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1. 概要 

Refinitivは、金融ベンチマークとインデックスの主要な算出・公表主体です。 

Refinitivは、1年から40年までのテナーをサポートする日本円金利スワップ(IRS)ベンチマークファミリーである東京スワ

ップレート(TSR)を算出・公表しております。現在、東京スワップレートの3つのバージョンを公表しております :  

 

• 東京スワップレート(TIBOR®参照)  

• 東京スワップレート(TONA参照)  

• 東京スワップレート・フォールバック  

 

東京スワップレート(TIBOR®参照)は、変動金利にユーロ円 TIBORを参照しています。1 年から 10 年の 11 テナーで公表

されており、パネル行からの入力データを使用して計算されております。レートは日本の各営業日に東京時間の 15:30 に

掲載されます。 

現在、東京スワップレート(TIBOR®参照)はパネル行 3 社の提供レートを利用していますが、そのうちの 1 行は 2022 年 1

月 31 日以降にパネルから撤退する予定です。既存の算出方法を用いた東京スワップレート(TIBOR®参照)の公表は 2 月 1

日以降実現できません。2022 年 1 月 19 日、Refinitivは、東京スワップレート(TIBOR®を参照するスワップ用)の利用水準

と、そのレートの秩序ある停止に対するアプローチに関するフィードバックを収集するためのコンサルテーションペーパ

ーを発行しました。 

 

主要なフィードバックとそれに基づいた Refinitivの決定事項はセクション 2 及び３に記載されています。 

改めまして、コンサルテーションペーパーへのご回答に深く感謝を申し上げます。 

 

2. フィードバックのまとめ 

Q1: 東京スワップレート(TIBOR®参照)の利用状況に関して 

いただいたご意見の多くの回答から、東京スワップレート(TIBOR®参照)がベンチマークとして利用されていることを確認

いたしました。レートはローン(シンジケートローンや PFI を含む)、債券、仕組預金、評価や報告に使用されています。

これらの契約の中には、契約の満了まで 25 年以上の期間が残っているものや、適切なフォールバック手段を持っていない

ものもあります。一方で、このレートを使用していないユーザーも確認できました。 

 

Q2: 東京スワップレート（TIBOR®）の公表を停止あるいは計算方法を変更した場合の業務への影響 

いただいた回答のほとんどで、利息支払いの計算に大きな影響があるため、東京スワップレート(TIBOR®参照)の即時公表

停止が、金融契約とその顧客に大きな影響を及ぼすとのコメントをいただきました。 このレートを利用していないユーザ

ーには影響がありません。 
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Q3: 2022 年２月 1 日以降、Refinitiv が提案する新たな算出方法を用いた東京スワップレート(TIBOR®参照)の公 表が必要 

ですか? 必要な場合、その理由をお聞かせ下さい。 

いただいた回答のほとんどで、2022 年 1 月 31 日以降も、Refinitivは東京スワップレート(TIBOR®参照)を引き続き公表す

るべきであるとのご意見をいただきました。  

 

Q4：Refinitiv が提案するフォールバック算出方法を採用した場合、現行公表を行っている RIC へのフォールバッ ク・レ

ー トを公表することに問題はありませんか？ 懸念されることがあればお聞かせ下さい。実装作業のための時間は限られて

いるので、フォールバックにはあまり複雑すぎる手順は盛り込めません  

Refinitiv が提案するフォールバック手順の算出方法に対する懸念点は特にあげられませんでした。また、新たな算出レー

トを既存 RIC 上に公表する事への反対のご意見もありませんでした。 

 

Q5：Refinitiv が拡張フォールバック手順を適用する場合、ページコード＜27143>の更新停止は重大な問題をもたらしま

す か？更新を継続する該当 RIC では代用できない理由をお聞かせ下さい。 

いただいた回答の多くから、<27143>を利用して東京スワップレート(TIBOR®参照)にアクセスするか、契約で<2714 3>

を直接参照していることが分かりました。Refinitiv は、ユーザーに<27143>上のメッセージで最新のレートは

<JPYTSRT=>で更新されることをお知らせするだけでは不十分であると理解しました。 

 

Q6: Refinitiv がフォールバックを公表すると判断した場合、東京スワップレート(TIBOR®参照)の公表を停止する までの

フ ォールバックはどれ位の期間の公表を継続するべきでしょうか? 必要な期間とお聞かせ下さい。 

いただいた回答では、東京スワップレート(TIBOR®参照)の公表を継続する期間へのご要望には大きなばらつきがありまし

た。回答の多くは、2022 年第 3 四半期から 2023 年第 1 四半期まで継続した上でレートの更新を停止すべきとのご意見で

した。回答の中にはより長い期間のレートの更新を希望しており、まだご要望が確定できないかあるいは特にこの点には

ご意見がないとの回答もございました。 

 

3. 決定事項 

2022 年 2 月 1 日より Refinitivは、東京スワップレート(TIBOR®参照)のフォールバック手順を修正いたします。市中協議

の提案に従って、これは東京スワップレート(TONA 参照)に、スプレッド調整を加えたものとし、2022 年 1 月 31 日以前

の 10営業日の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)の間のトリミングされた平均の差に等

しいスプレッド調整になります。これらの 10 営業日の間の 2 つの最大と 2 つの最小の差は、スプレッド調整計算から除

外されます。 

Refinitivは、改訂された東京スワップレート(TIBOR®参照)を既存のRIC上で公表すると共に、<27143>上での公表も継続

いたします。  
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Refinitiv は、まだ東京スワップレート(TIBOR®参照)の公表停止を発表していませんが、今後は東京スワップレートの D-

TIBOR(日本円 TIBOR®)を参照するバージョンの協議を行うことを検討しています。このご案内は東京スワップレート

(TIBOR®参照)の停止を通知するものではありません。 

 

4. 次のステップ 

2022 年 2 月 1 日より、Refinitivはフォールバック手順を修正し、改訂されたメソドロジーを公表いたします。この声明に

関するご質問は、index_queries@refinitiv.com に、件名に「東京スワップレート」とお書きの上コメントをお寄せくださ

い。 

 

mailto:index_queries@refinitiv.com
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