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２．キャッシュ・フローの通貨を変換 

 

通貨スワップによる外貨建債券の円ベースへの変換 

 

 金利スワップの基本的な利用パターンを見たところで、次に通貨スワップの利用例につ

いて見ていくことにしましょう。通貨スワップの特徴は、異なる通貨のキャッシュ・フロー

を交換するという点にありますから、通貨スワップを利用する目的も、ある通貨のキャッシ

ュ・フローを別の通貨のキャッシュ・フローに変えたい、という点にあることが多いのです。 

 典型的なパターンを見ておきましょう。 

 

 赤坂工業は、自動車部品の大手メーカーで、その製品は世界的にも高いシェアを誇ってい

ます。海外にも多くの工場を持ち、生産や販売だけでなく、財務面でもグローバルな展開を

しています。米国での知名度も高く、日本の大手証券会社である新橋証券の米国子会社の事

前調査によれば米国でも有利な条件で債券発行ができそうとのことです。 

 赤坂工業はまだ米国で債券を発行したことはありませんが、新橋証券からの報告を受け

て、今後の海外展開、資金調達ルートの多様化のため、米国で債券発行することを検討する

ことになりました。しかし、当面米国での業務展開のためのドル資金は手元潤沢であり、む

しろ資金需要的には国内での資金調達を優先させるべきとの声も出ています。そのあたり

を新橋証券に相談したところ「では米国で債券を発行し、通貨スワップで円ベースに転換し

てしまったらよい」という返答を得ました。新橋証券によれば、米国での債券発行＋通貨ス

ワップで実質的には円債発行と同じになるとのことです。しかも、新橋証券の担当者によれ

ば「今だったら米国で非常に有利な条件で債券発行ができそうなので、通貨スワップで実質

円ベースに変換すると、普通に国内で債券発行するより有利な条件にできます」とのことで

す。赤坂工業では新橋証券から具体的な提案をしてもらい、提案内容を精査したところ、新

橋証券の主張は間違っていないと判断し、提案を採用することになりました。以下がそのス

キームです。 

  

■ ドル債発行と通貨スワップの組み合わせ スキーム 

＊赤坂工業のドル債発行条件 

 発行額面： 50 百万ドル 

 発行価格： 額面 100 ドルあたり 100 ドル 

 期 間 ： 5.0 年 

 クーポン：  ドル 3.5％（半年払）    
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＊通貨スワップ（約定時の為替レート １ドル＝100 円が前提） 

 期 間：5.0 年 

 当初元本交換   ：赤坂工業の 50 百万ドル払い、50 億円受取 

 赤坂工業の支払金利：円 2.0％ （半年払い） 

 赤坂工業の受取金利：ドル 3.5％（半年払い） 

 満期時元本交換  ：赤坂工業の 50 億円払い、50 百万ドル受取 

 

＜新橋証券と赤坂工業の通貨スワップ＞    ＜米債による資金調達＞ 

・当初元本交換 

        50 百万ドル             50 百万ドル 

  

          50 億円                  

・金利交換 

        ドル 3.5％            ドル 3.5％    

          

 

        円 2.0%  

・満期時元本交換（満期日には他に 後の金利交換も行われる） 

        50 百万ドル             50 百万ドル 

  

          50 億円                  

  

  

上図でスキームの内容は明らかかと思いますが、一応確認しておきましょう。赤坂工業は

50 百万ドルの米国債を発行しますが、調達した米ドルは、そのまますぐに新橋証券との通

貨スワップで 初の元本交換として払ってしまいます。代わりに新橋証券から、（為替）ス

ポット・レート 1 ドル＝100 円で 50 百万ドルを円換算した 50 億円を受取ります。つまり

この時点で、赤坂工業は実質的には（50 百万ドルではなく）50 億円を調達しているわけで

す。金利交換についても、米国債のクーポンとしてドル 3.5％を払う必要がありますが、そ

れはそのまま新橋証券から通貨スワップで受取ったものを投資家に払いますので、赤坂工

業が本当に払っているのは、通貨スワップで新橋証券に払う円 2.0％です。 

 後に払う米国債の償還元本 50 百万ドルも、新橋証券から 後の元本交換で受取るもの

をそのまま流すだけなので、赤坂工業が実質的に払っているのは新橋証券にスワップで払

う元本 50 億円となります。 

 以上のスキームで赤坂工業は「実質的に」「期間 5.0 年 クーポン 2.0％」の円債を発行し

たのと同じであることがご理解いただけるかと思います。 
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 赤坂工業が新橋証券に問い合わせたところ、同じ時期に期間 5.0 年の円債を赤坂工業が国

内で発行するには（発行価格 100 円とすると）、クーポンは 2.2％ぐらいに設定する必要が

あるとのことでした。従って、赤坂工業としては、単に米国で資金調達してみたというにと

どまらず、通常より有利な資金調達ができたというわけです。 

 

 なお、 初に通貨スワップを説明したときにも言及しましたが、通貨スワップのキャッシ

ュ・フロー型式にはいろいろなパターンがあり、 初の元本交換は省く形で約定することも

可能です。例えば、米国で債券を発行した後、為替の円高が進んだような場合は、残りの支

払ドルクーポンと、償還ドル元本をヘッジする形で通貨スワップを組めば、残りの債務支払

いを実質的にかなり安い円ベース調達コストで確定させることも可能です。 

 例えば、先ほどの赤坂工業の例で、赤坂工業が、米債発行時には通貨スワップをしなかっ

たとしましょう。そして、発行後 1 年経過した時に為替レートが１ドル＝80 円になってい

たとします。このとき、赤坂工業が以下のような通貨スワップを約定したとします。 

 

＊通貨スワップ（約定時の為替レート １ドル＝80 円） 

  期 間：4.0 年 

 当初元本交換   ：なし 

 赤坂工業の支払金利：円 2.0％ （半年払い）（※利息計算上の元本は 40 億円） 

 赤坂工業の受取金利：ドル 3.5％（半年払い） 

 満期時元本交換  ：赤坂工業の 40 億円払い、50 百万ドル受取 

 

 もしこのようなスワップを約定できたとしたら、赤坂工業は残りの４年間は、円ベースで

きわめて安いコストで資金調達できたことになります。なぜならば、米債発行時の為替レー

トは１ドル＝100 円だったので、50 百万ドルの米債発行により、（発行時には通貨スワップ

は約定しなかったという想定ですが）円換算すれば 50 億円相当の資金調達をしたわけで、

それが残りの４年間は、元本 40 億円、クーポン 2.0％の円債のキャッシュ・フローを支払

えばよいことになったからです。 
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＊ 外債発行後、残りの債務を通貨スワップでヘッジする例 

 （発行時の為替レート１ドル＝100 円、通貨スワップ約定時の為替レート１ドル＝80 円） 

 

      ＜通貨スワップ＞       ＜米債による資金調達＞ 

 

                          50 百万ドル 

  

 

                            

 ・１年後 通貨スワップ約定 

       ドル 3.5％            ドル 3.5％    

          

 

      円 2.0%（元本 40 億円）  

 

        50 百万ドル             50 百万ドル 

  

          40 億円                  

  

  

もちろん、通貨スワップの交換金利の水準は、約定時のドルと円の金利水準に左右されま

すので、通貨スワップの支払円金利の水準によっては、多少円高になったぐらいだと余りメ

リットが出ない場合もありますが、一般的には約定時より円高になっていれば、 終の支払

円元本が（約定時の為替レートで換算した円元本より）少なくなることで、ドル建て債務を

ヘッジすることにメリットが生まれることが多いといえます。 

 

 

通貨ベーシス・スワップ 

 

 初の例では赤坂工業という会社が、米国債発行＋通貨スワップのスキームにより、通常

の国内での円債発行より有利な資金調達ができたということでしたが、何故有利になった

かと言えば、（この設定では）赤坂工業が米国で「非常に有利な」債券発行ができた（具体

的には低いクーポンレートで債券発行ができた）からということによります。赤坂工業は通

貨スワップで発行した米債を実質的に円債に転換したわけですが、もともとの米国で発行

した債券が（赤坂工業にとり）非常に有利な債券だったので、通貨スワップで円債に転換し

ても有利な債券になったということです。通貨スワップをしたことで（いわば通貨スワップ
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の力により）、条件が良くなったというわけではありません。 

 しかし、通貨スワップ市場は各国の金融環境等により大きく取引条件が変わる市場です

ので、通貨スワップの条件次第で、時には先ほどのような海外での資金調達＋通貨スワップ

のスキームにおいて、もともとの海外での債券発行自体は特に有利なものでなくとも、「通

貨スワップの力」により、有利な資金調達にできる場合もあります。 

 これに関して述べておきたいのが、いわゆるリーマンショック以降の「通貨ベーシス・ス

ワップ市場」の状況です。 

 通貨ベーシス・スワップとは、交換金利が LIBOR 金利ベースの変動金利である通貨スワ

ップを言います。ドルと円の通貨ベーシス・スワップの基本的なスキームは以下のような形

になります。 

 

＜通貨ベーシス・スワップ＞ 

＊ 初の元本交換 

                   円元本 

  

                   ドル元本 

＊金利支払い 

                円 LIBOR3 か月±α 

  

                ドル LIBOR3 か月 

＊ 後の元本交換 

                   円元本 

  

                  ドル元本  

              

  

ポイントは交換金利で、今述べたように、交換金利が LIBOR 金利ベースの変動金利であ

る通貨スワップを特に通貨ベーシス・スワップと言います。スワップは店頭取引ですから、

微妙にいろいろ異なる条件で取引することはありますが、インターバンクのドルと円の通

貨ベーシス・スワップでは、ドル金利はドル LIBOR３か月フラットに設定し、円金利を円

LIBOR３か月±αという形に設定するのが標準的です。 

 実はインターバンク取引では、通貨スワップと言えば通貨ベーシス・スワップの形が基本

となります。ですから、他の形式の通貨スワップ（例えば交換金利が固定金利の通貨スワッ

プなど）もその取引条件は通貨ベーシス・スワップを基に決まると言っていいでしょう。つ

まり通貨ベーシス・スワップとはもっとも重要な通貨スワップ取引と言ってもよいもので

す。その通貨ベーシス・スワップの取引条件に、リーマンショック以降大きな変化が起きて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III．スワップ取引はどのように利用されるのか  

 

67 
 

詳しくは、シグマインベストメントスクール HP で！ 
https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/course_top2/s32.html 

います。 

 以下は 2016/7/12 にブルームバーグの画面に出ていた通貨ベーシス・スワップの約定条

件に関する情報です。 

 

 

  

上表の支払、受取というところに並んでいる数字は、ドルと円の通貨ベーシス・スワップ

を、交換金利をドル LIBOR フラットに対し円 LIBOR±αの形に設定した場合、円 LIBOR

に調整されるスプレッド部分の±αの数字がいくらになるかを示しています。例えば、表で

“5Year”となっているところを右に辿っていただくと、支払－86.000、受取－82.000 とい

う数字が出ています。数字の単位はベーシスという単位です。１ベーシスとは 0.01％を意

味しています。従って％単位で言えば、支払－0.86％、受取－0.82％ということになります。

支払、受取という意味はスワップ・レートのところで触れましたビッド、アスクという概念

と同じです。上表はブローカーに金融機関が出した注文の平均レベルを意味していますの

で、金融機関が通貨ベーシス・スワップを自分が円 LIBOR 金利を支払う形で約定する場合

は、ドル LIBOR フラットに対し、円 LIBOR－0.86％という条件が希望水準で、自分が円

LIBOR を受取る場合はドル LIBOR フラットに対し円 LIBOR－0.82％というレベルが希

望水準だということを意味します。なお、LIBOR は前述したように 3 ヶ月 LIBOR を使う

のがスタンダードです。 

 受取、支払のレート差は金融機関の収益を表していますから、理論値としては中間ぐらい

と考えると、期間５年の通貨ベーシス・スワップの交換金利は、ドル LIBOR3 ヶ月フラッ

トに対し、円 LIBOR3 ヶ月－0.84％といった水準になります。 

 まだスワップのプライシング面については深くお話ししていないので、この水準を言わ

れてもピンと来ない方もいるかもしれませんが、LIBOR 金利というのは基本的に銀行の（短

期）資金調達金利であったことを思い出してください。普通に考えると、銀行が円を短期間

借りる場合に払う金利が円 LIBOR、ドルを短期間借りる場合に払う金利がドル LIBOR と
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いうことになります。つまり通貨は異なっても LIBOR 金利は基本的に「対等」の金利のは

ずです。そう考えると、直観的に考えて何かおかしいという感じがしないでしょうか。通貨

スワップのところでお話しした、通貨スワップ＝異なる通貨の借入の交換という視点を思

い出してください。ドル LIBOR フラットに対して円 LIBOR－0.84％ということは、借入

金利 LIBOR フラットのドル借入と借入金利円 LIBOR－0.84％の円借入を組み合わせてい

ることになります。これではあまりに借入条件が違いすぎませんでしょうか。 

 

 

通貨ベーシス・スワップの分析 

 

 通貨ベーシス・スワップの取引条件の分析はなかなか難しい問題で、簡単に結論は出な

いのですが、基本的には、ドル金利がドル LIBOR フラットであれば、円金利の方も円

LIBOR フラットというのが「理論値」となります。実際、リーマンショック（2008 年

秋）までは、レート水準のブレはありながらも、概ねこの理論値周辺に値が落ち着いてい

ました。以下は、ドル円の通貨ベーシス・スワップの条件（円 LIBOR に対するスプレッ

ドの水準）の時系列推移を示すグラフです。 

 

 

  

リーマンショックの時期以降、ドル LIBOR フラットに対する円 LIBOR のスプレッドが

大幅にマイナスになったことが上図でも読み取れると思います。 

 では何故、リーマンショックの時期以降、通貨ベーシス・スワップの円 LIBOR スプレッ

ドが大幅にマイナス幅を拡大したのでしょうか。理由は一つではないと思いますが、一番大

きな理由は日本の金融機関のドル需要の逼迫ということだと思います。どういうことか説
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明しましょう。 

 リーマンショックとは、米国における低所得者層向けのローン及びそのローンから作ら

れた証券化商品が次々に債務不履行を起こした、いわゆる「サブプライム・ローン問題」が

2007 年頃から大きな問題となってきた過程の中で、米国の投資銀行を中心に金融機関の経

営が悪化、ついに米国の大手投資銀行であったリーマン・ブラザーズが 2008 年秋に破綻し

た事が、金融機関、金融市場に与えた甚大な影響を指す言葉です。それまでも金融機関の経

営破綻ということは米国でもありましたが、市場の暗黙の了解として、リーマン・ブラザー

ズのような大きな金融機関については、本当に潰れそうなになったら社会への影響を考慮

して政府の救いの手が差し出されるだろうという考えがありました。しかし、それまで投資

銀行が、サブプライム・ローン関連商品などで荒稼ぎし、役員層が目が飛び出るような収入

を得たりしていたことが世間の反感を買っていたことなども考慮されたのでしょう、予想

外の、政府の救済なしのいきなりの破綻という事態になり、このことが、金融機関及び金融

市場に甚大なショックを与えたのです。他の金融機関の経営も、サブプライム・ローン問題

などから急速に悪化していたため、ここから金融機関の信用リスクに対して異常なほど敏

感な相場が形成されるようになりました。それまで普通にドルを融資していた金融機関に

対しても、貸すことをためらったり、急に高い金利を要求するような事態が発生したのです。

またこれを機に、欧米で金融機関に対して、厳格なリスク管理を求める各種規制などが導入

されるようになりました。このことが、一層欧米銀行の融資に対する慎重な姿勢を強めまし

た。同時に日本では、景気悪化により一層の低金利化が進み、相対的に金利の高い欧米の債

券等へ資金を振り向ける動きが強くなりました。こういった一連の流れにより、日本の金融

機関は、ドル需要はどんどん強くなるのに、ドル資金を調達するのはどんどん難しくなる、

という状況に陥りました。日本の金融機関がドルを米国の金融機関などから調達しようと

思っても、借入ができない、あるいはできても法外に高い金利を要求されるといった状態に

なってしまったのです。 

 そこで登場したのが通貨スワップを利用してドル資金を調達するスキームです。一般的

な通貨スワップでは 初に元本交換を行いますので、市場に円元本を払いドル元本を受取

れば、一応ドル資金を調達できます。日本の金融機関は円ならば普通に調達できますから、 

調達した円資金を通貨ベーシス・スワップでドル調達に変えるというスキームが、以上述べ

たような状況を背景として盛んに利用されるようになったのです。 
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    ＜通貨ベーシス・スワップを利用したドル資金調達スキーム＞ 

 

 

＊ 初の元本交換 

          円元本               円元本 

  

          ドル元本 

  ＊金利支払い 

        円 LIBOR3 か月±α         円金利返済 

  

        ドル LIBOR3 か月 

 ＊ 後の元本交換 

          円元本               円元本 

  

         ドル元本  

            

  

もともと円とドルの通貨スワップを利用するニーズを持っているのは日本の金融機関や

企業が多いと考えられます。しかしその日本の、特に金融機関のニーズが「 初にドル元本

を受取る」ことに偏ってしまったため、通貨ベーシス・スワップの取引条件が極端に歪み始

めたのです。スワップの取引条件というのも、突き詰めれば市場の需給で決まるものです。

通貨ベーシス・スワップで、 初にドル元本を受取る方向での取引ニーズは極めて強いが、

逆方向のニーズは相対的に極めて弱い、となると市場はどうなるでしょうか。当然、 初に

ドル元本を受取る側には不利に、逆にドル元本を払う側に有利に市場が形成されていきま

す。通貨ベーシス・スワップで 初にドル元本を受けとる側とは、交換金利では円金利を受

取る側ですから、ドル元本を受取る側には不利ということは、受取る円金利が低くなる、と

いうことになるわけです。それが、本来は LIBOR フラットどうしで良いと思われる通貨ベ

ーシス・スワップの金利が、ドル LIBOR フラットに対し、円 LIBOR に大幅なマイナスス

プレッドが付くという、異常ともいえる相場状況を生み出したわけです。 

 

 

通貨ベーシス・スワップの利用 

 

 以上見てきましたように、リーマンショック以降、ドルと円の通貨ベーシス・スワップ及

び通貨スワップ一般において、円金利を受取る側が非常に不利な水準で取引がされるよう

になっています。これはドル元本を受取る目的で通貨ベーシス・スワップを利用する金融機

Ｃ／Ｐ 

 

日本の 

金融機関

Ｃ／Ｐ 

 

日本の 

金融機関

Ｃ／Ｐ 

 

日本の 

金融機関

通貨ベーシス・スワップ 円資金調達 

円資金 

マーケット 

円資金 

マーケット 

円資金 

マーケット 
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関等にとっては非常に不利なドル資金調達をすることになります。既にお気づきの方もい

ると思いますが、近年の円 LIBOR 金利の水準からすると、先ほど見たような円 LIBOR3 ヶ

月－0.84％などという条件だと、円金利は完全にマイナスになってしまいます。金利がマイ

ナスになるとどうなるかというと、スワップでは本来受取るはずの側が払う、ということに

なります。例えば円 LIBOR3 ヶ月－0.84％の受取という条件で、円 LIBOR3 ヶ月金利が

0.34％であったら、0.34－0.84＝－0.50％の受取り、つまり逆に 0.5％を払う、ということ

になります。従って、近年のドル円通貨ベーシス・スワップの取引では、 初にドル元本を

調達する側は、当面は、ドル金利だけではなく、（本来は受け取れるはずの）円金利も支払

うという非常に奇妙な取引になっています。 

 

＊通貨ベーシス・スワップの金利支払い 

 

                円 LIBOR3 か月－0.84％ 

  

                 ドル LIBOR3 ヶ月   

 

  

 

 

  

しかし、日本の企業が常にドル元本を調達する側で通貨スワップを利用するとは限りま

せん。逆に 初にドル元本を支払う側で取引するケースもあります。例えば 初に挙げたよ

うな、日本の企業が米国で米債を発行し、それを通貨スワップで円資金に転換するようなケ

ースです。 

 この場合は、通貨スワップは債券で調達した米ドル元本を払い、円元本に替える側で利用

しますから、金利はドル金利を受取り、円金利を払う側になります。ここまで述べてきたよ

うな通貨ベーシス・スワップの取引条件を考えると非常に低い資金調達が可能になる場合

があります。 

 

 ちょっと具体的な水準を見てみましょう。 

 2015 年 8 月末時点での実際の相場水準に基づいて、ある企業Ａ社がドル債を通貨スワッ

プで、実質的に円の固定利付債に転換した場合、どのような条件になったかをチェックして

みます。 

 前提条件は下記の通りです。 

 

 

A 

 

B 

 

円 LIBOR3 ヶ月が 0.84％未満のときは、ＢがＡ

に 
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＜前提条件＞ 

① Ａ社のドル建て債券条件 

 期 間 ：10 年 

 クーポン：2.7％（１年払い） 

 発行価格：額面 100 ドルあたり 100 ドル 

 

② 前提となる市場条件（主なもの） 

 期間 10 年ドル・スワップレート：2.2％ 

 期間 10 年円・スワップ・レート：0.565％  

 期間 10 年ドル円通貨ベーシス・スワップの円スプレッド：－0.70％ 

 

 Ａ社のドル債のクーポンがスワップ・レートより 0.5％高い金利に設定されていることに

注意しておいてください。 

 次に具体的な円債への転換スキームを見てみましょう。Ａ社が上のドル債を固定クーポ

ンの円債に（実質的に）転換したい場合、通貨スワップで、 初にドル元本を払い円元本受

取る形の通貨スワップをし、交換金利でドル金利 2.7％を受取り、円固定金利Ｘ％を払うと

いう形にしてしまえば、簡単に、実質的に期間 10 年でクーポンＸ％の円債を発行したのと

同様にすることができます。しかし、ここでは、金利スワップと通貨ベーシス・スワップを

組み合わせて固定クーポンの円債にヘッジするスキームを見ていきましょう。 

 具体的には以下のような３つのスワップ取引を行います。 

 

① ドル債のクーポン 2.7％をドル金利スワップでドル 3mLIBOR＋αに変える。 

② 通貨ベーシス・スワップで、元本を円に替えると共に、①のスワップで支払うドル 

3mLIBOR＋αを円 3mLIBOR±βに変える。 

③ 円 3mLIBOR±βを円金利スワップで円固定金利Ｘ％に変える。 

 

 以上の一連の取引を図示すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III．スワップ取引はどのように利用されるのか  

 

73 
 

詳しくは、シグマインベストメントスクール HP で！ 
https://www.sigmabase.co.jp/correspondence/course_top2/s32.html 

＜Ａ社のヘッジ・スキーム＞      ＜米債による資金調達＞ 

 

＊ 初の元本交換（調達したドル資金を円資金に変える） 

        ドル元本              ドル元本 

  

         円元本                  

  

＊金利交換（ドルクーポンの支払を円金利支払いに変える） 

 

        ドル 2.7％                

          

      ドル 3mLIBOR＋α          

      ドル 3mLIBOR＋α  円       ドル金利 2.7％ 

 

             円 3mLIBOR±β 

       円 3mLIBOR±β 

 

                  円Ｘ％ 

 

＊ 後の元本交換（ドル償還を実質的に円償還に変える） 

        ドル元本              ドル元本 

  

         円元本                  

  

  

なぜこのようなややこしい取引をしているかというと、スワップ取引というのはなるべ

くもっとも一般的な形式で取引をする方がコストが安い（条件が良い）からです。例えば通

貨スワップで言えば、もっとも一般的な通貨ベーシス・スワップがもっともコストが安く、

交換金利を固定金利にしたりすると、コストがかかる（いわば一般的な商品をカスタム化す

ることの調整代が上乗せされるということ）ことが多いのです。ですから、なるべく一般的

な取引を組み合わせて取引をすることが 終的な出来上り条件を良くすることにつながる

のです。実際、金融機関などがＡ社と同様のことをするとすれば、大体上のような取引形式

で円債に変えるでしょう12。 

 では上のような取引で 終的にＡ社が支払う円金利Ｘ％はどのくらいになるでしょうか。 

 
12 円の金利スワップは通常は LIBOR は 6mLIBOR を使うので、さらにテナー・スワップを入れる場合

もありますし、必ずしもこのようなスキームに限られるわけではありません。 

Ａ社 

 

投資家 Ｃ/Ｐ 

 

 

 

 

Ａ社 

 
投資家 

 

 

 

Ｃ/Ｐ 

Ａ社 

 

投資家 Ｃ/Ｐ 
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まず、 初の①のドル金利スワップでドル 2.7％をドル 3ｍLIBOR＋αに変えるときのαの

水準は、＜前提条件＞の期間 10 年のドル・スワップレート 2.2％より約 0.5％になります

（ドル債のクーポン 2.7％とスワップ・レート 2.2％の差）。厳密には債券の day count と

スワップの day count の違いなども考慮する必要がありますが、どのみち大差はないので、

ここでは ドル 2.7％⇔ドル 3ｍLIBOR＋0.5％ が交換できるということにします。 

 次に通貨ベーシス・スワップでドルの金利を通常のドル 3ｍLIBOR フラットではなく、

ドル 3ｍLIBOR＋0.5％に設定した取引をすることを考え、そのときの円 LIBOR±βの±

βがいくらになるかを考えます。これはここまでの知識や情報だけでは計算できない問題

になりますので、結果だけご紹介すると、円 3ｍLIBOR－0.235％程度の値になります。前

提条件を見ますと、通常の通貨ベーシス・スワップだと、期間 10 年でドル LIBOR フラッ

トに対し円 LIBOR－0.70％ということでしたが、ドル LIBOR が＋0.5％上乗せされている

分、円金利もスプレッドのマイナス幅が小さくなっているのです。 

 そして 後に③で、通貨ベーシス・スワップの円支払金利 3mLIBOR－0.235％を円固定

金利に変えますが、このときのレートは、約 0.33％になります。前提条件を見ると、期間

10 年の金利スワップ・レートが 0.565％ですが、この金利スワップは LIBOR－0.235％が

変動金利なので、固定金利も大体 0.235％程度低くなります。もちろん、ここまでこのテキ

ストを丁寧に読んできた受講生の方であれば気付かれると思いますが、LIBOR と固定金利

の day count の違いや、そもそも一般的な円スワップ・レートは、対 6mLIBOR を前提に

した固定金利であるところ、本件は 3ｍLIBOR になっている点などから、厳密にはスワッ

プ・レート－0.235％という単純な計算では求められないのですが、ここではそういった細

かい点は無視しておきます（厳密にやっても大きく数字が変わるわけではありません）。 

 つまり、2015 年 8 月末の実際の市場レートを基に、本例でＡ社がどのぐらいの円固定金

利の円債に変えることができたかを計算すると、答えは大体 0.33％ぐらい、ということに

なります。 

 ではこの条件はＡ社にとってどんな意味を持つでしょう。 

 端的に「無茶苦茶良い条件」ということになります。何故ならば、これは期間 10 年の円

スワップ・レートより 0.24％ぐらい低い金利ということになりますが、国内の通常の資金

調達で一般企業がこのような低い支払金利条件で資金調達できることはまずあり得ません。

詳しくは後述する「金融機関とスワップ取引」のところで触れますが、スワップ・レートも

LIBOR 同様銀行の資金調達レートの水準を示す値と考えられるので、一般企業がスワップ・

レートよりも低い金利で資金調達できることはまず考えられないのです。もともとの前提

としておいた米債のクーポンは米スワップ・レートより 0.5％より高かったことを思い出し

てください。これは実際に十分あり得そうな債券発行条件です。決して特別に有利というよ

うな条件ではありません。それがスワップで円債に転換するとこのような、破格の良い条件

になった理由は、もちろん通貨ベーシス・スワップにあります。Ａ社は 初にドル元本を払

うサイドで通貨ベーシス・スワップ取引をしているので、交換金利の部分で極端に低い円金
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利支払いに変えることができたのです。ただ、一般の企業がスワップ取引をする場合は、相

手方の金融機関から取引毎に多少チャージされるのが普通ですが、上で述べた計算はその

部分は考慮していません。ですから、実際にどこかの企業が 2015 年８月末に同じ条件で米

債を発行し、同じように円債にヘッジした場合、できあがりの条件は 0.33％よりは少し悪

くなると思います。それにしても、国内で普通に資金調達するよりははるかに良い条件にな

るでしょう。 

以上の取引スキームは、米国で債券を発行できるということが前提なので、どんな企業で

も利用できるというスキームではありませんが、米国でそれなりの条件で債券を発行でき

る企業にとっては非常に魅力的な資金調達スキームでしょう。実際、リーマンショック後、

財務内容の良い日本の大手企業が、これと基本的に同じスキームを使って、国内の円資金調

達よりも有利な条件で円資金を調達していることが一時期盛んに新聞で報道されていまし

た。 

 

＜確認問題 １０＞ 

（１） 

 通貨スワップの利用法について述べた以下の文章を読み正しいと思われるものには○

を、間違いと思われるものには×をつけよ。 

 

①米国で債券を発行した後、為替レートが円高に動いたので、残りのドルの支払キャッシ 

 ュフローを円ベースにヘッジするため通貨スワップを利用するのは一般的に有効な為替 

 リスクヘッジ手法である。 

②今後ドル円為替レートが円高に推移すると予想しているならば、ドル建てで債券を発行 

 し、発行時に通貨スワップを約定して実質円ベースの債券としてしまうスキームが有効 

 と考えられる。 

③ドル円為替レートが円安に推移するという見通しの下、Ａ銀行は米国債を購入し、購入 

 時に通貨スワップで、ドルの受取キャッシュ・フローを円ベースにヘッジ変換する通貨 

スワップを約定した。これは為替レートの見通しと整合した投資戦略といえる。 

④Ｂ銀行はドル円為替レートについては円高に推移するという見通しを持っている。今回、 

 ある米社債の利回りの高さに着目し購入、購入時に通貨スワップで、ドルの受取キャッ 

 シュフローを円ベースにヘッジ変換する通貨スワップを約定した。これは為替レートの 

 見通しと整合した投資戦略といえる。 

⑤日本の企業がドル資金を調達するために通貨ベーシス・スワップを利用する場合は、 

 円 LIBOR に対してのスプレッドのマイナス幅が大きくなるほど有利といえる。 
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（２） 

 超優良会社Ａ社は、米国で以下のような条件の債券を発行する予定である。Ａ社がこの債

券発行と同時に、これをドルの金利スワップ、通貨ベーシス・スワップ、円金利スワップで

円の固定利付債に変える予定だとすると、どのようなクーポンレートの固定利付債に変え

ることができるか。下記の現在の市場条件を基に考えてみよ。 

 

＜前提条件＞ 

① Ａ社のドル建て債券条件 

 期 間 ：５年 

 クーポン：2.2％（半年払い） 

 発行価格：額面 100 ドルあたり 100 ドル 

 

② 前提となる市場条件（主なもの） 

 期間５年ドル・スワップレート：2.2％（SA 対 3m$LIBOR の金利） 

 期間５年円スワップ・レート：0.80％（対 3m¥LIBOR の金利とする）  

 期間５年ドル円通貨ベーシス・スワップの円スプレッド：－0.50％ 

 （3m$LIBOR±0 に対して 3m¥LIBOR－0.50％） 
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