2019 年 11 月
Sibos 2019（ロンドン）のポイント
麗澤大学

経済学部 教授
中島真志

今年の Sibos は、9 月 23 日～26 日の 4 日間、ロンドンにおいて「ハイパーコネクト
された世界で成功する」
（thriving in a hyper-connected world）をテーマとして開催さ
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
のヒアリングなどをもとに、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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１．全体感

（１）過去最大の Sibos
今年の Sibos には、世界から約 11,500 人が参加した。参加者数は、これまで最大で
あった 2010 年のアムステルダム Sibos（8,900 人）を抜いて過去最大であり、最大規
模の Sibos となった（図表１）。なお、ロンドンでの Sibos 開催は初めて。
参加者の地域別内訳をみると、英国（北欧を含む）が 41％と最大であったほか、欧
州（中東を含む）が 32％を占め、ヨーロッパからの参加者の多さが目立った。一方、
米州（14％）とアジア太平洋（13%）からの参加は相対的に少な目であった。
歴代 Sibos の参加者数ランキング

ランキング

開催年

開催場所

参加者数

１

2019

ロンドン

11,500

２

2010

アムステルダム

8,900

３

2016

ジュネーブ

8,300

４

2015

シンガポール

8,200

５

2017

トロント

8,100

６

2011

トロント

7,600

７

2018

シドニー

7,500

８

2012

大阪

6,250

図表 2 Sibos2019（ロンドン）の参加者の地域別内訳

米州, 13%

アジア太平

英国・北欧, 41%

洋, 14%

欧州中東, 32%
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（２）新 CEO の下での初の Sibos
前 CEO の Gottfried Leibbrandt が昨年末に辞任することを発表し、選定プロセスの
結果、ハビエル・ペレスタッソ（Javier Pérez-Tasso）氏が、2019 年 7 月１日に SWIFT
の新しい CEO に就任した。今回は、新 CEO の下での初めての Sibos となったため、
新たな方向性が注目されたが、CEO 就任間もないことや、米州・英国の最高責任者か
らの内部昇格（SWIFT に 24 年勤務）であることなどから、特に目新しい方針は示さ
れなかった。
むしろ、プレナリー（開会式など）では、長期政権となっている SWIFT 会長
（Chairman of the Board of Directors）のヤワー・シャー（Yawar Shah）氏の存在感
が目立った。

（３）SWIFT 関連のテーマ
SWIFT 関連のテーマとしては、①SWIFT gpi、②顧客安全プログラム（CSP）
、③
MT から MX への移行、などが中心的なテーマとなっていた。
①SWIFT gpi
SWIFT gpi が本格的な普及期に入りつつあることから、gpi の導入に向けたセッショ
ンが多数設定されており、SWIFT の積極姿勢が感じられた。また、gpi のサービスを
企業向けなどに拡充していく方向性が示された。
②顧客安全プログラム（CSP）
サイバーセキュリティが SWIFT にとっての大きな課題となっている。バングラデシ
ュ中銀事件の後も、同様な事件が続いていることもあり、
「顧客安全プログラム」
（CSP）
が引き続き重要なテーマとして位置づけられていた。
③MT から MX への移行計画
SWIFT では、電文（MT100 番台、200 番台など）を 2021～2025 年の 4 年間で MX
（ISO20022）に移行する計画である。その準備に向けたセッションも設けられており、
注目を集めていた。

（４）欧州の決済システムの変容
ECB が、T2 と T2S の統合、ISO20022 への移行を打ち出していることや、インスタ
ントペイメントが広がっていること、gpi との連携により gpi インスタントペイメント
の実験が行われたことなど、欧州における決済システムが変革期にあるため、関連のセ
ッションが注目を集めていた。
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（５）活発化するブロックチェーンの実用化
ブロックチェーンの実用化に向けた動きも引き続き活発であり、今次 Sibos において
も、決済用コイン、貿易金融、国際送金、デジタル取引所など、多くのプロジェクトや
構想の発表がみられた。

（６）AI やオープン API に注目
将来的に有望な技術として、ブロックチェーン以外には、AI（ディープ・ラーニング
＜深層学習＞）やオープン API などが話題となっていた。
２．SWIFT 関連のテーマ

（１）SWIFT gpi
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」
（global
payments innovation）を進めている。
①SWIFT gpi の概要
gpi では、①国際送金の即日着金、②手数料の透明性、③送金の追跡可能性、④レミ
ッタンス情報の統一性、の 4 つを確保することを目標としている。これにより、国際送
金のスピード（speed）
、透明性（transparency）
、追跡性（tracking）を高めることを
目指している。
送金の追跡のために、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跡する
ことを可能にした「トラッカー」という機能が導入された。これは、最初の送金銀行が
送金指図を送る際に、ユニークな追跡番号である「UETR」
（unique end-to-end
transaction reference）を付番し、それによって、受取人の口座に入金されるまでのス
テータスを順次追跡していくものである。

②SWIFT gpi の現状
すでに、660 行が gpi のライブ行となっており、これらの銀行により国別の送金ルー
ト（country corridor）は 1,500 以上に上っている。これらの銀行により、国際的な送
金のうち、約 60％が gpi を利用したものとなっている。今後、gpi を利用予定の銀行
（committed banks）は 3,660 行と、SWIFT の全参加行（11,000 行）の約 3 分の１を
占めている。
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gpi による送金は、36％が送金の開始から 5 分以内、5 割以上が 1 時間以内に着金し
ており、着金までのスピードはかなり速い。全体の 96％が 24 時間以内に受取人の口座
に到着している（図表 3）
。
図表 3 gpi の着金時間（2019 年 9 月）
1日以上, 4%

6時間～24時
5分以内, 36%

間, 22%
1時間～6時間,
20%

5分～1時間,
18%

2018 年からは、すべての送金にトラッカー（UETR）を付番することが求められて
いる（mandatory UETR）
。これにより、途中に gpi に参加していない銀行が入ってい
る場合でも、追跡ができるようになっている。
さらに 2020 年には、すべての SWIFT ユーザーに、着金の通知が義務付けられる
（mandatory confirm）
。これにより、すべての送金銀行は、自分の取り組んだ送金が
着金したかどうかをリアルタイムに知ることができるようになる。これらにより、gpi
が SWIFT における「ニュー・ノーマル」
（新常態）となる見込みである。
③gpi の拡大の動き
SWIFT では、gpi サービスの拡充に向けて動こうとしている。主なサービスは、以
下のとおりである（図表 4）
。このうちのいくつかは、すでに稼働しており、またいく
つかについては、現在、実証実験を行っており、2020 年以降に導入される予定である。
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図表 4 gpi サービスの拡充
gpi サービス

主な内容

現状の段階

①カスタマー・クレジ

顧客送金（MT103 ）を gpi によって処理す 稼働済み

ット・トランスファー

るもの
（最初は、これのみで始まった）

②カバーペイメント

gpi をカバーペイメント（MT202COV、銀

稼働済み

行間でのカバー資金の移動）にも拡大したも
の。
③ファイナンシャル・

金融機関間の送金を gpi で行うサービス。

インスティチューショ

gpi の対象を MT202 に拡大したもの。

稼働済み

ン・トランスファー
④ストップ＆リコール

gpi を使って、送金の途中であっても、送金 稼働済み
の中止や取消しができるようにするサービ
ス。

⑤gpi インスタントペ

国内のインスタントペイメントと gpi を組

一部で実験済

イメント

み合わせて、迅速な送金を行うサービス。

み

⑥gpi フォー・コーポ

gpi による送金のトラッキング情報をマル

一部稼働済み

レート

チバンク環境で提供するサービス。

⑦リクエスト・トゥ・

売り手が買い手に、クロスボーダーレベルで 実証実験

ペイ

請求書を送るサービス。

⑧インバウンド・トラ

受取銀行に送金メッセージが到着する前に、 実証実験

ッキング

gpi トラッカーを通じて、送金の明細を通知
するサービス。

⑨プリ・バリデーショ

送金メッセージを発出する前に、受取人口座 実証実験

ン

などの正確性をチェックするサービス。

⑩gpi ケース・レゾリ

送金メッセージの欠落などを、gpi トラッカ 実証実験

ューション・サービス

ーを通じて直接、送金銀行に問い合わせるサ
ービス。

⑪gpi リンク

Ｅコマースのプラットフォームと gpi とを

実証実験

リンクして、プラットフォームでの取引の決
済を可能にするサービス。

このように、gpi の範囲を顧客送金（MT103）から、銀行間の送金（MT202）やカ
バー送金（MT202COV）に拡大したうえで、gpi トラッカーの仕組みを応用して、送
金銀行と受取銀行の間で、直接的に情報のやり取りを行うことにより、効率化を図って
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いくという方向性が打ち出されている。これらのうち、Sibos 会場では、特にプリ・バ
リデーションへの関心が高かった。
このうち、いくつかのサービスについてみると、以下のとおり。

（イ）gpi フォー・コーポレート
SWIFT では、企業が SWIFT ネットワークを通じて銀行にアクセスすることを可能
とする「SWIFT for Corporate」を推進しているが、
「gpi フォー・コーポレート」は、
gpi による送金のトラッキング情報をマルチバンク環境で企業に提供するサービスであ
る。
「企業のための gpi」
（g4C: gpi for Corporate）とも呼ばれる。複数の gpi 銀行が標
準的なフォーマットによって、企業に gpi 情報を提供することにより、企業がマルチバ
ンク環境において、自ら送金のトラッキングを行うことを可能にするものである。

（ロ）リクエスト・トゥ・ペイ
売り手が買い手に対して、銀行を通じてクロスボーダーレベルで請求書を送ることが
できるサービスである。売り手側の銀行（ベネ・バンク）では、売り手から受け取った
「送金請求」
（request to pay）を、gpi トラッカーを通じて買い手側の銀行に送る（そ
の際、中継銀行などは通さず、直接、買い手の銀行に送る）
。そして、買い手側銀行で
は、その情報を買い手に伝え、それに基づいて送金が行われる（図表 5）
。
送金請求に基づいて送金が行われるため、あとになって送金金額の相違が発見され、
それに伴って問い合わせや修正が発生するといった手間のかかる作業がなく、企業側で
の大幅な合理化につながるほか、銀行側でもそれに伴う確認作業などが軽減される。
こうした請求書の送付は、通常、決済とは異なるネットワークを通じて行われるが、
これをクロスボーダーレベルで、銀行のネットワークを通じて実現するところが新しい
バリューとなる。また、SWIFT のネットワークを通じて、送金請求という「ノンペイ
メントのメッセージ」を送ることになる点が、これまでとやや異なる点である。
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図表 5 リクエスト・トゥ・ペイの概要

（ハ）プリ・バリデーション
送金銀行が送金指図を発信する前に、①受取人口座の確認（beneficiary account
verification）
、②決済指図の確認（payment validation）、③フィーの確認（fees
prediction）などの確認を行うサービスである（図表 6）
。このうち、受取人口座の情報
については、API ベースのサービスにより、事前に受取銀行に対して確認を行う（中継
銀行は介さない）
。これにより、受取銀行が実際に送金指図を受け取ってから、口座情
報に間違いがあったといった事態を防ぐことができる。
14 行が参加して、2019 年初めからパイロット・テストを行っており、2020 年にサ
ービスを開始する予定である。
図表 6 プリ・バリデーションの概要
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④gpi によるインスタント・クロスボーダー・ペイメント
SWIFT では、gpi の応用型として、「インスタント・クロスボーダー・ペイメント」
の実験を行っている（「gpi インスタントペイメント」とも呼ぶ）。これは、クロスボー
ダー部分は gpi を使ったうえで、国内部分は、各国のインスタントペイメント（24 時
間 365 日稼働、リアルタイム決済の小口決済システム）を使って、国際送金を最終的
な受取人の口座まで、短時間（数十秒）で届けるというサービスである。SWIFT のビ
ジョンの一環として、クロスボーダー送金のシームレス化を目指している。
すでに、豪州の「NPP」を使った実験（2018 年 10 月）やシンガポールの「FAST」
を使った実験（2019 年 6 月）が行われていたが、今次 Sibos では、直近に行われた EU
の「TIPS」を使った実験（2019 年 8 月）の結果が報告された（図表 7）。
図表 7
時期

インスタント・クロスボーダー・ペイメントの実験
クロスボーダー部分

国内のインスタントペイメント

2018 年 10 月

gpi

豪州の NPP

2019 年 6 月

gpi

シンガポールの FAST

2019 年 8 月

gpi

EU の TIPS

TIPS の実験は、13 カ国の 19 行が参加して行われた。9 カ国（豪州、中国、ドイツ、
香港、イタリア、オランダ、ロシア、タイ、米国）の送金銀行 12 行から、中継銀行 3
行（ドイチェ、サンタンデール、ナティクシス）を通じて、欧州の受取銀行 5 行（ドイ
チェ、BBVA、UniCredit など）への送金を行った。メルボルン（豪州）の銀行からパ
リ経由で、マドリッドの口座まで 1 分以内（59 秒）に送金が到着した事例が紹介され
たほか、最短時間は 41 秒であったことが報告された（図表 8）。
実験は、欧州時間の深夜（営業時間外）に行われた（人手をかけない自動化のチャレ
ンジのため）
。また、トータルで 300 回の送金実験が行われた。このように実験の範囲、
送金回数、参加行の数などが、従来の実験よりも、かなり拡充されてきている。
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図表 8

インスタント・クロスボーダー・ペイメントの実験

SWIFT では、今後も対象とするインスタントペイメントを増やし、インスタント・
グローバル・ペイメントのネットワークを構築していく考えである（図表 9）
。
図表 9 今後のインスタント・クロスボーダー・ペイメントの実験の候補
英国（FPS：ファスターペイメント）
米国（RTP：Real Time Payments）
香港（ファスターペイメント）
タイ（プロンプト・ペイ）
マレーシア（RPP：Real-time Retail Payments Platform）
インド（IMPS：Immediate Payment Service）
UAE（IPI：Immediate Payment Instruction）

（２）SWIFT のサイバーセキュリティ

①顧客安全プログラム（CSP）の背景
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SWIFT では、2016 年 2 月に発生した「バングラデシュ中央銀行事件1」をきっかけ
に、安全対策の強化に取り組んでいる。この柱となっているのが、2016 年 5 月に導入
された「顧客安全プログラム」
（CSP：Customer Security Programme）である。
その後も、途上国などの銀行で、同様な手口によるハッキング事件（未遂を含む）が
相次いで発生しており、SWIFT のコミュニティ全体としての安全性の向上が急務とな
っている。2019 年になっても、2018 年と同じペースでサイバー攻撃が続いているとし
て、引き続き警戒が呼びかけられていた。
国際的に活動するサイバー犯罪グループとして、①北朝鮮の Lazarus、②Carbanak、
③TA505 の 3 つが紹介されたが、この中でも、国家的な支援を受けて活動している
Lazarus が最も活発で悪質である。バングラデシュ事件も Lazarus の仕業によるもの
とみられている。 しかも、手口がどんどん進化してきている。2016 年ごろは Nestegg
という手法であったが、2017 年からは False-Flag、Catch22、Auth Bypass という手
法が導入され、2018 年からは、PowerShell、MBR Wiper、PowerRatankba といった
手法に変わってきている。こうした攻撃手口の変化に応じて、銀行側でも対応を講じて
いく必要がある。
SWIFT を使って偽の送金電文が送られた事件では、SWIFT のネットワークの安全
性が破られた訳ではなく、いずれもユーザーの行内システム（ローカル環境）において
安全対策の不備があったこと2が、アタックを受けた原因となっている。
このため、CSP では、各行のローカル環境における一定の「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。

②セキュリティ・コントロール基準の内容
セキュリティ・コントロール基準は、「3 つの目標（Objectives）」
「8 つの方針
（Principles）
」
「具体的な管理手段（Controls）
」の 3 段階で構成されている（図表 10）。

1

SWIFT を使った不正な送金指図により、バングラデシュ中央銀行が NY 連銀に預けてあ
った外貨準備から 81 百万ドルが盗まれた事件。
2

ファイアーウォールの不備、パスワードが長期間にわたり変更されていなかった等。
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図表 10 セキュリティ・コントロールの概要

③自己査定の義務付け
SWIFT のすべてのユーザーは、管理手段（2019 年は 29 項目）についての「自己査
定」
（Self-Attestation）を行い、その結果を毎年、
「KYC レジストリー3」に登録するこ
とが求められている。これを「KYC-SA」と呼んでいる。
KYC レジストリーに登録された自己査定の結果については、取引のあるコルレス銀
行は「アクセス・リクエスト」により、閲覧することができる。ただし、各行の承認（グ
ラント・アクセス）が必要である。
4
各ユーザーは、それぞれの管理項目について、①遵守済み（comply）
、②遵守予定（will

comply）
、③遵守できていない（not comply）、④該当せず（not applicable）のいずれ
かで回答を行う必要がある。
こうした義務付けにより、2018 年には、
ユーザーの 94%が自己査定を実施しており、
それらの金融機関によるトラフィックが 99％を占めているなど、カバレッジはかなり
高い。自己査定の実施比率は、毎年、期限である年末にかけて、急速に上昇する傾向が
ある。

④セキュリティ・コントロール基準のバージョンアップ
セキュリティ・コントロール基準は、サイバー攻撃の多様化・巧妙化に応じて、適宜
バージョンアップが行われる。2019 年版では、2018 年版から必須項目が 3 つ追加（推

3

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
KYC 情報の相互交換を行うための中央データベースであり、SWIFT が運営している。
4

具体的な計画がある場合に限られる。
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奨項目から格上げ）されて 19 項目となった。また、推奨項目にも、新たに 2 項目が追
加された。2020 年版では、管理項目がさらに増えて 31 項目となる（図表 11）
。
SWIFT では、今後も「バーを上げていく」
（raising the bar）との方針であり、ユー
ザー行では、これに応じて対応を行っていくことが求められる。
図表 11 セキュリティ・コントロール基準の見直し
2018 年版

2019 年版

2020 年版

27 項目

29 項目（＋2）

31 項目（+2）

うち必須項目

16 項目

19 項目（＋3）

21 項目（+2）

推奨項目

11 項目

10 項目

10 項目

2018 年 12 月

2019 年 12 月

2020 年 12 月

コントロール
基準

自己査定の締
め切り

⑤ペイメント・コントロール
疑わしい送金の不正検知（fraud detection）については、2018 年から導入された「ペ
イメント・コントロール」を利用することが推奨された。同サービスは、自行の発出す
る送金メッセージをリアルタイムにモニタリングし、疑わしい送金については、警告を
発したり、発信を停止したりするサービスである（図表 12：詳細は、2018 年の Sibos
レポートを参照）
。
図表 12 ペイメント・コントロールの仕組み
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⑥SWIFT ISAC の活用
SWIFT では、サイバーセキュリティに関する情報共有のためのポータルである
「SWIFT ISAC」
（Information Sharing and Analysis Center）を作っており、このポ
ータルについても活用が推奨された。ここには、新たなサイバー攻撃が発生した場合に
は、金融機関名を伏せた形で、アタックのパターン、方法などの詳細な情報が掲載され
る。ISAC には、年間に 200 カ国以上から 5,400 行以上がアクセスして、情報収集を行
っている。
また、ユーザーは、「安全通知」
（Security Notification）に登録しておけば、新たな
事件が発生した場合には、直ちに警告（alert）を受け取ることができる。安全通知の
サービスには、すでに 6,500 以上の金融機関が登録済みである。
（３）MT から MX への移行計画
①4 年間での移行計画
SWIFT では、従来から「MT」
（メッセージタイプ）と呼ばれる業務分野ごとのメッ
セージ標準を利用してきたが、これを「MX」と呼ばれる新標準に移行する作業を進め
ている。SWIFT では、2018 年に「2021 年から 2025 年までの 4 年間で MX への移行
を進める」との方針を決めた。MX は、ISO20022 に準拠した XML5ベースのメッセー
ジである。つまり、これは「SWIFT で用いる電文フォーマットの ISO20022 化」であ
るということができる。
従来 SWIFT では、MX への移行は「ユーザー主導によるもの」として、ビジネスご
とにコミュニティが決めるという方針で臨んでいた。しかし、ユーザーへのアンケート
調査により、早期の移行が望ましいとする意向が示されたため、SWIFT 主導の形でコ
ミュニティ全体の移行を行うことにしたものである。
MX の移行計画の対象は、資金決済（Payments）に関する「MT100 番台」
（顧客送
金）と「MT200 番台」
（金融機関間の資金移動）
、
「MT900 番台」
（キャッシュ・マネジ
メントと顧客状況）である。その他のカテゴリー（Securities、Trade Finance、FX and
Treasury など）については、アンケート調査でユーザーの広範なサポートが得られな
かったことから、今のところ、MX への移行計画は示されていない。

②MT と MX との翻訳
移行期間の 4 年間については、
「MT と MX の併存」
（MT/MX coexistence）が続くた
め、SWIFT が翻訳サービスを提供する。
5

eXtensible Markup Language の略。
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今次 Sibos では、この翻訳サービスについて、3 種類のオプションがあることが説明
された。
1 つ目は、
「中央トランスレーション」（In-Flight Central Translation）であり、①
メッセージの受信のみを行う、中小の金融機関向けであること、②自動的に利用できる
ようになること（automatically opt-in）
、③MX から MT への翻訳のみであること（MX
to MT only）
、④SWIFT が中央で管理し、2025 年 11 月まで提供されること、⑤1 年目
は無料であるが、2 年目以降はメッセージ量に応じた有料制（subscription fee）となる
こと、⑥翻訳に伴ってメッセージの一部が欠落する「トランケーション・リスク」があ
ること、などが特徴である（図表 13）。
図表 13 中央トランスレーションの概要

2 つ目は、
「API ベースの中央トランスレーション」
（API-based Central Translation）
であり、イ）電文を送信および受信する金融機関向けであり、バックオフィスのアプリ
ケーションの要求（API call）により翻訳が行われること、ロ）MX から MT への翻訳
と MT から MX への翻訳の両方を行うことができること、ハ）
SWIFT が中央で管理し、
2025 年 11 月まで提供されること、二）1 年目は無料であるが、2 年目以降はメッセー
ジ量に応じた有料制となること、ホ）
「トランケーション・リスク」があること、など
が特徴である（図表 14）
。
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図表 14 API ベースの中央トランスレーションの概要（受取銀行の例）

3 つ目は、
「行内システムにおける翻訳機能」
（On Premise Translation Capabilities）
であり、イ）各行が行内システムに翻訳機能を入れて活用すること、ロ）柔軟性を確保
したい銀行向けであること、ハ）MX から MT への翻訳と MT から MX への翻訳のほ
か、MT 以外のフォーマットへの変換も行うことができること、二）カスタマイズや改
良が可能であること、ホ）ボリュームに制限がないこと、などが特徴である（図表 15）
。
図表 15

行内システムにおける翻訳機能の概要（受取銀行の例）

これらの翻訳サービスは、2021 年 Q3 にコミュニティ全体でのパイロット・テスト
のあと、2021 年 11 月から稼働を開始する。各 SWIFT ユーザーは、各行の利用方法に
応じて、これら 3 つの中から適切なサービスを選択する必要がある（図表 16）
。

16

なお、ユーザー行の対応について留意すべき点としては、第 1 に、MX への移行が遅
れると、その分、翻訳サービスのコストがかかることになる。このため、早めの移行
（early adoption）が推奨される。第 2 に、併存期間が終了すると、MT の取扱いが停
止され、翻訳サービスもなくなることである。こうしたことから、MX 対応が未済の金
融機関については、必ず移行期間内にシステム対応を行うことが必要となる。
図表 16 MT/MX の翻訳サービスの 3 つのモデル
中央トランスレー

API ベースの中央

行内システムにお

ション

トランスレーショ

ける翻訳機能

ン
ユーザーのタイプ 受信のみ
翻訳のタイプ

MX から MT のみ

送信および受信

送信および受信

MX から MT へと

どんなフォーマッ

MT から MX へ

トからどんなフォ
ーマットへも可能

カスタマイズや改 不可

不可

可能

SWIFTNet API

ＳＷＩＦＴインタ

良
導入モデル

SWIFTNet
InterAct

ーフェースまたは
スタンドアローン

課金スキーム

メッセージ量にお

メッセージ量にお

うじた料金制

うじた料金制

（1 年目は無料）

（1 年目は無料）

統一料金

（４）クラウド利用による SWIFT 接続
今次 Sibos では、クラウドを利用して SWIFT に接続できるようにする「クラウドコ
ネクト」
（Cloud Connect）のサービスの計画が発表された。従来、SWIFT のユーザー
は、SWIFT 環境への接続用システムを、原則として自行のサイトで準備することが必
要であったが、これがクラウド上に移行することになり、安全性やコンプラ対応力が高
まることになるものとされている。
対象となるクラウドとしては、①Microsoft Azure、②Google Cloud という２つのパ
ブリッククラウドと、③SWIFT のプライベート・クラウドの３つである（図表 17）
。
SWIFT では、すでにマイクロソフトとの間で実証実験を行っており、クラウドコネク
トの機能を確認している。
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SWIFT 独自のクラウドは「Alliance Cloud」と呼ばれ、これを使うことにより、gpi
への移行、サンクション・スクリーニングの利用などの対応がスムーズに行えるように
なる。このクラウドは、24 時間 365 日運用であり、最高水準のセキュリティを備え、
ユーザーのコストを削減することになる。
SWIFT では、ユーザーとのテストを今年中に行ったうえで、クラウドコネクトのサ
ービス（Microsoft Azure と Google Cloud が対象）を 2020 年２Q に開始する予定であ
る。また、SWIFT 独自の Alliance Cloud については、2020 年２Q から段階的に展開
していく予定である。
SWIFT では、これまでも「Alliance Lite2」など、小口ユーザー向けにクラウドを使
ったサービスを提供していたが、今回はすべての規模のユーザーを対象としたサービス
（option for all sizes）となることから、多くのユーザー行や SWIFT の接続をサポー
トしていた業界には、大きな影響が出る可能性がある。
図表 17 クラウドによる SWIFT 接続サービス

３．ISO20022 への移行の動き
SWIFT では、2021 年 11 月から、ISO20022 への移行プログラムを開始する。これ
を受けて、EU、米国、英国など主要国の決済システムが、一斉に ISO20022 への移行
に動き出している。
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（１）EU
TARGET2 と Euro1 では、2021 年 11 月に、ISO20022 へ移行する予定である。
ISO20022 への移行方法については、①メッセージ内の情報量は従来電文と同じにした
うえで、XML ベースへの移行を行う「暫定移行」
（Like-for-like）のやり方と、②メッ
セージの情報量を拡大したバージョンへの移行を行う「本格移行」
（Fully-fledged また
は Enhanced）の両方がある。当然のことながら、本格移行の方がインパクトは大きい。
TARGET2 では、いきなり「本格移行」を、しかも「ビッグバン方式」（big-bang
migration）で行う。つまり、MT と ISO20022 との併用期間は設けられない。このよ
うに、本格対応をいきなり併用期間なしで行う計画のため、かなり影響が大きいことが
予想される。ECB では、一度に本格移行を行う点について、その方が ISO20022 のメ
リットを幅広く享受できるためとしていた。

（２）米国
①Fedwire
Fed では、
当初、3 つのフェーズに分けて ISO20022 への移行を進める予定であった。
準備期間であるフェーズⅠ（2020 年 11 月から）のあと、フェーズⅡ（2022 年 Q1～2023
年 Q3）で暫定移行（Like-for-like）を行い、フェーズⅢ（2023 年 Q4 以降）で本格移
行（Enhanced）を行う計画であった。ところが、ユーザー銀行からは「3 段階での移
行は止めて、ビッグバン・アプローチ（フェーズⅢのみ）にしてほしい」との要望が強
くなっている。このため、Fed では、ECB と同様に、ビッグバン・アプローチへの変
更を検討しており、年内にも結論を出して公表するとのことであった（口ぶりからは、
ビッグバン・アプローチへの変更が濃厚とみられる）。
②CHIPS
Fed と同様に、３つのフェーズでの移行を進める予定。フェーズⅠ（2020 年 11 月）
のあと、フェーズⅡ（2022 年 3 月）で暫定移行、フェーズⅢ（2023 年 11 月）で本格
対応の予定。ただし、Fed の見直しを受けて、ビッグバンへの変更の可能性もあるもの
とみられる。

（３）英国
BOE でも、当初、CHAPS（大口決済）、Bacs（小口決済）、Faster Payments（イン
スタントペイメント）について、3 段階での移行を予定していたが、ビッグバン方式へ
の変更を検討しているとのことであった。12 月までに結論を出して公表する予定。こ
のように、ECB と同様に、直接「本格移行」を行う動きが広がる気配が濃厚である。
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（４）ISO20022 移行の影響と留意点
①過渡期のインターオペラビリティ
上記のように、主要な決済システムごとに、ISO20022 への移行の時期が微妙に異な
っているため、各国ごとに ISO20022 対応の時期がバラバラになる。たとえば、2021
年 11 月にユーロの送金が ISO20022 となったあと、米ドル（Fedwire、CHIPS）が
ISO20022 化されるのは 2023 年からとなる公算が強く、その場合、約 2 年のタイムラ
グが生じることになる。このため、過渡期において、国際間のインターオペラビリティ
の点から問題が生じる恐れについて、懸念が表明されていた。

②CBPR+
ISO20022 は、柔軟な対応が可能な標準となっているため、複数の異なるバージョン
が発生する可能性がある。このため、SWIFT 内に設置されたワーキング・グループで
ある「CBPR+」
（Cross-border Payments and Reporting Plus）が、コルレス・バンキ
ングと国際送金用の統一バージョンを作成している。このため、各金融機関では、
CBPR+バージョンの ISO20022（CBPR+ ISO20022 specification）を導入する必要が
ある。

③わが国への影響
海外の決済システムの話ではあるが、これに応じて海外の金融機関が ISO20022 対応
を行うと、クロスボーダー送金においては、これまでの MT ベースよりも多くの情報が、
構造化された形で入ってくることになり、日本の金融機関にも影響が及ぶ。
特に「中継銀行」としての役割を担う銀行が ISO20022 に対応できていないと、海外
からの送金を国内に転送する段階で、データの欠損が生じることになるし、送金の受取
人が充実したデータ（rich data）を利用できないことになる。
このため、各行で相応の対応が必要となるほか、すでに ISO20022 を導入済みの外為
円決済システム（本格導入を実施済み、ただしバージョンが古い）でも、相互運用性や
情報の欠落回避などの点から、対応が必要となる可能性がある。

４．欧州の新しい RTGS
ECB では、①T2 と T2S の統合、②中央流動性管理（口座構成の変更）、③ISO20022
への移行（上述）
、の 3 つのプロジェクトを、2021 年 11 月に、同時に稼働させる方針
である。
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このため、ECB では、この期日（2021 年 11 月）が非常に重要である点を強調して
いた（「腕にタトゥーで刻んでおけ！」としていた）。これだけ大規模なプロジェクトを
一度にビッグバン方式で行ったケースはこれまでにもなく、プロジェクトのリスクを懸
念する声も聴かれた。また、各銀行の対応が同じ時期に集中することになるため、IT
技術者などのリソースが不足するリスクを指摘する声もあった。

（１）T2 と T2S の統合プロジェクト
ECB では、これまで別々に運営してきた「T2」
（TARGET2：資金決済システム）と
「T2S」
（TARGET2-Securities）のシステムを統合するプロジェクト（T2-T2S
Consolidation）を進めている。これは、T2 の構築時期が早く6、技術的に古くなって
きていることや、別々のシステムとして運営していることに伴うコスト負担の問題があ
る。
これにより、T2（大口資金決済）、T2S（証券決済）、TIPS（インスタントペイメン
ト）の 3 つの決済サービスが、
「TARGET サービス」として一元化される。3 つの決済
サービスへのアクセスは、単一の「ゲートウェイ」
（ESMIG：Eurosystem Single Market
Infrastructure Gateway）を通じて共通に行われるようになる7。3 つの決済サービス
の過去のデータも「データ・ウェアハウス」に統一的に格納される。なお、利用料金の
請求（billing）なども一元化される。
また、Euro 以外の通貨を扱うことができる「多通貨機能」
（multi-currency capability）
が導入される。

（２）中央流動性管理の機能
「中央流動性管理」
（CLM：Central Liquidity Management）が導入される。新たに
「中央口座」
（MCA：Main Cash Account）が設けられ、T2 、T2S、TIPS 用の口座が
別々に設けられて、中央口座との間で流動性の移動を行う体制となる（図表 18）
。
新たに設けられる「中央口座」
（MCA）では、中央銀行との取引（中銀のオペ、貸出
ファシリティ、預金ファシリティなど）が行われる。T2、T2S、TIPS 用の口座では、
それぞれ大口資金決済、証券決済、小口資金決済が行われ、
「専用キャッシュ口座」
（DCA：Dedicated Cash Account）と呼ばれる。

6

T2 は、2019 年 11 月で稼働開始から 12 年となる。

7

SWIFT など特定のネットワーク・サービスを使う形（single network provider）から、
複数の network を使うこと（multi-network provider）が可能となる。

21

各金融機関では、中央口座（MCA）と各 DCA との間で、自由に流動性を移動するこ
とができる。また、各 DCA の残高に上限（ceiling）や下限（floor）を設定しておき、
それを上回った（または下回った）場合には、MCA との間で自動的に流動性の移動が
行われるといった流動性管理機能も付与されている。なお、各 DCA の残高は、「準備
預金」の計算（reserve requirement calculation）に自動的に参入されることになって
いる。
図表 18 中央口座と各決済口座の関係

中央口座
（MCA）

日中当座貸越
貸出ファシリティ
預金ファシリティ
中央銀行との取引

資金の移動

T2S口座

RTGS口座

（T2S DCA）

（RTGS ＤＣＡ）

証券決済

他の金融機関への支払い
外部決済システム（AS）へ
の支払い

TIPS口座
（TIPS DCA）

TIPS用の決済

５．インスタントペイメントの動き
各国では、リアルタイム決済を 24 時間 365 日行う小口決済システムが続々と稼働を
開始している。これは、欧州では「インスタントペイメント」、米国・英国などでは「フ
ァスターペイメント」と呼ばれている。

（１）欧州のインスタントペイメント
欧州では、EU 全域を対象とするインスタントペイメントにおいて、民間ベースの
「RT1」と ECB の「TIPS」が競合するかたちとなっている。このほかに、STET（フ
ランス、ベルギー）
、equensWorldline（オランダ）など、各国ベースのインスタント
ペイメントも存在する。

①EBA クリアリングの RT1
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EBA クリアリング（欧州の主要行が共同で設立）の「RT1」は、初の汎欧州
（pan-European）のインスタントペイメントとして 2017 年 11 月に稼働を開始した。
現在、19 カ国の 56 行が直接参加メンバーとなって、週に 2 万件のリアルタイム送金が
行われている。EU 域内の約 2400 行にアクセスができる。
RT1 は、ユーロ加盟国 19 カ国をすべてカバーしている。また、ECB の TIPS より 1
年早くスタートしたことから、EU 域内のインスタントペイメントでは、74％のシェア
を占めている（2019 年 9 月時点）
。
T2 に「RT1 口座」が設けられており、参加行では、予め必要な決済資金をこの口座
に払い込んでおき、同口座内で決済が行われる「プレ・ファンディング」の仕組みをと
っている。
EBA クリアリングでは、次のサービスとして「リクエスト・トゥ・ペイ」（
「R2P」
と略称）を導入予定である（2020 年末の予定）。これは、受取人（販売者）が、イニシ
アティブをとって支払人（購入者）に請求書を送ることができるサービスである。これ
を利用することにより、送金を受け取ったあとになって、金額の相違が判明するといっ
たことがなくなり、企業レベルの効率化につながるものとされている。

②ECB の TIPS
TIPS は、
「TARGET Instant Payment Settlement」の略であり、EU におけるユー
ロのインスタントペイメントとして、中銀が提供するサービスである。上記の EBA ク
リアリングの RT1 とは、完全に競合するサービスとなる。
TIPS は、2018 年 11 月 30 日の稼働開始から、約 1 年となる。25 行が直接参加行
（Participant）として参加しており、この傘下に間接参加行（Reachable Party）とし
て 1,100 行が参加しており8、参加者のすそ野が広いのが特徴である。また、EBA クリ
アリング、STET､equensWorldline などの ACH も決済指示機関（Instructing Party）
として参加している。これらでは、送金側と受取側の両方が自らのサービスの参加行で
あれば、自らのサービス内で決済が完結するが、送金先が自らのメンバーでない場合に
は、送金を TIPS に送るといった形で使い分けている（図表 19）
。EBA クリアリングの
公表計数からみると、EU 内のシェアは 25％程度とみられる。

8

因みに、TARGET2 の参加行は、約 1,700 行である。
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図表 19 TIPS と RT1 の関係

TIPS の決済は、事前に各行の TIPS 口座に決済に必要な資金を置いておくことによっ
て、決済が行われるプリファンディングの仕組みをとっている。TIPS 口座への流動性
の移動は、TARGET2 口座との間で自由に行われる。
料金体系は、1 件あたり 0.2 ユーロセント（0.002 ユーロ）であり、1 ユーロの手数
料で 500 件の決済を行うことができる。完全に件数ベースの従量制であり、大口参加
者への割引制などはない。また、参加費、固定費、口座管理費などは、一切必要とされ
ない。
とりあえずはユーロの決済用のシステムであるが、システム的にはマルチカレンシー
対応が可能としてあり、将来的には、ユーロ以外の他通貨（non-Euro）の参加も可能
である。

③STET のインスタントペイメント
国別のインスタントペイメントとしては、STET（仏の ACH）が、フランスとベル
ギーの銀行界向けに提供しているものがある。フランスの 8 行とベルギーの 10 行が接
続している。2 カ国のみを対象としており、接続行が少ないため、
「SWIP」
（Single
Window for Instant Payments）
という仕組みを設けて、ECB の TIPS や EBA Clearing
の RT1 と接続できるようにしており、欧州域内の幅広い銀行との間でのリアルタイム
決済が可能となっている（図表 20）
。
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図表 20 STET の SWIP の仕組み

（２）米国のファスターペイメント
①TCH の RTP サービス
米国では、小口決済サービス（ACH）を提供している「TCH9」が 2017 年 11 月から、
24 時間 365 日稼働のファスターペイメントである「RTP」
（Real Time Payments）の
稼働を開始しており、現在、大手行を中心とする 17 行が利用している。これら 17 行
の口座を合わせると、全米の口座の 52％にアクセス可能（reachable）となっている。
また、ノン・ペイメント・メッセージ（Request to Pay など）の取扱いや、期日指定
の支払い（scheduled payment）などの機能を備えている。
一方、大手行を中心として、ケータイ番号や e メールアドレスで送金ができる「Zelle10」
がある。Zelle は、全米の約 400 行が参加しており、決済件数は Venmo や PayPal を抜
いて、最大のモバイル決済のサービスとなっている。
Zelle が個人間送金（P2P payment）のみを対象としているのに対して、RTP は、企
業と個人間（B2C payment）など、より幅広い送金の利用を想定している点が違いと
なっている。

9

The Clearing House. 元のニューヨーク手形交換所。

10

もともとは、バンクオブアメリカ、シティ、チェース、ウェルズファーゴなどの大手行
が「ClearXchange」の名称でサービスを行っていたもの。2017 年から他行にも門戸を開放
し、多くの銀行が使えるサービスとなった。
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Zelle は、現在は ACH で決済を行っているが、2020 年 Q2 ～Q3 には、RTP での決
済に移行する計画である。これにより、翌日決済から、リアルタイム決済に移行するこ
とになる。

②Fed の FedNow サービス
Fed では、2019 年 8 月に、24 時間 365 日のリアルタイム決済を行う「FedNow サ
ービス」の構築計画を発表した。これは、2018 年 11 月に発表した「リアルタイムの
インターバンク決済システム」の必要性に対するパブリック・コメントの募集への回
答を受けたもの。
Fed では、2013 年以降、米国におけるファスターペイメント11構築の検討に向けて、
主体的な役割を果たしてきた。当初は、
「Fed は触媒（catalyst）としての役割を果たす
のみ」であり、
「具体的なサービスの提供は民間に委ねる」としていた。この方針に基
づき、TCH が RTP サービスの提供を始めた経緯がある。
すでに民間が提供している RTP サービスと競合するサービスを、Fed が敢えて導入
する意図については、
「中小銀行にも、ファスターペイメントへの同様なアクセス（equal
access）を確保するため」
（nationwide reach の確保）との回答であった。もともと、
Fed では、ファスターペイメントを誰でも利用できる「ユビキタス」なサービスとして
導入することを目的としていた。しかし、先にサービスを始めた TCH（大手行が所有）
では、大手行を中心としてサービスを提供していることから、Fed では、ファスターペ
イメントの普及が中小銀行へいっこうに進まないことに対して不満を持っていた模様
である。また、ECB が「TIPS」という中央銀行によるインスタントペイメントのサー
ビスを始めた（2018 年 11 月）ことも影響しているものとみられる。今回の決断により、
米国では、ACH（中銀の ACH と民間の ACH の 2 つがある）に続いて、ファスターペ
イメントについても、中央銀行と民間が競合することとになる。
FedNow は、24 時間 365 日のリアルタイム決済サービスとして提供され、Fed 口座
で 1 件ごとに決済される。決済額の上限は、2 万 5,000 ドル（≒270 万円）以下とされ
ている。当面、RTP サービスとの間でのインターオペラビリティは確保されない見込
みである（ACH については、相互の互換性あり）。FedNow サービスは、ボストン連銀
が中心となって構築する予定であり、2023～2024 年ごろの稼働を目指している。

11

欧州における「インスタントペイメント」は、米国（および英国）では「ファスターペ
イメント」と呼ばれている。
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４．ブロックチェーン関連のプロジェクト

（１）Fnality の決済コイン（USC）
USC（Utility Settlement Coin）は、銀行間の決済用のデジタル通貨を作ろうとする
プロジェクト。スイスの UBS を中心として、2015 年にプロジェクトを開始した。5 通
貨（米ドル、ユーロ、円、ポンド、カナダドル）でのコインを発行することを計画して
いる。
2019 年 6 月に USC を構築・運営するための組織として、「Fnality International」
を設立した。設立メンバーは 14 行で、うち欧州系が 8 行、米系が 4 行、アジア系が 2
行（三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行）となっており、顔ぶれからみても欧州の銀行を中
心とするプロジェクトとなっている（その後、9 月にみずほ銀行が参加して 15 行に）。
USC の特徴は、各国の中央銀行に当該通貨で 100%の裏付け資産を持つとしている
点である。つまり、米国 Fed に 100 米ドルを払い込んで、100 ドル相当の米ドル USC
を発行する形となる。各国通貨とは、1：1 の交換比率であるため、ステーブル・コイ
ンと同様に、価格変動の問題は生じない。
USC の問題意識は、従来のコルレス銀行やカストディアンを使った方法では、各行
が多くの国に、各国通貨で流動性を保有する必要があり、これがコスト高の要因になっ
ているというもの。USC の構想では、すべての決済ニーズに対応する単一の流動性プ
ールを「USC」の形で保有し（5 通貨の USC コイン間の交換は自由）
、ここから必要に
応じて、資金決済、DVP 決済、PVP 決済などをグローバルなベースで行おうとするも
のである。このため、各国の市場インフラ（資金決済や証券決済のシステム）と USC
のプラットフォームをつなぐことを考えている。
これが実際に実現すれば、各国に分散している流動性（各国通貨建ての預金）を大幅
に節約できる夢のシステムになる。ただ、グローバルな流動性を 1 カ所に集中して、世
界各地での決済をデジタル通貨で行っていこうとする「やや大風呂敷の構想」である点
がやや気がかりではある。各国のインフラとの提携、関係する中央銀行への口座の開設
など、今後クリアすべきハードルはかなり高いものとみられる。
今次 Sibos におけるヒアリングでは、当局との交渉もこれから、システムの構築（イ
ーサリアムをベースとしたシステムとする予定）もこれから、ということで、まだプロ
ジェクトの初期段階にあるように思われた。

（２）ウェルズ・ファーゴ・デジタル・キャッシュ
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「デジタル・キャッシュ」を使うことにより、ウェルズ・ファーゴの本支店や現法と
の間（internal book transfer）のクロスボーダー決済を、効率的に行おうとするプロ
ジェクト。デジタル・キャッシュは、価値がドルにリンクしており、一種の「ステーブ
ル・コイン」となっている。これを国際的に移動させることにより、ほぼリアルタイム
に価値を移動させることができる。行内系のネットワークを Corda によって構築する
ことにより、コストや時間の削減を図ろうとするもの。2019 年 9 月に発表されたばか
りのプロジェクトであり、2020 年にかけて実証実験を行う計画である。
JP モルガンの「JPM Coin」とほぼ同じ構想であるものとみられる。
（３）SIX のデジタル取引所
スイス証券取引所（SIX）では、
「スイス・デジタル取引所」（SDX：SIX Digital
Exchange）を作る計画を進めている。
①SDX の構想
SDX は、DLT（分散型台帳型技術）のネットワーク上で、証券をデジタルアセット
化したうえで、トークン化したスイスフラン（tokenized CHF）との DVP 決済を行う
という構想である。
トークン化する証券としては、取引量の少ない商品（low volume product）を考えて
おり、第 1 候補としては、投資ファンド（investment fund）やワラントを検討してい
る。これは、現状では人手のかかる作業が多いため。一方で、上場株式については、す
でに効率的な市場ができているため、対象としないとの考えである。
資金面については、
スイス中銀において、参加行から CHF の払込みを受けたうえで、
スイス中銀（または SDX）がスイスフラン建てのデジタル通貨を支払用のトークン
（payment token）として発行する形をとる。これは、セントラルバンク・マネーで
100%の裏付けを持つデジタル通貨であり、CHF とデジタル通貨とは、1：1 の交換比
率を維持する。
取引と決済（exchange and CSD）が一体化した形で行われる（取引を行うと 1 件ご
とに即時決済＜instant settlement＞が行われる）というモデルであり、このため清算
（clearing）のプロセスは不要となる。これを「リスクのない取引」
（riskless trading）
と呼んでいる。
SDX では、①取引、②決済のほか、③アセット・サービス（コーポレート・アクシ
ョン、税金関係など）
、④カストディまでを手掛けることとしており、従来の取引所や
CSD のサービスの範囲を大きく上回ることになる。
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SDX の特徴として、①銀行や証券会社を相手とする B2B のビジネスモデルであるこ
と、②しっかりとした規制を受けた市場インフラ（fully regulated FMI）として運営さ
れること、などを挙げていた。
同じく DLT を採用した証券決済システムの構築を予定している ASX（豪州証券取引
所）との違いについては、ASX の場合には「新しいインフラ」ではあるが、
「新しいビ
ジネスモデル」ではないとしていた。SDX の場合には、証券の発行から、取引、決済
までのすべてがトークン化された形で行われる「エンド・ツー・エンドのデジタルアセ
ット取引所」となる。
将来的には、デジタル化された証券の発行である「IDO」
（Initial Digital Offering）
についても検討していく。これは、一般には「STO」
（Security Token Offering）と呼
ばれているもので、規制されたルールに基づき発行される点で、まったく規制がなく野
放し状態の「ICO」
（Initial Coin Offering）とは異なるものである。
②プロジェクトの現状
1 年前にプロジェクトがスタートしたところで、プロトタイプができた段階である。
技術的には、Corda のブロックチェーンを使う。これから、本格的なシステム作りに着
手して、2020 年 Q4 にはシステム稼働をさせたい考えである。証券市場の本丸である
上場株式を対象とするプロジェクトではないが、資金のトークン化も含めて、本格的に
DLT ベースの証券の取引・決済システムを構築しようとする動きとして注目される。
（４）貿易金融の we.trade
貿易金融の分野も、ブロックチェーンの応用分野としては有力とみられている。これ
は、貿易金融には、複数の当事者（輸出者、輸入者、輸出者の銀行、輸入者の銀行など）
が関与し、それぞれの間で、信用状、船荷証券といった紙の書類が当事者間を郵送で行
き交うという非常に非効率な世界となっているためである。これを DLT によって、情
報をデジタルでリアルタイムに共有できれば、大幅な効率化と時間短縮が可能になるこ
とになる。
こうしたプロジェクトの１つ12として、「we.trade」がある。同プロジェクトは、欧
州系の 15 行（ドイチェ、UBS、HSBC、ノルディアなど）が中心となって進めている
プロジェクトである。2018 年 7 月に初めての取引を成功させたあと、2019 年 1 月に稼

12

貿易金融 DLT のプロジェクトとしては、MARCO POLO, VOLTRON, Financial Trade
Connect, BATAVIA など多数がある。わが国でも、NTT データを中心とするグループが
TradeWaltz というプロジェクトを進めている。
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働を開始した。現在の稼働行は 11 行であり、2020 年 Q1 までに 15 行となる予定であ
る（図表 21）。世界で初の商用化プロジェクトであるため、現状では、企業の参加など
で先行の利益が得られているとのことであった。
we.trade のネットワークには、銀行と企業が参加し、共通のプラットフォームで情
報を共有しつつ、貿易実務や貿易金融を進める。支払いには、スマート・コントラクト
が利用されており、事前に合意した条件を満たすと、自動的に支払いやファイナンスが
実行される。これにより、書類の処理を待った支払いから、イベント・ベースの自動支
払いになるほか、関係者はモノのステータスを同時に確認することができ、また確認作
業のスピードアップにより、貿易業務の時間短縮が可能となる（図表 22）
。当面は、銀
行と企業の参加を優先させているが、今後は、保険会社や船会社の参加も働きかけてい
く計画である。
システムは、IBM 社のブロックチェーン・サービスを利用して HyperLedger Fabric
により構築している。このプロジェクトを進めるにあたっては、テクノロジーのみでは
なく、法律面やコンプライアンス面の検討が重要であり、ルールブックの作成にかなり
の労力とコストをかけたとのことであった。
香港の同様な貿易金融のプラットフォームである「eTradeConnect」との間での接続
の実験を行っており、すでに実際の貿易取引の取扱いに成功した。現状では、欧州中心
のプラットフォームであるが、今後は、①各地にプラットフォームを作ること（たとえ
ば、we.trade.Japan とか）
、②他のプラットフォームとの連携を拡大していくこと、な
どにより、グローバルなネットワーク作りを行っていく計画である。
図表 21 we.trade の参加行
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図表 22 we.trade における情報交換

（５）国際送金のリップル
リップルは、国際送金の高コストや非効率性をブロックチェーン（DLT）の技術によ
って解決しようとするプロジェクトである。銀行間を DLT のネットワークで結ぶこと
により、国際的な送金を安価にかつリアルタイムに行うことを目指している。
これまで SWIFT が行ってきた、
コルレス関係に基づく国際的な銀行間の送金を DLT
の技術で代用しようとするサービスであり、SWIFT の完全な競合相手となりうる。
2017 年のトロント Sibos の際には、リップルが Sibos とまったく同時期に、すぐ目の
前の会場で「SWELL」
（スウェル）と名付けた自らのイベントを開催し、SWIFT と
リップルの対立の構図が明らかとなった。また、リップルが登場したことは、SWIFT
が国際送金の迅速化に向けて取り組まざるを得ないプレッシャーとなり、SWIFT gpi
のプロジェクト（前述）を始めるきっかけともなった。
今回の Sibos の会場では、リップルがかなり大きなブースを構えていたほか、正式プ
ログラムとしてプレゼンテーションの機会も与えられており、SWIFT との関係は、好
転しているように窺われた（gpi の成功により、SWIFT 側に余裕が出てきたためか）。
リップルでは、現状、2 種類のサービスを提供しており、これまでは、仮想通貨 XRP
を使わない国際送金サービスを「xCurrent」
、XRP を使ったサービスを「xRapid」と
呼んでいた。リップルでは、このほどプロダクト名の変更を行い、リップルのサービス
全体を「リップルネット」
（RippleNet）と呼ぶことにし、そのうち、XRP を使うもの
を追加サービスとして「ODL」
（On-Demand Liquidity）と呼ぶことに変更した。これ
は、必要な流動性を必要な時に得られるということによるネーミングである。
リップルネットのユーザーは、現在、40 カ国、300 行（社）以上に拡大してきてい
る（ただし、SWIFT のユーザー行 11,000 行と比べると、その 3%程度）
。特に米国の
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大手送金業者であるマネーグラムと提携するなど、最近では国際送金業者の利用拡大が
目立っている（利用者の半分程度を占める模様）
。
一方、XRP を使った ODL の利用先は、10 行程度に止まっている。XRP は、マイナ
ーな通貨同士の送金（たとえば、タイ・バーツからメキシコ・ペソへ）の際に、「ブリ
ッジ通貨」として、バーツ→XRP→ペソといった形で利用することが想定されている（図
表 23）
。ただし、こうした利用を行う際には、XRP を扱うのが仮想通貨事業者となる
ため、銀行→仮想通貨事業者→銀行の形で取引が行われることになる（図表 24）
。大手
の銀行にとっては、仮想通貨事業者は、小規模で信頼性も十分でない先が多いため、こ
うした観点から、XRP の利用に踏み切るのを躊躇する先が多いのではないかとの見方
が聞かれた。
今次 Sibos では、リップル側では、XRP を使うことによって、銀行がコルレス先に
決済のために置いている大量の流動性（世界で 5～10 兆ドル）が不要になる点を強調
していた。
また、XRP を介した国際送金は 1 分以内で終了し、そのうち、XRP が介在する時間
（XRP exposure time）は、30 秒以内であるとしていた。また、この間に XRP の相場
が変動した場合にも、その価格変動リスクは、マーケットメイカー（仮想通貨事業者）
が負うため、銀行側にはリスクが生じないことを強調していた。
図表 23

リップルにおける XRP の役割（ブリッジ通貨）
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図表 24 リップルネットにおける XRP の利用

（６）IBM 社の Blockchain World Wire（BWW）
IBM 社では、2019 年 3 月に、Blockchain World Wire（BWW）の限定的な運用を
開始したことを発表した。これは、ブロックチェーンの仕組みを使って、国際送金をリ
アルタイムに効率的に行おうとするものであり、目指すところは、上記のリップルとほ
ぼ同じである。
BWW では、ステラ社のブロックチェーン・プロトコルを使ってネットワークを構成
する。送金銀行がデジタル通貨を発行して、受取銀行に送ることにより、デジタル通貨
を使った送金を行う。デジタル通貨は、ドル、ユーロ、円、ポンドの 4 通貨を予定して
おり、どの通貨を使うかは、銀行間の合意による。これらのデジタル通貨は、「トーク
ン化された法定通貨」
（tokenized Fiat）であり、各国の法定通貨と 1：1 の交換比率を
持つ（一種のステーブル・コインのような役割を果たす）。
デジタル通貨は、参加銀行が発行するものであり、銀行間で流通する中で求められた
場合には、発行した銀行が法定通貨へ変換する。ブロックチェーンを使って国際送金を
効率化しようという発想は、リップルとほぼ同じであり、両者は正面から競合するプロ
ジェクトとなる。異なる点としては、リップルがブリッジ通貨として XRP という仮想
通貨を使っている（このため仮想通貨業者が介在せざるを得ない）のに対し、BWW で
は、銀行発行のデジタル通貨を使っている点である。このデジタル通貨は、①価格が変
動しないこと、②複数の通貨から選べること、③仮想通貨事業者を介在させる必要がな
いこと、などが特徴となる。
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当初は、ステラ社の「Lumens」
（XLM）という仮想通貨が送金におけるブリッジ通
貨として使われると伝えられていたが、実際には「ネットワークの手数料としてのみ使
う」ということで、補助的な役割を果たすにすぎないようである。
BWW の利用行については、今のところ、ブラジル、韓国、フィリピンなどの 6 行が
デジタル通貨の発行に合意したものと報じられている。利用行のネームがマイナーであ
ることがやや気がかりであるほか、いずれも各国の規制当局による承認待ちの状態とさ
れており、まだ送金のネットワークとしては本格的には稼働を開始していないようであ
る。

（７）ECB のブロックチェーン・プロジェクト
ECB では、
「イノベーション・ラボ」という組織を作って、大口決済と小口決済の両
面にわたって、ブロックチェーンを使ったプロジェクトを行っている。これらは、とり
あえず DLT（分散型台帳型技術）についての理解を深めることを目的としている。
①プロジェクト・ステラ
大口決済については、日本銀行と共同で「プロジェクト・ステラ」という研究プロジ
ェクトを実施している。
「フェーズⅠ」
（大口資金決済）、
「フェーズⅡ」
（資金と証券の
DVP 決済）に続いて、クロスボーダー取引における支払いの同期化に関する「フェー
ズⅢ」を行った（図表 25）。
図表 25 プロジェクト・ステラの概要
実験の内容

報告書の公表時期

フェーズⅠ

DLT を使った大口資金決済

2017 年 9 月

フェーズⅡ

DLT 環境における資金と証券の DVP 決済

2018 年 3 月

フェーズⅢ

クロスボーダー取引における支払いの同期化

2019 年 6 月

フェーズⅠでは、現行の日銀ネットや TARGET2 で使われている RTGS 決済と流動
性節約機能が DLT を使って実現可能であることを確認した。フェーズⅡでは、①シン
グル・レッジャー・モデル（同じプラットフォームで資金と証券を決済する）、②コネ
クション・モデル（2 つの異なるプラットフォームをつなげることにより、DVP を実
現する）、③ノー・コネクション・モデル（2 つの異なるプラットフォームの間にコネ
クションを作らずに DVP を実現）の 3 つを実現した。
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コネクション・モデルでは、
「クロス・チェーン・アトミック・スワップ」
（2 つのチ
ェーン間のスワップ）を実現したが、これは、仮想通貨取引所で使われている手法を参
考にしたものである。
ノー・コネクション・モデルでは、
「ハッシュ・タイムロック・コントラクト」
（HTLC）
というスマート・コントラクトの一種を使っている。これは、エスクロー口座を使って、
一方の資産を暫定的に同口座内にロックしておき、他方の資産の移動ができた段階で、
このロックを解除して資産の受渡しを行うものである。フェーズⅢでも、HTLC を使う
ことにより、クロスボーダーにおける複数の支払い（送金銀行→中継銀行、中継銀行→
受取銀行など）を安全にリンクすることができることを確認した。
実験としては成功したが、もともと「リサーチ・プロジェクト」として始めたもので
あるため、現行の TARGET2 などをすぐにブロックチェーン化する計画はない。また、
実験を進める中で、利用した「HyperLedger Fabric」が次々と新しいバージョンに切
り替えられるといった事態が発生し、「有望な技術ではあるが、まだ成熟していない技
術であるとの印象を持った」とのことである。

②ユーロチェーン・ネットワークのハッカソン
リテール分野では、中銀によるデジタル通貨（CBDC）の発行についての「ユーロチ
ェーン・ネットワーク」
（EUROchain network）の実験を行っている。これは、ECB
のほか、17 のユーロ圏の中央銀行が参加して行っているもので、
「ハッカソン13」の形
式で、これまで 3 回にわたって行われた（2018 年 4 月、11 月、2019 年 5 月）。
1 回目は、IBM 社の HyperLedger Fabric を使って行い、2 回目は、R3 社の Corda
を使って実験を行った。また、第 3 回目には、スマートフォンを使ったワレットの作成
を行った。CBDC は、2 段階の発行（中銀→民間銀行、民間銀行→企業・個人）を想定
している。
また、匿名性を確保するために「DARC」
（Digital Anonymous Retail Cash：匿名デ
ジタル・キャッシュ）という仕組みを考えている。これは、毎月、一定額（たとえば
150 ユーロ≒1 万 8 千円）までは匿名性が確保される仕組みである。この一定額を超え
ると、発行には当局の参加（サイン）が必要となり、匿名性がなくなる。一定額につい
ては、毎月バウチャーが発行され、これを使うことによって、当局のサインは不要とな
り、匿名性が確保される仕組みである。こうした仕組みを「限定された匿名性」
（selective
anonymity、limited anonymity）と呼んでいる。

13

ソフトウエア開発者が、一定期間、集中的にプログラムの開発やサービスの考案などの
共同作業を行い、その技能やアイデアを競う催し。
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ECB の首脳からは、CBDC の発行については否定的な発言が多いが、現場ではしっ
かりと実験を行い、新たな仕組みを考えていることが分かった。

（7）JP モルガンの IIN
JP モルガンでは、ブロックチェーンを使って、コルレス銀行間の「コンプラ照会」
（compliance inquires）のプロセスを合理化するための「IIN」
（Interbank Information
Network）というプロジェクトを進めている。
IIN は、2018 年に 65 行で稼働を開始し、その後、参加行を増やしてきており、今次
Sibos の段階で 340 行以上が参加している（邦銀も約 80 行が参加予定）
。
従来、サンクション・リスト（ブラック・リスト）に該当する可能性のある怪しい送
金があった場合には、当該銀行は、送金の上流に遡って、一方向に問い合わせを行うこ
とになっている（例：中継銀行 2→中継銀行 1→送金銀行→送金人→受取人：そのあと、
逆方向に情報が伝えられていく）
。受取人の名前が、サンクション・リストに類似して
いる場合には、名前、住所、誕生日などで、別人かどうかの確認を行うことが多い。こ
のため、この確認業務には、大変な手間と時間を要する。
IIN では、こうした伝言ゲームのような業務フローを、ブロックチェーンを使うこと
によって、中継銀行から受取銀行に直接、リアルタイムに問い合わせができるようにし
た仕組みである（受取銀行は、受取人の情報を持っていることが多い）。いわば、銀行
間における情報共有（interbank information-sharing）の仕組みである。これにより、
コンプラ照会の事務量や時間を大幅に短縮できることが期待されている。
IIN は、同行が開発したイーサリアムベースのブロックチェーンネットワーク「クオ
ラム（Quorum）
」上に構築されている。ブロックチェーンを使っているのは、e メール
などより、セキュリティを高めるためとされている。

（8）R3
金融取引を記録・処理するためのブロックチェーン技術の提供を行う R3 社では、オ
ープンソースのプラットフォームである「Corda」
（無料）とその商用版である「Corda
Enterprise」
（有料）を提供している。Corda を使っているプロジェクトは、世界で 300
以上に上っており、R3 では世界 13 カ国に 200 人以上の専門家を配置して、これらの
プロジェクトをサポートしている。
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①主なプロジェクト
主なプロジェクトとして、以下のようなものがある（図表 26）
。
（イ）マスターカード社の「クロスボーダー・ペイメント・プラットフォーム」
これは、マスターカード社が、Corda を使ってブロックチェーンを基盤とするクロス
ボーダー決済プラットフォームの開発を目指すもので、2019 年 9 月に発表された。
（ロ）Corda と SWIFT gpi との統合を目指す「gpi Link」
SWIFT との間でも、Corda と SWIFT gpi との統合を目指す実証実験を開始してい
る。これは、複数の DLT のプラットフォーム上での取引を gpi によって支払いを行う
ものであり、
「gpi Link」と呼ばれている。
（ハ）HQLAX 社の担保管理
HQLAX 社が、Corda を使って、担保管理を行うサービスを開発している。同社では、
ドイツ取引所とパートナーを組み、分散された証券決済の世界で担保の移動を行うこと
を目指している。両社のモデルでは、カストディアンに預けてある証券は動かさないで、
代わりに「デジタル担保登録」
（digital collateral registry）を使って、複数のカストデ
ィアンに預けてある証券によってバスケットを組成したり、所有権の移動を行ったりす
るものである。すでに、クリアストリームとユーロクリアとの間で、証券を動かさずに、
バスケット証券を交換する実験に成功している。
図表 26 R3 を使った主なプロジェクト
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②Corda のメリット
同社では、「Corda」のメリットについて、以下の 3 点を挙げていた。
第 1 に、ビットコインのようにすべての取引情報を全員が見られるのではなく、関係
する当事者のみが見られる設計になっていることである。同社では、これを
「point-to-point アプリケーション」と呼んでいる。
第 2 に、処理能力が高いことである。ビットコインが 7tps14であるのに対し、コルダ
では、23,000tps を実現している。
第 3 に、アプリケーション間でやり取りが可能なことであり、同社では、コルダ上で
稼働する分散アプリケーションのことを「CorDapps」
（コーダップス）と呼んでいる。
これにより、複数のプラットフォーム間の連携などが可能となる。
CorDapps の１つとして、
「コルダ・セトラー」
（Corda Settler）がある。これは、オ
ープンソースの CorDapps であり、Corda のユーザー間で、仮想通貨や暗号資産など
を使って支払いを行えるようにしたものである。受払いの結果は、Corda のレッジャー
に反映される。
Corda は、もう一つの広く使われているブロックチェーンである「HyperLedger」
との間には、互換性（インターオペラビリティ）がなく、今後、「ブロックチェーンの
サイロ化」が問題となっていく可能性がある。

７．おわりに
来年（2020 年）の Sibos は、10 月 5～8 日にボストン（米国）で開催される。その
後は、シンガポール（2021 年）、アムステルダム（2022 年）で行われることが決まっ
ている。
図表 27 今後の Sibos の開催予定
開催年

開催地

2020 年

ボストン（米国）

2021 年

シンガポール

2022 年

アムステルダム

以 上

14

tps は、transaction per second の略で、1 秒当たりのトランザクション処理件数を指す
単位である。
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