイム処理（ほぼリアルタイムで相手口座に入金さ
れる）、② 365 日 24 時間の決済処理、を特徴としている。
各国とも、ここ数年をかけて準備を進めてきたが、いよ
いよこれらが今年 11 月から来年にかけて、稼働を開始する

（２）SWIFT はサイバーセキュリティと gpi に注力

ことになっており、関係するセッションでの新システムの

2016 年 2 月に、SWIFT を使った不正な送金指図により、

機能の説明などがなされた。具体的には、豪州の NPP、欧

バングラデシュ中央銀行が NY 連銀に預けてあった外貨準備

州の３つのインスタント・ペイメント（EBA クリアリング、

から 81 百万ドルが盗まれるという事件が発生し、これを受

STET、equensWorldline）、米国の TCH などの動きがある。

けて SWIFT では、昨年からサイバーセキュリティの強化に

また ECB（欧州中銀）でも、インスタント・ペイメント用に

注力している。今年の Sibos でも、昨年に引き続き、
「顧客

即時決済サービスを提供する予定である。

安全プログラム」
（CSP）などのサイバーセキュリティが大

今や 365 日 24 時間のリアルタイム決済を提供するのが

きなテーマとなった。

「ニュー・ノーマル」（新常態）であるとの指摘が聞かれた。

SWIFT が注力しているもう一つの分野が、
「SWIFT gpi」

（５）SWIFT vs Ripple の対立の構図

であり、コルレス銀行業務を抜本的に改革し、国際送金の
速度、透明性、追跡性を上げるためのプロジェクトであり、

ブロックチェーン技術を使った国際送金のプロジェクト

関連するセッションが多く持たれた。

を進めている Ripple では、Sibos と同時期に、Sibos 会場
からほど近い場所で「SWELL」
（スウェル）と名付けたイ

（３）ブロックチェーンに高い関心

ベントを開催した（図表 2）
。

昨年に引き続き、ブロックチェーンに高い関心が集まっ

（1） 2010 年のアムステルダム（約 8,900 名）、2016 年のジュネーブ（約
8,300 名）、2015 年のシンガポール（約 8,200 名）に次ぐもの。

た。世界の金融機関が、様々な形で多くの実証実験を行っ

図表 2：SWELL の開催ロゴとバーナンキ氏のセッション
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これにより、「Sibos 対 SWELL」の対立の構図が明らか

結果を 2017 年 12 月末までに「KYC レジストリー 」に
（4）

となり、注目された。

登録することが求められている。これを「KYC-SA」と呼

SWELL では、元 FRB 議長であるベン・バーナンキ氏とい

んでいる。

った大物やイーサリアムの開発者であるヴィタリック・ブテ

自己査定の内容は、①コンタクト情報、②評価方法、③

リン氏などの業界の有名人をスピーカーとして招聘してお

インフラのタイプ、④査定の承認者、などである。27 項目

り、こうした著名人を目当てに Sibos 会場から SWELL へ

のそれぞれについて、①遵守済み（comply）
、②遵守予定

の人の移動もかなりみられた。

（will comply：具体的な計画がある場合）、③遵守できていな

SWIFT では、昨年までは Ripple に Sibos 会場内で自由

い（not comply）、④該当しない（not applicable、推奨項

に活動させていたが、今年の Sibos では、かなりの締め付

目のみ）のいずれかで回答を行う必要がある。

けを行った模様であり、これに不満を抱いた Ripple 側が別

KYC レジストリーに登録された自己査定の結果について

のイベントを立ち上げたというのが経緯のようである。こ

は、その銀行と取引を行っているコルレス銀行が、「アクセ

の 1 年間に、Ripple では、参加行を世界の有力 100 行以上

ス・リクエスト」によって開示を求めることができ、それに

にまで増やし、SWIFT のコンペティターとしての存在感を

対して、各行では「グラント・アクセス」により、自行のデ

高めてきており、SWIFT としても競合先として無視できな

ータの提供を認めるという手続きが定められている。取引

い存在になったということであろう。

先のコルレス行の遵守状況を知ることにより、各行では取

今次 Sibos では、国際送金に関するセッションにも、
（当

引関係の継続などを決めることができる。

然含まれるべき）Ripple のスピーカーは登壇せず、Ripple

こうした対策について、SWIFT では「コミュニティ全体

の存在を目立たせたくないという SWIFT の意図も感じられ

での対応が不可欠である」ことを強調しており、
「グローバ

た。来年以降の Sibos でこの関係がどうなっていくのか（同

ル・キャンペーン」として、世界で約 240 回の説明会を開催

様な形で、SWELL が Sibos と同時開催されるのか）が注

し、そこに合わせて約 8,000 行が参加したものと説明して

目されるところである。

いた。
なお、SWIFT では、2018 年 1 月から、自己査定が未提
出のユーザー名を監督当局へ報告するほか、2019 年 1 月か

２．SWIFT 関連

らは、必須項目を遵守していないユーザー名を監督当局へ

SWIFT に関連するテーマとしては、①サイバーセキュリ

報告する予定である。こうした強硬な手段がとられるのは、

ティと② SWIFT gpi の２つが注目ポイントであり、多くの

SWIFT のネットワークの中で最も弱い部分でセキュリティ

セッションが設けられた。

が破られる可能性が高いためである。
Sibos の開催された前の週にも、台湾の遠東国際商業銀

（１）サイバーセキュリティ

行が、バングラデシュ中銀と同様な手口で約 6,000 万ドル

2016 年の「バングラデシュ中央銀行事件 」をきっかけ

が盗まれるという事件

（2）

（5）

に、SWIFT の安全性が問題となり、SWIFT では、昨年か

が発生しており、SWIFT の安全対

策の強化はまだ道半ばである。

らユーザーの安全対策の強化を進めている。

②日次検証レポート（DVR）

①顧客安全プログラム（CSP）

安全対策の強化のために、SWIFT では、異常な取引があ

この安全対策の柱となっているのが、2016 年 5 月に導

った場合にその早期発見を可能にするための「日次検証レ

入した「顧客安全プログラム」
（CSP：Customer Security

ポート」（DVR：Daily Validation Report）の利用をユーザ

Programme）である。

ーに働きかけている。

バングラデシュ中銀などの事例では、いずれも、ユーザ

日次検証レポートには、①アクティビティ・レポートと②

ーの行内システム（ローカル環境）での安全対策の不備が

リスク・レポートの 2 種類がある。このうち「アクティビテ

あったこと

ィ・レポート」は、1 日の送金額に関するレポートであり、

（3）

がアタックを受けた理由となっている。この

ため、SWIFT では、CSP において各行のローカル環境にお

（2） 詳しくは、「バングラデシュ中央銀行の不正送金事件と SWIFT のセキュ
リティ対策」（『金融財政事情』、2016 年 12 月 19 日）を参照のこと。
（3） ファイアーウォールの不備、パスワードが長期間変更されていなかった
など。
（4）「KYC レジストリー」は、コルレス銀行が自行のデータを登録しておき、
相手行との間で情報の相互交換を行うための中央データベースである。
登録するデータには、属性、所有と経営、ビジネスタイプと顧客基盤、
コンプライアンス、税金などが含まれる。すでに、世界の 4,000 行以上
がこのサービスを利用している。
（5） ただし、このうちほぼ全額（50 万ドルを除く）については、同行が回収
したものとされている。なお、このサイバー攻撃については、北朝鮮の
ハッカー集団「ラザルス」が関与した可能性があるものとみられている
（2017 年 10 月 16 日付、ロイター）。

ける一定の「セキュリティ・コントロール基準」
（Customer
Security Controls Framework）を設け、各ユーザーに対
してその遵守を強く求めている。
セキュリティ・コントロール基準は、全部で 27 項目から
なっており、
このうち 16 項目が「必須項目」
（mandatory）、
残り 11 項目が「推奨項目」
（advisory）となっている。
SWIFT のすべてのユーザーは、これら 27 項目について
の「自己査定」
（self-attestation）を行ったうえで、その
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1 日の送金の合計金額、通貨毎・国ごと・相手行ごとの内訳、

のサービスは、主として、取引件数が少ない金融機関（lower

過去 2 年間の平均額との比較などにより、異常パターンを

volume user）向けとされており、上述の日次検証レポート

検証することを可能にしている。また、
「リスク・レポート」

を補完する役割を果たすものとされている。

は、大口送金（inbound と outbound）
、新しいカウンター

同サービスでは、各行は、あらかじめ「モニタリング・

パーティへの送金、通常の営業時間外に行われた送金など、

ポリシー」や「コントロール・パラメーター」を定めてお

イレギュラーな送金を抽出して通知するサービスである。

き、それに抵触するような送金があった場合には、ペイメ

これらのレポートは、SWIFT のネットワークとは別の

ント・コントロールがユーザーに警告（アラート）を発出す

独立したチャンネルで、ユーザーに届けられる。このため、

る。監視部署では、アラートに対して、それを発出してよ

送金部署以外のリスク管理部署がレポートを受取って検証

いかどうかを判断するという仕組みである（図表 3）
。これに

を行うことが可能である。サイバー攻撃では、不正送金を

より、不正な送金メッセージが発出されようとした段階で、

送ったあとで、送金の痕跡を消しておくケースが多いため、

それを阻止することが可能になり、不正送金の防止として

こうした証拠隠滅が行われた場合でも、独立した部署での

は、より対応が強化されることになる。

検証によって、不正を早期に発見することが可能とされて

チェックの対象となるイレギュラーな送金としては、①

いる。

営業日・営業時間以外に送られるメッセージ、②フォーマッ

なお、こうしたレポートのチェックに要する時間は、
「1

トにミスがあるメッセージ

、③これまでに取引がなかっ

（6）

日あたり 15 ～ 30 分程度」とされている。同レポートは、

た新規先（銀行や受取先）への送金メッセージ、などがある。

2017 年 1 月からすでに提供が開始されており、
SWIFT では、

一定の閾値（threshold）となる送金金額を設けておくこと

多くのユーザーの利用を呼び掛けている。

や、通貨ごと・国ごと・銀行ごとの「スクリーニング・パラメ
ーター」を決めておくことが可能となっており、これらに

③ペイメント・コントロール

より、間違った警報（false alarm）が頻発するのを防止す

上述の日次検証レポートが、1 日単位での事後的な検証で

ることができる。

あるのに対して、SWIFT では、さらにこれを一歩進めて、
「リ

このサービスは、SWIFT のホスト側で提供するサービス

アルタイムに SWIFT のネットワーク上のモニタリングを行

（hosted utility solution）となっており、ユーザーのシス

う仕組み」である「ペイメント・コントロール」
（Payment

テム資源を全く使わず、SWIFT のネットワーク外で通知さ

Controls）という新しいサービスの導入を進めている。

れるサービスとして提供される。このため、ユーザー側では、

これは、自行からのイレギュラーな送金があった場合に

新たにハードウェアやソフトウェアを導入する必要はなく、

は、それを直ちに監視部署に伝えて、メッセージが発出され

必要なときに直ちに導入することが可能となっている。同

る前に（before delivery）
、その送信の可否を判断すること

（6） 不正送金のメッセージは、フォーマットに間違いがある（bad format）
ことが多い。

を可能とするリアルタイム・チェックのサービスである。こ

図表 3：ペイメント・コントロールの仕組み
（発信停止のケース）
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サービスは、「サンクション・スクリーニング

」と同様な

ダー送金のうち 75％のシェアを有している。このため、参

（7）

モデルを利用して提供される。

加予定行がすべて gpi を稼働した場合には、国際送金のか

ペイメント・コントロールは、現在、数行のパイロット銀

なりの部分でサービスが改善される見込みである。このた

行によるテストが行われており、実際のサービス開始は、

め gpi は、
「国際送金の新たなスタンダード」
「コルレスバ

2018 年後半となる見通しである。

ンキング 2.0」などとも呼ばれている。

（２）SWIFT gpi

② SWIFT gpi のための３つの機能

① SWIFT gpi の概要

gpi の機能を実現するために、SWIFT では、①ディレク

SWIFT では、従来のコルレス銀行業務を改革しようとす
る「SWIFT gpi

トリー、②トラッカー、③オブザーバーという 3 つの機能

」
（global payments innovation） を 進

を導入している。

（8）

（a）ディレクトリー

めている。これは、①ブロックチェーン技術を使って、国
際送金をリアルタイムに行おうとする動き（リップル社な

gpi のすべての参加行（gpi member）について、BIC（銀

ど）が出てきたこと、②これに伴って、従来の銀行間の国

行識別コード）
、取扱通貨、送金のカットオフタイムなどを

際送金が「遅くて、高い」との批判を受けるようになった

一覧にしたものである。これを使うことにより、gpi の参加

こと、などに対応して、銀行業界として低コストで迅速な

行は、①どの銀行が gpi の参加行となっているか、②どの

送金を可能にするために開始されたものである。

送金ルートを使えば効率的に送金を行えるのか、などを知

gpi では、参加行間での SLA（service level agreement）

ることができる。
（b）トラッカー

に関するルールブック（「gpi SLA」と呼ばれる）によっ
て、国際送金の早期着金などを実現しようとするものであ

送金指図がどこまで処理されたのかをリアルタイムで追

る（したがって、既存のコルレス銀行送金をブラッシュア

跡することを可能にする「トラッカー」という機能も導入

ップするものであり、新しい決済の仕組みを導入するもの

された。これにより、最初の送金指図から最後の入金まで、

ではない）。

送金処理のステータスをリアルタイムで知ること（end-toend visibility）ができるようにしている（図表 4）
。

gpi では、①国際送金の即日着金 、②手数料の透明性、
（9）

③送金の処理過程の追跡可能性、④レミッタンス情報の統一
性の確保

送金銀行が送金指図を送る際に、ユニークな追跡番号であ

、の４つを確保することを目標としている。こ

る「UETR」（unique end-to-end transaction reference）

（10）

れにより、
国際送金の速度（speed）
、
透明性（transparency）、

を付番し、それによって相手口座に入金されるまでのステ

追跡性（traceability）を高めることを目指している。

ータスを順次追跡していくことになっている。このサービ

gpi は、2017 年 1 月から稼働を開始しており、世界の

スは、SWIFT が管理するクラウド上で運営される。

120 行以上がすでに参加を決めている（日本からはメガ 3
行とりそな銀行が参加）
。このうち、Sibos の時点で 24 行

（7） SWIFT ネットワーク上のメッセージについて、SWIFT が各国のサン
クション・リスト（30 ヵ国以上をカバー）に照らして違反をチェックし、
違反可能性のあるメッセージについて、各行にアラートを発信するサ
ービス。すでに世界の 700 行以上がこのサービスを利用している。
（8） 昨年の Sibos までは「gpi イニシアティブ」と呼ばれていたが、今回
の Sibos では名称が変更され、
「SWIFT gpi」と呼ばれるようになった。
（9） ただし、同じ時間帯（time zone）内に限るものとされている。
（10） 最初に添付されたレミッタンス情報（インボイス番号、請求書番号など）
が途中で変更されないようにする。

がライブとなっており、100 ヵ国以上の拠点間で gpi によ
るメッセージがやり取りされている。2017 年末までには、
40 行以上が gpi のライブ行となる予定である。
参加予定の先をすべて合わせると、その支店などが世界
200 ヵ国以上をカバーしており、また SWIFT のクロスボー

図表 4：トラッカーの仕組み
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送金処理のステータスは、①ユーザーの画面に表示する

化（Rich Payment Data service、稼働開始は未定）など

方式（GUI 方式）、②プッシュ方式（ステータスの変更があ

を進めていく予定である。

った際に通知を受取る）
、③プル方式（データベースにステ

また、
「フェーズ 3」では、国際送金のプロセスに、ブロ

ータスを尋ねる）といった３つのメカニズムで入手するこ

ックチェーン / 分散型台帳技術を導入することを検討して

とができる。

いくものとしている。

ステータスは、①処理済み（completed）
、②処理中（in

な お、SWIFT で は、 新 技 術 の 採 用 に 向 け て、2017 年

progress）
、 ③ 保 留（on hold）
、 ④ 却 下（rejected） の 4

9 月に、シンガポールで「gpi チャレンジ」（gpi industry

種類で表示される。銀行が、こうした送金のステータス情

challenge） と い う イ ベ ン ト を 開 催 し、 フ ィ ン テ ッ ク 企

報を、取引先に提供すれば、企業サイドでは、自分の送金

業 の 数 社 が プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 行 っ た。 こ の 中 か ら、

がどこまで処理されているのかをリアルタイムに知ること

「AccessPay」「Assembly Payments」の 2 社が表彰され、

ができるようになる

。

gpi 上でのサービス提供を検討していくこととされている。

（11）

なお、gpi の参加行では、自行の処理状況をトラッカーに
リアルタイムに通知するために、システム的な対応が必要

３．ブロックチェーン関連

となる。
（c）オブザーバー

（１）ブロックチェーンへの関心の高さ

gpi の参加行が、ルールブック（gpi SLA）に準拠した送
金の取扱いができているかどうかを 1 ヵ月ごとにレポート

「ブロックチェーン」は、もともとビットコインを支える中

する機能である。

核技術として開発されたもので、
「ブロック」と呼ばれる取引

参加行では、gpi の「品質インデックス」
（gpi Quality

データの固まりを一定時間ごとに生成し、時系列的に鎖（チ

Index）として、①国際送金の即日着金、②手数料の透明

ェーン）のようにつなげていくことにより、データを保管す

性、③送金の処理過程の追跡可能性、④レミッタンス情報

るデータベースの技術である。新しいブロックを作るときに

の統一性の確保 、の４つについて、自行の達成率をみるこ

は、過去のブロックの要素（データの圧縮値）を入れること

とができる。90％以上が合格ラインとされており、画面で

により、過去の行われた取引データを改ざんすることが困難

は「緑」で表示される。90％未満は、未達成ということで

となる仕組みとなっている。この技術では、ネットワーク内

「オレンジ」で表示される（この段階では未達成であること

のユーザーが取引記録（帳簿）を分散して管理できるように

は、他行には見えない＜ non-visible ＞）
。オレンジが 6 ヵ

なるため、
「分散型台帳技術」
（DLT：Distributed Ledger

月以内に改善されないと、
「赤」で表示され、他のメンバー

Technology）と呼ばれることも多くなっている。

にも未達成であることが表示されるようになる（visible to

今回の Sibos では、昨年に引き続いて、ブロックチェー

gpi community）。個別行のインデックスのほか、参加行全

ン関連のセッショ に向けては、「一定時間に大量の取引を処

体の「コミュニティ・インデックス」も表示され、全体の中

理するスケーラビリティの面では、まだ限界がある」
「既存

での自行の相対的な位置付けを知ることができる。

のシステムとブロックチェーンのネットワークをどのよう
につなげるかが課題である」
「金融取引では、どのように安

③各国決済システムの対応

全性とプライバシーを確保するかが重要である」「現行シス

gpi に お け る 即 日 着 金 を 円 滑 に 進 め る た め に は、 国 内

テムの入れ替えには、痛みを伴う」
「規制当局のスタンスも

部分の決済を迅速に進めることも重要となる。このため、
Fedwire（米国）
、CHIPS（米国）
、CIPS

重要である」といった声が聞かれた。

（中国）などで

また、セッションの中で、実証実験（PoC）をやってい

は、gpi 対応のためのローカルな市場慣行ルール（local gpi

る金融機関に挙手をさせたところ、会場の参加者から驚く

market practice）を策定し、参加者に通知している。

ほど多くの手が上がった。このように、ブロックチェーン

（12）

がコンセプトの段階から、徐々に実用化（実際のソリュー

④ gpi の今後の展開

ション）に近づいていることが、こうしたブロックチェー

gpi では、現在、
「顧客送金」
（customer credit transfer）

ンへの関心の高さに結びついているように思われた。

のみが対象となっているが、今後、銀行間でのカバー資金

（２）具体的なプロジェクト

の移動である「カバーペイメント」についても対象として
いく方針である（2018 年 11 月に稼動開始の予定）。ここ

ブロックチェーンを用いたプロジェクトには、数えきれ

までが、gpi の「フェーズ 1」とされる。

ないほど多くのものがあるが、ここでは、今次 Sibos の前

次の「フェーズ 2」では、①送金チェーンのどこに送金指

後に明らかになったものをいくつか取り上げておこう。

図があっても、直ちに送金の中止や資金の回収ができるよ

（11） 最近の SWIFT の調査によると、企業の財務担当者の 64％がこうした
機能を要望している。
（12） クロスボーダー人民元決済システム。2015 年 10 月に中国人民銀行が
稼働させた。

うにすること（Stop and Recall Payment service、2018
年 11 月に稼動開始の予定）
、②送金に添付する情報の充実
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（b）ブロックチェーンによる実証実験

①カナダ中銀のデジタル通貨プロジェクト

SWIFT では、2017 年 4 月から、グローバル・バンク 33

カナダ中銀では、2016 年 3 月から 6 月にかけて、「カナ

行の参加を得て実証実験を行っており（日本からは三井住

ダ決済協会」
（ペイメンツ・カナダ）とカナダの大手 6 行と

友銀行が参加）
、約 2 秒でコンセンサスが得られる（残高確

共同で、
「ジャスパー・プロジェクト」
（Project Jasper）と

認ができる）との結果を得ている（次頁 図表 5）
。 また、
「ア

いう実証実験を行った。この中では、カナダ中銀が発行す

クセス・コントロール」により、関係する銀行だけが残高

る「 デ ジ タ ル 通 貨 」 で あ る「CAD コ イ ン 」
（CAD-Coin）

データにアクセスできるようになっている。このノストロ

を実際に発行

して、銀行間の資金決済に利用する実証実

照合プロジェクトは、
「ハイパーレッジャー・ファブリック

験が行われた。「フェーズ 1」では、1 件ごとにリアルタイ

v1.0」というブロックチェーン技術を使って構築されてお

ムに CAD コインによって決済を行う「RTGS システム」
（即

り、また前述した gpi におけるトラッカー用の追跡番号で

時グロス決済システム）としての実験が行われた。また「フ

ある「UETR」を使っている（その意味で、gpi 上で構築さ

ェーズ 2」では、少ない金額で多くの決済を進める「流動性

れているものと言える）。

（13）

節約機能」が実現できるかどうかの実験を行い、いずれも

Sibos 直前に発表された「中間報告レポート」によると、

成功裏に終了したものとされている。

基本的には実証実験では良好な結果が得られたものとして

今次 Sibos においては、カナダ中銀が、これに続くジャ

いるが、いくつかの課題も残されているものとされている。

スパー・プロジェクトの「フェーズ 3」として、証券決済に

こうした課題としては、①各行によって、ノストロ照合の

関する実証実験を行うことを発表した。この実験には、カ

自動化レベルやこれまでの投資額が異なっている

ナダ中銀、カナダ決済協会、TMX グループ（トロント証

②バックオフィスの既存システム（レガシー・システム）と

券取引所やモントリオール取引所を運営）の３者が参加し、

の統合コストをいかに最小化するか、③ DLT 自体が技術

分散型台帳環境における証券と資金（CAD コイン）によ

として発展途上にあり、まだ十分には成熟していないこと、

る「DVP 決済

などの点が挙げられている。技術としての DLT については、

（17）

」の実験を行うこととされている。こうし

（14）

た仕組みは、
「分散型台帳上の中央銀行キャッシュ・モデル」

こと、

データは分散的に管理される一方で、中央の管理者がシス

（central bank cash-on-ledger model）と呼ばれている。

テム全体を管理するという「ハイブリッド型」が急速に発

この実験は、わが国でいえば、日本銀行と全銀協と日本

展してきているが、SWIFT としては、まだ技術発展のレベ

取引所グループ（東証などを運営）が共同で、日銀の発行

ルとしては初期段階にあるものと判断している。
（c）今後の動向

するデジタル通貨と株式や債券との決済の DLT 上での実証
実験を分散型台帳環境で行うことに相当すると言えば、そ

すべての銀行が DLT による残高照合に対応すれば、業界全

の重要性が分かるであろう。中央銀行によるデジタル通貨

体として、大きな省力化につながることになるが、仮に対応

の実証実験も、次第に高度化してきている。

しない先が出てくると、①従来からの方法による残高照合と
② DLT による残高照合とで、事務が二元化する可能性もある。

② SWIFT のノストロ照合プロジェクト

SWIFT のレポートでも、
「業界全体での採用」
（industry-wide

（a）ノストロ照合の現状

adoption）が成功の鍵であるとされている。

SWIFT では、ブロックチェーン（DLT）を使った「ノ

SWIFT では、2017 年 12 月には、最終レポートをまと

ストロ照合のリアルタイム化」のための実証実験（Nostro

めたうえで、次のステップを決定することとしている。

PoC）を行っている。世界の主要な銀行では、海外のコル

③ IBM 社のユニバーサル・ブロックチェーン・ペイメント

レス銀行にある自行口座（ノストロ口座）の残高を毎日、確
認する照合作業（ノストロ照合）を行っている。数十～数

IBM 社では、Sibos 期間中に「ユニバーサル・ブロックチ

百もの銀行を対象にこうした確認作業を行うためには、膨

ェーン・ペイメント」というサービスの開始を発表した。こ

大な手間がかかっている。また、日中に直ちに残高を確認

れは、ブロックチェーンの技術を使って、国際送金をリア

できないため、余裕をもって多めに残高を置く「オーバー

ルタイムで安価に行おうとするものである。詳細は不明で

ファンディング」の必要があり

、
その分、
コルレス業務（国

（15）

際送金）のコストが高くなっている

（13） 参加行がカナダ中銀にある「特別口座」に法定通貨（カナダドル）を
入金すると、それを裏付けとして、参加行の分散型台帳に同額の CAD
コインが発行される仕組みである。
（14） Delivery versus Payment の略。証券の引渡し（delivery）と代金の
支払い（payment）の両方をワンセットで行うことによって、決済リ
スクの発生を防止する仕組み。
（15） 残高が少ない場合には、逆に相手行からの借入れが発生して、与信枠
を使うことにより、コスト（金利など）が発生する。
（16） 国際送金にかかる全体のコストのうち、34％はノストロ口座におけ
る流動性のコストであるものとされている（SWIFT の中間報告レポ
ート）。
（17） ノストロ照合に、すでに多額の投資を行っている銀行では、DLT への
二重投資を回避しようとする傾向がある。

。

（16）

こうした問題点は、リアルタイムでの残高確認（real-time
visibility）ができないことにより発生している。しかし、
ブロックチェーンを使うことによって、ノストロ口座の所
有 銀 行（account owner） と 口 座 の 受 入 銀 行（account
servicer）が、同じレッジャー（帳簿）を共有することがで
きれば、ノストロ照合を簡便かつリアルタイムに行うこと
ができるようになるものとみられる。
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図表 5：SWIFT のノストロ照合プロジェクトのイメージ

あるが、基本的な考え方は、リップル社の目指しているブ

る。その場合には、後述する「デジタル・トレード・チェーン」

ロックチェーン技術による国際送金とほぼ同じものである

に近いものとなる（両方とも、技術面は IBM 社が担当して

ものとみられる（図表 6）。ただし、発表文の中には、貿易

いる）。

書類や L/C といった用語もみられることから、単純な送金

このソリューションは、ハイパーレッジャー・ファブリッ

というよりは、貿易取引向けのサービスである可能性もあ

クの技術に基づく IBM 社の「ブロックチェーン・プラット
フォーム」によって行われる。IBM 社では、
「ステラ社

図表 6：IBM 社のユニバーサル・ブロックチェーン・
ペイメントのコンセプト

」

（18）

（Stella.org）と、南太平洋地域における送金業者である「ク
リック Ex 社」（KlickEx Group）との協力により、このサ
ービスを立ち上げている。すでに、南太平洋地域と豪州、
ニュージーランド、英国との間で、このサービスが一部実
用化されているものとされている。ステラ社が、このネッ
トワークで取引されるデジタル資産（digital asset）の発
行者になるものとされている。このプロジェクトの参加行
の中には、みずほフィナンシャルグループと三井住友フィ
ナンシャルグループという邦銀の名前も含まれている。
南半球のローカルなプロジェクトとして始められている
ことから、グローバルな国際送金のスタンダードに発展す
る可能性はさほど高くないものとみられるが、リップルに
類似のプロジェクトが出てきていることは注目される。ま
た、ハイパーレッジャー・ファブリックにおいて中心的な位
置づけを占めている IBM 社は、1,600 名ものブロックチェ
ーン技術者を擁しているものとされており、DLT の使われ
ている多くの実証実験プロジェクトにおいて主体的な役割
を果たしているようである。
（18） シリコン・バレー所在の非営利組織。
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は、欧州以外へも、このサービスを展開していく予定である。

④ウィ・トレード（旧デジタル・トレード・チェーン）の
プロジェクト

ただし、銀行だけのプロジェクトではなく、多くの輸出
入企業（主として中小企業）の参加が必要となる仕組みで

（a）プロジェクトの概要

あり、幅広く利用されるようになるまでには、かなりの時

「デジタル・トレード・チェーン」は、ドイツ銀行、HSBC、

間がかかるのではないかとみられる。
（c）他のプロジェクトとの関係

KBC、ウニクレディト、ソシエテジェネラル、ラボバンク、
Natixis、サンタンデール銀行の欧州系銀行 8 行が、共同で

銀 行 間 に お け る 貿 易 金 融 の 効 率 化 の 動 き と し て は、

コンソーシアムを結成し、ブロックチェーンを使って、中小企

SWIFT が進める「TSU

業向けの貿易の決済を行おうとするプロジェクトである

び「BPO

。

（19）

」（Bank Payment Obligation）の動きがある

（22）

ブロックチェーンによるプラットフォームを用いること

が、このプロジェクトが、TSU/BPO とどのように競合し

により、バイヤー（輸入者）とその取引銀行、サプライヤ

ていくのかが注目される。

ー（輸出者）とその取引銀行、の４者 が貿易情報を共有し
たうえで、
「スマートコントラクト

」（Trade Service Utility）およ

（21）

⑤ DTCC の TIW プロジェクト

」の仕組みを使うこ

（20）

とによって、貿易取引が一定の条件（商品の到着など）を

証券分野でも、ブロックチェーンの導入が進みつつある。

満たすと、自動的に支払いが行われる仕組みとなっている

米国で証券の清算や決済を手掛ける DTCC では、OTC デリ

（automated settlement）
。その過程では、銀行が支払いの

バティブの取引後の管理サービスを提供する「TIW」
（Trade

約束である「BPU」
（Bank Payment Undertaking）を発

Information Warehouse）をブロックチェーン・ベースのも

行することになっている（図表 7）
。

のに作り替えるプロジェクトを進めている。TIW は、主とし

プラットフォームを運営しているベンダーは IBM 社であ

てクレジット・デリバティブについて、
取引情報の管理（record

り、ブロックチェーンとしては、
「ハイパーレッジャー・フ

keeping）、イベント発生への対応（lifecycle events）
、支

ァブリック」を利用している。このブロックチェーンを採

払の管理（payment management）などを行う管理システ

用したのは、銀行以外にも輸出入企業が利用できるように

ムであり、世界中で行われているクレジット・デリバティブ

するためとされている。

の大部分は、ここに登録されるようになっている。

（b）プロジェクト名の変更と今後の予定

DTCC では、IBM、Axoni、R3 の 3 社をパートナーとし

参加行では、2017 年１月にコンソーシアムを結成して、

て、ブロックチェーン技術によるデータベースの構築を進

実証実験を行ってきたが、実用化の目途がついたことから、

めており、2018 年末までに実用化する計画である。

2017 年 10 月に、名称を「ウィ・トレード」
（we.trade）に

なお、同じ証券分野では、豪証券取引所（ASX）が、上

変更してリブランディングを図った。

場株式の清算・決済を行う中核システムである「CHESS」

また年末までには、アイルランドに運営企業（ジョイント・

を、次期のシステム更改時に全面的にブロックチェーン・ベ

ベンチャー）を設立する計画である（8 行が所有する非営利

ースにする計画を公表している

。ただし、スケーラビリ

法人となる予定）
。2018 年２Q には商用化を予定しており、

ティ（時間当たりの処理量）の問題などから、現時点での

実証実験の開始からおよそ 1 年で実用化にこぎ着けるとい

ブロックチェーンの全面的な採用は難しく、照合分野など

うスピーディな展開である。2018 年中は、欧州内での参加

での限定的な採用に止まるとの見通しである。

（23）

行を増やす（参加行になると、ライセンスを付与されてこの
スキームを利用できる）ことに注力したあと、2019 年以降

４．インスタント・ペイメントを巡る動き

図表 7：ウィ・トレードの仕組み

インスタント・ペイメントの導入に向けた動きは、これま
での Sibos でも取り上げられてきたが、これがいよいよ今
年 11 月から来年にかけて、稼働を開始することになり、今
次 Sibos でもいくつかのセッションが設けられた。
以下では、①豪州の NPP、②欧州の 3 つのプロジェクト、
③米国の TCH の 3 つについて取り上げる。
（19） セッションの様子からは、ドイツ銀行が主導するプロジェクトとなっ
ている模様である。
（20） プログラム化して自動的に実行できる契約のこと。執行条件に合致し
たイベントが発生すると、契約が自動的に執行される仕組みとなって
いる。
（21） SWIFT が提供する、銀行間で貿易関連書類を電子的にマッチングする
仕組み。
（22） TSU におけるマッチングを条件として、銀行が支払保証を行う仕組み。
（23） 今のところ、上場株式の決済などのメイン業務にブロックチェーンの
導入を表明している証券取引所は、ASX のみである。

11

SWIFT Japan News - March 2018

図表 8：NPP の仕組み

FSS 口座の残高は、予め上限と下限を定めておくと、大

（1）豪州の NPP

口決済用の RTGS 口座との間で、自動的に資金移動（fund

「NPP」
（New Payments Platform）は、リテール・ペイ

transfer）がなされる「自動トランスファー」の機能が導入

メントを 365 日 24 時間、リアルタイムで決済するシステ

されており、参加行にとっては、流動性管理のための便利

ムである。SWIFT が 2014 年にシステム開発を受注し、シ

な機能となっている。

ステムのデザイン、開発、テストを行ってきた。いよいよ
2018 年 2 月に本格稼働する予定である。NPP の特徴は、
以下のとおりである。

NPP は、一応、小口決済用のシステムとされているが、
特に利用額には上限は設けられていない。このため、大口

①中銀マネーによるリアルタイム・セトルメント

決済システムである「RITS」との間で、多少のシフトが生

NPP の最大の特徴は、豪中銀が提供する「FSS」（Fast

じる可能性も予想されている（豪中銀では、特に気にしな

Settlement Service）により、支払いの 1 件ごとに、リアル

いとのスタンス）。

タイムで、中央銀行マネーにより決済が行われる「リアル

③ケータイ番号による送金（PayID サービス）

タイム・セトルメント」
（即時決済）の仕組みとなっている
ことである

②利用額に上限なし

。通常、
決済金額が小さい小口決済においては、

（24）

「アドレス・サービス」（addressing service）の機能が盛

事後的なネット決済によって、銀行間の資金決済が行われる

り込まれており、e メールアドレスや電話番号をシステム内

のが通例である（たとえば、わが国の全銀システムは、1 日

で銀行の口座番号に変更することができる。これを使うと、

に 1 回のネット決済であり、また同様なリアルタイムペイ

個人顧客は、予め銀行の口座番号の代わりに使うメールア

メントのシステムである英国の「ファスターペイメント」

ドレスやケータイ電話番号を銀行に登録しておけば、ケー

では、1 日に 3 回のネット決済が行われている）
。小口決済

タイ番号などを使って、お互いに送金を行うことができる

において、1 件ごとにリアルタイム決済を行うのは、先進国

（英国の Paym やスウェーデンの Swish と同様な「モバイル・

においては、
初めての事例となる（後述する ECB の TIPS も、
これと同様な即時セトルメント機能となる）
。決済資金につ

ペイメント」と呼ばれるサービスである）。このサービスは、
「PayID サービス」と呼ばれており、国民の 2 人に 1 人が利

いては、予め小口決済用の FSS 口座に払い込んでおくという

（24） この仕組みは、民間側が求めたものではなく、豪中銀側がサジェスト
したものとのことである。

「プレ・ファンディング」の仕組みがとられている。
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用するサービスとなっているスウェーデンの Swish のよう

参加行の準備が間に合っておらず、当面の参加行はゼロと

に、幅広く普及させたいとの考えである。

なる見込みである（その意味では、実質的にはサービスは
始まらない）
。11 月中のシステム稼働開始というプレスリ

④オーバーレイ・サービス（Osko）

リースは、EBA クリアリングの稼動開始への対抗上、苦し

NPP は、あくまでも決済のインフラであり、銀行など

紛れにそのように公表せざるを得なかったものとみられる。

は、このインフラ上で自由に自分たちのサービス（
「Overlay

「汎欧州のサービスである」としているが、実態は、フラン

service」と呼ばれる）を提供することができる。初めての

スとベルギーを対象とするドメスティックなサービスとなる。

オーバーレイ・サービスとして、
「Osko」
（オスコ）という

③ equensWorldline 社

リアルタイム決済のサービスが、2018 年2月に始められる。
Osko は、豪州の大手 4 行を含む 50 行以上（国内の銀行口

equensWorldline 社 は、 小 口 決 済 シ ス テ ム を 運 営 す る

座の 80％をカバー）によって提供される予定である。

equens 社

（25）

と、電子決済大手の Woldline の合弁により、

2016 年 10 月に誕生した企業である

。オランダ、ドイツ、

（26）

（2）欧州の 3 つのプロジェクト

イタリアなどで小口決済システムを運営している。

欧州には、20 以上の小口決済システム（ACH）が分立し

同社でも、オランダでインスタント・ペイメントを導入す

ており、これを「SEPA」
（単一ユーロ決済圏）の推進によ

る計画であり、2018 年１Q の稼動開始を予定している。こ

って統合を進めようとしてきたが、インスタント・ペイメン

れも、国内向けのサービスとなる見込みである。３つのグ

トについても、複数の先がサービスを提供しようとしてお

ループの中では、最も出遅れている様子である。

り、この分野でも再び乱立（re-fragmentation）が進むこ

④３つのプロジェクトの比較

とが懸念されている。
現在、EU で進められている主要なインスタント・ペイメ

３つのプロジェクトのうち、真の意味で、EU 全域にわた

ントのプロジェクトは、以下の 3 つである。

る「汎欧州のインスタント・ペイメント」となるのは、EBA
クリアリングの「RT1」のみである。あとの 2 つは、個別

① EBA クリアリングの RT1

国における対応ということになる。また、
「SC

」
（SCT

Tinst

EBA クリアリングでは、
「RT1」と呼ばれるインスタン

Inst scheme）と呼ばれるインスタント・ペイメントによる

ト・ペイメントのサービスを 2017 年 11 月 21 日に開始す

送金のための「ルールブック

る。これは、39 行の資金提供銀行（funding member）お

月から、実際に稼働を始めるのは RT1 のみである。

」が発効する 2017 年 11

（27）

よび IT ベンダーである SIA 社（伊）とともに、2016 年 4

EBA クリアリングでは、RT1 の決済には、ECB の「TIPS」

月から開発を進めてきたものである。当初は、9 カ国からの

（後述）を利用する意向を表明しており、ECB との協力関係

21 行の参加によりスタートするが、その後、徐々に参加行

も良好である。つまり、クリアリングは RT1 が、セトルメ

を増やし、2018 年 11 月までには参加行は 91 行にまで増

ントは TIPS が行うという役割分担により、両者は、二人三

加する予定である。

脚で汎欧州のインスタント・ペイメントを育成していこうと

EBA クリアリングは、もともと汎欧州の決済サービスを

しているのである。

提供するための組織であり、すでにユーロ圏全域を対象と

なお、SWIFT では、インスタント・ペイメントへの接続

する大口決済システムである「EURO1」や、小口決済シス

を可能にした「SWIFTNet Instant」を導入しており（これ

テムである「STEP2」を提供している。その意味では、汎

を通じて複数のインスタント・ペイメントへの接続が可能と

欧州のインスタント・ペイメントのサービス提供主体として

なる）、さっそく RT1 と TIPS が 2018 年 11 月からの採用

は、最適の先とみられる。このため、ECB（欧州中銀）と

を決めている。

の関係も良好なようであり、ECB では、このプロジェクト

（3）米国 TCH による RTP サービス

を最もサポートしている（蜜月関係にある）ように見受け

① Fed によるファスターペイメント導入に向けた動き

られた。また、3 つのプロジェクトの中では、参加行も含め
た準備が最も進んでおり、一歩リードした形となっている。

米国では、Fed（中央銀行）が中心となって、「ファスタ

個人間送金の分野では、ノンバンクの進出が著しいこと

ーペイメント・タスクフォース（TF）
」を組織して、過去 2

もあって、「銀行として対応しなければ、何を失うのかを考

年半にわたって、ファスターペイメントの導入計画が進め

えるべき」としていた。

られてきた。この中で、ファスターペイメントが満たすべ

② STET
フランスとベルギーで小口決済システムを提供している
STET では、2017 年 11 月にインスタント・ペイメントのシ
ステムをカットオーバーすることを公表している。ただし、

13

（25） 元 々 は、 オ ラ ン ダ の Interpay 社 と ド イ ツ の ACH と の 合 併 に よ り、
2006 年に誕生した企業である。
（26） 合併比率は、equens 側が 36.4％、Worldline 側が 63.6％であり、事
実上、Worldline 側による買収とみることができる。
（27） 民 間 銀 行 の 集 ま り で あ る「 欧 州 決 済 協 議 会 」（EPC：European
Payments Council）が作成した。
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図表 9：RTP における決済の仕組み

き「クライテリア」
（評価基準）が策定され、2016 年 4 月

TCH で は、 こ の サ ー ビ ス を「RTP」（Real-Time Pay-

までに、TF メンバーから 19 のプロジェクトの提案が出さ

ments）と呼んでおり、またこのサービスのためのシステム

れ、これに対して、クライテリアに照らしたレビュー作業

を「RTP コアインフラ」（RTP Core Infrastructure）と呼

が行われた。

んでいる。

2017 年 1 月と 7 月には「最終報告書」
（final report）の

銀行間の資金決済については、各参加行が、Fed にある

パート１とパート２が出され、2020 年までにインスタン

「RTP 決済口座」に必要な資金を予め払い込んでおくという

ト・ペイメントを導入するという方針が打ち出された。また、

「プレ・ファンディング」のモデルを採用している。払い込

2017 年 9 月には、今後の方向性を示す「ネクスト・ステッ

まれた資金は、RTP システムの中で、個別銀行ごとに残高

プ報告書

が管理され、RTP での支払い 1 件ごとに支払銀行の口座が

」が出されたが、いずれの報告書においても、

（28）

Fed として特定のプロジェクトを選定するというアプロー

引落され、受取銀行の口座に入金される（このため、RTP

チは取られず（断念された？）
、
「業界としての努力をサポ

決済口座の合計残高は変わらない）
。このように、送金 1 件

ートしていく」というあいまいな方針が打ち出されただけ

ごとにリアルタイムで決済されるため、未決済残高が積み

に止まった。このため、あとは各プロジェクトの運営主体

上がることはなく、決済リスクにはつながらない仕組みと

の行動を待つ形となっている。

なっている（図表 9）
。

② TCH による RTP サービス

で は、「 追 加 調 達 」（Supplemental Funding） と し て、

RTP 決済口座の残高が少なくなった場合には、参加行

こうした中で、本命として動いているのが、米国における
小口決済システムである「ACH」を運営してきた「TCH

Fedwire を通じて残高を補充する（自行の当座口座から

」

RTP 決済口座へ資金を移動させる）ことができる。このよ

（29）

である。TCH では、すでに VocaLink 社（英国のファスタ

うに、RTP は、クリアリング（送金処理）の機能とセトル

ーペイメントを構築した実績あり）を技術パートナーとし

メント（決済）の機能を組み合わせたものとなっている点

て、システムの構築を進めており、2017 年末までに、ファ

が特徴である。

スターペイメントのシステムを稼働させる予定である。
当面は、大手の 25 行程度が参加の見込みであり、これら

５．ECB のプロジェクト

の銀行で米国の小口決済全体において 5 割程度のシェアを
占める。相手の口座への入金に要する時間は 15 秒程度と、

ECB（欧州中銀）では、「T2S」という証券決済システム

ほぼリアルタイムの入金を可能としており、24 時間 365 日
（28）“Federal Reserve Next Steps in the Payments Improvement
Journey”(Federal Reserve System, September 6, 2017)
（29） The Clearing House の略。元は、ニューヨーク手形交換所であった。

の稼動で、1 秒間に 5,000 件の処理能力を有する。メッセ
ージは、ISO20022 に準拠している。
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図表 10：TIPS における決済の概要

を構築し、各国 CSD の T2S への移行を 2015 年から 3 年

なお、TIPS を通じた送金額には、特に上限は設けられない。

がかりで 5 段階（5 waves）に分けて進めてきた。2017 年
9 月には、第 5 陣となるスペイン、バルト 3 国（エストニア、
ラトビア、リトアニア）の CSD の移行が無事終了し、これ
で T2S への移行がほぼ完了した

② TIPS における決済
TIPS に取引が送信されると、TIPS では、その内容を確

。

認（validation）したうえで、送金銀行の TIPS 口座に対して、

（30）

また、上記のように、欧州内に国境を跨いだインスタント・

決済に必要な資金を留保（reserve）する。受取銀行に取引

ペイメントの動きが出てきている。

を送り、その受入れが確認されると、TIPS では、決済を実

このようにユーロ圏の決済環境が変化しているのを受け

行する（送金銀行の TIPS 口座を引落し、受取銀行の TIPS

て、ECB では、
①インスタント・ペイメント用の TIPS の構築、

口座に入金する）
。そのうえで、TIPS では、送金銀行と受

② T2（TARGET2）と T2S との統合、③共通担保管理シ

取銀行に対して、決済の通知を行う（図表 10）
。このように、

ステムの構築、という３つのプロジェクトに取り組んでい

小口の送金の 1 件ごとに、ほぼリアルタイムでの決済が行

る。このうち、①と②については、ECB 内で機関決定済み

われることになる。

であり、③についても年内には正式決定される予定である。

③ TIPS の参加者

今後、T2（資金決済）
、T2S（証券決済）
、TIPS（インス
タント・ペイメント用決済）の３つのサービスは、まとめて

TIPS に取引の送信を行うことができるのは、① TIPS 口

「TARGET サービス」
（TARGET Services）と呼ばれるこ

座を有する「直接参加者」
（Participant）
、②直接参加者の

とになる（リブランディングを行った）
。

TIPS 口座を通じて決済を行う 「間接参加者」
（Reachable
（32）

Party）、③直接参加者または間接参加者のために、TIPS に

（1）TIPS の構築

取引の通知を行う「取引指示機関」（Instructing Party）の

① TIPS の概要

3 種類がある。このうち、取引指示機関とは、インスタント・

TIPS は、
「TARGET Instant Payment Settlement」 の

ペイメントのサービスの運営者（EBA クリアリングなど）

略であり、EBA クリアリングの RT1 など、クロスボーダー

を指しており、実際に は、ここからの指図が大半を占める

のインスタント・ペイメントのシステムに対して、中央銀行と

ことになるものとみられる（次頁 図表 11）
。

してのリアルタイムの決済サービスを提供するものである。

④ TIPS 口座

TIPS の特徴は、① 24 時間 365 日の稼動を行うこと、②
決済指図の処理速度は 10 秒以内のほぼリアルタイムである
こと、③ユーロだけでなく、マルチカレンシー

TIPS の決済は、専用の TIPS 口座によって行われる。TIPS

の取扱い

口座の残高は、T2 口座（TARGET2 口座）との間で、流動性

を可能としていること、④中央銀行マネーによる安全性の

の移動（liquidity transfer）によって資金の出し入れを行うこ

高い決済であること、⑤フルコスト・リカバリーによる運用

とができる。TIPS 口座の残高も、T2 口座の残高とともに、準

（31）

であること、などである。

備預金にカウントされるのが特徴である（TARGET2 のクロー

従来から資金決済システムである TARGET2（T2）との

ズ時点において）
。このため、T2 がクローズする夜間や休日は、

比較でみると、① T2 は稼働時間が月曜日から金曜日までの
日中であるのに対し、TIPS は 24 時間 365 日であること、
② T2 は、証券決済とのリンクや流動性節約機能などの複雑
な機能を備えているのに対し、TIPS は、即時送金の決済に
特化した単純な機能となっていること、などの違いがある。
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（30） 欧州内のほぼすべての CSD が T2S に移行済みである。移行していな
いのは、キプロスとギリシアの CSD のみ。
（31） 2018 年には、初のマルチカレンシーとして、デンマーク・クローネが
T2S に参加する予定である。
（32） 直接参加者は、間接参加者ごとに「メモランダム残高」（CMB：Credit
Memorandum Balance）を設置して、利用額を管理する。その際、
間接参加者ごとに、利用の上限額を設定する。
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図表 11：TIPS と取引指示機関の関係

しかも、こうした非常にタイトなスケジュールの中で、
①大量の送金をリアルタイムで決済する能力（2 万 5 千件
/ 秒の処理能力）、②迅速な決済処理（レスポンス・タイムは
5 秒以下）の実現、③ 24 時間 365 日動かす常時稼働のシ
ステムとすること、④障害に強いシステム（zero incident
platform）にすること、など求められる要件のハードルは
高く、ECB にとっては、厳しいチャレンジになるものとみ
られる。

⑧モバイル・ペイメントへの展開
なお、インスタント・ペイメントのインフラが整うことに
より、ケータイ番号を使って 24 時間 365 日、リアルタイ
ムで個人間送金を行う「モバイル・ペイメント」が可能とな
る。つまりユーロ圏においても、英国の Paym（ペイエム）
、
スウェーデンの Swish（スウィッシュ）や、デンマークの
MobilePay （モバイルペイ）などと同様な、ケータイ番
（34）

号送金のサービスを提供することが可能となる。
すべての残高を TIPS 口座に置いておけばよいことになる。

モバイル・ペイメントのサービスを提供するのは、民間銀

TIPS 口座には、あらかじめ上限額（ceiling）と下限額

行であるため、ECB の管轄外であるが、ECB としては、モ

（floor）を設けておくことができ、上限を上回った場合には

バイル・ペイメントの導入・普及に向けて、市場を後押しした

T2 口座に資金を送り、下限を下回ると T2 口座から資金を

いとの意向であり、このため、2018 年 2 月に、フランクフ

送るといった形での流動性管理が可能となっている。なお、

ルトの ECB 本部において、インスタント・ペイメント用の

TIPS 口座で資金が不足している場合には、送金指図が「リ

「アプリケーション・チャレンジ」（#TIPSapp Challenge）

ジェクト」され、決済は行われない。

を実施する予定である。銀行やフィンテック企業などが、自
分のモバイル・アプリについてプレゼンテーションを行い、

⑤ TIPS の料金体系

優秀なアプリを表彰する計画である。こうしたイベントを
通じて、モバイル・ペイメントに対する機運を盛り上げたい

TIPS では、エントリー・フィーや固定料金などは、一切
なく、決済 1 件ごとのフラット・フィーとなっている。そして、

というのが ECB の意向である。

その料金は、0.20 ユーロセント（0.0020 ユーロ≒ 0.26 円）

⑨わが国へのインプリケーション

と非常に低い水準に設定されている。これは、500 件を処
理して 1 ユーロという計算になる。当初の 2 年間は、これ

小口のインスタント・ペイメントを 1 件ごとに中央銀行が
決済するというシステムは、豪中銀の提供する「FSS」
（Fast

を変えないものとされている。

Settlement Service）に次いで、2 例目となる。従来の中央

⑥ TIPS へのアクセス

銀行の資金決済システムは、銀行間の大口の資金決済を対

TIPS に は、TARGET サ ー ビ ス 用 の 共 通 ゲ ー ト ウ ェ

象としており、稼働時間が平日の日中に限られている。こ

イ（ESMIG：European Single Market Infrastructure

のため、インスタント・ペイメントのシステムが、24 時間

Gateway）を通じてアクセスを行うことができる。また、

365 日のサービス提供を行うようになると、夜間や休日に

コンピュータ接続によるアクセス（A2A チャネル）と、端

は中央銀行マネーによる決済ができず、その間、未決済残

末からのアクセス（U2A チャネル）とが可能である。

高が累積していくことになる。

ネットワークの接続業者（NSP：Network Service Provi-

これは、
「決済リスク」を重視する中央銀行にとっては望

der）は特に決められておらず、定められた接続条件を満た

ましいことではなく、これに対する対策として、中銀サイ

していれば、どの NSP を使って TIPS に接続することも可

ドが 24 時間 365 日決済に向けて動き出しているというの

能である

が、FSS（豪中銀）や TIPS（ECB）の動きである。

。ISO20022 メッセージを利用する。

（33）

⑦ TIPS の稼動開始予定

翻ってわが国をみると、2018 年 10 月から全銀ネットの
「モアタイム・システム」
（夜間・休日に運営される）が稼働を開

TIPS は、2018 年 11 月に稼働を開始する予定となって

（33） ただし、複数の接続業者が認められている T2S でも、95％は SWIFT
による接続となっており、TIPS についても、SWIFT による接続が多
くなるものとみられる。
（34） デ ン マ ー ク 国 内 で は、MibilePay の ア プ リ の ダ ウ ン ロ ー ド 数 が、
FaceBook に次いで第 2 位となるほどの人気ぶりである由。

いる。ECB が TIPS の構築を正式に決めたのが、2017 年 6
月であり、そこから 1 年半で稼働を開始させるという非常
にスピーディな展開となっている。
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図表 12：T2 と T2S の統合におけるモジュラー・アプローチ

始する予定となっている。当面、同システムへの参加の有無と

する。具体的には、ゲートウェイ部分（ESMIG：Eurosystem

何時まで稼働時間を延長するかは、各行の選択に委ねられて

Single Infrastructure Gateway）とリファレンスデータ管理

おり、当初は、24 時間 365 日でサービスを提供する先は限定

部分（CRDM：Common Reference Data Management）

的とみられる。ただし、今後、同システムへの参加行が増えて、

である。これらは、TIPS の稼動開始時期となる 2018 年

24 時間 365 日でのサービス提供が幅広く行われるようになっ

11 月に実施される。

てくると、日本銀行としても、ECB と同様に、夜間や休日に

②フェーズⅡ

おける決済リスク累増への対応として、即時決済サービスの検
討を迫られることになる可能性があるものとみられる。

中央銀行との取引を RTGS のキューから分離したうえで、
他の中央銀行サービス（準備預金の管理、常設ファシリテ

（2）T2 と T2S の統合

ィ

など）とまとめて、「中央流動性管理」（CLM：Central

（36）

ECB では、これまで別々のシステムとして運営してきた

Liquidity Management）の機能を新設する。また、RTGS

T2（資金決済システム）と T2S（証券決済システム）をシ

サービスを ISO20022 準拠にする。

ステム的に統合するプロジェクトを進めている。
これは、T2 のシステム構築が早かった

統合にあたっては、機能ごとにモジュール化した「モジ
ュラー・アプローチ」を採用し、図表 12 のような構成とな

ことから、技術

（35）

的にやや古くなってきていることに加えて、別々の独立した

る予定である。

システムとして運営していることに伴うコスト負担があるこ

③中央流動性管理機能（CLM）

とがある。また、ここに来て TIPS の構築が浮上してきたこ
とから、これ以上、別々のシステムとして運営する縦割り方

「中央口座」（MCA：Main Cash Account）を設けて、各

式（silo approach）には、もはや限界が来ているとの判断

決済機能とは分離する。中央口座では、中央銀行との取引

がある。統合作業は、2 つのフェーズに分けて行われる。

を集中的に管理する。

①フェーズⅠ

（35） TARGET2 は、2017 年 11 月に稼働 10 周年を迎える。
（36） 予め定めた金利で金融機関への貸出や金融機関からの預金受入れを行
う「貸出ファシリティ」や「預金ファシリティ」のこと。

TIPS をサポートするうえで必要となる部分のみを共通化

17
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図表 13：中央口座と各決済口座との関係

各決 済 機 能 は、 そ れぞれ、
「RTGS 口座」
（資金 決 済 ）、

いる。各国 CSD から T2S への移行が完了して、担保とな

「T2S 口座」
（証券決済）
、TIPS 口座（インスタント・ペイメ

る証券がすべて ECB の手の中にある状態となったことから、

ントの決済）において行われる（図表 13）
。これらは、それ

ECB では、ユーロ圏内の担保管理を一元的に行うシステム

ぞれの決済に特化した口座であるため「DCA」
（Dedicated

（Eurosystem collateral management system）の構築を

Cash Account）と呼ばれる（それぞれ、正式には「RTGS

検討している。ECB 理事会による本件の最終的な決定は、

DCA」
、
「T2S DCA」
、
「TIPS DCA」とされる）
。

年内にもなされる予定である。

金融機関の流動性管理の手間を省くために、①各営業日
の開始時に、中央口座から各決済口座へ指定した金額が移

６．おわりに

動する設定とする（人手による資金移動を不要とする）
、②
各決済口座に、上限（ceiling）や下限（floor）を設定し、

来年（2018 年）の Sibos は、10 月 22 ～ 25 日に豪州

それを上回った（または下回った）場合には、中央口座と

のシドニーで開催される。その後は、ロンドン（2019 年）、

の間で流動性の移動が自動的になされる、③特定のイベン

ボストン（2020 年）、シンガポール（2021 年）で行われ

トが発生した（資金不足により RTGS システムのキューに

ることが決まっている。

複数の決済指図があるなど）場合には、自動的に流動性を
RTGS 口座に引っ張ってくる機能（liquidity pull）
、など、
流動性管理をサポートする仕組みが導入される。

（3）共通担保管理システムの構築
ユーロ圏では、各国中銀が金融機関に与信を行う際に、
各国ごとに担保の管理を行っているため、非効率が生じて

18

図表 14：今後の Sibos の開催予定
開催年

開催地

2018 年

シドニー（豪州）

2019 年

ロンドン（英国）

2020 年

ボストン（米国）

2021 年

シンガポール
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SMPGワーキング・グループA
活動報告

ティングなど、議題に拡がりが出始めました。10 月の会議は、
2018 年 1 月初から導入される MIFID Ⅱ /MIFIR を筆頭に、
今後欧州では続々と金融市場規制が本格施行されることか
ら、当該規制に関わるレポーティングについて欧州金融規
制当局の European Securities and Markets Authority を
招きワークショップを行ないました。また、BIC/LEI を参
照情報として並存利用することが照合実務に与える問題や、
2018 年 5 月に施行される EU 一般データ保護規則（General
Data Protection Regulation）がクロスボーダー取引に与
える影響なども議論されました。

SMPG の グ ロ ー バ ル 会 議 が、2017 年 4 月 に ダ ブ リ ン
の Citigroup Europe にて、同 10 月にはルクセンブルクの
Clearstream にて開催されました。いずれも欧州開催とな
ったことから欧州の参加者が中心となり、アジア ･ オセア
ニア地域からは日本とシンガポールが参加、各 3 日間の会
合が行なわれました。
ワーキング・グループ A は、証券決済分野を対象に、決済
指図、決済状況確認通知、残高通知等の効率化に向けた項
目を検討しており、グローバルな市場慣行を明記したグロ
ーバルドキュメントの策定を行なっています。SMPG グロ
ーバル会議は、証券メッセージングと市場慣行の国際的な
標準化に関するテーマが議論される場であり、地域別 ･ 国
別での市場動向が共有されます。また、国際的な標準化の
進展や新たな規制の導入に伴って SWIFT メッセージの仕様
変更が必要となるケースも増えているため、影響の大きい
変更に関して議論し、地域別 ･ 国別の固有の事情を勘案し
つつもグローバルに一定の方向性を出していく場とも位置
づけられています。

加えて、11 月には、第 6 回 APAC RMPG (Asia Pacific
Regional Market Practice Group) 会議が香港で開催され
ました。本会議は、2012 年以降年次開催されており、年
一度の物理的な会合に加えて、四半期毎の定期的な電話会
議も行ないつつ、アジア各国のワーキング・グループの活性
化を SWIFT と連携しながら進めています。2016 年にはタ
イ、フィリピンが新たに加わり、既に NMPG（National
Market Practice Group）が設立されていた日本、豪州、
香港、韓国、シンガポールなど各国と併せ、今後更に活発
な活動が見込まれます。

4月の会議は、欧州の証券決済プラットフォームTARGET2Securities（T2S） に 関 す る 議 論 が 中 心 と な り ま し た が、
T2S 導入（2015 年 6 月）から 2 年経過し、従来多くの時
間が割かれていたメッセージングの基本的なルール作りの
議論から、負荷が増す一方の各種金融規制に関するレポー

SMPGワーキング・グループC
活動報告
ワーキンググループ C の主な活動は、コーポレートアク
ションに関する証券メッセージの標準化の検討となります。
2017 年は月次の電話会議、年次改正に関する意見集約の作
業の他、4 月にダブリンで開催されたグローバル会議にも参
画し、標準化、STP 化の一層の推進を図るべく、議論を深
めて参りました。
2017 年 の 日 本 市 場 に 関 係 す る 主 な 内 容 と し ま し て、
2016 年から引続き、公開買付における権利行使指図の行使
数 量 を 表 す コ ー ド“QALL”
（All Securities）
「Instruction
applies to the entire eligible balance of underlying
securities」の廃止または定義変更について働きかけを行い
ました。
“QALL”につきましては、
「有効な全保有残高」の
統一的な基準がなく、サブカストディアン側の対応に混乱
が生じ証券事故を招きかねないとし、日本からコード削除
または定義変更を提案しました。
本件の結論としまして、
“QALL”を使用しているマーケ

なお、SWIFT2018 年スタンダーズリリース案に関する審
議では、Settlement & Reconciliation と Trade Initiation
And Confirmation の分野で各々 1 項目について Country
Vote を行なっております。
三菱東京 UFJ 銀行

奥村 広明／森田 静

ットがあるため削除は不可とされたものの、基準について
曖昧であるため、グローバルマーケットプラクティスにお
いて、使用は推奨しない旨、および使用する場合は当事者
間で使用方法、解釈を特定し、双方合意の上で使用する旨
が明記されました。本件は、日本の主張が反映された結論
を得ることができ、大いに意義があるものであったと考え
ております。
今回のケースのように日本から SMPG に対しての議案
の提出や、ローカルマーケットプラクティスのカントリー
コラムの変更を行う等、日本国内においても ISITC Japan
WG-C での主体的な動きを加速しております。さらに会合
を行う際には東京証券取引所、証券保管振替機構、事務局
としてスイフト・ジャパンにも参加いただくことにより、
日本の実情を踏まえた迅速な意見集約を行っております。
引き続きメッセージフォーマットの標準化、コーポレー
トアクション業務の STP 化の推進に取組んで参りたいと思
います。
みずほ銀行
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PMPG活動報告
PMPG（Payments Market Practice Group）はグローバルな Payment（支払決済）分野における様々な慣行と現状の問
題点を理解し、その時々の注目分野毎の推奨慣行の公表を通じて、標準化と STP 化を推進している民間の任意団体です。
SWIFT は、2006 年の PMPG 創設以来事務局機能を提供しており、2010 年には、PMPG を BPC（銀行ペイメント委員
会）傘下のアドバイザリーグループとして位置づけています。
17 ヶ国・地域の 19 名（2 名の SWIFT 理事と 17 名の民間金融機関メンバー）により構成されており、日本からは三菱東京
UFJ 銀行が参加しています。
活動の中心は、年 2 回の会合と月次の電話会議、及び、電子メールによる意見交換です。こうした活動の成果として、白書
やガイドラインを作成し、ホームページを通じて公表しています。
昨年は「2020 年のスイフト定例改訂における依頼人／受取人情報の Free Text 廃止に伴う様々な影響に関する白書」や、
「詐欺等による不正送金時の取消手順のガイド」
、
「BIS/CPMI からの期待に対する、LEI（Legal Entity Identifier）の電文利用
に関するディスカッションペーパー」等を発行致しました。
sibos 前に開催する年次フォーラムも、主要な活動となっています。年次フォーラムでは、世界中から約 100 名の業界関係
者を招待し、グローバルに注目度の高いトピックスに関して、より深く、活発な議論を行っています。
昨年は、トロントにおいて年次フォーラムを開催致しました。今回は会議運営を外部委託し、スマホアプリを活用して聴講
者へのアンケートを交えながら、
「2020 年スイフト定例改訂の影響」「LEI の電文利用」「Cyber Security と CSP」「HVPS+
（MT/MX マッピングガイド）
」など旬な話題に関する活発な意見交換が行われました。
来年はシドニー sibos に合わせて、8 回目の年次フォーラムを開催する予定です。
また、sibos 直後の金曜日には定例会合が行われ、
“今年度年次フォーラムの振り返りと来年度の運営”
、
“2020 年のスイフ
ト定例改訂における依頼人・受取人の Free Text 廃止に関するガイドライン”、
“LEI の電文利用に関するディスカッションぺー
パー”、
“FATF 勧告に関する現ガイドの改訂”等、様々なトピックスについて議論を行いました。
今後とも益々重要さを増すグローバルなペイメントに関する実務面での幅広いテーマにおいて標準化を推進して参ります。
PMPG の活動の概要や資料等をご覧いただく際やご要望・ご意見をお寄せいただく際には、http://www.pmpg.info が便利
です。
三菱東京 UFJ 銀行 石嶋和志

2018 年 MT スタンダーズリリース
以 下 の 情 報 は 2017 年 11 月 17 日 に 発 表 さ れ た 概 要（Updated High Level Information on MT Standards Release
2018）の一部（カテゴリー 1 からカテゴリー n）となります。その他の情報は本紙をご覧になり、導入に際しては詳細情報
をオンラインユーザーハンドブックにてご確認下さい。各資料のリンクは以下の通りです。
Updated High Level Information 並びに 2018 年スタンダーズリリースの日程：

https://www.swift.com/standards/standards-releases/mt-release-2018?tl=en#topic-tabs-menu
オンライン・ユーザーハンドブック：

https://www2.swift.com/uhbonline/books/a2z/standards_mt.htm
MyStandards：

https://mystandards.swift.com/?rdct=t
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2018 年 MT スタンダーズリリース概要
Category
1

概

要

CR 001337
ヘ ッ ダ ー ブ ロ ッ ク 3 の フ ィ ー ル ド 111（Service Type Identifier） 及 び 121（Unique End-t-End
Transaction Reference (UETR)）を受信可能にする。
こ れ ら の フ ィ ー ル ド は、SWIFT gpi (SWIFT global payments innovation) サ ー ビ ス に お い て、gpi
Closed User Group に参加している金融機関が UETR を利用して送金の追跡が出来るようにするものであ
る。2017 年 11 月より gpi 参加金融機関は MT 103 送信時にこれらのフィールドの利用を開始した。今後
gpi の電文種類が増えるごとに変更申請の提出が必要となることを考慮し、この変更申請によってフィールド
111（Service Type Identifier）及び 121（Unique End-to-End Transaction Reference (UETR)）の
使用を全てのカテゴリー 1 及びカテゴリー 2 の電文に適用する事とした。
受信電文については、全ユーザーがこれらのヘッダー・フィールドを受信可能とする。送信については全ユー
ザーが CR 1338 / 1339 / 1340 の影響を受ける。特定の MT についてフィールド 121 が必須となるも
のである。Gpi に参加していない場合にはフィールド 111 は使用しない。

MT 103
MT 103
REMIT
MT 103
STP

CR 001338
ヘッダーブロック 3 の 121（Unique End-to-End Transaction Reference (UETR)）について、受信し
た電文に入っていた場合には次に送信する電文に同じものを記入すること、また新規の電文の場合には記入し
て送信することを必須とする。
SWIFT のネットワーク上で SWIFT gpi の銀行とその事業法人の顧客にリアルタイムで取引の所在を可視化
するため。
この変更は必須であり、バックオフィスシステムに大きく影響する。

MT 101
MT 102
MT 102
STP
MT 103
MT 103
MT 103
REMIT
MT 103
STP
MT 110
2
MT 202
COV
MT 205
COV

CR 001302
MT の送金電文に Chinese commercial codes (CCC) の CCC 変換表に関する usage guideline を追加
する。
FIN で使用できる文字に中国語文字が含まれないため、CNAPS と FIN 電文の間での中国語変換を標準化する。
MT に中国語文字を含むことを相互に合意したユーザーに影響する。

CR 001337
（カテゴリー 1 をご参照下さい。
）
CR 001339
ヘッダーブロック 3 の 121 (Unique End-to-End Transaction Reference (UETR)) について、受信した
電文入っていた場合には次に送信する電文に同じものを記入すること、また新規の電文の場合には記入して送
信することを必須とする。
SWIFT のネットワーク上で SWIFT gpi の銀行とその事業法人の顧客にリアルタイムで取引の所在を可視化
するため。
この変更は必須であり、バックオフィスシステムに大きく影孵する。

MT 202
MT 205

CR 001340
ヘッダープロック 3 の 121 (Unique End-to-End Transaction Reference (UETR)) について、受信した
電文入っていた場合には次に送信する電文に同じものを記入すること、また新規の電文の場合には記入して送
信することを必須とする。
SWIFT のネットワ ー ク上で SWIFT gpi の銀行にリアルタイムで取引の所在を可視化するため。
この変更は必須であり、バックオフィスシステムに大きく影響する。
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Category

概

要

MT 202 CR 001302
MT 202 （カテゴリー 1 をご参照下さい。
）
COV
MT 203
MT 205
MT 205
COV
MT 210
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

300
304
305
306
320
330
340
360
361

CR 001341
MiFID II の顧客レポーティングのフィールドを追加する。

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

300
304
305
306
320
321
330
340
341
360
361
380
381

CR 001350
Place of Settlement（決済場所）のフィールドを追加する。

MT 304

MiFID II Delegated Act article 59 client reporting をサポートする。
コミッションとフィーを示すための繰り返し可能な任意のフィールドを追加することが合意された。
送信電文において任意で利用する。

香港で決済される CNY のようなオフショア取引の場合に、取引場所がフリーフォーマットフィールドに記載
されることを防ぐ。
送信電文において任意で利用する。

CR 001301
コミッションとフィーのフィールドの使用条件を変更する。
他の会計情報が無い場合でもコミッションとフィーが記載できるようにする。
シークエンスＤについて、既存の必須情報を任意にする。
送信電文において任意で利用する。

MT
MT
MT
MT
MT

300
304
305
306
340
4

MT
MT
MT
MT

513
514
515
518

CR 001298
電文使用ルールを変更する。
FIN コンファメーション電文が関係者間の法的な合意を作成することが出来ないことを明らかにする。
この変更は文書上の変更であり、技術的な導入には影響しない。
（SR 2018 については変更なし）
CR 001321
19A にリサーチフィーのクオリファイアーを追加する。
リサーチフィーにより透明性を求める MiFID II に対応する。
当初の要望にあった RFEE ではなく、FIX / OMGEO と同様に RSCH をクオリファイアーとして導入する事
となった。
送信電文において任意で利用する。
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Category

概

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

536
537
540
541
542
543
544
545
546
547
548

MT
MT
MT
MT

508 CR 001300
536 （MT 564 / 566 / 568 をご参照下さい。）
537
538

MT
MT
MT
MT

508 CR 001317
536 （MT 564 / 566 / 568 をご参照下さい。）
537
538

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

540 CR 001321
541 （MT 513 / 514 / 515 / 518 をご参照下さい。）
542
543
544
545
546
547

MT 564

要

CR 001295
22F SETR にコード SWIF (Switch from) と SWIT (Switch to) を追加する。
スイッチオーダーの決済を表すためのコード追加。
送信電文において任意で利用する。

CR 001293
貸し株期限のクオリファイアー BORD に新しいネットワーク検証ルールを追加する。
いくつかのフォーマットオプションについて使用回数が統一されていなかった点を改善する。ISO 15022 /
ISO 20022 でルールが統一されていなかった点を改善する。
貸し株期限日・日時が使用されている市場では必須となり、導入されなければならない。

MT 564
MT 566

CR 001294
クオリファイアー TAXR / WITL について新しいネットワーク検証ルールを追加する。
いくつかのフォーマットオプションについて使用回数が統一されていなかった点を改善する。ISO 15022 /
ISO 20022 でルールが統一されていなかった点を改善する。
クオリファイアー TAXR / WITL を使用する場合には必須であり、導入されなければならない。

MT 564
MT 566

CR 001299
レートタイプのコード CDFI (Conduit Foreign Income) を 92a のクオリファイアー GRSS / NETT に追
加、また任意で繰り返し使用できないクオリファイアー CDFI を 19B に追加する。
収益を配分するためのイベントにおいて、海外で発生する収益の場合のその収益源、また投資家の居住ステー
タスごとに異なる税率の適用を投資家に報告できるようにする。
送信電文において任意で利用する。オーストラリア市場での収益を分配するためのイベントのために追加された。
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Category
MT 564
MT 566
MT 568

概

要

CR 001300
タックスデビットイベントのコード TAXD を 22F のクオリファイアー CAEV に追加する。新しい任意かつ
繰り返し利用できない見做し支払い率のクオリファイアー DEEM 及び見做し支払い金額のクオリファイアー
DEEM を 92a に追加する。
2015 年の税制改正に伴い、非居住者である投資家に Attribution Managed Investment Trusts (AMIT)
の見做し収益にかかる源泉徴収税を報告できるようにする。実際の分配は無いが、見做し収益はユニットホー
ルダーに帰することになるため。
CR 1300 と CR 1317 のため、下記の共通の変更が適用された。
• シークエンス A 22F CAEV に新しいコード TNDP (Tax on non-Distributed Proceeds) を追加する。
• シークエンス D 22F に任意のクオリファイアー TNDP を追加する。
• 92a に任意で繰り返し使用可能な見做し支払い率のクオリファイアー DEEM、及び見做し支払い金額の
クオリファイアー DEEM を追加する。
新しいコーポレートアクションのイベントが新しい任意のフィールドとクオリファイアーと共に追加された。
これらの新しいクオリファイアーについては、新しいイベントである Tax on Non Distributed Proceeds
が業務を行っている市場の市場慣行に加えられている場合、もしくは送信者・受信者間のサービスレベルアグ
リーメント (SLA) で合意されている場合には導入しなければならない。

MT 564

CR 001304
92a クオリファイアー DEVI (declared rate) の使用ルールを変更する。
複数の通貨オプションがあるイベントにおいて、クオリファイアー DEVI によって declared rate が明示で
きるようにする。
この変更は文書上の変更であり、技術的な導入には影響しない。

MT 564
MT 567

CR 1305
90a に任意で繰り返し使用できない金額のクオリファイアーを 3 件追加する。また、:22F::OPTF//QCAS
とこれらのクオリファイアーを使用を規定するネットワーク検証ルールを追加する。任意で繰り返し使用でき
ない金額のクオリファイアー STAC を 19B に追加し、同時に Status Quantity / Status Cash Amount
について選択が必須となるネットワーク検証ルールを追加する。
SR 2017 で追加された金額による指図の STP 処理を可能とするため、関連する金額の情報を追加する。
この変更は市場慣行、もしくは送信者・受信者間のサービスレベルアグリーメント (SLA) において金額によ
る指図が認められている場合には送信電文・受信電文で必須となる。

MT 564
MT 566
MT 568

CR 001317
タックスイベントのために新しいイベント種類のコード TXEV を追加、任意で繰り返し使用できないインジ
ケーターのためのクオリファイアー TXEV を 22F に追加、またこれらの二つの要素の使用についてネット
ワーク検証ルールを追加する。また、19B に繰り返し使用できない総課税金額のためのクオリファイアー
GRTX を新しく追加する。
2015 年の税制改正に伴い、非居住者である投資家に Attribution Managed Investment Trusts (AMIT)
の見做し収益にかかる源泉徴収税を報告できるようにする。実際の分配は無いが、見做し収益はユニットホー
ルダーに帰することになるため。
CR 1300 と CR 1317 のため、下記の共通の変更が適用された。
• シークエンス A 22F CAEV に新しいコード TNDP (Tax on non-Distributed Proceeds) を追加する。
• シークエンス D 22F に任意のクオリファイアー TNDP を追加する。
• 92a に任意で繰り返し使用可能な見做し支払い率のクオリファイアー DEEM、及び見做し支払い金額の
クオリファイアー DEEM を追加する。
新しいコーポレートアクションのイベントが新しい任意のフィールドとクオリファイアーと共に追加された。
これらの新しいクオリファイアーについては、新しいイベントである Tax on Non Distributed Proceeds
が所属する市場の市場慣行に加えられている場合、もしくは送信者・受信者間のサービスレベルアグリーメン
ト (SLA) で合意されている場合には導入しなければならない。

24

SWIFT Japan News - March 2018

Category
MT 564
MT 566

概

要

CR 001318
92a クオリファイアー NRES を削除する。92a クオリファイアー TAXC のレートタイプコード IMPU /
PREC / TIER を削除する。
使用されていなかった税金関係のレート、レートタイプコードを削除する。
この変更は必須であるが、FIN のユーザーには影響しないものと考えられる。

MT 564
MT 566

CR 001323
98a のサーティフィケーション期限のクオリファイアー CERT について定義を修正する。
最終受益人の申告に使用されてきたが、他の用途にも使用できるようにする。
任意のフィールドの定義変更のため、電文の構造には影響しない。

MT 575

CR 001295
（MT 536 / 537 / 540 / 541 / 542 / 543 / 545 / 546 / 547 / 548 をご参照下さい。）

MT 575

CR 001300
（MT 564 / 566 / 568 をご参照下さい。）

MT 575

CR 001317
（MT 564 / 566 / 568 をご参照下さい。）

MT 600
MT 601

CR 001298
電文の使用ルールを修正する。
関係者間で FIN のコンファメーション電文が法的な契約書を作成できないことを明示する。
この変更は文書上で内容を明らかにするものであり、技術的な導入には影響しないものと考えられる。

MT 600 CR 001341
MT 601 （カテゴリー 3 をご参照下さい。
）
新規
MT 744

CR 00838
MT 744 Notice of Non-Conforming Reimbursement Claim
払い戻し銀行から払い戻しを請求している銀行に送られる。
送信銀行が払い戻し請求について払い戻しの授権にある指図通りでないということを受信銀行に対して申し立
てる際に使用する。その理由も電文上に示される。請求破棄に関する詳細も送信銀行から受信銀行に伝えられる。
貿易金融業務を活発に行っているユーザーは、この電文を受信できなければならない。

新規
MT 759

CR 00839
MT 759 Ancillary Trade Structured Message
詐欺に関する注意喚起、ファイナンシングリクエストなど既存の LC、デマンドギャランティー、スタンドバ
イ LC、アンダーテイキング（ギャランティー、シュアティー等）等の貿易金融取引について各種依頼や情報
を送るための電文である。
貿易金融業務を活発に行っているユーザーは、この電文を受信できなければならない。

MT 707

CR 00848
MT 707 のデザイン変更。
MT 707 は MT 700 の構造を引き継ぐようにデザイン変更する。これにより MT 700 の各フィールドに関
する変更は、MT 707 のフィールドを使用して可能となる。フリーフォーマットフィールドにどのような変
更がなされるかを特定するコードも追加する。
貿易金融業務を活発に行っているユーザーは、この電文を受信できなければならない。
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Category
新規
MT 708

概

要

CR 00833
MT 707 の続きの電文。
MT 707 のデザイン変更に伴い、その続きを記載する MT 708 を作成する。
貿易金融業務を活発に行っているユーザーは、この電文を受信できなければならない。

MT 707

CR 001110
MT 707 を MT 700 (SR 2018) に合わせて改訂し、全ての変更が特定のストラクチャードフィールドで
行えるようにする。
MT 707 の SR 2018 の変更を受け MT 707 にもデザイン変更が生じる。これにより修正もフリーテキス
トではなくストラクチャードフィールドで記述されるようになる。
MT 700 を MT 707 のストラクチャードフィールドで修正することを望むユーザーに影響がある。ストラ
クチャードフィールドがある項目についてはフリーテキストは使用してはならない。MT 707 の受信者はこ
れらの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT 756

CR 001111
MT 752 (SR 2018) にあるように MT 756 にフリーテキストフィールドを追加する。
72Z のスペースでは払い戻しもしくは支払い条件に関する詳細を全て記述できないため。
送信電文において任意で利用する。MT 756 の受信者はこれらの変更を含む電文を受信・処理出来なければ
ならない。

MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
701
710
711
720
721

CR 000830
新しいフィールド (Special Payment Instructions for Beneficiary / Receiving Bank) を 2 件追加する。
これらのフィールドに現在フリーテキストフィールドを使用している内容を記載できる。Special Payment
Instructions for Beneficiary は受益人向けの特定の支払い条件 (post-financing request / conditions)
に、Special Payment Instructions for Receiving Bank は 受 取 銀 行 向 け の 特 定 の 支 払 い 条 件 (postfinancing request / conditions) に使用する（受取銀行のみを対象とする）。
送信電文において任意で利用する。MT 756 の受信者はこれらの変更を含む電文を受信・処理出来なければ
ならない。

MT 700
MT 710
MT 720

CR 000823
フィールド 49 Confirmation Instructions の後に Requested Confirmation Party のフィールドを新し
く追加する。
どの銀行がコンファメーションを追加するか明らかでない場合にこのフィールドで明示する。
送信電文において任意で利用する。受信者はこれらの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT 707

CR 000340
45B, 46B, 47B と Sequence of Total のフィールドを MT707 に追加し、1 件の修正について MT 707
を複数送信できるようにする。
修正の一環として、45B Description of Goods and/or Services, 46B Documents Required と 47B
Additional Conditions の記述を全て書き換えられるようにする。
送信電文において任意で利用する。受信者はこれらの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT 730
MT 752

CR 000821
MT 730 と MT 752 にフィールド 79 を追加する。
これらの電文においてストラクチャードフィールドに記述できない情報を記載できるようにする。
送信電文において任意で利用する。受信者はこれらの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。
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Category
MT 707

概

要

CR 1324
新規電文 MT 707 にフィールド 50 Changed Applicant Details を追加する。
SR 2018 で追加される新規電文 MT 707 に関連する。これにより送信者は受信者に対して申請者の名前や
住所の変更を連絡することが出来る（合併の場合など）。
送信電文において任意で利用する。受信者はこれらの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
705
710
720
740
747

CR 001325
コードワード 1 件（NOT EXCEEDING）に使用されている 39B Maximum Credit Amount を削除する。

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
710
720
730
740
742
750
752
754

CR 000813
全てのチャージ関連のフィールドに z キャラクターセットを使用し、必要な箇所ではフィールドレターオプシ
ョンを変更する。

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
710
705
710
711
720
721

CR 000812
45A, 46A, 47A に z キャラクターセットを使用する。

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
705
707
710
720
730
740
742
747
750
752
754
756

CR 000814
フィールド 72 を 72z に変更して z キャラクターセットを使用する。

MT
MT
MT
MT

700
705
710
720

CR 000824
40A から取り消し可能なドキュメンタリークレジットに関連するコードを削除する。

変更後の MT 700 と関連電文に影響する変更。このコードの削除による影響は無いものと見られる。
必須の変更であるが、業務上の影響はないと見られる。

x キャラクターセットではよく使用される %, @, & などが使用できず、現在仮に対応している方法では不十分
なため変更する。
送信電文において任意で利用する。受信者は z キャラクターセットを含む電文を受信・処理出来なければなら
ない。

x キャラクターセットではよく使用される %, @, & などが使用できず、現在仮に対応している方法では不十分
なため変更する。
送信電文において任意で利用する。受信者は z キャラクターセットを含む電文を受信・処理出来なければならない。

x キャラクターセットではよく使用される %, @, & などが使用できず、現在仮に対応している方法では不十分
なため変更する。
送信電文において任意で利用する。受信者は z キャラクターセットを含む電文を受信・処理出来なければなら
ない。

実際において取り消し可能なドキュメンタリークレジットは使用されておらず、従ってこれらのコードは不要
であるため削除する。
必須の変更であるが、業務上の影響はないと見られる。

MT 700
MT 710
MT 720

CR 000825
43P のフォーマットを変更してコードを追加する。
自動化のため、より正確なストラクチャードフィールドにする。
送信電文において任意で利用する。受信者はこの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。
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Category
MT 700
MT 710
MT 720

概

要

CR 000826
43T のフォーマットを変更してコードを追加する。
自動化のため、より正確なストラクチャードフィールドにする。
送信電文において任意で利用する。受信者はこの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT 700
MT 710
MT 720

CR 000828
フィールド 48 のフォーマットと定義を変更する。
自動化のため、より正確なストラクチャードフィールドにする。
送信電文において任意で利用する。受信者はこの変更を含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT 734
MT 750
MT 754

CR 000816
77J, 77A に z キャラクターセットを使用する。
x キャラクターセットではよく使用される %, @, & などが使用できず、現在仮に対応している方法では不十分
なため変更する。
送信電文において任意で利用する。受信者は z キャラクターセットを含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT 734
MT 750
MT 754

CR 000815
フィールド 73 を 73A に変更し、z キャラクターセットを使用する。
x キャラクターセットではよく使用される %, @, & などが使用できず、現在仮に対応している方法では不十分
なため変更する。
送信電文において任意で利用する。受信者は z キャラクターセットを含む電文を受信・処理出来なければならない。

MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
701
710
711
720
721

CR 000831
45a, 46a, 47a の使用ルールを変更する。

MT
MT
MT
MT
MT
MT

700
701
710
711
720
721

CR 000832
続きに使用する電文数についての使用ルールを変更する。

MT 700
MT 710
MT 720

フィールドの使用回数に関するルールが厳しすぎ、またネットワーク検証ルールでもないことから多くのユー
ザーが現行のルール通りの使用をしていないため、市場慣行に基づいたルールに変更する。
必須の変更であるが業務上の影響は限定的と考えられる。

続きに使用する電文が 3 件まででは不足であるがネットワーク検証ルールではないため、実際はこれより多く
使用されている。市場慣行に基づいたルールに変更する。
必須の変更であるが業務上の影響は限定的と考えられる。
CR 000829
フィールド 49 の定義を変更する。
定義の明確化。
この変更は文書上のみで、フィールドの構造には影響しない。

MT 700
MT 710
MT 720

CR 000827
フィールド 48 の名称を Period for Presentation から Period for Presentation in Days に変更する。
名称とフォーマット変更を合わせる。
この変更は文書上のみで、フィールドの構造には影響しない。
（注：関連するフォーマット変更は CR 000828）

MT
MT
MT
MT

700
710
720
740

CR 000822
42P の名称を Deferred Payment Details から Negotiation / Deferred Payment Details に変更する。
Negotiation details の記述にも使用できるため、これに合わせて名称を変更する。
この変更は文書上のみで、フィールドの構造には影響しない。
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MT 700

CR 001297
Freely negotiable documentary credits についていくつかの使用ルールを削除する。
SWIFT ネットワーク上で documentary credits の情報を正しく送受信するための使用方法に関連しないた
め、SWIFT の電文には関連しない。
この変更は文書上のみで、電文の構造には影響しない。

8

（SR 2018 については変更なし）

MT 910

CR 001302
（カテゴリー 1 をご参照下さい。
）

MT n98

CR 001322
MT n98 の 77E のキャラクターセットを変更する。
SR 2018 から銀行間貿易金融電文が含まれるようになるためこの変更が必要となる。（これらの電文には z
キャラクターが含まれる。
）
この変更は任意であり、現行の MT n98 使用のための契約には直接影響しない。現行の契約に変更がある場
合には、全関係者によって合意されなければならない。

MT n92

CR 001335
フィールド 79 に任意のキャンセル理由のコードを追加する。
不明確な部分を減らし、コードに基づいた優先順位によるワークフローを可能とするため、ISO 20022 電文
と整合性があり統一的な理解が可能となるよう定型化されたコードを追加する。
送信電文において任意で利用する。

MT n96

CR 001336
フィールド 76 に任意の返信・理由のコードを追加する。
不明確な部分を減らし、コードに基づいた優先順位によるワークフローを可能とするため、ISO 20022 電文
と整合性があり統一的な理解が可能となるよう定型化されたコードを追加する。
送信電文において任意で利用する。
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その他のスタンダーズ関連事項
gpi に関する変更事項
上記の概要にも記載しましたが、合わせて他の gpi 関連記事、並びに下記の CR 情報の纏めもご覧ください。

CR 1337 について
全ての MT 電文ユーザーは、カテゴリー 1 及びカテゴリー 2 の全ての電文について、ヘッダーの第 3 ブロック（User
Header Block）に含まれるフィールド 111（Service Type Identifier）とフィールド 121（Unique End-to-End
Transaction Reference (UETR)）を受信しなければならない。現時点では SWIFT gpi で扱われるカテゴリー 1
及びカテゴリー 2 の電文は限定されているが、SWIFT gpi で扱う電文が増えるごとに CR（Change Request = 変
更申請）を提出することは煩雑であるため、今回の CR でカテゴリー 1 及びカテゴリー 2 の全ての電文を対象とした。
毎年同様の変更を行うことを避けることにより、導入コストの低減が可能となる。
スイフト・ジャパン注：既に SR 2017 において MT 103・MT 202 COV に導入された“UETR の受信必須”の対象を
広げる変更。

CR 1338 – CR 1340 について
MT 103, 203 REMIT, 103 STP, 202, 202 COV, 205, 205 COV の送信について、ヘッダーの第 3 ブロック（User
Header Block）に含まれるフィールド 121（Unique End-to-End Transaction Reference (UETR)）を必須とする。また、
gpi メンバーで無いユーザーがヘッダーの第 3 ブロック（User Header Block）に含まれるフィールド 111（Service Type
Identifier）を送信電文に使用した場合には NAK となる。

スイフト・ジャパン注：SR 2017 では、ヘッダーの第 3 ブロック（User Header Block）に含まれるフィ
ー ル ド 111（Service Type Identifier） と フ ィ ー ル ド 121（Unique End-to-End Transaction Reference
(UETR)） は 受 信 の み 必 須。SR 2018 で は、MT 103, 203 REMIT, 103 STP, 202, 202 COV, 205, 205
COV の送信について、gpi メンバーで無いユーザーでもフィールド 121 が必須となる。逆に、gpi メンバーで
無いユーザーのフィールド 111（Service Type Identifier）利用は NAK となる。また、フィールド 121 が必
須となることに伴い、SR 2018 対応の SWIFT インターフェイスには UETR の自動生成機能が追加される。
• 新規電文作成、もしくは何らかの理由で受信した電文の UETR を引き継げない場合：フィールド 121 に新規
の UETR を記入することになるが、定義上引き継ぎは必須である。
• シリアル送金の場合：受信した電文に記載されている UETR を引き継ぐ。（何らかの理由で引き継げない場
合には新規の UETR を記入することになるが、定義上引き継ぎは必須である。）

Non Deliverable Forward と MT 300
MT 300 を Non Deliverable Forward 取引に使用する際の参考書面（swift_standards_sr2017_ndfpostrelease.
pdf）が昨年 12 月に作成されています。SR 2017 で導入された各種変更を円滑な Non Deliverable Forward 取引
に活かしていただけるよう、各フィールドやコードについて解説しております。下記のリンクより入手可能ですので、
是非ご活用下さい。
https://www.swift.com/standards/standards-resources?category=7026
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Customer Security Program (CSP)
スイフトのメッセージネットワーク利用者に対するサイバー攻撃への対応として SWIFT を利用するユー
ザーのセキュリティ水準を高め、不正な侵入に対する発見・防御をを確実なものにすべく、SWIFT コミュ
ニティの安全性に関する基準とそれを確実にする枠組みを Customer Security Controls Framework とし
て昨年４月に発表しました。
昨年 必須項目に対する自己評価を SWIFT の KYC Security Attestation のウエブサイト l からご提出お
願いいたしました。ご協力ありがとうございました。
今年は必須項目の基準施行を目標に

KYC Security Attestation のご提出を今年末までに

いたします。なお、Attestation の結果は昨年同様

再度お願い

監査当局に 2019 年初旬にスイフトが報告いたします。

今後もスイフトのメッセージネットワークの安全性を高める為

サービスの向上に励む努める所存です。

KYC Security Attestation についての詳細は

https://www.swift.com/myswift/customer-security-programme-csp#topic-tabs-menu
を是非ご参照ください。
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The SWIFT gpi - Global Payments Innovation
SWIFT は銀行業界と協働し、次世代のコルレス銀行業務に向けて、global payments innovation (gpi) を推進して
います。2018年1月現在の gpi 参加行は 140 行余り、邦銀からは三菱東京 UFJ 銀行、みずほ銀行、三井住友銀行が
参加しています。2017 年度のサービス開始からすでに 6.5Million のメッセージが gpi によって配信されました。
これは SWIFT の海外送金の全メッセージの 75％に当たります。

gpi フレームワーク
gpi Service Level Agreement (SLA)
Rule book 遵守
送金当日着金の実現性を目指す
手数料の透明性
End to End

での送金ステータス確認

各送金パーティにおける送金情報の不変性

2018 年 Standards Release – UETR
MT 103、MT103 STP, MT 103 REMIT, MT 202/205 MT 202/205 COV の送金電文 FIN Header block ３
filed 121 で、UETR（Unique End to End Transaction Reference）の付与が必須となります。電文 UETR の付
与により、gpi 参加行は End to End で送金ステータスをトラッキングすることができます。

2018 年、既存の gpi サービス gCCT（gpi Customer Credit Transfer）につづき新たな gpi サービス gCOV gSRP が
展開されます。
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gCOV – gpi Cover 顧客カバー送金
MT 202/205 COV の End to End の送金トラッキング管理ができます。リアルタイムでのノストロ口座入金確
認が可能となり、迅速にリコンサイル、例外処理・調査の対応ができます。

gpi Tracker gCCT と gCOV 送金トラッキングイメージ

gSRP – gpi Stop-and-Recall
今まで相対でのキャンセル対応を、gpi Tracker でスムーズに実現しトラッキングすることができます。キャンセ
ル依頼を Tracker へおこなうことにより、Tracker はどのパーティで送金処理がされているか状況確認し、その送
金パーティにキャンセル依頼をおこないます。また Tracker は状況を GUI に更新します。

詳細情報は弊社ホームページをご参照頂くか、営業担当までお問い合わせください。
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SWIFT for Corporates－事業法人向けサービスのアップデート
2017 年もその前年と同様に事業法人による SWIFT の利用が大きく増えました。2017 年末現在、SWIFT に加盟している
企業グループ数はグローバルで 1,863 となりました。
企業の多くは、入出金明細・残高情報の入手や送金依頼の送付など、複数の銀行とのやり取りを単一のチャネルで実
現 す る た め に SWIFT を 利 用 し て い ま す。 企 業 は、SWIFT へ の 加 盟 と 同 時 に「SCORE（Standardised CORporate
Environment）
」という SWIFT が運営するクローズド・ユーザー・グループに参加することで、当該ユーザー・グループに参加
しているすべての銀行との間で SWIFT メッセージの送受信が行えるようになっています 。つまり、企業にとって、どの銀
行が SCORE に参加しているか、どの銀行が SWIFT を通じて入出金明細・残高情報を企業向けに発信することができ、また、
企業から送金依頼を受信し、プロセスすることができるか、ということが重要となってきます。
SWIFT では、SCORE に参加している銀行および SWIFT for Corporates 関連サービスに関する SWIFT による認定を受
けた銀行（以下「認定銀行」
）に関する情報を SWIFT のウェブサイトからアクセス可能な Bank Readiness Portal に掲載
しています。認定銀行（一部非認定銀行も含みます）については、各種メッセージ・タイプ（MT101、MT940、MT942、
MT300 など）や FileAct、
3SKey、
貿易金融関連サービス（TSU/BPO）への支店ごと（BIC8 ベース）の対応状況についても、
各認定銀行による申告に基いて掲載されています。
当ポータルでは、検索機能を利用して銀行・支店ごとの対応状況、国ごとの対応銀行・支店情報およびそれぞれの対応銀行・
支店による対応状況など、いくつかの観点から確認することができるようになっています。
企業が実際に入出金明細・残高情報（MT940 など）を銀行から受信したり、送金依頼（MT101 など）を発信するには、あ
らかじめ各銀行・支店との間で手続きが必要です。手続きは銀行・支店によって異なるため、SWIFT の利用にあたっては、企
業はまずその手続きの確認を各銀行・支店との間で行う必要がありますが、SWIFT ではこれまでに蓄積した銀行とのネットワ
ークを駆使して、お客様の代わりに手続きの確認を行うサービスも提供しています。
本邦での事業法人の SWIFT 接続数の増加に伴い、各銀行 ( 邦銀に限らず ) の SCORE や ISO20022 対応の可否が利用銀
行変更につながるケースも散見され始め、gpi や各種 FinTech の業務への採用等、よりよいカスタマーエクスペリエンスの
提供が銀行の差別化の要因となってきています。

SWIFT コンプライアンスサービスのご紹介
各国の規制当局は引続き金融制裁をはじめとしたコンプライアンス対応の強化を各金融機関に求めています。
取引銀行の KYC（Know Your Customer）の効率化、RMA 管理の強化、トランザクションスクリーニングまた
そのスクリーニングの有効性の検証等、SWIFT ではこのような各種のコンプライアンス対応において、コミュ
ニティ全体の負担を軽減しつつ、有効に対処するためのサービスを提供しております。

KYC Registry
KYC Registry は 2014 年 12 月よりサービスが開始され、2017 年 12 月末時点の契約数は 4,516BIC に上り、
順調に契約数を伸ばしてまいりました。本邦では 120BIC が既に利用を開始しております。
KYC Registry の概要
KYC Registry は取引銀行に対して行う KYC に必要な情報（KYC 情報）を、SWIFT が管理する共通基盤「KYC
Registry」に登録し、取引銀行間で共有するサービスです。従来、取引銀行毎に E メール、MT999 やファックス
により KYC 情報の提出依頼を受け、各行独自の書式に記入のうえ提出を要することから、多大なコストと労力を要
する業務となっておりました。
KYC Registry に標準化された KYC 情報を登録することで、取引銀行毎に行う書類作成や提出作業の削減が期待
できます。銀行が登録した KYC 情報は SWIFT の安全な環境下で厳正に管理され、また KYC 情報は開示請求を承
認した相手銀行にのみ提供されることから、情報管理の強化も図れます。
また、質の高い KYC 情報を提供するために、SWIFT の専門チームによって、情報不備の点検、添付書類との整
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合性の確認、また公開情報との照合を行います。この検証作業により、KYC 情報を入手する銀行は、予め情報の充
足度合いを確認することが可能です。
KYC 情報の登録・取引銀行への開示は無料でご利用頂けます。他行の KYC 情報を入手する際は有料となり、開示
請求が承認された時点で費用が発生します ( 年間利用量に応じて、年単位での費用請求 )。
一般的に事前にご利用いただく情報・書類：全部事項証明、銀行免許、定款（上場していない場合）、Wolfsberg
AML 質問状、US PATRIOT ACT Certification、行内 AML ポリシー、アニュアルレポート（Web 掲載済みの
場合は不要）

RMA Analysis
過去の送受信メッセージの実績にもとづいて、各 RMA（Relationship Management Application）を利用して
行った取引の件数・金額をメッセージタイプ毎に集計します。RMA の利用頻度のモニタリングを行うことで、該当
金融機関との取引継続要否を定期的に確認し、RMA 先を常に最適な状態に保つことで、KYC 作業や、不必要な電
文処理や照会事務の削減、リスクの高い取引先との間接的な取引への予期せぬ関与などのコンプライアンスリスクの
低減が期待できます。

RMA Plus
従来の RMA の機能に加え、RMA Plus はメッセージタイプ毎の送受信可否の設定を可能とするオプションサー
ビスです。取引目的に対応したメッセージを受信することで、意図していないメッセージ受信の回避し、オペレーシ
ョンリスクの低減を図ります。

Sanctions Screening
Sanctions Screening は、スクリーニングシステム
の運用や制裁リストの更新管理を、SWIFT が管理運営
するサービスです。2012 年 4 月からサービス提供を開
始し、2017 年 12 月末時点で 790 以上、アジア・パシ
フィック地域でも 229 の金融機関が利用しています。
日本でも既に複数の金融機関でご利用頂いております。
Sanction Screening は SWIFT のデータセンターで
運営され、日本の財務省リストを含む 36 以上の制裁リス
トを継続的に更新しています。Sanction Screening は、
送信された FIN 電文 (MT103/202/700/910 など ) を
検証し、問題がないと判断した後に、最終的に受取銀行
宛に電文を伝送します。
また、Alliance Access を自営で運用するユーザー向
けの Sanction Screening Connector Option では、
電文送信前に検証を行い、送信可能と判断した電文のみ
送信します。また、スクリーニング結果に基づき、特定
の電文を印刷する等の設定も可能です。さらに FIN フ
ォーマット以外（SEPA や外為円決済電文など）のスク
リーニングも可能です。

Payment Data Quality
Payment Data Quality は FATF 勧告 16 の要請に基
づき、該当電文の送金人、受取人情報が要請に基づいた
形できちんと記入が行われているかどうか、該当フィー
ルドでどの記入オプションが採用されているかどうかを
週次、月次で分析、結果をフィードバックするサービス
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です。このサービスによって、自行からの仕向電文、他
行からの被仕向電文のどの程度の割合が自動処理が可能
なのか (Structured Format の採用による STP 率の向
上 )、電文の記載内容が不十分なことによる経済制裁対
応 ( 電文スクリーニング ) の実効性の欠如の実態を明ら
かにすることが可能です。

Compliance Analytics
Compliance Analytics は 2014 年 7 月から提供が開
始され、日系金融機関でも利用が開始されています。実
際に送受信した SWIFT 電文を分析し、異常または変則
的な取引の洗い出し、ハイリスクカントリーとの取引実
態の確認、カウンターパーティーとなる各金融機関との
取引実績の把握等が可能になります。

Sanctions Testing
Sanctions Testing は自営でスクリーニングソフト
ウェアを運用する金融機関向けのサービスで、2013 年
から提供を開始し、2017 年 12 月末時点で 56 以上の
金融機関、アジア・パシフィックでは日系金融機関を含
む 7 金融機関が利用しています。Sanctions Testing は、
利用しているスクリーニングソフトウェアが各種制裁リ
ストに対して効率的且つ有効に動作しているかを、客観
的に計測することを可能にします。計測結果にもとづき、
スクリーニングソフトウェアのチューニングを定期的に
実施し、リスク管理強化や事務効率改善のためのツール
として活用いただけます。
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カスタマー・サポートからのお知らせ
カスタマー・サポートでは、ユーザーの皆様からの各種プロダクトの利用方法やテクニカルに関する照会対応を行っており
ます。SWIFT.com のログイン方法やユーザー権限変更等につきまして、特に照会の多い事項を以下の通り取り纏めました。
なお、弊社日本語ホームページ https://www.swift.com/ja にも、その他照会の多い事項と併せて掲載しておりますので、
こちらもご参照ください。

SWIFT.com ユーザー管理
各手続方法は「Knowledge Base」の「Videos」をご覧ください。Knowledge Base は SWIFT.com にログインし、
「mySWIFT」
からご利用頂けます。

SWIFTNet Security Office の追加方法
5019535 - How does a SWIFTNet Security Officer add a new Security Officer
Security Officer（SO）追加には、Secure Code Card（乱数表）が必要になります。新規 SO の Secure Code
Card は郵送にて発送されます。受領後、有効化を行ってください。

SWIFTNet Security Office の Secure Code Card 有効化の方法
5019532 - How does a SWIFTNet Security Officer activate his Secure Code Card

SWIFTNet Security Office の解除方法
5019991 - How does a SWIFTNet Security Officer deregister an existing Security Officer
SO は必ず 2 名の登録が必要です。解除の結果１名になる場合は、予め追加を行ってください。もし E-mail アドレ
スを 2 つしかお持ちでない場合には、仮に第 3 の E-mail にて新規の SO の登録を行ってください。仮の E-mail を
解除された E-mail アドレスへ変更されたい場合には、SWIFT カスタマーサポートへご連絡ください。

SWIFT.com Administrator 権限の付与
5019498 - How to add the administrator role to another swift.com user

36

SWIFT Japan News - March 2018

SWIFT.com Administrator 権限（その他権限）の解除
5020386 - How to add/remove swift.com access rights
Administrator は必ず 2 名の登録が必要です。解除の結果１名になる場合は、予め追加を行ってください。もし
E-mail アドレスを 2 つしかお持ちでない場合には、仮に第 3 の E-mail にて新規の Administrator の登録を行って
ください。仮の E-mail を解除された E-mail アドレスへ変更されたい場合には、SWIFT カスタマーサポートへご連
絡ください。

その他、SWIFT.com Administrator による LSO/RSO の設定や、その他 ID 管理方法は、以下を
ご参照ください。
5020329 - How does a swift.com administrator grant LSO and/or RSO roles for access to licences on
Secure Channel
5020655 - How to better manage swift.com users as a swift.com administrator.

SWIFT.com ユーザー ID の作成方法
5019388 - How to become a swift.com user

SWIFT.com ユーザー ID の削除方法
5019529 - How to delete and recover a registered user on swift.com
完全に削除する場合は「Remove」を行ってください。「Remove」後、当該 E メールアドレスを新規 ID に利用する
ことができます。
Swift.com administrator, Security Officer, KYC-Self Attestation 等の重要な権限を付与されている ID はそれら
の権限を解除してから削除する必要があります。KYC-Self Attestation の権限解除は KYC-Self Attestation ツ
ールをご使用ください

SWIFT.com ユーザー ID のパスワードリセット方法
4000387 - Reset password for swift.com account

SWIFT.com ユーザー ID のアカウントがブロックした場合の対応
4001079 - how to unlock a swift.com profile
SWIFTRef 関連プロダクト（BIC Plus 等）をご利用する場合、SWIFTRef User Administrator によるプロダクト
権限の付与が必要になります。

SWIFTRef User Administrator の設定方法
5020359 - How to grant a SWIFTRef user the administrator role

BIC Plus 等、SWIFTRef 関連プロダクトの利用権限設定方法
5019531 - How does a SWIFTRef Administrator grant and revoke user access to various products
SWIFT の製品・サービス等の操作・テクニカルに関するご照会は、mySWIFT の「Go to case manager」から Support
Case を作成いただくか、またはお電話でカスタマー・サポート「03-6743-0571」にお問い合わせください。お問い合
わせには、
予め swift.com にアカウントを作成した際に採番される「Support Registration Number」が必要になります。
「Support Registration Number」は mySWIFT にログインされた際、右上「My Profile」に表示されている 9 桁の番
号です。予めご準備ください。E-mail によるご質問は優先順位が低くなりますのでご了承ください。

37

SWIFT Japan News - March 2018

SWIFTSmart ご利用のご案内
SWIFTSmart ご利用のご案内
SWIFTSmart はクラウドベースのソリューションで、一連の学習コースを小分けしたモジュール毎に提供されま
す（各モジュール 15 ～ 30 分）。ユーザーが SWIFT を理解し、より効果的に活用できるよう、各モジュールにはア
ニメーション、演習、クイズも含まれます。各ユーザーのプロファイル、学習スタイル・要件に応じて設定の変更が
でき、各自のペースで学習を進められます。必要に応じて SWIFT のトレーナーがプラットフォーム上でユーザーを
サポートします。
SWIFTSmart トレーニングカタログの全容は、SWIFT.com SWIFTSmart よりご覧いただけます。現在日本語翻
訳は 47 コースを提供しております。

SWIFTSmart へのアクセス方法
お客様の組織内の全社員がご利用になれます。SWIFT.com のユーザーアカウントを取得頂ければ SWIFTSmart
にアクセス可能です。セキュリティ保護付きインターネット経由で接続し、OS 及びモバイル端末にてご利用が可能
です。
① www.swift.com にアクセス
② SWIFT.com で作成したユーザーネーム・パスワード、２ステップバリデーションを入力してログイン完了

③ mySWIFT にて SWIFTSmart >> Homepage 選択
④ SWIFTSmart ホームページにて

右上

虫眼鏡マーク
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SEARCH
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⑤ SEARCH

右横の Filters 選択 Language より Japanese を選択 SEARCH

⑥ 検索結果として Japanese が反映されていることを確認
コース名は英語でしめされますが、タイトルをクリックしていただければ、Language

Japanese を選択する

ことができます。該当 Language がない場合は、find more classes をクリックすることにより確認できます。

租税条約に関する届出書について
2018 年 1 月よりサイナーがアラン・デルフォッセになりましたので、古い届出書をお持ちの方は
スイフト・ジャパン株式会社

小林までお知らせください。新しい届出書をお送り致します。
Tel. 03-5223-7400

SWIFT の関連情報をインターネットで

偶然または意図しない間違い、遺漏等に対しての責任は負いま

SWIFT に関する情報は SWIFT のホームページ、www.swift.

せん。

com に掲載されています。どうぞご利用下さい。

全ての記述は関連するユーザーハンドブック等の SWIFT の発行

本冊子のいかなる部分についても一切の権利は SWIFT に属して

する英語版の該当部分が優先します。

おり、方法の如何を問わず、いかなる目的でも無断での複製又

SWIFT Japan Tel: 03-5223-7400 Fax: 03-5223-7439

は転載等を行われないようお願い致します。

Customer Support Center Tel: 03-5223-7456 Fax: 03-5223-7439
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