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Capital Markets Risk Intelligence #3 
LIBOR停止に係るFCA声明と金融機関への影響について 

 

 

BACKGROUND 
◼ 2021 年 3 月 5 日、FCA は LIBOR ベンチマークの将来の公表停止および指標性の喪

失について声明（以下、FCA 声明）を出した。 

1. 2021 年 12 月 31 日の直後に、全 7 ユーロ LIBOR、全 7 スイスフラン LIBOR、スポ

ット・ネクスト物、1 週間物、2 か月物および 12 か月物の日本円 LIBOR、オーバー

ナイト物、1 週間物、2 か月物および 12 か月物の英ポンド LIBOR ならびに 1 週

間物および 2 か月物の米ドル LIBOR の公表は恒久的に停止すること。 

2. 2023 年 6 月 30 日の直後に、オーバーナイト物および 12 か月物の米ドル LIBOR 

の公表は恒久的に停止すること。 

3. 2021 年 12 月 31 日の直後に、1 か月物、3 か月物および 6 か月物の日本円

LIBOR ならびに 1 か月物、3 か月物および 6 か月物の英ポンド LIBOR は、提供さ

れなくなる、または、FCA の市中協議を条件として、シンセティック LIBOR の利用

の可能性。（ただし、その指標性はなく、適用範囲は限定的。） 

4. 2023 年 6 月 30 日の直後に、1 か月物、3 か月物および 6 か月物の米ドル

LIBOR は、提供されなくなる、または、FCA による本件の検討を条件として、シン

セティック LIBOR の利用の可能性。（同上。） 

 

◼ Bloomberg Index Services Limited（以下、BISL）は、FCA 声明が ISDA プロトコルの

Index Cessation Event に該当すると判断し、「IBOR Fallback Rate Adjustment Rule 

Book」に基づき全ての LIBOR（すなわちすべての通貨、すべてのテナーの LIBOR）に係

る調整スプレッドを 2021 年 3 月 5 日に確定した。 

 

◼ IBA は、プレスリリースを通じて、2020 年 12 月 4 日の LIBOR ベンチマークの公表停止

に関するコンサルテーション結果をまとめた声明（以下、IBA 声明）を公表し、そこで

は市場参加者の多くがコンサルテーションに賛同することが示された。 

 

◼ ISDA は FCA 声明により影響を受ける店頭デリバティブ取引の当事者に対し、市場リ

スクを軽減し、かつ、市場参加者によるトリガーおよびフォールバックの秩序だった整合

的な適用のために、ガイダンスを発表した。 

 



◼ 米国 ARRC は FCA 声明を支持し、USD LIBOR 参照の新規取引の年内停止の勧告

を従来通り繰り返した。 

 

◼ 金融庁と日銀は、日本円金利指標に関する検討委員会が公表した移行計画に沿

った対応が各金融機関に求められるとした上で、シンセティック LIBOR は「セーフティー

ネットとして利用されるべきものであることから、これを参照した新規の契約・取引を行

うべきではない」としている。 

 
 

KEY CONSIDERATIONS 

◼ 今回の FCA 声明を受け、cessation effective date 以降のフォールバックスプレッドが確

定した。これを受け、Cessation effective date 以降にフィキシングを迎える LIBOR 参照

のキャッシュフローの見積もりは、フォワード LIBOR を用いる方法と、フォワード OIS に調

整スプレッドを加味する方法のそれぞれが考えられることとなった。現状は、前者の方

法を用いている金融機関が多いと推察されるが、将来どこかの時点で後者に移行し

ていく必要がある。留意すべきは、この将来の変更時点で両者の方法に時価の差異

が生じている場合、時価の不連続なジャンプが発生してしまうことであろう。金融機関

は注意深いモニタリングとともに変更のタイミングを決定していく必要がある。 

下図では JPY 6m LIBOR-OIS スプレッド（青）と今回 Fix したフォールバックスプレッド

（赤）の過去の動きを比べている。直近では約 7bs ほどフォールバックスプレッドと乖

離がある。 

 

◼ ARRC は、USD LIBOR 参照取引の年内停止目処の勧告を繰り返している。本邦金

融機関や事業法人にとっても、USD LIBOR は重要なベンチマークである。主要な USD 

LIBOR の停止が約 18 カ月先延ばしになったことで、USD LIBOR 参照の既存ポジショ

ンのフォールバック対応には相応の時間の猶予ができた。この機会に、金融機関や事

業法人は、SOFR 参照の金融商品やデリバティブの新規取引の取り扱い体制を進

め、年内の体制整備を完了させたい。マーケットメイカーには SOFR 参照デリバティブの

流動性を高めることに期待したい。一方、バイサイドである金融機関や投資家は

SOFR 参照の金融商品の取り扱い体制の整備を急ぐことである。これは、リスク管理

や事務オペレーションのみならず、外部ベンダーへの依存度が高いシステムの対応も含

まれる。 

 

◼ 一部にはシンセティック LIBOR へ期待する声も聞かれる。FCA は、レガジーポジションへ

の配慮からシンセティック LIBOR についてのコンサルテーションを始める予定である。しか

し、シンセティック LIBOR は指標性を持たず、またその適用対象はあくまでもレガシーポ

ジションへの配慮を念頭に置いたものである。レガシーポジションの定義もこれからコンサ

ルテーションを踏まえて決定していくこととなり、現時点で既存取引のどこまでカバーされ



るか不透明である。本邦金融機関はシンセティック LIBOR へ過度な期待を持つことな

く、LIBOR 移行に対応すべきである。 

 

◼ 本邦ではバンキング勘定で外貨建て有価証券の運用に注力している金融機関も多

い。その中には証券化商品など変動利付有価証券も多く、CLO 投資へのインプリケー

ションについても留意したい。ARRC 推奨の fallback language は、相対ローンやシンジ

ケートローンにフォールバックに関する早期オプトインの条項が含まれ、CLO に関する

Asset replacement trigger が含まれている。すなわち、仮に CLO の裏付け資産の早

期オプトインが 2023 年 6 月末を待たずに進み、一定以上の比率のローンが SOFR＋

調整スプレッドにフォールバックされた場合、その CLO について pre-cessation trigger が

引かれる可能性がある。金融機関は個々の保有 CLO について早期のフォールバック

対応に付随するすべての移行リスクに備える必要がある。 

 
 
 

APPENDIX 
 

 Annoucements on end of the LIBOR (FCA) 

 ARRC Commends Decisions Outlining the Definitive Endgame for LIBOR 
(ARRC) 

 
 

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

デロイト トーマツでは、LIBOR 移行を支援するために、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助言を行っています。 

時価評価に使用されるイールドカーブの構築や後決め金利導入に伴う利息計算方法など

に係る支援として、ロジック調査・数値調査をご提供しています。より詳しいサービス内容に

ついては下記をご覧ください。 

LIBOR 移行に伴うイールドカーブ等のロジック調査・数値調査 

 

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> 
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