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Capital Markets Risk Intelligence #2 
米ドル LIBOR の公表停止時期延期～ needs 
upcoming consultations for markets. 

BACKGROUND 

米ICE Benchmark Administration (IBA)が11月30日に発表した表明の中で、米ドルLIBOR

の一部テナーについては公表停止時期を18カ月延期して2023年6月とした。これは、FRB・

OCC・FDICの共同声明にあるように、タフレガシー契約に猶予を持たせるためであり、新規

LIBOR取引はヘッジ目的取引等のマーケットメイクに限定し、早期にLIBOR取引を停止する

ことを求めている。 

 IBA の公表 抜粋 IBA Link

 LIBORの公表停止につき以下の内容で近々市中協議予定

• 英ポンド、ユーロ、スイスフラン、日本円：2021年12月31日を最後にLIBOR

公表を停止する (全てのテナー)

 英ポンド – overnight, 1 week, 1, 2, 3, 6 and 12 months

 ユーロ – overnight, 1 week, 1, 2, 3, 6 and 12 months

 スイスフラン – spot next, 1 week, 1, 2, 3, 6 and 12 months

 日本円- spot next, 1 week, 1, 2, 3, 6 and 12 months

• 米ドルについては、一部テナーにつき2023年6月30日まで公表継続を近々

市中協議予定 

 1 week and 2 month USD LIBOR ：2021年12月31日を最後に公表を

停止する

 Overnight and 1, 3, 6 and 12 month USD LIBOR ：2023年6月30日を

最後に公表を停止する

 FRB、OCC、FDICの共同声明 抜粋 FRB Link a, FRB Link b

 USD LIBOR一部のテナー公表を2023年6月30日まで延長することは、レガシー

LIBOR取引の期日到来に猶予を与えるためである。

 USD LIBOR参照の新規取引は2021年12月31日までに可能な限り早期に停止

することを金融機関に求める。

 2021年12月31日以降のUSD LIBOR取引は、以下の限定的な場合にとどまると

考える

https://ir.theice.com/press/news-details/2020/ICE-Benchmark-Administration-to-Consult-on-Its-Intention-to-Cease-the-Publication-of-One-Week-and-Two-Month-USD-LIBOR-Settings-at-End-December-2021-and-the-Remaining-USD-LIBOR-Settings-at-End-June-2023/default.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20201130a1.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20201130b.htm
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 中央清算機関における参加者破綻の際のデフォルト処理オークション手続 

 2022年1月以前に締結された米ドルLIBOR取引にかかる顧客サポートの為の

マーケットメイキング 

 2022年1月以前に締結された銀行やその顧客の米ドルLIBORエクスポジャー

に対するヘッジやリスク軽減取引 

 2022年1月以前に締結された米ドルLIBOR取引の更改（ノベーション） 

 FCAの声明（2020年12月11日）抜粋 FCA Link 

 ベンチマーク規制を改正する金融サービス法案によりFCAはLIBOR等一部のクリテ

ィカルなベンチマークにつきその新規取引を禁止する権限を与えられる予定 

 FCAは本権限を2021年末以前に行使する予定はない。2021年末以降の取

引、例えば取引量の多い米ドルLIBORについての新規取引の制限については、

米国における措置と最善の協働を検討する。日本円についても今後の評価次

第である。 

 

KEY CONSIDERATIONS 

 IBAから発表された米ドルLIBORの公表停止時期の延期は、執行猶予が与えられた

かのように捉えるべきではない。2021年末以降の新規米ドルLIBOR取引は、限定的

な条件下でのみ許容されるものであり、LIBORから新RFRへの移行プロセスを遅らせて

はいけない。 

 しかし、ドル金利の2021年末をまたぐヘッジの一部は一旦Unwindされたようだ。ユーロ

ドル金利先物の動きを見てみると、米ドルLIBORの公表停止時期の延期が発表され

るまで、Dec21とMar22のカレンダースプレッドがワイドになっていたが、IBAの発表直後に

ほぼゼロになった。 

Source: Bloomberg、チャートはトーマツで作成 
 

 FCAによる権限行使、新規LIBOR取引制限措置が今後の市場動向の評価にもよる

中で、足元で新規RFRの取引は増えてきてはいるものの、未だLIBORのリスクを吸収で

きるほどには至っていない。 

直近1カ月のスワップデータでは、Notional金額で米ドルSOFRはLIBORの2％程度、円

TONAはLIBORの6％程度である。また、RFR-RFRの通貨スワップは殆ど市場で取引さ

れていない。 

https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-consults-on-new-benchmark-powers
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Source: swapsinfo.org  
 

 RFR-RFRの通貨スワップがさほど取引されていない一因としては、業務オペレーションや

システム変更等の準備が整っていないことがある。RFR-RFRでの通貨スワップの取引慣

行としては、後決め複利RFRが推奨されるが、Delay/Lookback/Backward-shiftのどれ

かが選択可能である。言い換えれば、金利観測期間・金利計算期間・元本値洗い

日の組み合わせの市場慣行が定まっていない。 

 各通貨 LIBORの Fallback Rateの適用時期が異なる場合に、通貨スワップの

Pay/Receive Legの片側だけFallback Rateになる可能性もある。また、片側のFallback

がトリガーされた場合もう片方のLegもFallbackトリガーとするという選択肢もとり得る

が、当事者間の合意が必要である。 

 日本円スワップでは、ISDAのFallback ProtocolでLIBORから切り替わったスワップを

Fallback Rate TONA、OISとして存在する標準的なスワップをStandard TONAと呼ぶこ

とがある。この二つで金利計算や決済の市場慣行が異なり、コンプレッションができな

い可能性がある。しかしながら、LCHの提案のように、Fallbackによって発生したスワップ

を期限を切って標準的なスワップに自動変換してしまうClear-cutも方法としてある。そ

うでなければ、ヘッジ目的でFallback Rate TONAを新規で取引する需要も2022年以

降あるかもしれない。 

 RFR-RFR通貨スワップの市場がまだ十分形成されていないため、当面のOISベースの通

貨ベーシスの指標としてはFX先物から計算されるImplied BasisがFXOIS Basisとしてよく

参照されている。下記チャートはUSDJPY 3m LIBOR CCSスプレッド（白）対 USDJPY 

FXOIS Basis スプレッド（黄）を示している。直近でFXOIS Basis が10bps程度広くなっ

ていることが確認できる。また、需給によっては FXOIS Basisの変動は大きくなる。 特

に、年末から年始の一週間のFX Swapでは需給の偏りから、直近(12/22時点)では

FXOIS (forward) Basisは550bps以上に広がっており、ドル資金のファンディングコストが

非常に高くなっている。 

 日時のFixingでは今までのTermものではモニタリングしていなかった、需給の変化に依

存するConvexityが報告されるようになると思われる。 
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Source: Bloomberg、チャートはトーマツで作成 

 
 

OUR COMPREHENSIVE LIBOR OFFERING （デロイト トーマツの取り組み） 

 

 
 

LIBOR 移行に係る様々な議論および対応プロセスは、一過性のイベントとして捉えるのでは

なく、ビジネスの成長をサポートするリスクマネジメント力を強化する機会と考えて取り組んで

いる。その過程では、会計、税務、法務、金融リスクマネジメント等の観点から包括的なア

ドバイスを行っている。 

 

LIBOR に係る過去の記事についてはこちら <link> 

デロイト トーマツのサービスに関するお問い合わせはこちら <link> 

 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/misc/litetopicpage.MF-JP-Tags.libor.html
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/application/add/5401?__CAMCID=pqYVUFuBgX-930&__CAMSID=fepdBgdBhdWiN-37&__CAMVID=FIpcFHEwkE&_c_d=1&_ga=2.233296926.1436630651.1604274288-1583442021.1602661189
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