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新しいパートナーシップのもと欧州金融コミュニティで即時決済の利用を促
進します。

ブリュッセル 2017 年 10 月 10 日– 国際銀行間通信協会（SWIFT）と欧州銀行監督機構（EBA）
の決済インフラである EBA クリアリング（EBA CLEARING）は本日、EBA クリアリングが提供す
る即時決済システムである RT1 へのアクセスで、2018 年 11 月より SWIFTNet Instant が利用可能
となることを発表します。この SWIFT のソリューションは、即時メッセージング、ファイル転送、
ブラウザー利用といった、RT1 を利用するすべての顧客のニーズに応えます。
EBA クリアリングのサービス開発・運用部門長の Erwin Kulk 氏のコメント：「RT1 は欧州の金融業
界に、ユーロ決裁圏の即時送金スキーム開始初日から、欧州を広範にカバーするインフラ・プラッ
トフォームを提供します。2017 年 11 月 21 日の開始日には 30 近い参加機関を見込んでおり、2018
年半ばにはその数は 50 を超える見通しです。2018 年 11 月以降、SWIFT の即時決済システムが
RT1 利用機関向けに提供されることで、RT1 の接続オプションが増えることを喜ばしく思います。」
SWIFT の即時決済ソリューションは欧州および世界のどこからでも利用可能です。これにより
SWIFT を利用する機関は複数の即時決済システムに対してシームレスな接続が可能になります。単
一ユーロ決裁圏（SEPA）において、SWIFTは、EBA RT1 システムのほか、ユーロシステムによる
TARGET インスタント・ペイメント・セトルメント（TIPS）にも接続を提供します。6 月に既に発
表した通り、SWIFT は、ECB とユーロ導入国の中央銀行で構成されるユーロシステムが、ユーロ
システム内の市場インフラ・サービスおよび他の決済メカニズムへのの単一のゲートウェイの役割
を担うというビジョンの実現をサポートします。
SWIFT の欧州・中東・アフリカおよびアジア地域チーフ・エグゼクティブの Alain Raes のコメン
ト：「欧州は即時決済実現の先駆者としての重要な一歩を踏み出しています。我々を利用する機関
に対し、そのような重要なインフラ接続を提供できることは大変喜ばしいことです。我々のソリュ
ーションは、欧州さらには世界中の現在と未来の決済ニーズに応えることができる、将来において
も有効性を発揮するものです。」
SWIFT は、2015 年にオーストラリアの新たな決済システムである NPPA（New Payment Platform
Australia）を支えるメッセージング基盤の開発を受注しましたが、その年に、現在 SWIFTが推進す
るグローバルな即時決済戦略を開始しました。この欧州でのソリューションは、この戦略における
次なるステップとなります。同年 8 月には、SWIFTは米国の金融機関にクリアリング・ハウスの提
供するリアルタイム決済プラットフォームへのゲートウェイを提供することを発表しました。
SWIFT は香港のスピード決済システム（FPS）の参加機関にも同様のソリューションを提供してい
ます。

欧州を広範にカバーする決済インフラである RT1 は欧州決済協議会（EPC）の推進する SEPA 即
時決済スキームに利用され 365 日・24 時間リアルタイム決済を可能にします。39 の出資機関と共
に、EBA クリアリングは RT1 の開発・導入を 2016 年 4 月から進めています。SEPA の決済事業者
向けに 24 時間稼働のリアルタイム決済を可能にすることを目的としており、2017 年 11 月 21 日に
開始を予定しています。
RT1 は、前述の EPC の即時決済スキームに沿ったあらゆる口座管理決済事業者（AS-PSP）の利用
が可能となる予定で、このプラットフォームは、必要なセキュリティ要件に沿った基盤とユーザー
であれば、特定のネットワークにとらわれないシステムとなります。
SWIFTNet Instant が RT1 に利用可能になるということは、1999 年 1 月に開始された大口決済シス
テムである EURO1 とともにスタートした SWIFT と EBA クリアリングのパートナーシップに新た
なページが書き加わることです。SWIFT は、EBA クリアリングのためにメッセージングと決済シ
ステムを提供します。SWIFT は、流動性を担保するための Target2 への接続および欧州 ACH とし
て小口決済を提供している STEP2 に対しても、メッセージング機能を提供しています。
即時決済への動きとヨーロッパでの単一市場インフラ・ゲートウェイ化は、インフラと業務運営の
著しい変化を必要とします。SWIFT はこの重要な変革に対するコミュニティへのサポートを約束し
ます。
SWIFTの市場インフラチーム長である Carlo Palmers のコメント：「Euro1、T2 および T2S といっ
た欧州での開発経験を通じて、ミッションクリティカルな業界プロジェクトに対する我々の実績は
明確に証明されています。我々のカスタマーのために即時決済がシンプルで（他のフローと）シー
ムレスであることを追求し、それによりこれまでの投資の再利用を可能にします。新たに我々のサ
ービスを利用する方々にはコストを管理しやすくリスクを抑えた完全導入サービスも提供します。」
SWIFT の即時決済サービスの詳細は https://www.swift.com/your-needs/instant-payments,をご覧く
ださい。また、カナダ、トロントで 10 月 16 日より開催予定のサイボス（Sibos）では、即時決済
の議論にも積極的にご参加ください。
EBA クリアリングの RT1 システムの情報はこちらをご覧ください。https://rt1.ebaCLEARING.eu.

-####SWIFTにつ いて
SWIFT はメンバーによって保有されたグローバルな協同組合であり、安全な金融メッセージングサービスを提供するリーディングプロ
バイダーです。SWIFT は金融コミュニティに対し、通信に必要なメッセージングおよびその標準化を支えるプラットフォームのほか、決
済ネットワー クへのアクセスやシステム の統合・連携、金融犯罪コンプライアンス等にかかる製品およびサービスを提供しています。
SWIFT は 200 を超える国と地域における 11,000 以上の銀行、証券会社、市場インフラ、事業法人等をつなぐ通信プラットフォーム、
および各種製品・サービスを提供しています。SWIFT は資金を預かったり、口座を管理することはしていません。SWIFT を活用するこ
とで、標準化された安全、かつ確実な金融メッセージングの実現が可能です。SWIFT は信頼できるサービスプロバイダーとして、国内
外の円滑な金融取引を促進し、グローバルな商取引をサポートします。信頼されるプロバイダーとしてサイバーリスクの軽減、コスト削
減、リスク軽減、業務効率化実現の手法、最高品質の業務を絶え間なく追求しています。SWIFT はベルギーに本社を置き、国際的な
ガバナンスと監督を通じて、組合体制の中立的かつグローバルな特性を発揮します。また、グローバルなネットワークを通じて、すべて
の主要な金融センターで積極的に活動を展開しています。
詳しくは www.swift.com をご覧いただくか Twitter: @swiftcommunity および LinkedIn: SWIFT をフォローしてください。

お問い合わせ
Chatsw orth Com munications
Tel: +44 (0)20 74409780
sw ift@chatsworthcommunications.com

EBA クリアリングについて
EBA クリアリングは汎欧州的な決済インフラのソリューションプロバイダーです。1998 年に創設
され、欧州で業務を行う 52 の主要銀行によって所有されている、国家から中立の組織です。 EBA
クリアリングの決済システムは汎欧州的なニーズに基づいてデザインされており、多国籍ユーザー
との緊密な協力体制のもと最適な技術的パートナーとともに開発されています。
EBA クリアリングは 2 つのシステミックに重要な決済システムを運営しています。それらは大口決
済システムである EURO1 と STEPS2 であり、汎欧州的決済インフラプラットフォームとして大量
のユーロ決済を通じて欧州にまたがるユーロ建て送金および口座引き落としのサービスを提供して
います。SEPA 対象の全ての国における 4,800 の金融機関が、SETP2 で接続できます。
EBA クリアリングについての詳細は www.ebaclearing.eu をご覧になるか
www.twitter.com/ebaclearing または https://www.linkedin.com/company/eba-clearing をフォローして
ください。
2017 年 10 月 18 日午後 3 時半から 4 時半に EBA クリアリングはトロント Sibos における The
Sibos Community session “RT1 – real and timely” に参加します。当日 Conference Room 4 でお会
いしましょう。このセッションは全ての出席者が参加可能です。詳しく は、
https://www.sibos.com/conference/conference-programme をご覧ください。
お問い合わせ
Annick Moes
Tel: +49 151 16 31 15 26
a.moes@ebaclearing.eu

