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1.  イントロダクション 

1.1 概要 

本ドキュメントは、東京スワップレート（TIBOR®参照）のベンチマーク（以下、「ベンチマーク」）のメソドロジー

（以下、「メソドロジー」）を規定するものです。 

1.2 ベンチマーク・アドミニストレーター  

Refinitiv は 東京スワップレート（TIBOR®参照）のアドミニストレーターです。Refinitiv はアドミニストレーターと

して、入力データの収集、ベンチマークの決定および公表、ならびにベンチマークのガバナンス、監督、コンプライ

アンス、整合性に関するあらゆる側面に責任を負います。  

1.3 ベンチマークの説明  

東京スワップレート（TIBOR®参照）ベンチマークは、変動側が 6 ヶ月物 TIBOR®を参照するスワップの固定サイドの

毎日の基準となる金利を提供するために開発されました。 

ベンチマークは、次のようなレベルで構成される計算方法のウォーターフォールを使って計算されます。  

• レベル 1：アクティブな市場参加者が提出するレートの算術平均 

• 統合フォールバック： スプレッド調整済みの東京スワップレート (TONA 参照) 

 

ベンチマークは 1 年、18 ヶ月、2-10 年の各テナーで構成されています。 

1.4 ベンチマークの目的 

ベンチマークである東京スワップレート（TIBOR®参照）の目的は、TIBOR®を参照する日本円の代表的なベ ンチマー

クレートを提供することです。 

1.5 ベンチマーク公表停止の可能性 

2022 年 1 月に公表しました「コンサルテーションペーパー」および「コンサルテーションペーパー結果」に従いまし

て、現在のところ Refinitiv は東京スワップレート (TIBOR®参照)の公表停止を公表していません。今後、D-TIBOR(日

本円 TIBOR®)を参照する東京スワップレートに関する市中協議を行い、その後、公表停止を検討しています。 
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この資料は、東京スワップレート(TIBOR®参照)の公表停止の声明ではありませんが、今後、東京スワップレート

(TIBOR®参照)を新規の金融商品に使用することは意図されていないため、ベンチマークの利用者はその代替案を検討

しベンチマークの永久停止の可能性に備えていただく必要があります。 

 

このインデックスを参照している金融契約と金融商品に加え、パフォーマンスをベンチマークによって評価している

投資ファンドは、ベンチマークの変更、または公表停止に対応するために備えていただきたいと考えています。 

 

1.6 このドキュメントの対象者  

本ドキュメントは、本ベンチマークを利用される関係者を対象としています。 

1.7 ドキュメントの公開  

 本ドキュメントは、Refinitiv のウェブサイトおよびご要望に応じてご提供いたします。  
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2. 入力データ 

2.1 東京スワップレート（TIBOR®参照）ベンチマーク 

 東京スワップレート（TIBOR®参照）ベンチマークは、「レベル１」では、パネル行であるデータ提出者(「コントリ

ビューター」)から提供されたデータ(「コントリビューション」)に基づいて計算されます。  

 コントリビューターによる各テナーのコントリビューションは、金融指標の IOSCO 原則(starting with Contributor 

Bank’s own concluded Arm’s-length Transactions in the underlying interest or related markets)に従って利用され

ております。  

各コントリビューターは、Submitter Code of Conduct の規定に基づきアドミニストレーターにご提供いただく前

に、必要に応じてデータのご確認をいただき、データの提供後も必要があれば再確認します。  

 コントリビューターは、TIBOR®を参照する金利スワップ市場に参加しています。パネルとなるコントリビューターは

以下の様な金融機関で構成されております。  

• 日本円の金利スワップ市場でアクティブ  

• Submitter Code of Conduct を受領していただいいる金融機関  

• ベンチマークが規制された場合、関係当局による規制に同意する意思がある  

パネル行のリストは随時更新される場合があり、リクエストに応じてご覧いただくことができます。 

 

東京スワップレート (TIBOR®参照) メソドロジーの統合フォールバックでは、スプレッド調整済み東京スワップレー

ト(TONA 参照) を使用して算出されます。各テナーのスプレッド調整値は、2022 年 1 月 18～31 日（10 営業日）にお

ける東京スワップレート(TONA 参照)と東京スワップレート(TIBOR®参照)の差の平均値（トリミング後）です。 
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3. ベンチマークの決定 

3.1 ウォーターフォール  

 東京スワップレート(TIBOR®参照)ベンチマークは、しきい値の内であれば計算方法の「レベル 1」を使用して計算さ

れます。しきい値に達しない場合、ベンチマーク は「統合フォールバック」の計算方法に従って計算されます。 

 
「統合フォールバック」が東京スワップレート(TIBOR®参照)ベンチマークの決定に使われた場合、コントリビュータ

ーからのコントリビューションが再開されるまで、その後の毎日のベンチマーク決定の全てに引き続き使われ、条件

を十分満たしていて、継続が可能で、代表となるレートとして評価されます。改めて元の条件を満たすことになれ

ば、ベンチマークの決定には、再度、計算方法の「レベル 1」が使われます。 

 

3.2 「レベル 1」を使った決定 

3.2.1 レートの提供 

 コントリビューターは、日本の営業日の 15:00~15:30 の間に金利レートを提供します。 提供されたレートの小数点以

下の桁数は特に制限されていません。 コントリビューターは、日本時間 15:30 まで、必要な回数だけ提供したレート

を変更することができます。 新しく提供されたレートは、それ以前のレートを上書きします。 

 

 コントリビューションの時間の枠内で各コントリビューターが最後に更新したレートは、ベンチマークを計算するた

めに利用されます。 しかし、日本時間 15:30 以降に提供されたレートはベンチマーク計算に含まれません。 

 

3.2.2 ベンチマークの決定 

 4、5、6 社からレートの提供を受けることができる場合、提供されたレートの最も高い値と最も低い値を対象から外

し、残りのレートを平均してベンチマークを決定します。7 社以上からレートの提供がある場合、提供されたレート

の最も高いレートと次に高い 2 レートと、最も低いレートを次に低い 2 レート対象から外し、残りのレートを使って

計算されます。 レートの提供が 3 社からの場合、レートはトリミングされず平均されます。 

 

レートの提供が 3 社に満たない場合、「統合フォールバック」によってベンチマークが計算されます。 
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3.3 「統合フォールバック」を使った決定 

3.3.1 スプレッド調整 

調整値(「スプレッド調整」)は、東京スワップレート(TIBOR®参照)の各テナーに、東京スワップレート  (TONA 参照)

と東京スワップレート(TIBOR®参照)の間の 2022 年 1 月 31 日までの直近 10 日間のトリミングされた平均の差を使っ

て計算されます。 両レート間差のうち、最も大きな差と次に大きい差の 2 つの値と、最も小さな差と次に小さい差の

２つの値は計算の対象から外され、残りの値の平均から各テナーのスプレッド調整が計算されます。 

 

従って、各テナーのスプレッド調整は次のようになります： 

 

Tenor Spread Adjustment (%) 

1-Year 0.000 

18-Months 0.000 

2-Years 0.001 

3-Years 0.006 

4-Years 0.014 

5-Years 0.025 

6-Years 0.032 

7-Years 0.039 

8-Years 0.045 

9-Years 0.050 

10-Years 0.054 

 

スプレッド調整は随時見直しされ、日本の 10 営業日を超えて計算方法の「レベル 1」を継続的かつ持続的に使用する

場合、スプレッド調整を計算する対象となる 10 営業日（日本）の期間は更新されます。この様な見直しと更新は、計

算方法自体を変更することではありません。 

 

3.3.2 ベンチマークの決定 

 ベンチマークの各テナーのスプレッド調整を、同じテナーの東京スワップレート(TONA 参照)に加えることでベンチ

マークが決定されます。 

 

3.4 専門家による判断 

 アドミニストレーターである Refinitiv は、東京スワップレート(TIBOR®参照)ベンチマークを決定するにあたり、専門

的な判断（Expert Judgment）を利用しません。  
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4. パブリケーションとリフィックス・ポリシー 

4.1 公表 

 東京スワップレート（TIBOR®参照）は、上記の 3.3 のフォールバック手順も踏まえて日本の営業日の 15:30 頃（日本

時間）に公表されます。ベンチマークは、小数点以下 3 桁に丸められたパーセンテージとして公表されます。 

4.2 公表の延期 

アドミニストレーターである Refinitiv は、技術的な問題が入力データの受信を妨げる場合や、Refinitiv が入力データ

またはベンチマークの決定に潜在的なエラーを含むと判断できる根拠がある場合、東京スワップレート（TIBOR®参

照）の公表を見直すことがあります。このような場合、できるだけ早くベンチマークを公表するための合理的な努力

が行われます。潜在的なエラーが解決または修正できない場合は、影響を受けたテナーの前の日本の営業日のレート

が公表され、<FIXALERTASIA>ページにアラートすることで市場参加者にお知らせします。 

 

4.3 リフィックス・ポリシー 

コントリビューターが公表時間の後に提供したレートにエラーを見つけた場合、ベンチマークは修正されません。 日

本時間 16:00 までにベンチマークの計算または公表されたベンチマークで重大なエラーが特定された場合、Refinitiv

は<FIXALERTASIA>ページ上のアラートで市場参加者にお知らせし、合理的な努力行い 16:30 までに修正されたベン

チマークを再公開します。重大な問題とは、ベンチマークの最初の 3 桁以内のベンチマークのレベルに影響を与える

ことを意味します。例えば、影響を受けるベンチマークのテナーの公表値に±0.1 ベーシスポイントの差をもたらすも

のです。 

ベンチマークが再修正され再発行された場合、管理者は、マーケット参加者に警告するアラートを<FIXALERTASIA>

ページに公開します。  
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4.4 公表に使われる RIC コード 

 東京スワップレート（TIBOR®参照）は、下記の Refinitiv の RIC コードを使ってアクセスが可能になります。 

 

  TSR（TIBOR®参照）  

テナー一覧 < 27143> and JPYTSRT=  

1 年 JPYTSRT1Y=  

18 ヶ月 JPYTSRT18M=  
 

2 年 JPYTSRT2Y=  

3 年 JPYTSRT3Y=  

4 年 JPYTSRT4Y=  

5 年 JPYTSRT5Y=  

6 年 JPYTSRT6Y=  

7 年 JPYTSRT7Y=  

8 年 JPYTSRT8Y=  

9 年 JPYTSRT9Y=  

10 年 JPYTSRT10Y=  
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5. ベンチマークのメソドロジーのレビューと変更 

5.1 メソドロジーと入力データ提供者のレビュー 

 Refinitiv は、東京スワップレート（TIBOR®参照）ベンチマークのメソドロジーのレビューを少なくとも年に 1 回行

います。Refinitiv の裁量で追加の見直しを行うこともあります。レビューには、ベンチマークが対象としている市場

の分析、コントリビューター・バンクからの入力データ利用可能であることと十分要件を満たしていること、その他

の潜在的なコントリビューター銀行の見直しが含まれます。  

レビューの目的は、ベンチマークが引き続き対象にしている市場を代表するものとして相応しいこと、入力データが

対象にしている市場を十分に反映していること、入力データ提供者が正確かつタイムリーに入力データを提供してい

ることを確認することです。 

 

5.2 メソドロジーの目的 

 不可抗力の場合を除き、アドミニストレーターは、計算方法論の変更に関連して利害関係者と協議したいと考えてお

ります。 

5.3 メソドロジーの目的 

 東京スワップレート（TIBOR®参照）ベンチマークの本メソドロジーの目的は、TIBOR®金利スワップの市場と同様の

特性を持つ市場の動きを表すことを目的としたベンチマークの計算と管理に関する業界のベスト・プラクティスを反

映させることにあります。 

5.4 ベンチマークの潜在的な限界の特定 

 ベンチマークは、コントリビューター銀行から提供されるレートに基づいています。提供されたレートは、TIBOR®金

利スワップ市場の流動性に加えて、Refinitiv がコントリビューター銀行から入力データを提供していだたけるか？に

依存しています。  

 

算出に必要な数のコントリビューター行からのレート提供が得られない場合、東京スワップレート（TONA 参照）公

表レートを基に算出する統合フォールバックが適用されます。 

長期的には、固定スプレッド調整値を使用した算出方法では東京スワップレート（TONA 参照）と東京スワップレー

ト（TIBOR®参照）間のベーシスを正確に反映できない可能性があります。 

 

ベンチマークの公表停止の可能性については、セクション 1.5 をご参照下さい。 
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6. その他の情報 

6.1 その他の情報 

 詳しい情報はこちらの Web サイトでご覧いただけます。 www.refinitiv.com/ja/tokyoswaprate 

  

 Refinitiv はフィードバックを歓迎します。本メソドロジー、東京スワップレート（TIBOR®参照）ベンチマークに関す

るご意見やご質問は、index_queries@refinitiv.com に対してメールの件名に「Tokyo Swap Rate」と記載してお送り

ください。  

http://refinitiv.com/tokyoswaprate
http://refinitiv.com/tokyoswaprate
http://refinitiv.com/tokyoswaprate
mailto:index_queries@refinitiv.com
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7. 免責事項 

 2022 © Refinitiv. All rights reserved.  

 
Refinitiv Limited, its affiliates (“Refinitiv”) and its third party providers (together “Refinitiv and Third Parties”) do not 

guarantee the quality, accuracy and/or completeness of the Tokyo Swap Rate (for swaps referencing TIBOR®) (“TSR”) 

or any data included therein. Refinitiv and Third Parties make no express or implied warranties, representations or 

guarantees concerning the accuracy or completeness of the TSR or as to the results to be obtained by you, or any other 

person or entity from the use of the TSR or any data included therein. In no event shall Refinitiv and Third Parties have 

any liability for any loss of profits, special, punitive indirect, incidental or consequential relating to any use of the TSR. 

 
 


