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IOSCO「金融指標に関する原則の最終報告書」に対する東京レポ・レートの対応状況について 

 

平成 26年７月 18日 

 

証券監督者国際機構（IOSCO）は、2013年 7月、「金融指標に関する原則の最終報告書（"Principles for Financial Benchmarks – Final Report”）」（以

下「最終報告書」という。）を公表した。最終報告書では、指標の運営機関は、最終報告書において提示されている 19 の原則に対する遵守状況を、最終報告

書公表後 12 か月以内に開示することが求められている。 

最終報告書においては、対象となる指標について、「①融資契約又はその他の金融契約や金融商品に基づく支払利息、又はその他の支払金額を決定するこ

と、②金融商品の売買、取引、又は償還の価格、あるいは金融商品の価値を決定すること、③金融商品のパフォーマンスを測定すること、のいずれか１つ又

は複数の目的のために参照される」指標と規定されているが、本協会において東京レポ・レートの利用状況に関するアンケート調査を行ったところ、上記に

該当する利用実態はなかったことから、東京レポ・レートについては、報告書の対象とする指標に該当しない可能性が高いと考えられる。しかしながら、最

終報告書で示された諸原則には、指標運営機関として参考とすべき点が多いことから、本協会の自主規制機関という性格に鑑みて、原則に照らした対応状況

を自主的に開示することにより、本協会としての説明責任を果たすことが望ましいと判断した。以下に、東京レポ・レートについて、最終報告書の諸原則へ

の対応状況を開示する。 

 

１．「東京レポ・レート」の概要 

■ 東京レポ・レートは、2007年 10月 29 日に日本銀行による日次での公表を開始した。その後、2012年 10 月 29日公表分より、公表主体が日本証券業協

会に移管された。 

■ 東京レポ・レートの運営機関である本協会は、金融商品取引法（第 67条の２第２項）の規定により、金融商品取引業に係る自主規制機関として、内閣

総理大臣の認可を受けた認可金融商品取引業協会であり、協会員により組織されている。 

■ 本協会による東京レポ・レートの運営は、「東京レポ・レート（レファレンス先平均値）作成・公表要領」（以下「作成・公表要領」という。）、及び「東

京レポ・レート算出・公表の事務フロー」（以下「事務フロー」という。）に基づき行われている。作成・公表要領及び事務フローについては、本協会の

ウェブサイトにおいて公表されている。また、東京レポ・レートの管理・運営方針について明確化するため、本協会は、本日付で「東京レポ・レート管

理・運営方針」（以下「管理・運営方針」という。）を公表した。 
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２．東京レポ・レートの算出・公表 

＜レファレンス先の選定＞ 

■ レファレンス先の選定は、公募により本協会が行っており、概ね年１回の頻度で選定替えを行っている。「レファレンス先であるための基準」及び「レ

ファレンス先としての役割」については作成・公表要領に定めており、前者については、対象取引を活発に行っていること、信用力・レピュテーション

に問題がないこと、レート呈示の実績に問題がないこと、後者については、レファレンス先としての事務を正確かつ迅速に行うこと、競争を制限する行

為を行わないこと、東京レポ・レートの適切な運営や信頼性確保に積極的に協力すること、としている。 

 

＜算出・公表の事務フロー＞ 

■ レファレンス先は、毎営業日、午前 11時時点のマーケット・レート（レファレンス先が同時点の市場実勢と考えるレート）を、午前 11時 45分までに

事務受託者に報告する。報告するレートについては、各レファレンス先が再鑑し、正確な報告を行う。 

■ 事務受託者は、レファレンス先から報告されるレートについて、異常値の可能性等についてチェックした上で、東京レポ・レートを算出する。 

■ 本協会は、事務受託者より受領した東京レポ・レートについて、公表を行う。 

 

３．IOSCO原則への対応状況 

IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

＜原則１＞運営機関の全般的責任（Overall 

Responsibility of the Administrator） 

本協会は、東京レポ・レートの算定・公表に関する全てのプロセ

スに関し、一義的な責任を負っている。算定・公表プロセスにつ

いては、「作成・公表要領」及び「管理・運営方針」を定め、本協

会ホームページにて公表している。 

－ 

＜原則２＞第三者の監督（Oversight of Third 

Parties） 

データ集計・算出については外部ベンダーに業務を委託し、算出

結果を本協会で確認の上公表している。 

なお、業務委託契約書において、本協会は、業務委託先に対して、

業務委託契約の履行状況について書面により報告を求めることが

できる旨定められている。また、秘密保持契約書において、本協

会は業務委託先に対して秘密情報の取扱い状況に関する報告及び

監査を行うことができる旨が規定されている。 

業務委託契約書及び秘密保持契約書

について、見直しの必要性を検討す

る。具体的な検討内容は、業務委託に

係る役割・義務の明文化の要否、及び

本協会における業務委託に係るコン

ティンジェンシープラン策定の要否。 
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IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

＜原則３＞運営機関の利益相反（Conflicts of 

Interest for Administrators） 

本協会は、東京レポ・レートの算出結果に対して利害関係を有し

ないため、利益相反が生じる蓋然性は低い。なお、「管理・運営方

針」（２．定期的な検証）において、今後、定期的に東京レポ・レ

ートの利用状況を検証し、新たな利益相反が発生していないか確

認する旨を定めている。 

今後、定期的に東京レポ・レートの利

用状況を検証し、新たな利益相反が発

生していないかの確認を行う。 

＜原則４＞運営機関における統制の枠組み

（Control Framework for Administrators） 

東京レポ・レートの決定・公表プロセスは、「作成・公表要領」及

び「事務フロー」において定めている。その中で、「作成・公表要

領」において、呈示者（レファレンス先）に対して競争を制限す

る行為の禁止※を定めている。さらに、「管理・運営方針」（５．意

見募集のための窓口の設置）において、東京レポ・レートの算出・

公表に関し、市場参加者から本協会に対するＥメールによる意見

提出を行うための窓口の設置を定めており、当該窓口により、競

争を制限する行為の疑いを含め、広く市場参加者からの意見を受

け付けることとする。 

※「レートの適切性や取引の公正性を確保する観点から、他のレファレン

ス先との間で報告レートの水準について事前の情報交換・調整を行わな

い等、競争を制限する行為を行わないこと」との記載。 

また、本協会（実務上は事務受託者）は、報告レートを確認し、

異常値の可能性のあるレートがあった場合は呈示者に内容の確認

を求めているほか、競争を制限する行為を含め何らかの問題等が

明らかになった場合、本協会定款第 19 条又は第 33 条に基づき、

本協会への報告を求めることができることとされている。 

なお、現状、東京レポ・レートは、金融商品の価値決定やパフォ

ーマンス測定等に用いられておらず、運営機関・呈示者ともに、

利益相反リスクは低い。 

運営機関における統制の枠組みに関

する定期的な検証（新たな利益相反が

発生していないかの確認等）を行う。 
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IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

＜原則５＞内部監督機能（Internal Oversight） 上述のとおり、本協会（実務上は事務委託者が行っている）は、

報告レートを確認し異常値の可能性のあるレートがあった場合は

呈示者に内容の確認を求めている。 

また、本協会の内部監査（年１回の自主点検及び定期的な実地監

査）において、東京レポ・レートの集計・公表業務について適切

な運用が行われているか確認を行っている。なお、「管理・運営方

針」（３．内部監査）において、本協会における東京レポ・レート

の算出・公表業務に係る内部監査について、確認内容・実施頻度

等を定めている。 

「管理・運営方針」において規定され

た確認内容・実施頻度等に従って、内

部監査を実施する。 

＜原則６＞指標の設計（Benchmark Design） 指標の具体的な設計については、2007 年のレート公表開始に当た

り、レポ市場の経済的な実態を正確かつ高い信頼性をもって反映

するよう、対象取引、レートの定義、対象期間、基準時点、報告

時点、公表時点、レートの刻み、算出方法その他の事項を定めて

いる。 

指標レートの作成方法をレファレンス方式（各レファレンス先が

特定時点の市場実勢とみなしたレート＜＝マーケット・レート＞

を報告し、報告レートの平均値を算出する方式）とするに当たっ

ては、同方式とブローカー加重平均方式（＝実取引に基づく）を

比較し、①両方式とも同様の動きを示すなど、レポ市場の動向を

適切に反映していること、②レファレンス方式の方が高めの市場

カバレッジを確保できることなどを確認の上、レファレンス方式

を採用した経緯がある。 

また、レファレンス先の数については、レファレンス先となる金

融機関の扱う取引が市場全体の一定割合となることなどを勘案し

つつ定めているほか、個々のレファレンス先を選定する上で「取

「管理・運営方針」に沿って、東京レ

ポ・レートの算出方法や取引量等に関

する定期的な検証等を通じ、指標の設

計を見直すべき事情がないか確認す

る。 
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IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

引を活発に行っている」ことを求めるなど、指標が反映すべき実

態を勘案している。 

また、本協会では、レポ市場に関する統計（「債券貸借取引残高等

状況」、「公社債種類別店頭売買高」）を作成・公表している。なお、

日本銀行の「東京短期金融市場サーベイ」においても、レポ市場

に関する調査を行っている。 

また、「管理・運営方針」（２．定期的な検証）において、東京レ

ポ・レートの算出方法や取引量等に関する定期的な検証を行う旨

を定めている。 

なお、指標の設計を決定するに当たっての関係者での議論のプロ

セスについては、日本銀行ホームページに公表されており、指標

の利用状況等を前提とすれば、現時点において見直しの必要はな

いと考えられる。 

＜原則７＞データの十分性（Data Sufficiency） レファレンス先は、マーケット・レートを報告するに当たり、実

取引レート等を参考に、専門的判断（Expert Judgment）を用いて

レートを呈示している。なお、IOSCO最終報告書では、専門的判断

を用いることは認められている。 

「管理・運営方針」（２．定期的な検証）においては、レファレン

ス先における取引量等の調査を定期的に行う旨を定めている。 

「管理・運営方針」に沿って、取引量

等の定期的な検証を実施する。 

＜原則８＞データのヒエラルキー（Hierarchy of 

Data Inputs） 

当該指標は呈示者の判断に基づくものであり、当該事実について

は本協会ホームページに公表している。 

「管理・運営方針」に沿って、東京レ

ポ・レートの算出方法や取引量等に関

する定期的な検証等を通じ、ヒエラル

キーについて見直すべき事情がない

か、定期的に確認する。 
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IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

＜原則９＞指標決定の透明性（Transparency of 

Benchmark Determination） 

指標決定のプロセスについては、「作成・公表要領」及び「事務フ

ロー」において指標決定方法を定めており、これらは本協会ホー

ムページに公表している。 

本協会では、レポ市場の規模及び流動性について、統計（「債券貸

借取引残高等状況」、「公社債種類別店頭売買高」）をホームページ

で公表している。 

さらに、「管理・運営方針」（２．定期的な検証）において、定期

的にレファレンス先の取引量等の調査を行う旨を定めている。 

 

「管理・運営方針」に沿って、取引量

等の定期的な検証を実施する。 

＜原則 10＞定期的な見直し（Periodic Review） 今回公表する「管理・運営方針」（２．定期的な検証）において、

指標算出方法の見直し又は公表停止を検討すべき市場環境等の変

化の有無等について、定期的に検証を行う旨を定めている。 

東京レポ・レートの算出方法の見直し

を検討すべき変化が生じていないか

等について、定期的な検証を実施す

る。 

＜原則 11＞算出方針の内容（Content of the 

Methodology） 

東京レポ・レートの算出方針については、「作成・公表要領」にて

本協会ホームページに公表している。具体的には、対象取引、レ

ートの定義等を定めているほか、レファレンス先であるための基

準及びレファレンス先の選定方法等についても定めている。 

なお、公表開始に向けて指標の作成方法、設計、レファレンス先

の選定、定義その他の事項について関係者で協議・決定した経緯

等については、日本銀行ホームページに公表されている。 

 

－ 

＜原則 12＞算出方針に対する変更（Changes to 

the Methodology） 

今回公表する「管理・運営方針」（２．定期的な検証）において、

指標算出方法の見直しの要否に関する定期的な検証、及び見直し

を要すると考えられる場合の手続きを定めている。 

「管理・運営方針」に沿って、指標の

算出方法等について定期的な検証を

実施し、重要な変更を行う場合には、

その結果を公表することを検討する。 
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IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

＜原則 13＞移行（Transition） 今回公表する「管理・運営方針」（２．定期的な検証）において、

指標公表停止の要否に関する定期的な検証、及び公表停止を要す

ると考えられる場合の手続きを定めている。 

 

－ 

＜原則 14＞呈示者に係る行動規範（Submitter 

Code of Conduct） 

「作成・公表要領」を定め、本協会ホームページにて公表してお

り、その中で、競争を制限する行為の禁止等を定めている。 

－ 

＜原則 15＞データ収集に係る内部統制

（Internal Control over Data Collection） 

「作成・公表要領」及び「事務フロー」において、データ収集に

係る内部統制システムを構築している。 

－ 

＜原則 16＞不服処理（Complaints Procedure） 不服処理のためのプロセスに係る文書化・公表は行っていないが、

問い合わせ先として本協会（調査部統計室）の電話番号をホーム

ページ上に掲載している。また、今回公表する「管理・運営方針」

（５．意見募集のための窓口の設置）において、東京レポ・レー

トの算出・公表に関し、市場参加者から本協会に対するＥメール

による意見提出を行うための窓口の設置を定めている。 

意見募集のための窓口を、今後、本協

会ウェブサイトに設置の予定。窓口に

寄せられた意見は、定期的な検証及び

内部監査において適宜参考にすると

ともに、必要に応じて日々の報告レー

トの確認等に利用するなど、東京レ

ポ・レートの適正な運営に利用する。

また、窓口に寄せられた意見に関連す

る書類は、原則５年間保存する。 

 

＜原則 17＞監査（Audit） 上述のとおり、本協会の内部監査（年１回の自主点検及び定期的

な実地監査）において、東京レポ・レートの集計・公表業務につ

いて適切な運用が行われているか確認を行っている。なお、今回

公表する「管理・運営方針」（３．内部監査）において、本協会に

おける東京レポ・レートの算出・公表業務に係る内部監査につい

て、確認内容・実施頻度等を定めている。 

 

「管理・運営方針」で規定された内容

に従い、内部監査を実施する。 
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IOSCO 原則 公表日時点の対応状況 今後の対応方針 

＜原則 18＞監査証跡（Audit Trail） 今回公表する「管理・運営方針」（４．本協会における記録の保存）

において、本協会で保存する記録の内容及び保存期間について定

めている。 

なお、呈示者に対する監査証跡保持の義務付けは行わない予定。 

「管理・運営方針」で規定された内容

に従い、本協会における記録を原則５

年間保存する。 

＜原則 19＞監督当局との連携（Cooperation with 

Regulatory Authorities） 

本協会は、金融商品取引法に基づき金融庁による監督を受けてい

る。また、金融庁は本協会に対し報告又は資料の提出を命じるこ

とができる。 

－ 

 

以 上 


