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はじめに – LIBOR 移行と IBOR  
改革 
市場参加者が、2021 年末の LIBOR (ロンドン銀行間取引金利) 公表停止に向けて移
行準備をするための時間は刻々と過ぎています。新型コロナウイルスの感染拡大に
よる大きな混乱にもかかわらず、公表の停止は予定通り進められています。新たに公
表されるリスク・フリー・レート (RFR) への移行対象となるさまざまな LIBOR ベース
の取引規模は数百兆ドルにのぼり、すべての企業や組織は混乱を避けるために適切
なデータとツールを活用し、細心の注意をもって移行に取り組む必要があります。

英国の金融行為規制機構 (FCA) によると、LIBOR 公表停止の公式な決定は早ければ2020年 11 月になる可能性
があり1、貸し手に対して2020年 9 月までに LIBOR 以外の指標に基づく金融商品を提供するよう求める方針も
再確認されました。2 金融会社および非金融会社には、パンデミックや市場のボラティリティへの対応に追われる
中、オペレーション、法務、会計、取引など各面の混乱を避けながら、資産を適正に評価する代替的なリファレン
ス・レートやベンチマークへ移行することが求められています。 

状況が流動的な中、長きにわたりプロセス、手続き、契約の根幹を担ってきた LIBOR から移行し、フォワード・ルッ
キングな LIBOR ターム物レートに代わるオーバーナイト短期金融市場取引に基づく RFR (リスク・フリー・レート) 
の採用を開始するにあたり、各組織では十分な情報に基づいて判断できるように、最新のニュースや情報を把握
して社内的にも対外的にも体系的な計画を立てる必要があります。 

データがこうした変化を乗り切る上で確かな道標であることに変わりはありません。新たに入手可能となるデー
タや RFR に基づく新しい金利カーブやプライシング、コンテンツが登場するでしょう。ベンダーとツールを念頭に、
市場参加者は、LIBOR レートの現在の入手先、代替レートで LIBOR を完全に置き換える方法、そして代替レート
の今後の入手先を把握しておく必要があります。本レポートは、LIBOR などの IBOR に関する問題点や課題を理
解するための指針を示すものです。さまざまな課題やリスク、代替データやリファレンス・レートの構築について目
を向けさせ、LIBOR の公表停止が予定される 2021 年末の期限を見据え、移行準備に着手するためのものです。

1 https://www.risk.net/derivatives/7566041/libor-death-notice-could-be-served-this-year-fca 
2  https://www.fca.org.uk/news/statements/further-statement-rfrwg-impact-coronavirus-timeline-firms-libor-transition-plans

https://www.risk.net/derivatives/7566041/libor-death-notice-could-be-served-this-year-fca
https://www.fca.org.uk/news/statements/further-statement-rfrwg-impact-coronavirus-timeline-firms-libor-transition-plans
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リファレンス・データ、	
ベンチマーク、IBOR
近年、不正操作の発覚や市場の流動性への懸念が、長い歴史を有する LIBOR に重くのしかかっています。LIBOR 
がデリバティブや債券、ローンをはじめとする約 300 兆ドルに及ぶ金融契約を下支えする一方で、その市場はも
はや流動性を失っています。たとえば、代表的なベンチマーク指標である 3 か月物英ポンド LIBOR は、2017 年の
平均値で、1 日当たり約 187 百万ポンドしか取引されていない 3 か月物デポジットにしか採用されていません。 

周知のとおり、数年にわたる主要行による指定パネル行への不正なレート呈示など、LIBOR を巡る相次ぐスキャ
ンダルが大きな影を落としています。報道によると、大手行は共謀してトレーダーの依頼を踏まえて LIBOR レート
を不正操作し、自行が金融商品をヘッジする時に有利なレートをはじき出していたのです。その結果、LIBOR ベー
スの有価証券を短期ポジションで保有していた銀行とトレーダーは、本来より高い利益を上げることになりまし
た。

FCA は 2017 年 6 月、パネル行に対して 2021 年末以降は LIBOR 呈示の継続を強制しない旨を公表しまし
た。LIBOR ベンチマークは世界中の金融システムの至る所で採用されているため、金融商品契約のプライシング
やリスク管理に影響を及ぼすでしょう。FCA が公表した文書には「既存取引における契約上のフォールバック条
項により、経済価値の移転リスクや契約に支障をきたすリスクが生じる可能性があります。LIBOR を参照する長
期契約の締結には行動および法律上のリスクが伴います」と記載されています。

そのため、公的および民間のワーキング・グループは、幅広い主要通貨を対象に代替リファレンス・レートの特定
にすばやく動いています。具体的には、米ドルの担保付翌日物調達金利 (SOFR)、英ポンドのポンド翌日物平均金
利 (SONIA)、ユーロのユーロ短期金利 (€STR)、スイス・フランのスイス翌日物平均金利 (SARON)、日本円の無担保
コール・オーバーナイト物金利 (TONA) などが該当します。これらの RFR は、市場ごとに進捗や採用の段階が異
なり、一部の指標では流動性が高まっています。 

しかし、上記の各 RFR は LIBOR の直接的な同等物として算出されたわけではないため、規制当局やベンチマ
ーク・アドミニストレーターには根深い問題への対処が求められています。一方、市場参加者も LIBOR と新たな 
RFR の主な違いを積極的に把握する必要があります。

主に 2 つの違いがあります。1 つ目はベンチマークの算出がフォワード・ルッキングなのか、バックワード・ルッキン
グなのか。2 つ目は信用コンポーネントを含むか、含まないかです。 

フォワード・ルッキング VS バックワード・ルッキング
米国では、幅広いテナーの LIBOR をフォワード・ルッキングで値付けするオーバーナイト・レポ市場の膨大な取引
量を背景に、SOFR を算出しています。金利商品の場合、オーバーナイトの後決めレートを複利計算して 3 か月物 
SOFR レートを算出し、フォワード・ルッキングなターム物契約に使用します。

RFR がバックワード・ルッキングな指標である点を踏まえ、規制当局や金融業界は、フォワード・ルッキングなレー
トを一般に使用する現金市場の一部参加者に向けてフォワード・ルッキングなターム物ベンチマークを開発する
必要性があると認識しています。たとえば、主にローン市場や貿易金融市場の参加者がターム物リファレンス・
レートを使用しています。英国市場において、かかるフォワード・ルッキングなターム物ベンチマークはターム物 
SONIA リファレンス・レート (TSRR) として知られています。 

FTSE Russell、ICE Benchmark Administration、IHS Markit、そしてリフィニティブからなるベンチマーク・アド
ミニストレーター 4 社は、TSRR の開発に取り組んでいる旨を認めています。FTSE Russell、ICE Benchmark 
Administration、そしてリフィニティブはそれぞれ、7 月に独自のプロトタイプを始動させました。英ポンド・リスク・
フリー・リファレンス・レートに関するワーキング・グループ (The Working Group on Sterling Risk-Free Reference 
Rates) は、今年の第 4 四半期に TSRR をリアルタイムで算出することを目標に掲げています。

かかる RFR の期間構造を成功させるには、取引の活発な市場を定義し、入力データが強固で市場を適切に代表
していることに加え、堅牢で透明性の高い手法も求められます。ターム物 SONIA の活用を目指す市場参加者は、
サービス・プロバイダーの選定時に検討する各種要件 (適切なデータソースを有しているか、強固なウォーターフ
ォール手法を採用しているかなど) を活用できます。
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ここではリフィニティブの提案を例にご説明します。データ・プロバイダーは、業者間ブローカーおよび主要機関
のトレーディング・プラットフォームから RFR マーケット・データを入手し、当該データに基づいて新たなターム物 
SONIA リファレンス・レートを算出しています。  
リフィニティブが採用するウォーターフォール手法では、最初に業者間のオーダーブックから、中央清算されるスポ
ット・スタートの SONIA オーバーナイト・インデックス・スワップ契約に関する電子的に執行可能な気配値を取得
します。次に、主要機関のトレーディング・プラットフォームに参加する個々のディーラーからストリーミング配信の
買値と売値を取得します。そして最後に、一体的なフォールバックを確立するために、(前日の公表レートとともに) 
SONIA の複利先決めレートを使用します。 

ウォーターフォール手法は、開発が進む RFR OIS 市場で流動性がなくなる期間を短縮し、レートが常時公表され
る環境を実現します。RFR OIS データの流動性が高まるに伴い、新たなターム物リファレンス・レートはより一層
強固になるでしょう。 

その他の市場に関して、欧州中央銀行は 7 月の会議3で、EMMI-ICE IBA、FTSE Russell、IHS Markit、およびリフィニ
ティブも €STR ベースのフォワード・ルッキングなターム物レートの提供元になる可能性があると言及しました。

信用コンポーネントの欠如
その他の主な違いとして、多くの場合、指定された RFR の方が LIBOR よりも相対的な予見可能性が高い点が挙
げられます。これは、当該 RFR がターム (金利期間) に対する銀行の信用リスク・コンポーネントを待たず、長期的
な金利水準全体を測定しやすい傾向にあることによるものです。

ただし、SOFR がダイナミックな信用リスクを欠くことで懸念も浮上しています。市場ストレスが強まる時期におい
て、銀行は LIBOR を参照した方が自行の金利リスクを管理しやすくなるのです。なぜなら、保有資産に対する利
回り増が資金調達コストの上昇圧力を相殺するからです。一方、SOFR の場合は利回りが低下する傾向にありま
す。発行体としては、市場のストレス期において、資金調達コストが上昇すると同時に保有資産の利回りが縮小す
るリスクに備えて、高いスプレッドで追加の補填を行わなければならない可能性があります。 

まさにその現象が起きたのが2020年 3 月 19 日のことで、新型コロナウイルスのパニックに伴って株式、債券、石
油の価格が暴落し、3 か月物の米ドル LIBOR と SOFR のスプレッドがわずか 1 か月前の 13 bp から 108 bp にま
で拡大したのです。4 仮に LIBOR が翌日に廃止されていたならば、13 bp のスプレッドを参照する契約では 100 ベ
ーシス・ポイントも高いレートを参照することになり、莫大な価値の移転を余儀なくされていたでしょう。 

そのため、銀行の信用コンポーネントを捕捉する一部の代替指標が提案されています。デリバティブに関して、国
際スワップ・デリバティブ協会 (ISDA) は、フォールバックのトリガー (発動) に伴うフォールバック・レートの適用時
にレート間の差異に対処すべく同協会が定めた標準定義において、LIBOR などの各種主要な IBOR を代替する 
RFR を対象に、対応する期間およびフォールバック手法に合わせて調整後 RFR を採用するよう推奨しています。5 
たとえば、ISDA のフォールバック・プロトコルでは、5 年間のルックバック期間の中央値に基づき、LIBOR と SOFR 
間のスプレッドを決定する取り決めになっています。 

業界団体である代替参照金利委員会 (ARRC) は 2019 年に、レートが調整可能なモーゲージ証券やバイラテラル
方式のビジネス・ローン、変動利付債、証券化、シンジケート・ローンに関して、フォールバック条項を最終的にとり
まとめました。6

3  https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/shared/pdf/20200702/2020_07_02_
WG_on_euro_RFR_teleconference_Minutes.pdf

4 https://www.risk.net/risk-quantum/7508636/libor-sofr-blowout-raises-questions-for-fallback-rate
5 http://assets.isda.org/media/ddcb20e0/76dd3ab8-pdf/
6 https://www.newyorkfed.org/arrc/fallbacks-contract-language

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/shared/pdf/20200702/2020_07_02_WG_on_euro_RFR_teleconference_Minutes.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/shared/pdf/20200702/2020_07_02_WG_on_euro_RFR_teleconference_Minutes.pdf
https://www.risk.net/risk-quantum/7508636/libor-sofr-blowout-raises-questions-for-fallback-rate
http://assets.isda.org/media/ddcb20e0/76dd3ab8-pdf/
https://www.newyorkfed.org/arrc/fallbacks-contract-language
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ARRC 推奨: ハードワイヤード方式でベンチマークを代替する際のウォーターフォール構造

代替レート 説明

1 ターム物 SOFR + スプレッド調整 適用可能な該当テナーに対するフォワード・ルッキングなター
ム物 SOFR。注: 該当テナーが利用できない場合、ローン推奨
では次にテナーの長いターム物 SOFR レートの使用を許容
しています。

2 複利 SOFR + スプレッド調整 代替する米ドル LIBOR のテナーに応じた、該当期間における 
SOFR の日次ベースでの複利平均。

3 適切な選定レート + スプレッド調整 適切な政府機関、貸し手もしくは借り手、または管理代理人
が選定したレート。

4 ISDA の適切な代替レート + スプレッド調整 ISDA の標準定義に定められた適用可能な代替レート (スプ
レッド調整なし)

5 発行体、指定された取引代理人、または債券保有者が
選定する代替レート + スプレッド調整

特定された当事者が代替レートを選定します。場合によって
は、関連市場において任意の業界で受け入れられているレー
トを検討することもあります。注: 特定の状況下では、このステ
ップを省く可能性があります。

出所: ARRC の LIBOR フォールバック条項概要、2019 年 11 月 
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2019/LIBOR_Fallback_Language_Summary

市場参加者は、レートを巡る行動が各種商品の取引およびポジションに及ぼす影響を理解する必要があります。
社内で新たな RFR のモデリングを試行する場合、変動幅がせいぜい数ベーシス・ポイントに収まっていた LIBOR 
などの IBOR と異なる動きを見せる事態も想定しておくべきです。「借り手や貸し手がターム物 SONIA と英ポ
ンド LIBOR の違いを理解するには、SONIA OIS の過去の中央値と同じテナーの英ポンド LIBOR とを比較する
と良いでしょう。この違いを今から把握しておくことが、これから非常に重要になってきます」と、リフィニティブの 
Regulatory and Market Structure Propositions 部門でディレクターを務める Jacob Rank-Broadley が述べていま
す。

タフ・レガシー問題
LIBOR 移行で大きな問題となるのがレガシー契約です。つまりは、フォールバック条項の修正を効率的に行う方
法が全くない金融商品の存在です。金融業界では、法整備が可能な主体が介入してこれらの契約変更に対処す
る必要があるとの見解を共有しています。 

ある程度の前進は見られています。FCA は今年 6 月、今後数か月で「タフ・レガシー」に関する LIBOR の手法をど
のように変更するかを巡り、方針を公表すると発表しました。その変更案を受けて「より一層強固で異なる手法お
よび入力を使用して」 LIBOR の数値を継続的に公表できるようになる可能性はあります。なお、ターム物 SONIA 
は、レガシー LIBOR 契約に対して公正な代替レートを計算する有益な指標と見なされています。7

英国当局は、異なる LIBOR 手法を採用しても LIBOR からの移行を一時停止または中断することはないと断言し
ています。英ポンド・リスク・フリー・リファレンス・レートに関するワーキング・グループは今年 5 月の発表資料で、
アセット・クラス全体を対象にタフ・レガシー契約の特徴を厳格に定めています。8 

一方、ARRC は 3 月に LIBOR 移行に伴う法的な不透明性と経済的悪影響を最小化するためにニューヨーク州
議会へ提案書を提出しています。9 提案どおりに議案が可決された場合、ARRC が推奨する SOFR フォールバッ
ク・レートおよびスプレッド調整があらゆるアセット・クラスにおいてニューヨーク州法の対象となる米国 LIBOR 
商品に適用されるだけでなく、推奨される代替ベンチマークをレガシー契約に使用しても訴訟責任を免れること
になる見込みです。

7  https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/rfr/use-cases-of-benchmark-rates-compounded-in-arrears-term-
rate-and-further-alternatives.pdf 

8  タフ・レガシー問題の特定、英ポンド・リスク・フリー・リファレンス・レートに関するワーキング・グループ、2020 年 5 月 
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/paper-on-the-identification-of-tough-legacy-issues.
pdf?la=en&hash=0E8CA18F27F75352B0A0573DCBBC93D903077B6E 

9 https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Press_Release_Proposed_Legislative_Solution.pdf 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2019/LIBOR_Fallback_Language_Summary
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/rfr/use-cases-of-benchmark-rates-compounded-in-arrears-term-rate-and-further-alternatives.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/rfr/use-cases-of-benchmark-rates-compounded-in-arrears-term-rate-and-further-alternatives.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/paper-on-the-identification-of-tough-legacy-issues.pdf?la=en&hash=0E8CA18F27F75352B0A0573DCBBC93D903077B6E
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/paper-on-the-identification-of-tough-legacy-issues.pdf?la=en&hash=0E8CA18F27F75352B0A0573DCBBC93D903077B6E
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Press_Release_Proposed_Legislative_Solution.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/rfr/use-cases-of-benchmark-rates-compounded-in-arrears-term-rate-and-further-alternatives.pdf
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オペレーション・リスクと会計上の負担
タフ・レガシー契約の変更に関連する法務リスクとは別に、新たな RFR を参照する商品の販売やバイサイド会社
に対するパフォーマンス・ベンチマークの変更に関連して、行動リスクも注目されています。 

行動リスクを適切に管理した過去の実践例が豊富に存在しており、LIBOR 移行にも依然として効果を発揮しま
す。業界団体である FICC 市場基準審議会 (FMSB) は、企業が移行期間中に規制要件に沿って市場の公平性およ
び有効性に関わるリスクを管理しやすくする 6 原則を推奨しています。10 その中には、リスクの特定やガバナンス、
顧客との意思疎通、利益相反、顧客への公平な対応、市場行動などが含まれます。 

数百兆ドルに及ぶ契約を LIBOR から移行する過程で、契約の修正やヘッジ関係の処理に費用がかさみ、膨大な
労力が必要になる可能性があります。会計上の目的として、債務契約やリース契約、デリバティブ商品契約などを
修正するには、当該修正が新たな契約の締結になるのか、それとも既存契約の継続なのかを判断する必要があ
ります。加えて、リファレンス・レートを変更すると特定のヘッジ会計ガイダンスを適用できなくなり、市場全体が代
替レートへ移行する期間中において特定のヘッジ関係が極めて効果的には機能しない可能性もあります。

幸いなことに、世界的な会計基準の策定機関である財務会計基準審議会 (FASB) は、近い将来にオペレーショナ
ル・アカウンティングの救済ガイダンスを提供すると述べています。2022 年 12 月 31 日まで、契約の修正およびヘ
ッジ会計に関わる現在の会計ルールに対し、応急処置と例外事項が任意選択で提供されます。11

今後のマイルストーン
• 2020 年 7 月 – ARRC が SOFR ベースの FRN、ビジネス・ローン、および証券化に関する最終推奨慣行を公表

• 2020 年 7 月 – ISDA が Bloomberg IBOR フォールバック・レートを公表

• 2020 年 7 月 – CCP がユーロ建て金利スワップの割引率指標を EONIA から €STR へ変更

• 2020 年 7 月 – FTSE Russell、ICE Benchmark Administration、およびリフィニティブがフォワード・ルッキング
なターム物 SONIA リファレンス・レート指標の算出を始動

• 2020 年 8 月 – ISDA が 2006 年 ISDA 定義集および関連プロトコルの改訂版を公表

• 2020 年 8 月 – イングランド銀行が日次の SONIA 複利インデックスを公表

• 2020 年 9 月 – ARRC が、レガシー契約の移行に備えて (a) フォワード・ルッキングなターム物 SOFR レートお
よび (b) スプレッド調整を円滑に公表するために、RFP プロセスを確立

• 2020 年第 4 四半期 – 暫定的なライブ・ターム物 SONIA をリリース

• 2020 年 10 月 – ユーロ・リスク・フリー・レートに関するワーキング・グループが欧州銀行間取引金利のフォー
ルバックに関する一般向け意見聴聞の公表を予定

• 2020 年 10 月 – CCP が米ドル建て IRS の割引率をフェデラル・ファンド金利から SOFR へ変更

• 2020 年 11 月/12 月 – 米国当局が会計、税務、および証拠金に関する救済案を公布

• 2021 年 3 月 – ARRC のガイダンスに基づき、ディーラーは米ドル建てデリバティブの参照指標を LIBOR から 
SOFR へ変更する義務を負う。RFRWG のガイダンスに基づき、市場参加者は英ポンド LIBOR を参照するキャ
ッシュ・プロダクトの発行を終了する義務を負う

• 2021 年上半期 – ARRC がフォワード・ルッキングな SOFR ターム物リファレンス・レートを推奨

10  https://fmsb.com/wp-content/uploads/2020/06/libor-transition-case-studies-for-navigating-conduct-risks.pdf
11 https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176174312301&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage

https://fmsb.com/wp-content/uploads/2020/06/libor-transition-case-studies-for-navigating-conduct-risks.pdf
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176174312301&pagename=FASB%252FFASBContent_C%252FNewsPage
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トレーディングと IBOR
RFR を採用する市場とその流動性は徐々に拡大しているものの、RFR ベース商品の取引規模は LIBOR を参照す
る商品に到底及ばないのが現状です。多くの企業が新規契約でも LIBOR を引き続き参照する中、2021 年までに 
RFR カーブの形成に必要な流動性を確保することは困難でしょう。 

英国市場では代替標の採用が最も進んでおり、金融商品全体で SONIA ベースの取引が著しく増加しています。
米国の SOFR 先物の取引規模は増加していますが、スワップ取引はまだ微々たるものです。CME が今年 1 月に 
SOFR ベースのオプション取引を開始したことで、業界では線形商品の流動性が伸びる明るい兆しと捉えられて
います。中央清算機関もユーロ先物に対する代替の評価を開始しています。 

年初来の金利デリバティブの比較

想定元本 (単位: 10 億米ドル) 取引件数

米ドル LIBOR $65,578 409,538

 SOFR $262 1,697

 ベーシス・スワップ: SOFR $242 661

英ポンド LIBOR $8,160 68,704

 SONIA $10,352 13,240

 ベーシス・スワップ: SONIA $143 930

スイス・フラン LIBOR $331 6,562

 SARON $24 51

 ベーシス・スワップ: SARON $0 0

日本円 LIBOR $2,141 20,690

TIBOR/ユーロ円 TIBOR $5 30

 TONA $170 421

 ベーシス・スワップ: TONA $0 2

ユーロ LIBOR $1 30

EURIBOR (欧州銀行間取引金利) $13,049 115,155

 €STR $14 75

 ベーシス・スワップ: €STR $0 0

出所: ISDA SwapsInfo (2020 年 7 月 10 日付)

RFR を参照する新発債の発行状況はまちまちです。SONIA を参照する新発債の発行が著しく拡大する一方で 
SOFR を参照する新発債はわずか 30 本にすぎず、7 月 7 日時点で過去 30 日間における米ドル LIBOR ベースの
新発債が 181 本にのぼる状況とは対照的です。

新たな RFR 指標への移行を成功させる鍵は流動性が握っており、そのためには各清算機関や中央清算機関 
(CCP) が清算済みデリバティブのディスカウント・カーブを移行する必要があります。 

主要な CCP は、すべての清算済みのユーロ建て金利スワップおよび米ドル建て金利スワップのそれぞれを対象
に、割引率と価格調整利息 (PAI) を 2020 年の 7 月と 10 月に移行すると発表しました。この切り替えを機に、デ
リバティブ市場において €STR と SOFR の厚みが増し、€STR ベースおよび SOFR ベースの商品の流動性が大幅
に高まるでしょう。というのも、ディーラーは日頃から負債の割引計算を行い、リスクをヘッジしているからです。ま
た、新たな RFR 指標を採用するオーバーナイト・インデックス・スワップ、ベーシス・スワップ、および先物の取引量
も増加するでしょう。SOFR スワップのテナーを広げ、SOFR カーブ全体で流動性を生み出す効果が期待されます。 
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一方、金融機関は関連するデータやツールに習熟し、新たな市場慣行や手法の導入時に円滑に移行できるよう
に、ポートフォリオ戦略を策定し始めておく必要があります。

新たな RFR に基づき資産を評価する能力は不可欠です。債券またはスワップの算出ツールで特定証券の値付け
や評価を行っている会社であれば、LIBOR カーブまたは RFR と同等のカーブに異なるディスカウント・カーブを組
み合わせ、将来キャッシュフローの現在価値を予測する取り組みを開始できます。

企業や組織には、バックワード・ルッキングな RFR に基づく FRN (変動利付債) やスワップ、債券を値付けする能力
の向上が求められます。RFR ベースの商品の増加を受けて新たな利回り曲線が開発され、プライシング分析を大
いに前進させるでしょう。 

SOFR オーバーナイト・インデックス・スワップにおけるゼロ・クーポン・ベースの利回り曲線
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一部のベンダーやデータ・プロバイダーは、RFR や改革後の IBOR ベンチマーク、現行金利、ブローカーの RFR デ
リバティブ・コンテンツ、取引所のデリバティブ・コンテンツにおける厳格な要件に適合する、ニュース、データ、お
よび分析を既に配信しています。 

指定を受けた業界団体や規制当局の発表をモニタリングすることも大切です。市場参加者は期限を踏まえつつ、
業界団体や規制当局から情報を入手する方法を把握しておくべきです (上述の「今後のマイルストーン」をご覧く
ださい)。 

判断基準を得て最新の市場動向を追うために、企業は契約で定められた LIBOR のフォールバック条項を検索す
るツールを模索するだけでなく、フォールバック・イベントおよび指標の代替に関する標準モデルにも習熟してお
く必要もあります。過去を振り返れば、フォールバック条項の文言は解釈の余地が多分にあり、法的文言の属性を
色濃く帯びていたため、おびただしい量の契約の変更を把握することは一筋縄ではいきませんでした。当時は、当
該情報を補足する標準的なデータ・モデルは皆無でした。ところが現在では、顧客が情報を入手してアセット・ク
ラス全体で将来の計画を緻密かつきめ細かいレベルで判断するツールが、ベンダーにより提供されています。

そのおかげで債券およびローン分野の関連当事者は、特定のデータポイントやデータ・フィールドを指定すること
で、コベナンツの変更や移行時にポートフォリオや債券の目論見書リストを検索でき、多大な恩恵を受けることに
なります。また、トレーダーもできるだけ速く対象商品の戦略について判断を下せるようになるでしょう。 

市場で入手可能な分析結果を活用することも極めて重要です。シナリオ分析ツールを活用すれば、企業は既存の
ポートフォリオに基づいて金利スワップや変動利付債の LIBOR が及ぼす影響を評価しやすくなります。市場にお
ける標準的な算出手法がますます開発される昨今、主要 RFR の複利を算出するツールが役立つでしょう。 

課題やリスク、移行スケジュールを念頭に、本レポートでは最後に、企業が適宜検討すべきアクション・プランにつ
いてご紹介します。

SOFR オーバーナイト・インデックス・スワップにおけるゼロ・クーポン・ベースの利回り曲線
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エクスポージャーとリスクを把握する
• LIBOR 移行に伴うエクスポージャー*とリスクを評価する
• LIBOR 関連のシステムおよびプロセスに対処する
	• 多様なシナリオでリスク軽減を検討する
	• 規制上の義務を検討する
	• 自社のシステムや手続き、製品に適合するテクノロジーとツールを特定する

LIBOR への依存度を弱める取り組みを開始する
	• 変更や新商品の提供に関して顧客と意思疎通を図る
	• レガシー契約へのエクスポージャーを低減する 
	• 取引が 2021 年をまたぐ場合に指標の移行が必要である点を考慮する
 • LIBOR と各種 RFR の違いに習熟する
	• 自社のプライシング・モデルと算出ツールに今後必要となるツールを統合する

従業員やアドバイザー、規制当局とのエンゲージメントを深める
	• フロント、ミドル、およびバック・オフィス全体で LIBOR 移行プログラムを確立する
	• 説明責任を負う上級経営幹部を明確化する 
 • RFR に関連するニュースや新規発行をモニタリングする
	• 移行期限に備える
	• コンサルテーション・ペーパーの作成に貢献する

*  LIBOR のエクスポージャーには次の項目が含まれる場合があります。会計 (公正価値の算出、リース評価、利息およびデリバティブの資産化)、資
産の購入契約および売却契約、資産の証券化、バイラテラル方式のローン、信用供与枠契約、従業員給付債務、変動利付債、長期的な資本財の
購入、複数通貨の信用契約、納品契約、ターム・ローン。

アクション・プラン
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