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大手 45 行が SWIFT の国際決済の革新に向けた
イニシアティブに参画
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世界の主要銀行が、国際決済の顧客満足度を大幅に向上させるための
施策に取り組む
ブリュッセル、2016 年 1 月 21 日 - SWIFT は、2015 年 12 月末に発表した国際決済の革新に向けた
イニシアティブに大手 45 の銀行が参画したと発表しました。
参加する 45 行は、主にヨーロッパやアジア太平洋、アフリカ、アメリカ大陸を拠点に海外取引を
担う大手銀行です。今後数ヶ月のうちに参画銀行はさらに増える予定です。
SWIFT のマーケティング最高責任者である Christian Sarafidis は次のように述べています。「世界
中の主要銀行が国際決済の革新に向けたイニシアティブに積極的に参加することは、このイニシア
ティブの重要性を物語るとともに、国際決済のスピード、透明性、予測可能性を向上させようとい
う各行の決意の表明でもあります」
本イニシアティブが掲げる目標は、実績のある SWIFT のメッセージ・プラットフォームとグロー
バル・ネットワークを活用して国際決済プロセスを強化することです。銀行業界の協力のもと、
SWIFT は新たなサービス水準合意書（以下、SLA）による業務ルールを作成し、銀行同士がより高
度な協力関係を構築できるよう支援します。
本サービスの第 1 段階として、企業間取引の国際決済に注力します。本イニシアティブは、一般事
業法人における国際事業の拡大、海外サプライヤーとの関係強化、財務処理の効率化を支援するこ
とを目的とします。一般事業法人は取引を行う銀行から、より充実した国際決済サービスを直接享
受できるようになります。新サービスの特長は以下のとおりです。



被仕向送金の即日利用
銀行間手数料の透明性と予測可能性の改善




依頼人から受益者に至る決済の流れの追跡
充実した決済情報

SWIFT のコルレス銀行取引責任者である Wim Raymaekers は次のようにコメントしています。
「企業の財務担当者をターゲットに策定されたこのイニシアティブにより、銀行は国際決済におけ
る顧客満足度を大幅に改善できます。SWIFT のグローバル・コミュニティを有効に活用し、実績の
ある技術を応用することで、新サービスは急速に浸透し、国際決済領域に大きなインパクトを与え
るはずです」
2016 年初旬より、新イニシアティブのパイロットが始動します。法人向け国際決済サービスに特化
したパイロットを展開した後、他の変革を組み込むとともに新たなテクノロジーも導入していく予
定です。SWIFT は業界と連携しつつ、他のユーザー層にも適用可能な SLA を定義し、国際決済に

関わるコンプライアンス、流動性リスク、業務効率の課題から発生するコストの削減や問題の解消
に取り組みます。
本イニシアティブに関するより詳しい情報および参画方法については、swift.com/gpi をご参照くだ
さい。

編集者注記：
2015 年 12 月末時点で本イニシアティブに参画している銀行は以下のとおりです。
ABN AMRO Bank、Australia and New Zealand Banking Group、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Bank of America Merrill Lynch、Bank of China、Bank of New York Mellon、三菱東京 UFJ 銀行、
Banco Santander、Barclays、BNP Paribas、Citibank、Commerzbank、Credit Suisse、Danske
Bank、DBS Bank、Deutsche Bank、Ecobank、FirstRand Bank、HSBC、 Industrial and
Commercial Bank of China、ING Bank、Intesa Sanpaolo、JPMorgan Chase、 KBC Bank、KEB
Hana Bank、Lloyds Banking Group、Maybank、みずほ銀行、National Australia Bank、Natixis,
Nordea Bank、Oversea-Chinese Banking Corporation、Raiffeisen Bank International、RBC Royal
Bank、Royal Bank of Scotland、Sberbank、SEB、Société Générale、Standard Chartered、 三井
住友銀行、TD Bank、UBS、UniCredit、United Overseas Bank、Wells Fargo

一部の参画銀行が寄せたコメントを紹介します。

「情報は非常に貴重なものです。国際決済の革新に向けたイニシアティブによって、決済の可視性
やデータの観点から、より充実した情報をお客様に提供できるようになります。当行は、より速く、
また変化に対してより柔軟に情報を配信することで、刻々と変化する環境に対応しています」
‐ ANZ グローバル・トランザクション・バンキング
ト・ソリューションズ責任者 Francyn Stuckey 氏

ケイパビリティーズ・アンド・クライアン

「Bank of America Merrill Lynch は、貿易決済に不可欠なコルレス銀行取引の領域でイノベーション
を追求する SWIFT の協調的な試みの一翼を担えることを光栄に思います。かつて SWIFT と SWIFT
のユーザーが国際決済基準の策定を推進し、そのおかげで今日に至るまで世界のどこにいても迅速
に決済が実行できるのと同様に、私たちは国際決済の革新に向けたイニシアティブを通じて決済の
透明性と確実性を改善することで、世界中の企業や事業活動、消費者の決済ニーズにお応えします」
‐Bank of America Merrill Lynch

グローバル・トランザクション・サービス

イ・バリュー・ペイメンツ・プロダクト・マネジメント責任者

グローバル・ハ

Greg Murray 氏

「Bank of China は中国で最もグローバルな銀行として、常にお客様に安全かつ良質で効率的な国際
決済サービスを届けることに専念してきました。ゆえに SWIFT が率いる国際決済の革新に向けた
イニシアティブを強く支持し、積極的に関わっています。イニシアティブが始動し進展するにつけ、
国際決済の迅速化と透明性向上によってお客様の満足度はさらに向上するはずです」
‐ Bank of China

クリアリング部

ゼネラル・マネージャー

Zhang Qingsong 氏

「SWIFT の新イニシアティブは、銀行が提供する B2B 決済サービスの迅速化や情報の充実、資金
の流れと手数料の可視化に焦点を当てることから、お客様向けに国際決済の改変を目指す当行の戦
略的志向と方向性が一致します」また「このイニシアティブは、国際決済における顧客満足度向上
に向けた SWIFT との長年の共同の取り組みをさらに発展させる貴重な機会だと捉えています」と
BNY Mellon 常務取締役兼トレジャリー・サービス・ビジネス、ビジネス・ストラテジー・アン
ド・マーケット・ソリューションズ・グローバル責任者である Tony Brady 氏は述べています。

「三菱東京 UFJ 銀行は SWIFT を中心とする国際決済の革新に向けたイニシアティブを歓迎し、支
持します。本イニシアティブは、最先端技術を駆使してより安全かつ卓越した決済サービスの提供
を実現するものだと考えています。当行は今後も本イニシアティブに積極的に携わる所存です」
‐ 三菱東京 UFJ 銀行

執行役員兼トランザクション・バンキング部長

石垣夢作氏

「Barclays は、グローバルなコルレス銀行ネットワークを活用することで法人顧客や機関投資家に
革新的なサービスやソリューションを提供できることから、国際決済の革新に向けたイニシアティ
ブは有益だと捉えています。したがって、業界をあげてのイニシアティブを強く支持し、SWIFT や
銀行コミュニティとともにイノベーションを起こしていきたいと考えています」
‐ Barclays

バンクス・グローバル責任者

David Scola 氏

「BNP Paribas は、国際決済におけるスピード、透明性、予測可能性の改善を目指す SWIFT の国際
決済の革新に向けた新たなイニシアティブに貢献できることを栄誉に思います。協調的な取り組み
を通じて引き続きお客様に最上のソリューションを提供しようと考えています」
‐ BNP Paribas コレスポンデント・バンキング・アンド・US ドル・ペイメント・アンド・クリ
アリング責任者 Larry Sobin 氏

「Citi は、SWIFT がけん引する国際決済の革新に向けたイニシアティブの始動を歓迎します。国際
決済のあり方が変貌を遂げるなか、本イニシアティブは非常に有効だと考えています。国際決済サ
ービスに対するお客様の満足度を大幅に向上させる有意義な変革を起こすために、業界全体で協力
してこのイニシアティブに取り組むべき時を迎えています」
‐ Citi トレジャリー・アンド・トレード・ソリューションズ フィナンシャル・インスティテュ
ーションズ・ペイメンツ・アンド・クリアリング・グローバル責任者 Mark McNulty 氏

「Danske Bank は現在、決済とデジタル・バンキングの分野で優れたサービスを展開し、引き続き
最も効率的かつ安全で透明性のある手段でお客様に決済サービスをお届けしたいと考えています。
国際決済基準の刷新の一端を担うためにも、当行にとって SWIFT の国際決済の革新に向けたイニ
シアティブへの参画は必然的です」
‐ Danske Bank
Sjögren 氏

執行役副社長兼トランザクション・バンキング・グローバル責任者

Lars

「DBS は国際決済の革新に向けたイニシアティブの世界規模のパイロット版に参加できることを楽
しみにしています。このサービスは、国際決済の効率と透明性を向上させるとともに、海外事業展
開が盛んなアジアを中心に、銀行にとって多大なメリットをもたらし、顧客満足度を向上させるこ
とが想定されます」
‐ DBS グローバル・トランザクション・サービス
ローバル責任者 Navinder Duggal 氏

キャッシュ・プロダクト・マネジメント・グ

「本イニシアティブは、国際決済の領域において銀行業界全体を巻き込む非常に有意義なものです。
時代の流れに沿っているだけに留まらず、私たちがお客様の決済ニーズに的確に応えるイノベーシ
ョンを常に先駆けていることを実証するものです」
‐ Deutsche Bank

インスティトゥーショナル・キャッシュ

プロダクト・マネジメント責任者

Christian Westerhaus 氏

「ICBC は、SWIFT を中心とする新基準の策定と国際決済サービスの利便性向上を図る国際決済の
革新に向けたイニシアティブを強く支持します。これは国際決済にかかるイノベーションの極めて
重要な次のステップです」
‐ ICBC オペレーション・マネジメント部、クリアリング・センター副責任者 Peng Hua 氏

「ING Bank は、常にお客様のために国際決済のサービス向上に努めています。国際決済の迅速化
と、透明性と予測可能性の改善を目的とする SWIFT の国際決済の革新に向けたイニシアティブを
積極的に支持します」
‐ ING Bank

ペイメンツ・グローバル責任者

Jurgen Vroegh 氏

「本イニシアティブが国際決済の領域にもたらす進展に期待しています」また「決済サービスの効
率化によって、お客様から見た透明性や利便性が増進されます」と JP Morgan のグローバル・ペ
イメント・アンド・FX 責任者の Emma Loftus は述べています。

「KBC は、国際決済および第三者決済におけるスピード、透明性、利便性の向上を求める要求や要
件の変化への対応を推進する SWIFT に賛同し、支持します。銀行サービスや貿易における革新的
技術進化に遅れを取らないためには、このようなイノベーションは必須であり、これらの課題に対
する SWIFT の積極的な対応に感謝するとともに、当行も支援していく予定です」
‐ KBC

ペイメンツ・アンド・カード

ゼネラル・マネージャー

Ivo De Meersman 氏

「Lloyds Banking Group は、業界全体を対象とする SWIFT の新たな国際決済イニシアティブを全
面的に支持します。このイニシアティブによって国際決済プロセスは改善され、お客様により高度
なサービスを提供できます。また当グループの参画は、私たちが常にイノベーションの先駆者を担
うことの証明でもあります。お客様のニーズを満たすために、今後も SWIFT および SWIFT コミュ
ニティと連携して様々な施策に取り組んでいく所存です」
‐ Lloyds Banking Group 常務取締役兼グローバル・トランザクション・バンキング、プロダク
ト・アンド・プロポジションズ責任者 Stephen Everett 氏

「みずほ銀行は、国際決済の革新に向けたイニシアティブが掲げる目標の達成に向けて積極的に参
画して参ります。SWIFT や SWIFT コミュニティとともに取り組むこのイニシアティブは、国際決
済サービスの強化に大きく寄与するものであり、当行のお客様にとって真のメリットをもたらすも
のです」
- みずほ銀行

トランザクション業務部長

田中祐司氏

「SWIFT 主導の国際決済の革新に向けたイニシアティブに参画できることを嬉しく思います。この
イニシアティブは、お客様に実際的なメリットを提供し、また国際決済を新たな段階に引き上げる
ものです。国際決済プロセスの開発と向上のために協力体制を構築することは必須だと認識すると
ともに、さらなる効率化と顧客満足度の向上を目指すイニシアティブの参画メンバーとして、引き
続きその役割を果たす所存です」

‐ Nordia トランザクション・プロダクト・アンド・キャッシュ・マネジメント責任者 Erik
Zingmark 氏

「国際決済の革新に向けたイニシアティブを支援でき光栄に思います。ビジネスを展開するにあた
りスピードと利便性が最重要である今のデジタル時代だからこそ、このイニシアティブは国際決済
のイノベーションに向けた大きな一歩だと確信しています。アジアの貿易成長が世界平均を上回る
ことが想定されるなか、一般事業法人のお客様は、より迅速かつセキュアな国際決済サービスから
多大な恩恵を受けるはずです。お客様の資金管理ニーズに効果的に対応できるだけでなく、アジア
に限らず全世界における事業展開や投資を支援できるようになります」
‐ OCBC Bank

グローバル・トランザクション・バンキング

キャッシュ・マネジメント責任者

Gregory Trotter 氏

「国際決済の革新に向けたイニシアティブは、銀行業界を根本的に変えるために不可欠なステップ
です。このイニシアティブによって国際決済の新境地が開かれることでしょう」
‐ Raiffeisen Bank International

キャッシュ・マネジメント責任者

Susanne Prager 氏

「RBS は SWIFT や他の業界パートナーと密に連携しながら新イニシアティブの策定に携わってき
ました。このイニシアティブは当行の顧客サービス向上の取り組みを支えるもので、また銀行が最
高水準の安全性とコンプライアンス対応を維持したうえ、円滑かつ速くて効率的な国際決済を実現
できるよう設計されています」
‐ RBS ペイメンツ・ディレクター

Marion King 氏

「SEB は、お客様が国際決済のスピード、透明性、予測可能性の向上を望んでいることを認識して
います。だからこそ、この領域を対象とするイノベーションを目指す SWIFT のイニシアティブを
歓迎し、積極的に関わる予定です」
‐ SEB

トランザクション・サービス

プロダクト・マネジメント責任者

Robert Pehrson 氏

「コルレス銀行取引は現在、大改革のさなかにあります。一般事業法人の財務担当者は決済の手数
料を事前に把握できることを望み、銀行における迅速な国際決済サービスを求めています。 SWIFT
の国際決済の革新に向けたイニシアティブを通じて、銀行は透明性と効率の改善を実現できます。
安全性と確実性が保証される高品質の SWIFT プラットフォームは、当行の事業展開を支え、新技
術を模索するための堅固な基盤として有効です。銀行が抱える課題への対応を支援する本イニシア
ティブの一端を担えることを誇りに思います」
‐ Société Générale グローバル・トランザクション・アンド・ペイメント・サービス 責任者
Pascal Augé 氏

「決済のスピードと価格設定の透明性に焦点を当てる SWIFT の国際決済の革新に向けたイニシア
ティブは、時代の要求にかなったもです。国際決済が増えるなか、支払や支払受取の可視化はお客
様にとって有効な情報となり、より効果的な資金運用計画を立てられるようになると考えています」
‐ Standard Chartered トランザクション・バンキング・プロダクト・マネジメント・グローバ
ル責任者

Farooq Siddiqi 氏

「アジアにおける代表的な金融機関として、国際決済の革新に向けたイニシアティブを心より歓迎
します。当行は革新が新たな局面を迎え、業界全体の変革が必要だと痛感しています。このイニシ
アティブは、国際決済サービスにおけるそのような変革に向けた重要な第一歩となります」

- 三井住友銀行 専務執行役員 志村雅之
「TD Bank は、SWIFT の国際決済の革新に向けたイニシアティブの参画メンバーであることを誇り
に感じ、国際決済にかかるお客様の体験をより良いものにしようと考えています」
‐ TD Bank グローバル・トランザクション・バンキング責任者 Akhil Lamba 氏
「国際決済の革新に向けたイニシアティブは、グローバル規模での業界内の協調を促進するもので
あり、銀行におけるサービス水準の向上と顧客中心主義の強化が実現できます。国際決済のスピー
ド、透明性、予測可能性を向上するという本イニシアティブの強固なバリュー・プロポジションと、
銀行のセキュリティやコンプライアンス面の強みを組み合わせることで、各金融機関は有力事業で
あるグローバル決済分野の第一線に立つというポジションを確固たるものにし、変化する環境のな
かで効果的に舵を取ることができます。UniCredit は、顧客満足度の向上に向けた本イニシアティブ
を全面的に支持します」
‐ Unicredit Italy

グローバル・トランザクション・バンキング共同責任者

Claudio Camozzo 氏

「銀行コミュニティは、今のコルレス銀行取引モデルの代替となる効果的なモデルを模索する必要
があります。より速く、透明性があり、かつ安価な国際決済サービスに対する法人顧客の増大する
ニーズに応えつつ、同時に厳しさを増す規制要件と事業採算性のバランスを図らなければいけませ
ん。だからこそ、SWIFT が既存インフラをもとに国際決済の革新に向けたイニシアティブを立ち上
げることを非常に嬉しく思います」

‐ UBS Switzerland AG

CIC トランザクション・バンキング

Natalia Blatter 氏

「銀行の領域に留まらず、決済のあり方は急速に進化を遂げていますが、SWIFT 主導の国際決済の
革新に向けたイニシアティブにより、United Overseas Bank は引き続き海外のお客様に質の高いサ
ービスをお届けできます。過去 6 ヶ月の間にグローバルおよび地域レベルで経済共同体が形成され、
自由貿易協定が結ばれました。このような状況のなか、銀行業界が国際決済の機能を高め、海外進
出ニーズが高まる企業に対するサービスの改善を目指すにあたり、このイニシアティブは非常に重
要となります。また、今後企業の間でより高度な資金管理プロセスが浸透していくなか、お客様は
国際資金の即日利用や、送金元から送金先までに発生する手数料の透明化を含め、より良いサービ
スを求めることになると想定されます」
‐United Overseas Bank
Ng 氏

常務取締役兼キャッシュ・プロダクト・マネジメント責任者

Linus

SWIFT について
SWIFT は会員制協同組合であり、200 を超える国と地域にある、10,800 以上の銀行や証券会社、企業をつ
なぐ通信プラットフォーム、製品、サービスを提供しています。SWIFT を活用することで、ユーザーは標
準化された財務情報を自動で安全かつ確実に交信でき、結果的にコストや業務リスク、運用面での非効率性
を削減することが可能となります。また、SWIFT は、協働による市場慣行の形成や基準の設定、互いに関
心がある問題についての議論を推進することで、金融コミュニティを一つにする役割を担っています。
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。
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