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1. 概要  

2024 年 12 月末以降、全銀協ユーロ円 TIBOR® （通称 Z-TIBOR®)は更新されなくなるため、2024 年 12 月末には 東京ス

ワップレート(TIBOR®参照)にレートを提供していただける銀行の数が少なくなると予想しています。2021 年 12 月 16

日、リフィニティブは、東京スワップレートの今後の運用に関してフィードバックを求めるコンサルテーションを 公表

いたしました（東京スワップレート TIBOR®参照版)。リフィニティブは、このコンサルテーションに対してフー ドバッ

クをいただきましたことに感謝しています。 

2. フィードバックのまとめと決定事項 

Q1: フォールバック手順を変更する前に、計算方法でコントリビューター銀行の最小数の削減案に反対の意見はあります

か？ もし反対であれば懸念事項を挙げて、コントリビューター銀行が 4 行に満たない場合に何か他の対応方法があれば

教えてください。 

提案させていただいた計算方法の変更に特に反対のご意見はいただきませんでした。 

2022 年 1 月 4 日から、リフィニティブは、３銀行にフォールバックのプロセスを適応する前に、計算に必要なデ ィーラ

ーの最小数を減らします。コントリビューター銀行が 3 行ある場合、公表するレートは、最も高いレートと最も 低いレ

ートを排除せず、提供いただいたレートを平均して算出いたします。 

Q2: 提案したフォールバック手順の変更案に対して何か懸念がありますか。何かあれば懸念される点を教えてください。  

提案させていただいた計算方法の変更に特に反対のご意見はいただきませんでした。 

2022 年 1 月 4 日より、ご提供いただいたレートが 3 未満の場合はコントリビューションを受付ける時間帯と公表 する時

間帯を 17:00(東京時間)まで延長する改正されたシンプルなフォールバック手順となります。平均レートは（提供 された

レートを全て利用して）計算され、レートを提供していただいた銀行の数が 3 に達するとすぐに公表されます。 コント

リビューター銀行の数が東京時間の 17:00 までに 3 に達しない場合は、前営業日のレートが公表されます。 3 営業日連

続でコントリビューター銀行の数が 3 未満の場合、4 営業日目および翌営業日に“No Fix” として公表されます。 

3. 次のステップ 

2022 年 1 月 4 日より有効になる東京スワップレート(TIBOR®参照)の改正されたメソドロジーを公表します。 

この資料に関するご質問は index_queries@refinitiv.com に電子メールの件名に「東京スワップレート」と書いて お送り

ください。 

mailto:index_queries@refinitiv.com
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免責事項 

本書は、あくまでも一般的な情報提供を目的としたもので、随時変更されることがあります。Refinitiv Limited 及びその

関連会社（「Refinitiv」）は本書作成時点において本書に含まれる情報の正確性を確保する様合理的な努力を行います

が、当該情報に依拠して行われた決定ついて一切の責任を負いません。本書は投資助言を提供するものではなく、また

投資活動又は投資活動を行うよう勧誘又は誘導するものではありません。本書は、如何なる法域又は領域においても、

証券、投資・金融商品又はサービスの売買の申し込み又はその勧誘とみなされるべきではありません。本書には

Refinitiv の占有情報が含まれており、Refinitiv の明示的な書面による許可がない限り、（全部又は一部を問わず）複

製、転送、送信又は配布することはできません。Refinitiv 及び Refinitiv ロゴは Refinitiv の登録の登録商標です 


