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LIBOR の恒久的な公表停止に向けた実務対応 

～各国におけるタフレガシーへの対応について～1 
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Ⅰ. はじめに 

 

2021 年末以降の LIBOR の恒久的な公表停止に向けて、国内外の金融当局・中央銀行・

市場参加者の動きは一層慌ただしさを増していますが、その中で、LIBOR から代替参照

レートへの移行/フォールバックが困難な既存の契約等（タフレガシー）への対応につ

いて、各国で検討が進められています。米ドル・英ポンド・ユーロ建の LIBOR 参照契

約を保有している場合は、これらの議論の動向を踏まえて対応を検討する必要がありま

す。 

また、日本円との関係でも、英国金融行為規制機構（FCA）が昨年 11 月に発出した

新たな Article 23D に基づく権限行使（いわゆるシンセティック LIBOR に関係）に係る

市中協議文書（後述）について、「日本円金利指標に関する検討委員会」（以下、「日本

円検討委員会」といいます。）は、FCA 宛に提出したコメントレター2（以下「FCA 宛

コメントレター」といいます。）において、「現時点では、検討委員会において、契約当

事者間の交渉・合意によって円 LIBOR からの移行対応を実行することができない契約・

商品は、まだ確認されていない」と述べつつ、「2021 年末までに円 LIBOR から移行対

応を進めることができない潜在的なタフレガシーの性質について考察することを視野

に、幅広い市場参加者と密接に協力しつつ、上記のリスクと不確実性について議論を深

めていくこととしたい」と述べています。その後、本年 3 月 5 日付の FCA による LIBOR

の公表停止等の予定に係る発表において、1 か月物、3 か月物及び 6 か月物円 LIBOR に

ついては、2022 年 1 月以降の 1 年間におけるシンセティック円 LIBOR の公表を FCA

が ICE に求めることについて市中協議を行う予定である旨が明らかにされ（後述）、こ

 
1 本稿の執筆に当たっては、渡邉玲雄弁護士の多大なる協力を得ました。もっとも、文責はすべて筆者

らに属します。 
2 https://www.boj.or.jp/paym/market/jpy_cmte/cmt210203c.htm/  
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れを受けて、金融庁＝日本銀行の 2021 年 3 月 8 日付の声明3（以下「金融庁・日銀声明」

といいます。）においても、シンセティック円 LIBOR の既存契約・取引での利用に当たっ

ての考え方が示されています4。上記からすれば、今後、円 LIBOR に関するタフレガシー

についても、海外の動向も踏まえながら議論がなされていくものと考えられます。 

本稿では、上記を踏まえ、米国・英国・欧州におけるタフレガシーに係る議論及び対

応について概観しています。 

 

Ⅱ. 米国における議論及び対応 

 

1. これまでの議論及び対応 

 

米国でのタフレガシーに関するこれまでの議論及び対応をまとめると、以下のとお

りです。 

 

2020/3/6 ARRC（Alternative Reference Rates Committee）が、‟Proposed 

Legislative Solution to Minimize Legal Uncertainty and 

Adverse Economic Impact Associated with LIBOR Transition”

を公表（以下、「ARRC 提案」といいます。）5 

2020/10/28 New York State Senate に、Senate Bill S9070 が提出6 

✓  同州 Uniform Commercial Code（UCC）を改正するもの 

✓  ARRC 提案と基本的にミラーの内容（規定位置の入れ替

えなどはあり） 

2021/1/19 ニューヨーク州知事が、New York State Senate に、Senate Bill 

S9070 に技術的な修正を加えた‟New York LIBOR Legislation 

including ARRC proposed technical changes to FY 2022 New 

York State Executive Budget (Introduced January 19, 2021)”

を提出（以下「NY Bill」といいます。）7 

✓  法案の趣旨は、LIBOR からの移行に係る法的不透明性及

び経済への悪影響の最小化 

2021/3/24 NY Bill が New York State Senate を通過8 

現在 NY Bill をモデルにした Federal Legislation の整備も検討中 

 
3 https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/data/rel210308a.pdf  
4 詳しくは、先月号の「LIBOR の恒久的な公表停止に向けた実務対応～LIBOR の公表停止・指標性喪失

の予定の発表について～（2021年 3 月）」をご参照ください。 
5 https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC-Proposed-Legislative-Solutio

n.pdf 
6 https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s9070 
7 ARRCの 2021 年 3 月 1 日付公表資料 

（https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/libor-legislation-with-technical-ame

ndments）。 
8 https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210324-arrc-press-release-passa

ge-of-libor-legislation 

https://www.newyorkfed.org/arrc
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/data/rel210308a.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047585/BANKING_STRUCTUREDFINANCE_FINANCIALREGULATIONBULLETIN20210309.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047585/BANKING_STRUCTUREDFINANCE_FINANCIALREGULATIONBULLETIN20210309.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC-Proposed-Legislative-Solution.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC-Proposed-Legislative-Solution.pdf
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s9070
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/libor-legislation-with-technical-amendments
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/libor-legislation-with-technical-amendments
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/libor-legislation-with-technical-amendments
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210324-arrc-press-release-passage-of-libor-legislation
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210324-arrc-press-release-passage-of-libor-legislation
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2. 対応・法整備の概要 

 

NY Bill（ニューヨーク州法）に基づき、同州 UCC を改正し、当該法令に基づき適

用対象となる契約等の内容が自動的に変更されることになります。詳細は以下のとお

りです。 

 

（1）トリガー事由 

ARRC が公表していたトリガー発生前のフォールバック条項の参考例9と同様の内

容となっています。英国及び EU との相違点としては、‟a statement of a future loss of 

representativeness”が含まれていない点が挙げられます。 

 

（2）適用範囲 

(A) 準拠法・地理的適用範囲 

NY Bill は、USD LIBOR 建てのニューヨーク州法準拠の契約、証券又は商品

（contract, security or instrument。以下「契約等」といいます。）に適用されます。 

 

(B) 対象となる契約等の範囲 

NY Bill は、以下の内容を有する契約等について適用されます（§18-401（Effect of 

LIBOR discontinuance））。 

 

(a) 法定適用範囲（Mandatory Application） 

➢ 以下①又は②の契約については、実際に LIBOR の公表が中止された時点

又は実際に LIBOR が金利指標性を失った時点（LIBOR replacement date）

において、参照レートが recommended benchmark replacement（及び

recommended spread adjustment の合計値）に自動的に変更されることに

なります（同条 1 項）。 

① フォールバック条項が存在しないもの 

② フォールバック条項が存在するが、 recommended benchmark 

replacement ではなく、LIBOR ベースのレートを代替参照レートとする

もの 

➢ 価格の調査・聴取（a poll, survey or inquiries for quotes）若しくはインター

バンクレートに係る情報（information concerning interbank lending rates）

により算出されるレートその他 LIBOR ベースの金利若しくは dividend 

rate（any interest rate or dividend rate based on LIBOR）を代替参照レー

トとするフォールバック条項は無効とみなされることになります（同条 2

項）。 

 
9 ニューヨーク州知事の署名により成立・発効 

（https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/Updated-Final-Recommended-Bila

teral-Business-Loans-Fallback-Language-August-27-2020.pdf）。 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/Updated-Final-Recommended-Bilateral-Business-Loans-Fallback-Language-August-27-2020.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/Updated-Final-Recommended-Bilateral-Business-Loans-Fallback-Language-August-27-2020.pdf


 

 
 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 

Banking / Structured Finance / Financial Regulation Bulletin 

bULLBulletin 

 
(b) 任意的適用範囲（Permissive Application） 

決定者に代替参照レートとして LIBOR ベースのレートを選択することを許

容する又は義務付ける（決定者に裁量がある）仕組みのフォールバック条項に

ついては、当該決定者に、recommended benchmark replacement を代替参照

レートとして選択する権限（但し、義務ではない）を付与することになってい

ます（同条 3 項）。 

 

(c) 適用除外（Opt-out 含む） 

以下の場合には、NY Bill の適用が除外されます（同条 5 項）。 

➢ 契約等の変更決定に必要な当事者全員が、書面により、当該契約等を適用

対象外とする合意をした場合（Mutual Opt-out。同項 a）。 

➢ prime rate や federal funds rate といった LIBOR ベース以外のレートを代

替参照レートとするフォールバック条項の場合（同条 2 項に該当する場合

を除く。同条 5 項 b）。 

➢ 同条 3 項に定める裁量を有する決定者が recommended benchmark 

replacement を代替参照レートとして選択しない場合等（同条 2 項に該当

するフォールバック条項の場合を除く。同条 5 項 c）。 

 

（3）セーフ・ハーバー 

セーフ・ハーバーないし免責規定として、以下が定められています（§18-402（Co

ntinuity of contract and safe harbor））。 

➢ NY Bill の条項に従い適用された recommended benchmark replacement は、

LIBOR の商業上合理的な代替であり、商業上実質的に同価値（算定方法が

LIBOR に類似していること、契約等の権利義務の履行に関して実質的に同様

の帰結をもたらすことを含む。）とする（同条 1 項）。 

➢ §18-401（Effect of LIBOR discontinuance）に基づく、LIBOR discontinuance 

event 又は LIBOR replacement date の発生、 recommended benchmark 

replacement の適用又は付随修正等は、①契約等に支払決済に係る権利義務、

金額又は時期への影響、②契約等に基づく請求や抗弁の免除や宥恕（不可抗

力を含むがこれに限られない。）、③当事者に解除権や契約等履行の停止権限

の付与、④契約等の違反又は⑤契約等の無効・取消事由等に該当しない

（§18-402 第 2 項）。 

➢ §18-401 に基づく、recommended benchmark replacement の適用又は付随修

正等によって、当事者は損害賠償責任等を負うものではなく、また、相手方

による何らかの法的請求や主張の根拠となるものではない（§18-402 第 3 項）。 

➢ §18-401 に基づく、recommended benchmark replacement の選択又は付随修

正等によって、契約等を変更又は修正するものではなく、当事者の権利義務

又は利益に影響を及ぼすものではない（§18-402 第 4 項）。 
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（4）小括 

このとおり、NY Bill の特徴としては、①金融監督規制法ではなく、NY 州 UCC と

いう実体法の改正により手当てを行うものであること、②かかる法令の適用によりタ

フレガシーに係る契約条項の内容を強制的に変更し、又は当事者に対し一定の権限を

付与するものであること、③NY Bill の条項に基づく recommended benchmark 

replacement の適用又は付随修正等についてセーフ・ハーバーを設け、係争リスクの

除去・抑制に努めていることが挙げられます。これらは、特に、この後に述べる英国

におけるタフレガシーへの対応のあり方と顕著な対照をなすものといえます。 

 

Ⅲ. 英国における議論及び対応 

 

1. これまでの議論及び対応 

 

英国でのタフレガシーに関するこれまでの議論及び対応をまとめると、以下のとお

りです。 

 

2019/7/15 Andrew Baily（Chief Executive of the FCA）が、SIFMA（Securities 

Industry and Financial Markets Association's）におけるスピーチ

において、Tough Legacy Contract について言及10 

2020/5 The Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates 

（RFRWG）の Tough Legacy Task Force（以下「タスクフォース」

といいます。）が ‟Paper on the identification of Tough Legacy 

issues”を公表11 

✓  取引又は商品（デリバティブ、社債、ローン）毎に Tough 

Legacy Contracts の特徴及び影響を分析した上で、一定の公

的な介入を含む望ましい対策を提示し、さらに進んで立法的

な手当の検討の必要性を提案 

2020/6/23 HM Treasury（財務省）が、以下の構想から成る‟Financial Services 

Regulation Statement made on 23 June 2020 Statement UIN 

HCWS307”を公表12 

✓  UK Benchmark Regulation（UK BMR）を改正して、FCA に

対し LIBORを含めた critical benchmarkからの秩序だった移

行に必要な権限を付与 

✓  LIBOR を 含 め た critical benchmark の 計 算 手 法

（Methodology）の変更権限を FCA に付与（(i)金利指標性を

 
10 https://www.fca.org.uk/news/speeches/libor-preparing-end 
11 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/paper-on-the-identification-of-

tough-legacy-issues.pdf 
12 https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-06-23/HCWS307 

https://www.fca.org.uk/news/speeches/libor-preparing-end
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/paper-on-the-identification-of-tough-legacy-issues.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/paper-on-the-identification-of-tough-legacy-issues.pdf
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-06-23/HCWS307
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失ったベンチマークについて、(ii)その金利指標性が復活しな

いことを前提に、(iii)一般消費者保護及び/又は市場の完全性

を維持するために必要な範囲） 

✓  金利指標性を失った critical benchmark の利用を禁止 

✓  一定の Legacy Contracts については、金利指標性を失ったベ

ンチマークの継続利用を認める権限を FCA に付与 

2020/6/23 FCA が、 ‟FCA statement on planned amendments to the 

Benchmarks Regulation”を公表13 

✓  具体的な権限行使に係る Policy of Statement の公表のほか、

critical benchmark の計算手法（Methodology）の変更の具体

的なメソドロジーについても市場関係者の意見も聴取しな

がら検討していく方針 

2020/10 HM Treasury（財務省）が、‟Amendments to the Benchmarks 

Regulation to support LIBOR transition”を公表14 

2020/10/21 House of Commons に（UK BMR の改正案を含む）Financial 

Service Bill（FS Bill）が提出15 

2020/11/18 FCA が、市中協議文書（①‟Feedback Statement: the exercise of 

the FCA’s powers under Article 23A BMR”16、②‟Statement of 

Policy on the exercise of the FCA’s powers under Article 23D 

BMR”17）を公表 

✓  本市中協議を踏まえて、次の policy statement を 2021 年に

公表予定 

2021/2 HM Treasury（財務省）が、‟Supporting the wind down of critical 

benchmarks Consultation”を公表18 

✓  秩序ある公表停止に向けて、セーフ・ハーバーに係る法的対

応に関して市中協議を実施 

2021/3/5 FCA が、‟Announcements on the end of LIBOR”を公表19 

また、同日付で、以下の 3 つの Statement of Policy を公表 

① ‟Benchmarks Regulation and proposed amendments under 

the Financial Services Bill”20 

 
13 https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-statement-planned-amendments-benchmarks-regulation 
14 https://www.gov.uk/government/publications/amendments-to-the-benchmarks-regulation-to-support-lib

or-transition 
15 https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0200/200200.pdf 
16 https://www.fca.org.uk/publication/feedback/exercise-fca-powers-article-23a-bmr.pdf 
17 https://www.fca.org.uk/publication/policy/statement-policy-fca-powers-article-23d-bmr.pdf 
18 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961

317/HMT_Safe_harbour_Consultation.pdf 
19 https://www.fca.org.uk/news/press-releases/announcements-end-libor 
20 https://www.fca.org.uk/publication/policy/benchmarks-regulation-proposed-amendments-financial-servi

ces-bill.pdf 

https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-statement-planned-amendments-benchmarks-regulation
https://www.gov.uk/government/publications/amendments-to-the-benchmarks-regulation-to-support-libor-transition
https://www.gov.uk/government/publications/amendments-to-the-benchmarks-regulation-to-support-libor-transition
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0200/200200.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/feedback/exercise-fca-powers-article-23a-bmr.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/policy/statement-policy-fca-powers-article-23d-bmr.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961317/HMT_Safe_harbour_Consultation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961317/HMT_Safe_harbour_Consultation.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/announcements-end-libor
https://www.fca.org.uk/publication/policy/benchmarks-regulation-proposed-amendments-financial-services-bill.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/policy/benchmarks-regulation-proposed-amendments-financial-services-bill.pdf
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② ‟Statement of Policy on the designation of benchmarks 

under Article 23A BMR”21 

③ ‟Statement of Policy on the exercise of the FCA’s powers 

under Article 23D BMR”22 

2021 年第 2

四半期中 

FCA は、シンセティック LIBOR の公表及びシンセティック

LIBOR の利用が可能な範囲に関して追加の市中協議を実施する

予定23 

2021 年第 2

四半期中 

FCA は、Article 21A 及び Article 23C に基づく権限行使について

も、Statement of Policy を公表する予定24 

 

2. 対応・法整備の概要 

 

（1）根拠法・主体・権限 

FS Bill に基づき、UK BMR を改正し、FCA に対して、critical benchmark（現時点

では LIBOR）の金利指標性喪失の判断及び秩序だった公表停止に向けて必要な権限を

付与することとされています。 

 

FCA に付与された主要な権限は以下のとおりです。 

 

Art.21&22 critical benchmark の金利指標性のアセスメント 

Art.23A Article 23A benchmark への指定 

✓  いわゆるトリガー発動に関する権限 

✓  「Statement of Policy (Article 23 A)」が公表済 

Art.23B Article 23A benchmark の利用禁止（UK Supervised Entities の

み適用） 

Art.23C Article 23A benchmark について、一定の場合に利用（legacy 

use）を許可 

✓  いわゆるタフレガシーに関連する権限 

Art.23D Art.23A benchmark について benchmark の算出方法（投入デー

タ、算出ルール及びコンダクト・ルール等を含む。）の変更（＝

シンセティック LIBOR） 

✓  「Statement of Policy (Article 23D)」が公表済 

Art.23F 上記の権限行使に係る考慮要素については、FCA が公表する

 
21 https://www.fca.org.uk/publication/policy/statement-policy-benchmarks-article-23a-bmr.pdf 
22 https://www.fca.org.uk/publication/policy/statement-policy-fca-powers-article-23d-bmr.pdf 
23 ‟Benchmarks Regulation and proposed amendments under the Financial Services Bill”10 頁。‟We 

intend to consult in Q2 2021 on any future decision to use our Article 23D powers in respect of certain 
LIBOR currency-tenor settings.”  

24 同上。‟We also plan to consult publicly in Q2 2021 on our policy intentions for exercising our powers 

under the proposed Article 21A and Article 23C.” 

https://www.fca.org.uk/publication/policy/statement-policy-benchmarks-article-23a-bmr.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/policy/statement-policy-fca-powers-article-23d-bmr.pdf
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Statement of Policy において定める 

 

（2）トリガー事由（FCA による金利指標性喪失の指定） 

FCA は、Article 23A に基づき、金利指標性を喪失した又は喪失するおそれがある

（かつ、金利指標性を回復・維持しないと合理的に認められる）critical benchmark

を ‟Article 23A benchmark”として指定することができるものとされています

（Statement of Policy (Article 23A) 3 頁）25。 

当該指定がなされた場合、Article 23Bに基づきUK Supervised EntitiesによるArticle 

23A benchmark の利用は禁止されます。 

但し、FCA は、Article 23C に基づき、消費者保護の観点及び市場の堅牢性の確保

の観点から望ましいと判断される契約等については、当該利用禁止の対象から除外で

きる（当該権限の行使にあたっては英国国外への影響も考慮に入れる必要がある）も

のとされています。 

 

（3）Benchmark の算出方法の変更 

FCA は、Article 23D に基づき、金利指標の運営管理機関に対して benchmark の算

出手法（投入データ、算出ルール及びコンダクト・ルール等を含む。）の変更及び継

続的公表（シンセティック LIBOR）の要請を行う権限を付与することができる（当該

権限の行使にあたっては英国国外への影響も考慮に入れる必要がある）ものとされて

います。 

また、同条（3）に基づき、以下の場合において、上記権限を行使することができ

るものとされています（Statement of Policy (Article 23D) 3 頁）。 

a. 当該 benchmark の秩序ある公表停止（orderly wind down）が望ましく、当該

権限の行使が適切であると認められること。 

b. 一般消費者の保護及び市場の堅牢性の確保の観点から当該権限の行使が望ま

しいと認められること。 

 

具体的には、Statement of Policy (Article 23D) に基づき、以下のプロセスにより判

断するものとされています。 

➢ 上記 a.の該当性に係る判断において、公表停止予定日時点において critical 

benchmark rate を参照する ‟tough legacy” contracts 26の存在を確認する

（Statement of Policy (Article 23D) 3 頁）。 

➢ ‟Tough legacy” contract が存在する場合は、上記 b.の一般消費者の保護及び市

 
25 Statement of Policy (Article 23A)は、金利指標性の回復・維持の可否に係る主要な考慮要素（Statement 

of Policy (Article 23 A) 2.5 項（2頁））、金利指標性を回復・維持すると認められる場合の主要な根拠

（Statement of Policy (Article 23A) 2.7 項（3 頁））、‟Article 23A benchmark”の指定に係る考慮要素

（Statement of Policy (Article 23A) 2.9 項（4 頁））を規定しています。 
26 ‟tough legacy” contracts の定義は、‟contracts and/or instruments that do not contain fallbacks, or 

contain inappropriate fallbacks and cannot practicably be transitioned away from the benchmark rate 
by actions or agreements by or between the contract counterparties themselves within the likely 

timescales for the cessation of the benchmark”とされています。 
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場の堅牢性の確保の観点から当該権限行使が望ましいと認められるかの該当

性について判断する27。 

➢ Article 23D 第3項の該当性が充足されると判断された場合は、所定の要素28を

考慮して権限を行使する29。 

 

（4）適用範囲 

(A) 準拠法・地理的適用範囲 

FS Bill は、UK Supervised Entities に対して適用されます。 

 

(B) 対象となる契約等の範囲 

UK Supervised Entities による全ての契約、商品、取引等について適用されます。 

➢ 「当該権限の行使に当たっては英国国外への影響も考慮に入れる必要があ

る」との定めにより域外適用の場合に一定の配慮がなされています。 

 

（5）セーフ・ハーバー（市中協議中） 

HM Treasury（財務省）は、2021 年 2 月付で、‟Supporting the wind down of critical 

benchmarks Consultation”を公表し、秩序ある公表停止に向けて、セーフ・ハーバー

に係る法的対応に関して市中協議を実施しています30。 

 

（6）小括 

このとおり、英国の対応の特徴としては、①金融監督規制を改正し、FCA に金利指

標に係る一定の追加的権限を付与することにより対処が企図されていることが挙げ

られます。この点は、契約を規律する実体法を直接改正する米国の対応方法と顕著な

対照をなすものと考えられます。また、②タフレガシーを念頭に置いたレートとして、

（市中協議の実施を前提に）シンセティック LIBOR の公表及び利用可能性が示唆さ

れていることも、米国のアプローチと異なる特徴といえます。なお、③セーフ・ハー

バーの詳細については、今後、市中協議を経ることが予定されています。 

 

 

 
27 各考慮要素については、Statement of Policy (Article 23D) 4 頁以下を参照ください。 
28 具体的には、変更後 benchmark の経済的価値について変更前 benchmark が有したであろう価値に近

いか（Fair approximation of the value the benchmark would have had）、関係当事者に対する影響の大

小（Least disturbance or disadvantage to affected parties）、市場からの指示の有無（Market support）、

透明性かつ安定性のあるデータが存在（Availability to the benchmark administrator of robust and 

transparent inputs）、運営機関への影響の大小（Impact on the benchmark administrator）、変更後

benchmark の公表期間（Length of publication on a changed basis）、UK 国外への影響等を考慮するも

のとされています。Statement of Policy (Article 23D) 5 頁以下を参照ください。 

 
30 利害関係者からは、主に①Contractual Continuity、②Protection from claims の観点からのセーフ・ハー

バーの必要性について提言があったことから、当該提言を踏まえて、セーフ・ハーバーの必要性につ

いて、①セーフ・ハーバーの合理性（Box2）、②適用範囲（Box3）、③critical benchmark の運営機関

を対象とした免責（legal immunity）（Box4）に関して市中協議を実施するものとされています。 
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Ⅳ. 欧州における議論及び対応 

 

1. これまでの議論及び対応 

 

欧州でのタフレガシーに関するこれまでの議論及び対応をまとめると、以下のとお

りです。 

 

2020/7/24 欧州委員会（European Commission）が、Proposal を公表31 

2021/1/22 欧州委員会が、最終版の Regulation を公表32 

✓  上記 Proposal から適用対象が拡大。例えば、Proposal では

ローン契約は適用対象外となっていたが、最終版では適用対

象となった。また、Proposal では EU 法準拠の契約のみ適用

対象となっていたが、非 EU 法準拠の契約についても一定の

場合は適用対象となっている 

2021/2/13 上記最終版の Regulation が発効 

今後 欧州委員会から①replacement rate の詳細（適用日を含む。）、②

スプレッド調整値（計算方法を含む。）、③付随調整の主要な内容

について、市中協議が実施される予定 

 

2. 対応・法整備の概要 

 

（1）根拠法・主体・権限 

EU Benchmark Regulation（BMR）を改正し、主に以下の権限又はメカニズムを規

定しています。 

➢ BMR は、欧州委員会に対して、参照レート（現状は LIBOR が対象）を代替

する代替参照レート（statutory replacement rate（SRR））を指定する権限を

付与（代替参照レート調整値及び付随修正も含む）。SRR を指定する場合は、

欧州委員会は、各通貨を管轄する中央銀行等（リスク・フリー・レートに係

る会議体（ARRC、BOE RFRWG、日本円検討委員会等））の推奨を考慮しな

くてはならない。また、欧州委員会は市中協議を実施し、各ベンチマークの

運営管理者（ESMA を含む）を含めた利害関係者の推奨を考慮しなくてはな

らない。 

➢ トリガー事由の発生により、対象となる契約等について、SRR が自動的に参

 
31 ‟Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the counsel amending Regulation (EU) 

2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the 
designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation” 

（https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-benchmarks-review-proposal_en.pdf） 
32 ‟REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation 

(EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third-country spot foreign exchange benchmarks 
and the designation of replacements for certain benchmarks in cessation, and amending Regulation 

(EU) No 648/2012”（https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2020-INIT/en/pdf） 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-benchmarks-review-proposal_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-63-2020-INIT/en/pdf
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照レートを代替する。 

 

（2）トリガー事由 

BMR Article 23b は、米国と実質的に同様のトリガー事由を定めています。 

 

（3）適用範囲 

(A) 準拠法・地理的適用範囲 

Article 23a に基づき、以下の契約、金融商品等に適用されます。 

➢ EU 法準拠の契約及び MiFID II financial instruments で benchmark を参照する

もの 

➢ 非 EU 法準拠の契約で benchmark を参照するもののうち、契約当事者が EU 

entities で準拠法の法域において当該 benchmark の秩序ある公表停止に係る

措置が講じられていないもの 

 

(B) 対象となる契約等の範囲 

上記 Article 23a に定める契約、金融商品等のうち、①フォールバック条項がない

もの、②適切なフォールバック条項が設けられていないもの33について適用されま

す。 

当事者の間で別途異なる replacement rate を合意した場合は、本条に基づく参照

レートの変更の適用対象外となります（Opt-out。Article 23b 第 11 項）。 

 

（5）セーフ・ハーバー 

欧州の BMR では、米国 ARRC と異なり、セーフ・ハーバーに関して、benchmark

の恒久的な公表停止による‟contractual continuity”のみが手当されているにとどま

り、‟protection from claims”等については明示的な言及はなく、セーフ・ハーバーの

範囲が比較的狭くなっているといえます。 

 

（6）小括 

このとおり、欧州の BMR は、①欧州委員会に所定の権限を付与するという点にお

いては金融監督規制法の枠組みに依りつつも、②欧州委員会が所定の代替参照レート

を指定すれば、トリガー事由の発生により、対象となる契約等について、所定の代替

参照レートが自動的に参照レートを代替することが企図されており、この点は米国の

アプローチとの類似性が認められます。③また、現状、セーフ・ハーバーの範囲が比

較的限定されていることも特徴的といえます。 

 

 

 
33 (a)恒久的な参照レートの変更とは位置づけられないフォールバック条項、(b)第三者の同意が必要と

なるもの、(c)参照レートの経済的価値と著しく乖離した replacement rate であり、その適用が金融市

場の安定性に悪影響を与えるものが該当します（Article 23b 第 4 項）。 
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Ⅴ. 結び 

 

上記のとおり、米国・英国・欧州においては、タフレガシーに係る議論及び対応が現

在進行形で進められています。米ドル・英ポンド・ユーロ建の LIBOR 参照契約を保有

している場合は、これらの議論の動向を踏まえ、必要な対応を行う必要があります。 

特に、各国の制度的対応が、その域外（日本を含む）においてどのように適用される

のかは、必ずしも明らかでない部分があります。例えば、準拠法・通貨を跨ぐような

LIBOR 参照契約との関係で、これらの法制がどのように適用され得るのか、一定の整理

が必要となり得ると思われます。 

また、日本円との関係でも、冒頭で触れた FCA 宛コメントレター及び金融庁・日銀

声明を踏まえつつ、今後の動向を注視する必要があるものと考えられます。 

森・濱田松本法律事務所は、金融法務分野における長年の蓄積・知見を活かし、LIBOR

の恒久的停止に関連する法的問題について、市場関係者と共に、議論を主導してまいり

ました。また、個別案件においても、最新の実務動向を踏まえたアドバイスを行ってお

ります。今後も、本問題への取組に貢献し、引き続き最新の情報を提供してまいります。 

 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『第 4441 回 金融ファクシミリ新聞社セミナー「STO（Security 

Token Offering）の法律と実務～具体的なスキームと最新の事例を

踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 4 月 21 日（水） 9:30～11:30 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4516 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL（債権・動産 

           担保融資）と再生ファイナンスの実務上の留意点」』 

開催日時  2021 年 4 月 22 日（木） 13:30～17:00 

講師    末廣 裕亮、松井 裕介 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務～発電事業プロジェクトの最新 

     動向とリスク分担のポイントを事業者・金融機関双方の視点で解説 

     ～』 

開催日時  2021 年 4 月 28 日（水） 13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 
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➢ セミナー  『データセンターに対する不動産投資実務～DD・契約実務を中心 

      に解説～』 

開催日時  2021 年 5 月 12 日（水） 13:30～16:30 

講師    蓮本 哲 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『ニューノーマル時代における保険会社・代理店の法的留意点』 

開催日時  2021 年 5 月 21 日（金） 9:30～12:30 

講師    小川 友規 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ セミナー  『第 4552 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コンセッション事 

           業のリスク分担に関する実務上のポイント」』 

開催日時  2021 年 5 月 27 日（木） 13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

文献情報 

➢ 論文    「The International Comparative Legal Guide to: Insurance & 

Reinsurance 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌      Global Legal Group Ltd - The International Comparative Legal 

Guide to: Insurance & Reinsurance 2021 

著者    吉田 和央 

 

➢ 論文    「暗号資産の法的性質と実務」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1611（2021 年 3 月増刊号） 

著者    堀 天子（編著）、増田 雅史（著） 

 

➢ 論文    「診療報酬債権の債権譲渡について真正譲渡性が否定された事例の

分析と実務への影響－東京高決令和 2年 2月 14日を題材として－」 

掲載誌   SFJ Journal Vol.22 

著者    末廣 裕亮 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2021/28.html
https://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/18584.html
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森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
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