
 

「社債の価格情報インフラの整備等に関するワーキング・グループ」（第 22回） 

 

  

 

 

 

 

次     第 

 

 

１．規則改正の施行日について 

２．売買参考統計値及び社債の取引情報の訂正の取扱いについて 

３．社債の取引情報の発表停止措置における参照国債の取扱いについて 

４．IOSCO「金融指標に関する最終報告書」に対する売買参考統計値の遵守状況

について 

５．売買参考統計値制度及び社債の取引情報の報告・発表制度に関する地銀へ

のヒアリング結果について 

６．その他 

 

 

以  上 

平成 26年５月 29日（木） 

15時 30分～ 

証券保管振替機構 会議ホール 
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「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表制度」に係る 

規則改正の施行日（開始日）に関する御照会 

 

平成 26年５月 16日 

 

１．規則改正について 

  「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表制度」に係る規則改正にお

いて、施行日（開始日）については、付則において、「本協会が別に定める日から施行する」とし

ている。 

  また、「社債の取引情報の報告・発表制度」に係る規則改正の趣旨・骨子において、施行の時期

について、①平成 27年秋以降遅くとも平成 28年初を目途とし、社債の取引情報を報告する会員及

び市場関係者におけるシステム対応及び事務対応の準備期間を勘案して決定する、②売買参考統計

値の見直しに係る改正と同時に施行するとしている。 

  なお、「平成 27 年秋以降遅くとも平成 28 年初を目途」の記述は、新日銀ネット第２段階の稼動

日から一定期間を経過後に規則を施行することを意図したものである。 

 

２．新日銀ネットの稼動日の公表 

  平成 26年５月９日（金）、日本銀行より、新日銀ネット第２段階の稼動日が以下のとおり公表さ

れた（http://www5.boj.or.jp/bojnet/newbojnet/newnet1405a.pdf）。 

【新日銀ネット第２段階開発分の稼動開始の候補日について】 

今般、現時点における稼動開始の候補日を、2015年10月13日（火）としましたので、お知ら

せします。また、これを延期せざるを得ないこととなった場合に備えて、予備日を2015年11月

24日（火）に設ける予定としております。 

なお、今後、上記の稼動開始の候補日等を変更する必要が生じた場合には、遅滞なく公表し

ます。 

 

３．規則施行日について（案） 

上記２．のとおり、新日銀ネット第２段階の稼動開始の候補日が平成 27年 10月 13 日とされた

ことを受け、「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表制度」の規則改

正の施行日（開始日）を平成 27年 11月２日（月）とすることとし、その旨を規則の付則で定める

こととしたい。 

【理由等】 

  ・日本銀行からの公表では予備日を設けている。この点、これまでもシステム稼動について予備

日を設けたケースは数回あるが、実際に予備日に稼動したケースはないと認識している。よっ

て、候補日である平成 27年 10月 13日を基準とすることが適切であると考える。 

  ・事務処理上の観点から、新日銀ネット稼動日と近接した日の規則施行は避けたいとの要望があ
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るが、平成 27年 11月２日であれば、新日銀ネット稼動日から３週間弱の期間があり問題はな

いと考えられる。 

  ・なお、仮に新日銀ネット稼動日が予備日の平成 27年 11月 24日となった場合には、施行日を

後ろ倒しするため、規則の付則の改正を行うこととする。この場合、売買参考統計値の指定報

告協会員においては、当初の規則改正の施行日（11 月２日）以降も、後ろ倒しした施行日ま

での間は、現行システムを利用して気配値の報告を行うことになる（新システムへの切替えも

後ろ倒しとなる）。 

 

４．御照会事項 

上記３．のとおり、「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表制度」

の規則改正の施行日（開始日）を平成 27年 11月 2日（月）とすることについて、御意見を別紙「売

買参考統計値の見直し及び社債の取引情報の報告・発表制度に関する御照会」の御意見欄に御記入

ください。 

 

 

以 上 



「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表制度」に係る 

規則改正の施行日（開始日）に関する意見照会結果と対応案について 

 

 

１．意見照会の結果 

【御照会事項】 

別紙１のとおり、「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表

制度」の規則改正の施行日（開始日）を平成 27年 11月 2日（月）とすることについて、

御意見を御意見欄に御記入ください。 

 

項番 御 意 見 

１ 事務局案のとおりで良い。（12社（うちＷＧ委員 10社、指定報告協会員２社）） 

２ 新日銀ネット第２段階のかどうか意思が予備日となった場合の対応も考慮されて

おり、特に原案で問題ないと思料する。（ＷＧ委員） 

３ 特に問題はないと思う。新システム移行に関して、システム改良等に時間を要する

と思われるので早期の対応をお願いする。（指定報告協会員） 

４ 「売買参考統計値制度の見直し」及び「社債の取引情報の報告・発表制度」の規則

改正は、2013年に行われており、本来 2014年には施行されてしかるべきであった

が、新日銀ネットが 2015 年秋に稼働することが予定されていたことから、施行時

期を 2015年の秋以降遅くとも 2016年初を目途とした経緯がある。従い、規則改正

の施行日は、早ければ早いほど良い一方で、関係当事者の事務処理を勘案すれば、

規則改正施行日を新日銀ネット稼働日の 10 月 13 日を起点にして３週間後の 11 月

２日にすることについて異論はない。（ＷＧ委員） 

 

２．対応案 

施行日に関して反対意見はなかったことから、原案どおり、規則の施行日を 11月２日

とする。 

 

 

以 上 
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2014年 5月 

日 本 銀 行 

 

新日銀ネット第２段階開発分の稼動開始の候補日について 
 

○ 日本銀行では、これまで、新日銀ネット第２段階開発分の稼動開始時期について、2015 年秋～2016 年初までの間を目途としてお示しして

いました。 

○ 今般、現時点における稼動開始の候補日を、2015 年 10 月 13 日（火）としましたので、お知らせします。また、これを延期せざるを得な

いこととなった場合に備えて、予備日を 2015年 11月 24日（火）に設ける予定としております。 

 なお、今後、上記の稼動開始の候補日等を変更する必要が生じた場合には、遅滞なく公表します。 

○ 本件に関してご不明な点やご質問等ございましたら、次に掲げる照会先宛にご連絡ください。 

   

  （本件に関する照会先） 

日本銀行 決済機構局 決済システム課 

【電話】 03-3277-1173 

【電子メール（※）】new-bojnet@boj.or.jp 

（※）件名は、「２期稼動開始候補日に関する質問の件」としてください。 

以 上 
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「売買参考統計値」及び「社債の取引情報」の訂正に係る取扱いに関する御照会 

 

平成 26年５月 16日 

 

「売買参考統計値」及び「社債の取引情報」の訂正については、次のとおり取り扱うこ

ととする。 

 

１．訂正要因 

（１）売買参考統計値 

原則として、報告気配値の修正等はカットオフタイムまでに行い、それ以降の修正は

行わないこととしている。また、システム障害等により報告時限までに気配値を報告で

きない場合は、当日のカットオフタイム＊１までに報告があった報告気配値の数が５以上

となった銘柄のみ発表する取扱いとなっている。このため、通常、発表後の売買参考統

計値の訂正は生じないが、例外的に訂正が生じ得るケースとしては次のイ及びロが考え

られる。 

なお、明らかな異常値は、本協会による日々の報告気配値チェックで抽出され、修正

される仕組みになっていることから、明らかな異常値が発表されて事後的に訂正の必要

が生じることはない。 

イ．協会におけるシステム又は事務処理上の不具合等による訂正＊２ 

ロ．報告協会員からの事後訂正（例：指定報告協会員の社内検査等において適正な気

配値が報告されていなかったことが判明したために、任意で訂正報告を行う場合等） 

 

 （＊１）カットオフタイムは、報告の状況に鑑みて延長する場合がある。 

 （＊２）現行も稀に発生しているが、発表日の翌営業日中には概ね訂正が完了している。 

 

（２）社債の取引情報 

通常、発表後の社債の取引情報の訂正は発生しないと考えられるが、例外的に訂正が

生じるケースとしては次のイ～ハが考えられる。 

なお、明らかな異常値は、本協会による日々の報告値チェックで抽出され、修正され

る仕組みになっていることから、明らかな異常値が発表されて事後的に訂正の必要が生

じることはない。 

イ．協会におけるシステム又は事務処理上の不具合等による訂正 

ロ．報告協会員からの事後訂正（例：会員の社内検査等において誤った取引情報が報

告されていたことが判明したために、任意で訂正報告を行う場合等）＊ 

ハ．協会員又は証券保管振替機構におけるシステム障害等により、本来の報告日から

遅れて報告される場合 
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（＊）「社債の取引に関する報告要領」において、「当日午後３時より後に取引の取消又は取引内容の

変更が判明しても報告の再提出は要しないものとする」としているため、ロの事後訂正を行うケ

ースは限定的であると考えられる。 

（＊）協会員又は証券保管振替機構のシステム障害等が復旧した日に遅れて報告する場合は、障害復

旧日の報告分には、「障害復旧当日の報告分（本来の報告分）」と「障害発生日から障害復旧日前

日までの報告分」とが含まれる。取引情報の発表にあたって、「障害復旧当日の発表分（本来の発

表分）」と「障害発生日から障害復旧日前日までの発表分」とが混在する形で発表することは適当

ではないと考えられるので、「障害発生日から障害復旧日前日までの発表分」については、障害発

生がなければ発表されていた日のデータを訂正する形で発表することとする。 

 

２．訂正データの取扱い  

（１）売買参考統計値について 

① 訂正要因イ「協会におけるシステム又は事務処理上の不具合等による訂正」の場合 

訂正期間及び誤差の程度にかかわらず、訂正があった都度、速やかに訂正データを

作成のうえ、次のとおり訂正データの発表を行う。 

  

(ⅰ) 正誤表の掲載 

・ ホームページ上の売買参考統計値のデータを掲載しているページと同じページに

「訂正があった旨」を表示する。 

・ 「訂正履歴」ページに正誤表を掲載する。当該ページには直近の正誤表だけでは

なく、過去の正誤表も掲載する。正誤表を掲載する場合は訂正日時を示す。（現行

の売買参考統計値の訂正と同様の対応） 

・ 正誤表は現行の売買参考統計値の正誤表に準じて作成する。 

（参考：現行の売買参考統計値の訂正履歴ページ） 

http://market.jsda.or.jp/html/saiken/reki/baibai.html?rireki=%92%F9%90%B

3%97%9A%97%F0 

 

(ⅱ) 発表ファイルの差替え 

  ・ 原則として、正誤表の掲載と同じタイミングで発表ファイルの差替えを行う。 

 

② 訂正要因ロ「報告協会員からの事後訂正」の場合 

訂正は行わない。 

ただし、発表後１年が経過していないデータの訂正については、原則として、訂正

があった都度、速やかに比較表＊を作成のうえ、参考情報として協会ホームページに

掲載する。この場合、最初に発表したものが正式な数値であり、比較表の数値はあ

くまで参考情報の位置付けとする。 

 

http://market.jsda.or.jp/html/saiken/reki/baibai.html?rireki=%92%F9%90%B3%97%9A%97%25F
http://market.jsda.or.jp/html/saiken/reki/baibai.html?rireki=%92%F9%90%B3%97%9A%97%25F
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（＊）報告協会員から再提出された気配値により再計算した売買参考統計値と既に発表している売買

参考統計値との比較表 

 

（２）社債の取引情報について 

① 訂正要因イ「協会におけるシステム又は事務処理上の不具合等による訂正」及び訂

正要因ハ「協会員又は証券保管振替機構におけるシステム障害」の場合 

訂正期間及び誤差の程度にかかわらず、訂正があった都度、速やかに訂正データを

作成のうえ、次のとおり訂正データの発表を行う。 

 

(ⅰ) 正誤表の掲載 

・ ホームページ上の社債の取引情報のデータを掲載しているページと同じページに

「訂正があった旨」を表示する。 

・ 「訂正履歴」ページに正誤表を掲載する。当該ページには直近の正誤表だけでは

なく、過去の正誤表も掲載する。正誤表を掲載する場合は訂正日時を示す。（現行

の売買参考統計値の訂正と同様の対応） 

 

(ⅱ) 発表ファイルの差替え 

  ・ 原則として、正誤表の掲載と同じタイミングで発表ファイルの差替えを行う。 

 ・ 本来の報告日が判別できる場合は、本来の報告日の発表ファイルの差替えを行う。 

・ 本来の報告日が判別できない場合は、訂正に係る取引情報の約定日で判別するこ

ととし、当該約定日の翌営業日が発表日となっている発表ファイルの差替えを行

う。 

 

② 訂正要因ロ「報告協会員からの事後訂正」の場合 

訂正は行わない。 

ただし、発表後１年が経過していないデータの訂正については、原則として、訂正

があった都度、速やかに比較表＊を作成のうえ、参考情報として協会ホームページに

掲載する。この場合、最初に発表したものが正式な数値であり、比較表の数値はあ

くまで参考情報の位置付けとする。 

（＊）報告協会員から再提出された取引情報と既に発表している取引情報との比較表 

以 上 

 

【御照会事項】 

上記のとおり、「売買参考統計値」及び「社債の取引情報」の訂正を行うことについて、御

意見を別紙「売買参考統計値の見直し及び社債の取引情報の報告・発表制度に関する御照会」

の御意見欄に御記入ください。 
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「売買参考統計値」及び「社債の取引情報」の訂正に係る取扱いに関する 

意見照会結果と対応案について 

 

１．意見照会の結果 

【御照会事項】 

別紙２のとおり、「売買参考統計値」及び「社債の取引情報」の訂正を行うことについて、

御意見を御意見欄に御記入ください。 

 

項番 御 意 見 

１ 事務局案のとおりで良い。（12社（うちＷＧ委員９社、指定報告協会員３社）） 

 

 

２ 売買参考統計値の訂正要因ロ.及び社債の取引情報の訂正要因ロ.に掲げられた「報

告協会員からの事後訂正」については、いずれも会員が任意で訂正報告を行った場

合の取扱いであり、会員に再報告の義務自体はないという理解で良いか。（ＷＧ委員） 

 

３ 「売買参考統計値」及び「社債の取引情報」の双方について、「報告協会員からの事

後訂正」の場合に訂正を行なわない点には違和感がある。事後訂正が行なわれる頻

度はかなり低いと思われるが、今後こうした統計データが様々な投資判断やアカデ

ミックな研究に利用されていくことを考えると、データの利用者が自ら「参考情報」

を用いてデータを修正する手間を省くため、正式なデータを訂正しておく方が良い

ものと考える。（ＷＧ委員） 

４ 報告協会員からの事後訂正のケース（売買参考統計値のロのケース、社債の取引情

報のロのケース）についても、訂正を行うべきと考える。正確なデータの開示、公

表されている値の信頼性の確保のためというのと、他のケースと異なる取り扱いに

する理由がよくわからないため。（ＷＧ委員） 

５ 原則として、報告気配値の修正等はカットオフタイムまでに行い、それ以降の修正

は行わないことについては、貴協会による日々の報告気配値チェックで抽出され、

修正される仕組みになっているとされている「明らかな異常値」の程度次第である

と思う。仮に修正されなかった誤りがあったとしても、社債保有者の財務報告に利

用した際に、重要な虚偽表示となる可能性は低いと考えられるのであれば、許容可

能と思う。（ＷＧ委員） 

６ (１)「売買参考統計値」の訂正について 

「ロ.報告協会員からの事後訂正」について、協会員が、社内検査等で、報告済の

売買参考統計値に誤りが発見され、訂正報告をするという姿勢は評価すべきであり、

それにも拘らず訂正後の報告ではなく、誤った報告に基づいた売買参考統計値を正
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項番 御 意 見 

式な数値としたままとし、訂正後の報告に基づいた売買参考統計値を参考情報の位

置づけとすることについては、やや違和感があるが、売買参考統計値制度の見直し

により、１社の訂正報告による売買参考統計値の変動の影響は、極めて軽微と考え

られることから、訂正後の数値を参考情報とする事務局案に異存はない。 

 (２)「社債の取引情報」の訂正について 

「ロ．報告協会員からの事後訂正」については、証券会社の内部検査等で報告が

誤りであったことが判明し、訂正を行うことは、コンプライアンスの観点からも望

ましい対応であり、先に公表したものを正式な数値とし、訂正後の数値を参考情報

とする対応については、疑問を呈せざるを得ない。 

協会の規則に従って、社内管理体制を整備し、誤った報告に気づいた協会員の訂

正報告を二次情報として参考情報に留めるという考え方に合理性はなく、訂正後の

数値を正式な数値とし、先の誤った報告を参考情報として、比較表を作成の上、協

会ＨＰに公表すべきと考える。 

仮に、当該証券会社が、何らかの理由で、実際の取引価格から乖離した価格を意

図的に公表する目的をもって訂正した可能性があった場合には、協会が審査・指導

すれば良いと考える。（ＷＧ委員） 

 

 

２．対応案 

・ 以下の理由から原案どおりとしたい。 

① 売買参考統計値及び社債の取引情報の発表は、協会員及び顧客の店頭売買の際の参

考となることを本来的な目的とするものである。かかる目的からすると、発表データ

が有用性を持つのは、発表日の当日（及び翌営業日）であり、基本的に事後の訂正に

馴染まない制度であるといえる。 

② もっとも、「協会におけるシステム又は事務処理上の不具合による訂正」や「協会員

又は証券保管振替機構におけるシステム障害」の場合には、そもそも売買参考統計値

及び社債の取引情報が算出・発表の時点において規則に基づく取扱いがなされなかっ

たケースであり、このようなケースでは、発表データを訂正する必要があると考える。 

 また、実態面からも、これらの理由により発表データを訂正するのは発表の当日又

は翌営業日となることが多いと考えられ、訂正することの意味も認められる。 

 以上から、「協会におけるシステム又は事務処理上の不具合による訂正」や「協会員

又は証券保管振替機構におけるシステム障害」の場合については、発表データを訂正

することが適切であると考える。 

③ 一方、「報告協会員からの事後訂正」の場合は、少なくとも、売買参考統計値及び社

債の取引情報が算出・発表の時点においては規則に基づく取扱いがなされたとみなさ
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れたものであり、「協会におけるシステム又は事務処理上の不具合による訂正」や「協

会員又は証券保管振替機構におけるシステム障害」の場合と別に考えることも可能で

ある。 

この点、事後訂正はあくまでも協会員が任意で行うものであり、規則上は事後訂正

を行うことは求められていない。仮に「報告協会員からの事後訂正」の場合に発表デ

ータの訂正を行うとすると、任意に訂正報告されたケースのみ発表データが訂正され

ることとなり一律的な対応とならない。 

  また、「報告協会員からの事後訂正」は、通常、社内検査等をきっかけとするもので

あり、報告日から相当期間の経過後に行われる可能性が高く、そのような場合には発

表データを訂正する方がかえって利用者に混乱を与えるおそれもある。 

  なお、明らかな異常値（桁違いや前日比で数倍以上の乖離）については、発表前に

修正される仕組みを構築する予定である。 

以上から、「報告協会員からの事後訂正」の場合については、発表データを訂正する

ことは適切でないと考える。 

ただし、発表データが評価にも利用されている実態を考慮すると、全く情報を開示

しないことは適当ではないと考えることから、利用形態に即し、直近１年間の訂正は

参考情報として発表することが適当と考える。 

 

・ 「売買参考統計値の訂正の取扱い」及び「社債の取引情報の訂正の取扱い」について

は、ガイドライン「売買参考統計値に関する取扱いについて」及び「社債の取引情報の

発表に関する取扱いについて」にそれぞれ盛り込むことを検討することとしたい。 

 

 

以 上 
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売買参考統計値に関する取扱いについて 

 

平成 25年 12月 17日制定 

日 本 証 券 業 協 会 

 

１．目的 

 この取扱いは、「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」（以下

「規則」という。）第 22条の規定に基づき、売買参考統計値の発表及び算出の方法、指定

報告協会員による気配の報告方法、その他の売買参考統計値の取扱いに関し必要な事項を

定める。 

 

２．用語の定義 

 この取扱いにおいて、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

① 売買参考統計値 規則第３条第１項に基づき、協会員が顧客との間において行

う公社債の店頭売買の際に協会員及び顧客の参考に資するた

め、指定報告協会員からの報告に基づき本協会が発表する値

（平均値、中央値、最高値、最低値）をいう。 

② 選定銘柄 規則第３条第２項に規定する選定銘柄をいい、公社債の店頭

売買の参考となる銘柄として、規則第５条第２項に基づき選

定された銘柄をいう。 

③ 気配 当日の午後３時 00 分現在における額面５億円程度の売買の

参考となる売り気配と買い気配の仲値をいう。 

④ 指定報告協会員 規則第３条第１項に規定する指定報告協会員をいい、選定銘

柄について本協会に気配を報告する者として本協会が指定す

る協会員をいう。 

⑤ 報告気配値 本協会が指定報告協会員から報告を受けた気配をいう。 

⑥ 入札前国債 国債の入札前取引において対象とする国債をいう。 

 

３．指定報告協会員の指定 

（１）指定報告協会員の基準等 

本協会は、規則第８条第１項に基づき、指定報告協会員になろうとする協会員（以下

「申出協会員」という。）について、同項各号に掲げる指定基準（次の①から④の指定基

準）につき審査し、指定報告協会員を指定するものとする。 

① 売買参考統計値発表制度の趣旨を理解し、指定報告協会員になる意思を有している 

こと 

② 公社債店頭売買業務等に精通していること 

③ 気配報告業務の適確な遂行に必要な組織体制、人員構成が確保されていること 

④ その他本協会が定める事項 

 

資料２－３ 
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（２）具体的な判定基準等 

規則第８条第１項各号の要件を満たすか否かの判断基準は、次のとおりとする。 

① 売買参考統計値発表制度（以下「本制度」という。）の趣旨は、協会員が顧客との間

において行う公社債の店頭売買の際に協会員及び顧客の参考に資するために行うもの

であり、公社債の店頭売買その他の取引を公正かつ円滑ならしめ、もって投資者の保

護に資することを目的としている。したがって、申出協会員が指定報告協会員になる

ことにより、本制度の信用が害され、又はその円滑な運営が阻害されるおそれがない

ことが条件となる。 

② 各指定報告協会員における気配値の算出に当たり、「本協会に報告する気配は、公社

債店頭市場の動向、発行体の信用度、自社における売買状況等に照らし、適正なもの

でなければならない」ことから、その前提となる店頭売買業務等について精通してい

ることが条件となる。 

「店頭売買業務等について精通している」と認める基準としては、次に掲げる要件

を満たすことが条件となる。 

イ．公社債店頭売買高について、別紙１の別表第一に掲げる「１．参入基準」を満た

すこと。 

ロ．既に指定を受けている指定報告協会員については、別紙１の別表第一に掲げる「２．

維持基準」を満たすこと。 

ハ．維持基準を満たさないこととなった指定報告協会員については、別紙１の別表第

二に掲げる猶予期間までに維持基準を満たすこと。 

③ 「気配報告業務の適確な遂行に必要な組織体制、人員構成」としては、適正な気配

を、規則第７条第１項に規定する報告時限までに本協会に報告できる組織体制、人員

構成を有することが条件となる。 

規則第 20 条第１項において、「指定報告協会員は、報告責任者１名及び報告担当者

２名を定め、本協会に届け出るものとする。」と規定しているが、報告責任者について

は公社債ディーリング関連部署等において３年以上の業務経験のある者が望ましい。 

④ 上記内容以外の事項を審査するために、必要に応じて、申出協会員の業務内容等を

把握するための資料等を徴求することがある。 

 

（３）審査手続 

申出協会員は、「「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」に

関する細則」第５条の規定に基づき、申請書及び同条各号に掲げる事項（次の①から⑥

に掲げる事項）の内容を記した添付書類（以下「申請書等」という。）を本協会に提出し

なければならない。申請書等の記載事項については、別紙２の様式に定めるところによ

る。 

本協会は、申出協会員から提出された申請書等に基づき審査を行い、同申請書等を受

理した日から起算して１か月以内に、その結果について当該申出協会員に対して通知す

ることとする。また、当該申出協会員が指定を受けられなかった場合において、当該申

出協会員からその理由等について問い合わせがあれば回答することとする。 
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① 報告銘柄の選定基準 

② 報告銘柄の気配値を作成するに当たっての具体的な作業手順 

③ 本協会への報告手順 

④ 報告銘柄の気配値の社内監視体制 

⑤ 危機管理体制 

⑥ 規則第 19条第２項に規定する社内規程 

 

（４）指定の取消 

本協会は、指定報告協会員が指定基準を満たさないこととなった場合には、規則第８

条第２項に基づき、当該協会員の指定を取り消すものとする。 

 

（５）指定報告協会員の数の制限等 

指定報告協会員の対象は、公社債ディーリング業務等を行う証券会社及び登録金融機

関を対象とし、ブローカーズ・ブローカー及び短資会社は対象から除外する。 

また、指定報告協会員数の上限は、当分の間、50 社とする。なお、上限となった場合

には、新規の指定は行わないこととする。 

 

４．指定報告協会員からの気配の報告 

（１）報告内容 

  指定報告協会員は、規則第７条第１項の規定に基づき、選定銘柄のうち規則第５条第

１項の規定に基づく届出を行った銘柄について、気配を本協会に報告する。 

   指定報告協会員が報告する気配は、単利報告銘柄は単利利回り（0.001％刻み）、複利

報告銘柄は複利利回り（0.001％刻み）、単価報告銘柄は単価（0.01円刻み）、スプレッド

α報告銘柄は基準金利に対するスプレッド（0.01％刻み）とする。 

【単利報告銘柄】   【複利報告銘柄】  

債券の種類 
銘柄種別 

(コード) 

 
債券の種類 

銘柄種別 

(コード) 

国庫短期証券 ０１  利付国債(入札前国債) ０２ 

利付国債 ０２  物価連動国債(入札前国債) ０２ 

割引国債(残存１年未満) ０３  割引国債(残存１年以上) ０３ 

割引国債 (分離元本振替国債 ) 

(残存６か月未満) 
０３ 

 割引国債 (分離元本振替国債 ) 

(残存６か月以上) 
０３ 

割引国債(分離利息振替国債) 

(残存６か月未満) 
０３ 

 割引国債(分離利息振替国債) 

(残存６か月以上) 
０３ 

地方債 １０  円貨建外債(利払が年１回) ４４ 

政府保証債 ２０    

財投機関債等 ２２  【単価報告銘柄】  

利付金融債 ３１  変動利付国債 ０５ 
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割引金融債 ３２  物価連動国債 ０５ 

社債 ４０  変動利付地方債等 １５ 

特定社債 ４３  変動利付政府保証債等 ２５ 

円貨建外債(利払が年２回) ４４  変動利付財投機関債等 ２７ 

   変動利付金融債等 ３５ 

【スプレッドα報告銘柄】  変動利付社債等 ６０ 

変動利付国債等（入札前国債） ０５  変動利付特定社債等 ６３ 

   変動利付円貨建外債等 ６６ 

 

（２）報告時限 

指定報告協会員は、規則第７条第１項の規定に基づき、原則として、次に定める報告

時限までに気配を報告する。 

なお、報告時限までに適正な気配の報告を行うことが困難である場合には、次に定め

る報告時限までに本協会に報告のうえ、遅滞なく所定の様式を届け出ることにより、当

該銘柄の報告を行わないことができる。 

 

① 社債等（別紙３に規定する社債、特定社債及び円建外債をいう。以下同じ。）以外

の公社債  当日の午後４時 30分 

② 社債等   当日の午後５時 45分 

 

５．本協会における管理 

（１）日々の報告気配値のチェック 

本協会は、報告気配値に適正ではない値が含まれていないかについて、以下のとおり、

毎営業日、チェック等を行うものとする。 

① 本協会は、以下のイ．～ハ．のいずれかに該当する銘柄を抽出し、当該銘柄の気配

値報告を行っている全ての指定報告協会員に対し、該当事実を連絡したうえで、自社

の報告気配値が適正なものとなっているかを確認するよう求める。ただし、以下のロ．

については、協会員が規則に基づき取引価格の報告を行うものに限ることとする。 

イ．指定報告協会員の報告気配値の平均値から一定基準を超えて乖離している報告

気配値がある銘柄 

ロ．取引価格から一定基準を超えて乖離している報告気配値（報告気配値が利回り

の場合は当該利回りから算出した単価）がある銘柄 

ハ．下記「12．売買参考統計値に係る意見等受付窓口」の売買参考統計値に係る意

見等受付窓口に、市場実勢に合った報告が行われていない可能性がある旨の情

報が寄せられた銘柄、その他の報告気配値の適正化に資する情報が寄せられた

銘柄のうち本協会が必要と認めたもの 

② 指定報告協会員は、上記イ．～ハ．のいずれかに該当する事実が認められ、本協会

から確認の連絡があった銘柄については、原則として当日中に自社の報告気配値につ
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いて確認を行い、本協会に確認報告を行うものとする。ただし、該当銘柄が多数であ

る等のやむを得ない事由により、当日中に全ての報告気配値の確認を行うことが困難

である場合には、可能な限り当日中の確認及び確認報告を行い、当日中に確認できな

かったものについては、翌営業日以降、本協会からの連絡内容を踏まえたうえで報告

気配値の算出を行うものとする。 

③ 上記イ．～ハ．のいずれかに該当するか否かにかかわらず、異常値であると本協会

が判断した報告気配値（例えば、桁違い、ゼロなどの報告気配値）については、当該

気配値を報告した指定報告協会員に対して報告気配値の修正を求める。 

④ 指定報告協会員における確認状況を検証し、確認態勢の不備が認められた場合には、

本協会は、必要に応じ、当該指定報告協会員に対する指導を行う。 

 

（２）指定報告協会員の報告態勢のチェック 

本協会は、指定報告協会員において市場実勢に合った報告気配値の見直しが適正に行

われていない状況が継続していないか等、指定報告協会員における報告態勢に問題が生

じていないかについてチェックするものとする。本協会における具体的な報告態勢のチ

ェック方法は、以下のとおりとする。 

① 上記「（１）日々の報告気配値チェック」により、本協会が確認等の連絡を行った銘

柄について、指定報告協会員各社の報告気配値の状況及びマーケットの状況等に鑑み

て、市場実勢に合った報告気配値の報告が行われていないと疑われる状況が継続して

いる場合、本協会は、当該銘柄に関する「管理レポート」を作成して当該指定報告協

会員に対してフィードバックを行うとともに、必要に応じ、当該指定報告協会員に説

明を求める等の措置を講じる。 

② 上記①の結果、報告態勢の不備が認められる場合、本協会は、必要に応じ、当該指

定報告協会員に対して是正を求める。 

 

（３）適正な気配の報告を怠った指定報告協会員に対する措置 

上記「（１）日々の報告気配値チェック」及び「（２）指定報告協会員の報告態勢のチ

ェック」により、本協会が指導を行っても改善が認められない等、指定報告協会員とし

て不適当である状況が認められる場合、本協会は、必要に応じ、規則第９条第２項の規

定に基づき、当該指定報告協会員の指定を取り消す等の措置を講じる。 

 

６．売買参考統計値の算出方法 

（１）社債等以外の公社債の算出方法 

社債等以外の公社債については、下表に基づき、報告気配値の上下一定社数を除外（上

下カット）したうえで、平均値、中央値、最高値、最低値を算出する。 
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報告会社数 上下カット数 

34～40 

27～33 

21～26 

15～20 

10～14 

５～９ 

６社ずつカット 

５社ずつカット 

４社ずつカット 

３社ずつカット 

２社ずつカット 

１社ずつカット 

 

（２）社債等の算出方法 

社債等については、報告気配値を上下カットせず、すべての報告気配値により、平均

値、中央値、最高値、最低値を算出する。 

 

７．売買参考統計値の発表内容 

   本協会は、毎営業日、売買参考統計値を発表する。 

売買参考統計値の発表事項は次に掲げるものとする。ただし、営業日ごとの報告気配

値の数が５に満たないこととなった銘柄については、当該営業日（翌営業日付け発表分）

の売買参考統計値の発表は行わないこととする（次の①から⑤及び⑩の事項のみ発表す

る。）。 

① 銘柄種別 上記「４．指定報告協会員からの気配の報告 （１）報告内容」に掲

げる表のとおり、債券の種類別に本協会が付番するコードとする。 

② 銘柄コード 証券コード協議会が付番する８桁の銘柄コードの冒頭に「０」を加え

た９桁のコードとする。 

③ 銘柄名  

④ 償還期日  

⑤ 利率  

⑥ 平均値 報告気配値（社債等以外の公社債については、上記「６．売買参考統

計値の算出方法（１）社債等以外の公社債の算出方法」に定めるとお

り上下カットを行った後の報告気配値をいう。以下⑦、⑧、⑨及び⑪

において同じ。）の算術平均とする。単価（円）、前日比（銭）、複利

利回り（％）、単利利回り（％）の４項目を発表する。ただし、下表

に掲げる債券については、下表に定める項目を発表する。以下⑦、⑧

及び⑨において同じ。 

⑦ 中央値 報告気配値を大きい順又は小さい順に並べた場合に、その中央に位置

する値とする。報告気配値が偶数個の場合は真中の２つの平均値とす

る。 

⑧ 最高値 報告気配値の最高値とする。なお、最高値は単価ベースとするため、

最高値として発表される単利利回りと複利利回りは最も低い値とな

る。 
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⑨ 最低値 報告気配値の最低値とする。なお、最低値は単価ベースとするため、

最低値として発表される単利利回りと複利利回りは最も高い値とな

る。 

⑩ 報告社数 各銘柄について気配値を報告する指定報告協会員の数（社債等以外の

公社債については、上記「 ６．売買参考統計値の算出方法（１）社

債等以外の公社債の算出方法」に定める上下カットを行う前の数）と

する。 

⑪ 乖離 報告気配値の最高値と最低値の差（絶対値）が一定水準（0.5％）以

上に広がった銘柄（単価報告銘柄を除く。）について、注意喚起のた

めの記号を付すこととする。 

 

債券の種類 発表値の種類 

利付債（変動利付又は分割償還等） 単価 

固定利付国債（入札前国債） 複利利回り 

物価連動国債（入札前国債） 複利利回り 

変動利付国債（入札前国債） 基準金利に対するスプレッド 

国庫短期証券 単利利回り、単価 

割引国債（残存１年未満） 単利利回り、単価 

割引国債（分離元本振替国債） 

（残存６か月未満） 

単利利回り、単価 

割引国債（分離利息振替国債） 

（残存６か月未満） 

単利利回り、単価 

割引金融債 単利利回り、単価 

割引国債（残存１年以上） 複利利回り、単価 

割引国債（分離元本振替国債） 

（残存６か月以上） 

複利利回り、単価 

割引国債（分離利息振替国債） 

（残存６か月以上） 

複利利回り、単価 

円貨建外債（年１回利払） 複利利回り、単価 

 

８．売買参考統計値の発表方法等 

（１）発表日付 

売買参考統計値は、当日の午後３時 00分における気配に基づいて作成・発表するが、

翌営業日の公社債の店頭売買を行う際の参考となるものであるため、発表日付は翌営

業日の日付とする。 

 

（２）発表方法 

   売買参考統計値は、本協会ホームページ上で発表する。データ形式はＣＳＶ、ＥＸ
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ＣＥＬ、ＰＤＦの３種類とする。 

 

（３）格付マトリクス表の発表 

本協会は、格付及び社債の残存年数ごとに複利利回り等のマトリクス表を格付会社

別に作成した「格付マトリクス表」を参考情報として本協会ホームページ上で発表す

る。 

 

【格付マトリクス表のデータレイアウト】  

発表 

日付 

格付会社

コード 

格付 

会社名 

残存年 OCCURS10 

格 付 記

号 

複利 標準 

偏差 

銘柄数 報告 デ

ータ数 

         

格付会社・・・・株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所（２社） 

複利利回り・・・報告気配値に基づき算出された複利利回りの算術平均 

標準偏差・・・・報告された気配に基づき算出された複利利回りの標準偏差 

銘柄数・・・・・格付・残存年数毎に区分した際の該当銘柄数 

報告データ数・・該当銘柄を報告している指定報告協会員数 

 

９．売買参考統計値の発表時間 

  本協会は、原則として、毎営業日、次に掲げる区分に応じ、次に定める時刻を目途に、

売買参考統計値を発表する。 

① 社債等以外の公社債 当日の午後５時30分 

② 社債等 当日の午後６時30分 

 

10．選定銘柄に係る発表開始日の取扱い 

  選定銘柄に係る売買参考統計値の発表開始日の取扱いは、次のとおりとする。（別紙４

参照） 

(１) 新規発行銘柄 

① 入札前国債 

入札アナウンスメント日の翌営業日とする。 

② 国債 

イ．分離元本振替国債及び分離利息振替国債 

分離適格振替国債の発行日の翌営業日とする。 

ロ．その他の銘柄 

入札日の翌営業日とする。 

③ 地方債 

発行日の翌営業日とする。 
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④ 政府保証債 

発行日の翌営業日とする。 

⑤ 財投機関債等 

発行日の翌営業日とする。 

⑥ 金融債 

イ．利付債 

発行日の翌営業日とする。 

ロ．割引債  

売出期間の最終日の翌営業日とする。 

⑦ 社債 

発行日の翌営業日とする。 

⑧ 特定社債 

発行日の翌営業日とする。 

⑨ 円貨建外債 

発行日の翌営業日とする。 

 

（２） 既発行銘柄 

当該銘柄を報告対象銘柄とする指定報告協会員が、細則第３条第２項に規定する社

数（５社）以上となる届出が提出された月の翌月の第１営業日とする。 

 

11．選定銘柄に係る最終発表日の取扱い 

  選定銘柄に係る売買参考統計値の最終発表日の取扱いは、次のとおりとする。（別紙４

参照） 

（１） 当該銘柄を報告対象銘柄とする指定報告協会員が細則第３条第２項に規定する社数

（５社）以上存在する銘柄 

① 入札前国債 

入札日までとする。 

② 国債 

イ．国庫短期証券等 

償還日の６営業日前の日までとする。 

ロ．その他の国債 

償還日の４営業日前の日までとする。 

③ 国債以外の銘柄 

イ．割引金融債のうち前半債 

次月発行銘柄（前半債）の売出期間の最終日までとする。 

ロ．その他の債券 

原則として、償還月の前々月の最終営業日までとする。 
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（２） 当該銘柄を報告対象銘柄とする指定報告協会員が細則第４条第２項に規定する社数

（５社）に満たないこととなる銘柄 

当該銘柄を報告対象銘柄とする指定報告協会員が５社に満たないこととなる届出が

提出された月の最終営業日までとする。 

 

12．売買参考統計値に係る意見等受付窓口 

本協会は、市場実勢に合った報告が行われていない可能性がある銘柄に関する情報、そ

の他の報告気配値の適正化に資する情報の収集を行うことを目的として専用の電子メー

ル窓口を設け、広く市場関係者等から売買参考統計値に関する意見等を受け付ける。 

 

 

以  上 
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「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」第８条第１項第２号に係

る基準について 

 

別表第一 

〇 売買高基準 

項目 会員 特別会員 

１．参入基準 公社債種類別売買高（選定銘柄の対象

とならない種別の公社債を除く。）にお

ける売買高ランキングにより判断す

る。 

①申請の日の前々月から過去２年間の

総売買高（現先取引を含む。以下同

じ。）ランキング 50 位以内（証券会

社のみ。ただし、ブローカーズ・ブ

ローカー及びＰＴＳ業者を除く。以

下同じ。）に位置していること。 

②上記①を満たしていない場合には、

申請の日の前々月から過去３年間の

総売買高ランキング50位以内に位置

していること。 

③社債等（社債、特定社債及び円貨建

外債をいう。以下同じ。）の気配の報

告を行う指定報告協会員にあって

は、上記①又は②を満たしているこ

とに加えて、以下の基準を満たして

いること。 

（ア）申請の日の前々月から過去２年

間の社債等の売買高（現先取引を

含む。以下同じ。）ランキング 20

位以内（ただし、ブローカーズ・

ブローカー及びＰＴＳ業者を除

く。以下同じ。）に位置しているこ

と。 

（イ）上記（ア）を満たしていない場

合には、申請の日の前々月から過

去３年間の社債等の売買高ランキ

ング 20 位以内に位置しているこ

と。 

公社債種類別売買高（選定銘柄の対象

とならない種別の公社債を除く。）にお

ける売買高ランキングにより判断す

る。 

①推計公社債売買高（※）をもとに、

左記①の証券会社ランキング 50位以

内（短資会社を除く。）に位置してい

ること。 

②上記①を満たしていない場合には、

申請の日の前々月から過去３年間の

総売買高（現先取引を含む。）証券会

社ランキング 50位以内（短資会社を

除く。）に位置していること。 

③登録金融機関業務として売買を行う

ことができる有価証券に限り、気配

の報告を行うこと。 

 

（注） 

・推計公社債売買高は、以下の式によ

り算出する。 

推計公社債売買高＝（A÷B）×X 

A＝申請の日の前々月から過去２年間

（又は３年間）公社債売買高（全社計） 

B＝申請の日の前々月から過去２年間

（又は３年間）公共債売買高（全社計） 

X＝申請の日の前々月から過去２年間

（又は３年間）公共債売買高（自社計） 

 

・合併等があった場合には、存続会社・

消滅会社の合計で計算する。 

・新規参入登録金融機関（営業開始か

ら２年を経過していない会社）につ

別 紙 １ 
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項目 会員 特別会員 

（ウ）上記（ア）又は（イ）を満たし

ていない場合であっても、自社が

主幹事となっている社債等につい

ては気配の報告を行うことができ

るものとする。 

（注） 

・合併等があった場合には、存続会社・

消滅会社の合計で計算する。 

・新規参入証券会社（営業開始から２

年を経過していない会社）について

は、申請の日の前々月から過去１年

間の総売買高ランキング及び社債等

の売買高ランキングにより判断する

ことができる。 

いては、申請の日の前々月から過去

１年間の総売買高ランキングにより

判断することができる。 

２．維持基準 

 

毎年６月に、公社債種類別売買高（選

定銘柄の対象とならない種別を除く。）

における売買高により判断する。 

①前年度分の総売買高ランキング 50位

以内に位置していること。 

②社債等の気配の報告を行う指定報告

協会員にあっては、上記①を満たし

ていることに加えて、以下の基準を

満たしていること。 

（ア）前年度分の社債等の売買高ラン

キング 20位以内に位置しているこ

と。 

（イ）上記（ア）を満たしていない場

合であっても、自社が主幹事とな

っている社債等については気配の

報告を行うことができるものとす

る。 

 

（注） 

・合併等があった場合には、存続会社・

消滅会社の合計で計算する。 

 

毎年６月に、公社債種類別売買高（選

定銘柄の対象とならない種別を除く。）

における売買高により判断する。 

推計公社債売買高（※）をもとに、

左記①の証券会社ランキング 50位以

内（短資会社を除く。）に位置してい

ること。 

 

（注） 

・推計公社債売買高は、以下の式によ

り算出する。 

推計公社債売買高＝（A÷B）×X 

A＝前年度の公社債売買高（全社計） 

B＝前年度の公共債売買高（全社計） 

X＝前年度の公共債売買高（自社計） 

 

・合併等があった場合には、存続会社・

消滅会社の合計で計算する。 
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別表第二 

〇 猶予期間 

区分 猶予期間 

１．売買高基準 1. 指定報告協会員が別表第一の「２．維持基準」を満たさないこ

ととなった場合には、本協会は当該指定報告協会員に対して、維

持基準の判定月の翌月の第１営業日から起算して１年間の猶予

期間を与えることとする。 

 

以 上 
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平成  年  月  日 

 

日本証券業協会 

 会長        殿 

 

 

協会員の名称 
□印  

代表者の氏名 
㊞ 

 

 

指定申請書 

 

 

当社では、貴協会の売買参考統計値発表制度の趣旨を十分理解し、「公社債の店

頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」第８条に規定する「指定報告

協会員の基準等」の要件を満たす社内体制の確保及び日々適正な気配の報告を行

うことが可能なことから、貴協会より指定報告協会員の指定を受けることについて申請

いたします。 

 

以  上 

 

別 紙 ２ 
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平成  年  月  日 

 

日 本 証 券 業 協 会  

自主規制本部 公社債・金融商品部 御中 

 

協会員の名称  

所属部署  

報告責任者名 ㊞ 

 

指定申請書添付書類 

 

  当社の報告銘柄の選定基準等について、「「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売

買値段に関する規則」に関する細則」第５条の規定に基づき、下記のとおり提出いたします。

なお、当社の指定申請書添付書類の内容について変更がある場合には、遅滞なく、貴協

会に届け出ることといたします。 

 

記 

 

１．報告銘柄の選定基準（細則第５条第１号） 

報告銘柄の種別 選定基準の内容等 備考 

   

   

   

 

２．報告銘柄の気配値を作成するに当たっての具体的な作業手順（細則第５条第２号） 

時間 気配値作成手順 担当部署等 

   

   

   

   

 

３．日本証券業協会への報告手順（細則第５条第３号） 

時間 報告手順 担当部署等 
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４．報告銘柄の気配値の社内監視体制（細則第５条第４号） 

項目 内容・頻度等 担当部署等 

   

   

   

 

５．危機管理体制（細則第５条第５号） 

項目 対応方法等 

  

  

  

  

  

  

  

 

６．社内規程（細則第５条第６号） 

 規則第 19条第２項に規定する当社の社内規程は、別紙１のとおり。 

 

７．その他 

(1) 組織図 

 当社の気配報告関係部署の組織図は、別紙２のとおり。 

(2) 報告責任者及び担当者 

規則第 20条第１項に規定する当社の報告責任者及び報告担当者は、別紙３のとおり。 

 

以 上 
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「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」第７条第１項に規定す

る社債、特定社債、円貨建外債の指定について 

 

 

「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」第７条第１項に基づき、

売買参考統計値の報告及び発表に係る区分につき、本協会が社債、特定社債、円貨建外

債として指定するものは、次のとおりとする。 

 

① 社債 

金融商品取引法（以下「金商法」という。）第２条第１項第５号に掲げる社債券（年

度ごとに財務省が発表する「財投機関債の発行予定」に掲げる機関が発行する社債券

を除く。）、放送債、東京交通債、その他本協会が社債として売買参考統計値を公表す

ることが適当と判断するものをいう。当該社債は、銘柄種別（コード）を「40（社債）」

又は「60（変動利付社債等）」とする。 

 

② 特定社債 

金商法第２条第１項第４号に掲げる特定社債券（資産の流動化に関する法律に規定

する特定社債券）、その他本協会が特定社債として売買参考統計値を公表することが適

当と判断するものをいう。当該特定社債は、銘柄種別（コード）を「43（特定社債）」

又は「63（変動利付特定社債等）」とする。 

 

③ 円貨建外債 

金商法第２条第１項第 17号に掲げる外国又は外国の者の発行する証券又は証書で債

券の性質を有するもの、その他本協会が円貨建外債として売買参考統計値を公表する

ことが適当と判断するものをいう。当該円貨建外債は、銘柄種別を「44（円貨建外債）」

又は「66（変動利付円貨建外債等）」とする。 

 

以 上 

 

別 紙 ３ 
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選定銘柄に係る発表開始日及び最終発表日の取扱い一覧 

 

種   類 発表開始日 最終発表日 

入札前国債 

 ［ 国 庫 短 期 証 券 等 ］ 

［ 利 付 国 債（変動

利付国債及び物価連

動国債を含む。）］  

 

入札アナウンスメント日の翌営業日 

入札アナウンスメント日の翌営業日 

 

 

入札日 

入札日 

 

国   債 

 ［国庫短期証券等 ］ 

 ［ 利 付 国 債（変動

利付国債及び物価連

動国債を含む。）］  
 

 ［分離元本振替国債］ 

 ［分離利息振替国債］ 

 

入札日の翌営業日 

入札日の翌営業日 

 

 

分離適格振替国債の発行日の翌営業日

分離適格振替国債の発行日の翌営業日 

 

償還日の６営業日前 

償還日の４営業日前 

 

 

償還日の４営業日前 

償還日の４営業日前 

地 方 債 

政府保証債 

財投機関債等 

 ［ 財 投 機 関 債 等 ］ 

 ［変動利付財投機関債等］  

金 融 債 

 ［ 利 付 募 集 債 ］ 

 ［割引債 （前半債 ）］ 

社   債 

特定社債 

円貨建外債 

変動利付社債等 

 ［変動利付社債等 ］ 

 ［変動利付特定社債等］ 

 ［変動利付円貨建外債等］  

発行日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

 

発行日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

 

発行日の翌営業日 

売出期間の最終日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

 

発行日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

発行日の翌営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

 

償還月の前々月の最終営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

 

償還月の前々月の最終営業日 

次月発行銘柄の売出期間の最終日 

償還月の前々月の最終営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

 

償還月の前々月の最終営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

償還月の前々月の最終営業日 

 

 

 

別 紙 ４ 
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  社債の取引情報の発表に関する取扱いについて 

 

平成 26 年３月 18 日制定 

日 本 証 券 業 協 会 

 

１．目的 

 この取扱いは、「『公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則』に関

する細則」第７条第２項に基づき、「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に

関する規則」（以下「規則」という。）第 11 条の３の規定による社債の取引情報の発表に

関する事項を取りまとめたものである。 

  

２．発表対象の社債及び取引 

発表対象の社債及び取引は、規則第 11 条の２に基づき会員から報告を受けた社債の

取引のうち、次に定めるものとする。 

（１）発表対象の社債 

発表対象の社債は、次に掲げる全ての要件（以下「発表基準」という。）を満たすもの

とする。ただし、「８．発表停止の取扱い」に基づき発表停止の措置を講じた社債を除く。 

① 当該社債の銘柄格付がＡＡ格相当以上であること 

② 当該社債の銘柄格付を二以上取得していること、又は、当該社債の発行体が発行

体格付を二以上取得していること 

（注１）「ＡＡ格相当以上」とは、信用格付業者（金融商品取引法第２条第 36 項に定義

する信用格付業者をいう。以下同じ。）の一以上からＡＡ格相当以上の格付（非

依頼格付（格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行うものをいう。以下

同じ。）を除く。）を取得していることをいう。 

 （注２）「銘柄格付」及び「発行体格付」とは、いずれも信用格付業者から取得した格付

（非依頼格付を除く。）をいう。 

 

（２）発表対象の取引 

発表対象の取引は、取引数量が額面 1億円以上の取引とする。 

 

３．発表事項 

社債の取引情報の発表事項は、次に掲げるものとする。 

①約定年月日  

②銘柄コード 証券コード協議会が付番する８桁の銘柄コードの冒頭に「０」

を加えた９桁のコードとする。 

③銘柄名  

④償還期日  

⑤利率  

資料２－４ 
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⑥取引数量 

（額面金額ベース） 

「５億円以上」又は「５億円未満」の別とする。 

⑦約定単価 額面 100円あたりの約定価格とする。 

 

⑧売買参考統計値

（平均値） 

当該社債について規則第３条第１項に規定する売買参考統計

値が発表されている場合、社債の取引の約定年月日と同日（約

定年月日が休業日の場合はその翌営業日）の売買参考統計値

（売買参考統計値の発表日付は約定日の翌営業日の日付）の

平均値を参考情報として発表する。 

 

４．発表方法等 

社債の取引情報は、本協会ホームページにより発表する。データ形式はＣＳＶ、ＥＸ

ＣＥＬ、ＰＤＦの３種類とする。（別紙１参照） 

 

５．発表時間 

  本協会は、原則として、毎営業日、午前９時を目途に社債の取引情報を発表する。 

 

６．当日分として発表する取引 

規則第 11条の２の規定に基づき当日の前営業日に会員から報告を受けた又は㈱証券保

管振替機構から受領した取引を、当日分として発表する。（別紙２参照） 

 

７．発表対象銘柄の更新 

発表対象銘柄の更新は月次で行い、当月の発表対象銘柄の一覧を、前月 20日（20日が

休業日の場合は、その翌営業日。以下同じ。）に本協会ホームページ及び協会ＷＡＮによ

り発表する。 

（注１）前月 15日（15日が休業日の場合は、その前営業日。以下「更新判定日」という。）

までに発行された社債について、更新判定日時点の情報に基づき発表対象銘柄

の更新を行う。 

（注２）当月中に償還される社債は、当月の発表対象銘柄から除外する。 

（注３）前月 20日に発表した発表対象銘柄の取引情報は、当月第一営業日から発表する。 

 

８．発表停止の取扱い 

（１）発表停止措置 

  発表基準を満たす社債であっても、「（２）発表停止基準」に該当する場合又は「（３）

申請に基づく発表停止」により発表停止の決定を行った場合には、当該社債の取引情報

の発表を停止する。 

 

（２）発表停止基準 

「当該社債の連続する２営業日の売買参考統計値の差額」と「参照国債の当該２営業
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日の売買参考統計値の差額」の差額が一定以上となった社債を発表停止の対象とする。 

（注１）「売買参考統計値」は複利利回りの平均値とする。以下同じ。 

（注２）「参照国債」とは、発表停止基準又は発表停止の解除基準の算定に際し、当該社

債が参照する国債をいい、原則として、当該社債に最も償還日が近い国債（た

だし、当該社債より償還日が遅いものに限る。）とする。以下同じ。 

（注３）「一定以上」の数値は本協会が別に定めることとし、マーケットの状況に鑑み、

必要に応じて、見直しの検討を行うものとする。「９．発表停止の解除」の「一

定以上」の数値において同じ。 

 

【発表停止基準の算定式】 

（Ａ－Ｂ）－（ａ－ｂ）≧ Ｘ 

Ａ：当該社債の当日の売買参考統計値 

Ｂ：当該社債の前営業日の売買参考統計値 

ａ：参照国債の当日の売買参考統計値 

ｂ：参照国債の前営業日の売買参考統計値 

Ｘ：一定の数値 

 

（３）申請に基づく発表停止 

本協会は、発表停止基準に該当しないものの発表停止が真に必要であると認められる

社債について、会員による発表停止の申請に基づく審査を経て、発表停止の決定を行う

ものとする。 

発表停止の申請及び決定等の手続きは、次のとおりとする。 

① 会員は、個別の社債につき、発表停止が真に必要であると考える理由及びその根

拠となる資料を提出して、本協会に発表停止を申請する。 

② 本協会は、会員から提出された資料等に基づき発表停止が真に必要であるか否か

について審査し、発表停止が真に必要であると認めた場合には発表停止の決定を行

う。 

③ 申請に基づく発表停止の決定を行った場合には、発表停止の決定を行った旨及び

当該決定の理由等について、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。 

④ 本協会の審査に基づく決定及びその理由については、発表停止の認否にかかわら

ず公社債分科会に事後報告する。 

（注）本協会は、申請に基づく発表停止の審査事項の例示等について取りまとめた資料

を作成し、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。 

 

（４）発表停止の時期及び発表方法 

 ① 取引情報を発表中の社債 

   「（２）発表停止基準」に該当した社債については、発表停止基準に該当した日（以

下「停止基準該当日」という。）の翌営業日から当該社債の取引情報の発表を停止する。 
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「（３）申請に基づく発表停止」により発表停止の決定を行った社債については、発

表停止の決定を行った日の翌営業日から当該社債の取引情報の発表を停止する。 

 

 ② 新たに発表対象銘柄となる社債 

新たに発表対象銘柄となる社債（更新判定日において新たに発表基準を満たした社

債）の場合、当該更新判定日以降、「（２）発表停止基準」に該当した社債又は「（３）

申請に基づく発表停止」により発表停止の決定を行った社債について、翌月第一営業

日からの取引情報の発表を停止する。 

 

③ 発表停止の発表方法 

発表停止については、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。 

 

９．発表停止の解除 

「８．発表停止の取扱い」により取引情報の発表を停止した社債について、発表停止

日の属する月の翌々月の第一営業日から、発表停止を解除し発表を再開する。 

ただし、「当該社債の発表再開予定月の更新判定日の売買参考統計値と停止基準該当日

の前営業日の売買参考統計値の差額」と「参照国債の発表再開予定月の更新判定日の売

買参考統計値と停止基準該当日の前営業日の売買参考統計値の差額」の差額が一定以上

である場合は、発表停止を継続し発表は再開しない。 

（注１）発表再開予定月の更新判定日時点においては発表停止の解除基準を満たしたも

のの、更新判定日以降に、再び発表停止基準に該当した社債については、発表再

開予定月の発表停止銘柄に該当するため、発表再開予定月の第一営業日以降も引

き続き取引情報の発表を停止する。 

（注２）発表停止を継続した場合（注１により発表を停止する場合を含む。）、発表再開

予定月を当初発表再開予定月の翌月に繰り越し、繰越し後の発表再開予定月の更

新判定日に発表停止の解除について判定する。 

 

10．発表中止の取扱い 

（１）発表中止基準 

発表基準のうち、「当該社債の銘柄格付がＡＡ格相当以上であること」を満たさなくな

った社債は、取引情報の発表を中止する。 

【発表停止の解除の算定式】 

（Ｃ－Ｂ）－（ｃ－ｂ）≧ Ｙ 

Ｂ：当該社債の停止基準該当日の前営業日の売買参考統計値 

Ｃ：当該社債の発表再開予定月の更新判定日の売買参考統計値 

ｂ：参照国債の停止基準該当日の前営業日の売買参考統計値 

ｃ：参照国債の発表再開予定月の更新判定日の売買参考統計値 

Ｙ：一定の数値 
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（注１）取引情報の発表を中止した社債は、次回以降の更新判定日において、再度、発

表基準を満たしている場合に限り発表対象銘柄となる（発表中止については、

解除の制度はない。）。 

（注２）発表基準のうち「当該社債の銘柄格付を二以上取得していること、又は、当該

社債の発行体が発行体格付を二以上取得していること」を満たさなくなった場

合は、発表中止は行わない。 

 

（２）発表中止の時期及び発表方法 

 ① 取引情報を発表中の社債 

発表中止基準に該当したことを午後６時 30分までに本協会が確認した社債について、

当該確認日の翌営業日から当該社債の取引情報の発表を中止する。 

  （注）午後６時 30分より後に発表中止基準に該当したことを確認した社債については、

当該確認日の翌々営業日から発表を中止する。 

 

 ② 新たに発表対象銘柄となる社債 

新たに発表対象銘柄となる社債（更新判定日において新たに発表基準を満たした社

債）の場合、当該更新判定日以降、発表中止基準に該当したことを本協会が確認した

社債について、翌月第一営業日からの取引情報の発表を中止する。 

 

③ 発表中止の発表方法 

発表中止については、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。 

 

11．流動性に与える影響等の検証 

本協会は、社債の取引情報の発表の実施後、社債の流動性に与える影響等について定

期的に（少なくとも１年に一度）検証を行い、必要に応じて発表対象銘柄、発表事項、

発表方法及び発表時間等について見直しの検討を行うこととする。 

 

  

以  上 

 

 

付      則 

この「社債の取引情報の発表に関する取扱い」は、平成 26 年３月 18 日付「公社債の

店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」第 11条の３の改正の施行日から

施行する。 
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【別紙１】 

 

社債の取引情報の発表形式（イメージ） 

 

 

○20XX年 10月３日発表分 

 

約定年月日：20XX年 10月１日 

銘柄 

コード 

銘柄名 償還期日 利率 取引数量

（額面金

額ベース） 

約定単価

（円） 

【参考】 

売買参考統計値

（平均値）＊ 

987654321  A社 

第○回債 

20XX年 

XX月 XX

日 

1.XXX％ 

５億円以上 99.65 

99.63 

５億円未満 99.75 

＊売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後３時現在における額面５億円

程度の売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。 

 

約定年月日：20XX年 10月２日 

銘柄 

コード 

銘柄名 償還期日 利率 取引数量

（額面金

額ベース） 

約定単価

（円） 

【参考】 

売買参考統計値

（平均値）＊ 

123456789  B社 

第○回債 

20XX年 

XX月 XX

日 

2.XXX％ 

５億円以上 
99.33 

99.40 
99.28 

５億円未満 
99.48 

99.48 

＊売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後３時現在における額面５億円

程度の売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。 

 

（注１）同一銘柄の取引については、約定単価の高いものから上に表示する。 

（注２）同一価格で複数の取引がある場合、行数を分けて表示する。 

（注３）例えば、約定日 20XX 年 10 月２日における売買参考統計値は 20XX 年 10 月２日の値（売買参考統

計値の発表日付は 20XX年 10月３日）を表示する。 
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【別紙２】 

 

当日分として発表する取引（具体例） 

 

 

○20XX年 10月３日発表分 

 

 

① 本協会は、10月２日の午後５時 15分までに、会員から当日の社債の取引の情報の報告

を受ける（注１）。また、㈱証券保管振替機構から当日の社債の取引の情報を受領する（注２）。 

 

（注１）当日の社債の取引とは、10月１日の午後３時から 10月２日の午後３時までにシステ

ムにおいて処理（又は承認）された取引をいう。以下、会員から報告を受ける情報を

「直接報告分」という。 

（注２）当日の社債の取引とは、10月１日の午後４時 45 分から 10 月２日の午後４時 45分ま

でに、会員が約定照合のための情報（決済照合システムにおける売買報告データ）を

㈱証券保管振替機構の決済照合システムに送信した取引をいう。以下、㈱証券保管振

替機構から受領する情報を「保振経由分」という。なお、上図は、決済照合システム

の稼働時間を考慮した時間となっている。 

 

② 10月２日の午後５時 15分までに報告のあった取引（直接報告分及び保振経由分）の情

報を 10月３日の午前９時に発表する。 

 

③ 10月２日に約定した取引のうち、当日報告分以外（直接報告分は 10月２日午後３時以

降にシステムにおいて処理（又は承認）された取引、保振経由分は 10月２日午後４時 45

分から午後９時までに決済照合システムに送信された取引）は、10月３日の報告分とな

り、10月４日の午前９時に発表する。 

 

以 上 

 



社債の取引情報の発表停止措置における参照国債の決定方法に関する御照会 

 

平成 26年５月 16日 

 

１．「参照国債」について 

「社債の取引情報の発表に関する取扱いについて」において、８．発表停止の取扱い 及び ９．

発表停止の解除 の当該基準の算定式で使用する「参照国債」を以下のように定めている。 

「参照国債」とは、発表停止基準又は発表停止の解除基準の算定に際し、当該社債が参照する国

債をいい、原則として、当該社債に最も償還日が近い国債（ただし、当該社債より償還日が遅い

ものに限る。）とする。 

 

２．決定方法について（案） 

本協会事務局で進めているシステム開発の要件定義の策定等にあたり、参照国債の決定方法を以

下のとおりとしたい。 

社債の発行日時点で、下記のプロセスに則り、参照国債を決定する。 

 

条件１ 社債の償還日＜＝国債の償還日 

  ↓ 

条件２ 社債の償還日≒国債の償還日 

  ↓ 

条件３ 条件２の国債が複数ある場合は発行日が近いものを選択 

 

（注１）上記により選択された国債の利回りが、マーケットの需給関係等の理由により他の償還

日の近い国債の利回りと大きく異なる場合には、上記により選択された国債以外の国債

（原則として、条件１を満たし、かつ、条件２において第２順位の国債とする。）を参照

国債とすることができる。 

（注２）変動利付社債及びゼロクーポン社債については、参照国債は設定しない。 

（注３）上記国債は発行日前取引銘柄を除く。 

（注４）上記国債は売買参考統計値発表銘柄とする。 

 

 

 

３．御照会事項 

上記２．のとおり、参照国債を決定することについて、御意見を別紙「売買参考統計値の見

直し及び社債の取引情報の報告・発表制度に関する御照会」の御意見欄に御記入ください。 

以 上 

資料３－１ 
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社債の取引情報の発表停止措置における参照国債の決定方法に関する 

意見照会結果と対応案について 

 

１．意見照会の結果 

【御照会事項】 

別紙３のとおり、参照国債を決定することについて、御意見を御意見欄に御記入くださ

い。 

 

項番 御 意 見 

１ 事務局案のとおりで良い。（ＷＧ委員 10社） 

 

 

２ 頂戴した案に従えば、例えば、残存 10 年の社債が発行され、当該社債の償還日の

ほうが直近発行の 10年国債の償還日よりも 1日でも遅い場合、残存 10年 3ヶ月程

度の超長期国債が参照国債になるかと思う。 

他に良い代替案が無く申し訳ないが、やや違和感がある。（ＷＧ委員） 

３ 事務局案の注１において、参照国債が「マーケットの需給関係等の理由により他の

償還日の近い国債の利回りと大きく異なる場合」は、それ以外の国債を参照すると

あるが、“大きく異なる場合”とはどのような基準を想定しているか。（ＷＧ委員） 

 

４ 条件１、条件２について、事務局案に異存はない。社債の国債対比のスプレッドの

表示について、社債の満期に近い国債をベンチマークとして算出する場合、欧米市

場でも、残存年限の近い国債を基準に評価しており、その場合の年限は、流通市場

において、社債より若干長いベンチ年限の国債をベースにして、スプレッドを計算

しており、市場で標準的に受け入れられている考え方と理解している。（ＷＧ委員） 

 

 

２．対応案 

① 条件１（社債の償還日＜＝国債の償還日）について 

社債の売買参考統計値が発表されている間は参照国債の売買参考統計値が発表されて

いる必要があることから、原案では、「社債の償還日＜＝国債の償還日」としたものであ

るが、項番２の御意見を踏まえ、条件１を「社債の売買参考統計値の最終発表日＊１＜＝

国債の売買参考統計値の最終発表日＊２」に変更する。これにより、項番２の御意見のよ

うな事例について、原案に比べて、より償還日が近い国債を選択することができる。 

 （＊１）社債の売買参考統計値の最終発表日＝償還月の前々月の最終営業日 

 （＊２）国債の売買参考統計値の最終発表日＝償還日の４営業日前 

資料３－２ 
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例 

【図表１】 

 

 

 

 

 

【図表２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 条件２（社債の償還日≒国債の償還日）及び条件３（条件２の国債が複数ある場合は

発行日が近いものを選択）について 

  特段の反対意見はなかったことから原案どおりとする。 

 

③ 注１～注４について 

注１の「マーケットの需給関係等の理由により他の償還日の近い国債の利回りと大き

く異なる場合は、それ以外の国債を参照することができる」という点については、マー

ケットの需給関係等の理由により当該参照国債の利回りだけが異常な動きをしている場

合に、当該参照国債が原因となって発表停止基準に合致してしまう（又は発表停止基準

に合致しない）ケースが考えられる。そのような場合には別の国債を参照国債とする措

置を講じることが必要であるとの考えにより、当該規定を設けたものである。「大きく異

なる場合」の具体的な基準については、今後、市場関係者等の意見も踏まえ検討するこ

ととしたい。 

 

以 上 

社債 案 条件１の判定 条件１を満たす国債 条件２を満たす国債
（償還日） [社債] [国債] （償還日） （償還日）

社債１ 当初案 3/19 <= 3/20 国債１（3/20） 国債１（3/20）
（3/19） （償還日比較） <= 6/20 国債２（6/20）

対応案 1/31 <= 3/16 国債１（3/20） 国債１（3/20）
（売参値最終発表日比較） <= 6/16 国債２（6/20）

社債２ 当初案 3/21 <= 3/20
（3/21） （償還日比較） <= 6/20 国債２（6/20） 国債２（6/20）

対応案 1/31 <= 3/16 国債１（3/20） 国債１（3/20）
（売参値最終発表日比較） <= 6/16 国債２（6/20）

社債３ 当初案 4/21 <= 3/20
（4/21） （償還日比較） <= 6/20 国債２（6/20） 国債２（6/20）

対応案 2/28 <= 3/16 国債１（3/20） 国債１（3/20）
（売参値最終発表日比較） <= 6/16 国債２（6/20）

最終発表日 償還日
国債１ 3/16 3/20
国債２ 6/16 6/20

社債１ 1/31 3/19
社債２ 1/31 3/21
社債３ 2/28 4/21
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IOSCO「金融指標に関する原則の最終報告書」に対する公社債店頭売買参考統計値の遵守状況について（案） 

 

平成 26年○月○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、「単一の金融商品の価格は、本原則上、指標とはみなされない（The prices of single financial securities are not considered 

Benchmarks for the purposes of these Principles）」と規定されていることから、単一の債券の統計値である公社債店頭売買参考統計値は、原則における

指標には該当しないと考えられる。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、原則への遵守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、公社

債店頭売買参考統計値について、公表日時点の最終報告書の諸原則への遵守状況を開示する。 

 

１．公社債店頭売買参考統計値の位置付け 

  公社債店頭売買参考統計値（以下「売買参考統計値」という。）は、協会員が顧客との間において行う公社債の店頭売買の際に協会員及び顧客の参考に

資するため、日本証券業協会（以下「本協会」という。）が運営している。 

  売買参考統計値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。  

  本協会による売買参考統計値の運営は、本協会の自主規制規則である「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」（別紙１。以下

「規則」という。）、「「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」に関する細則」（別紙２。以下「細則」という。）に基づき行われて

いる。また、売買参考統計値の運営等については、「公社債店頭売買参考統計値発表制度について」及び「指定報告協会員の指定に係る運用について」（以

下「ガイドライン」という。）に定められている。なお、本協会の定款において、本協会は、本協会の規則（細則を含む。）に違反した協会員に対して、け

ん責、過怠金の賦課、会員権の停止若しくは制限又は除名といった処分を行うことができることとされている。 

これらの規則、細則及びガイドラインは、本協会のウェブサイトにおいて公表されている。 

 

 

資料４－１ 
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２．売買参考統計値の制度概要 

（１）指定報告協会員による気配の報告について 

（ア）指定報告協会員の指定 

  売買参考統計値は、指定報告協会員からの報告気配に基づき算出される。 

  指定報告協会員になろうとする協会員は、本協会に申請を行う。本協会は、申請した協会員が、指定基準を充足しているかを審査し、充足していると判

断した場合、指定報告協会員の指定を行う（規則第８条第１項）。指定基準は、①売買参考統計値発表制度の趣旨を理解し、指定報告協会員になる意思を

有していること、②公社債店頭売買業務等に精通していること、③気配報告業務の適確な遂行に必要な組織体制、人員構成が確保されていること、④その

他本協会が定める事項である。なお、指定報告協会員になろうとする協会員は、本協会に申請を行うに際し、①報告銘柄の選定基準、②報告銘柄の気配値

を作成するに当たっての具体的な作業手順、③本協会への報告手順、④報告銘柄の気配値の社内監視体制、⑤ 危機管理体制、⑥適正な気配の報告の確保

のための社内規程を記した書類を本協会に提出することとされており、本協会はこれらの書類等により、上記の指定基準を充足しているか審査している。 

  なお、指定後に指定報告協会員が、指定基準を満たさないこととなった場合、本協会は当該協会員の指定を取り消す（規則第８条第２項）。 

（イ）指定報告協会員による気配の報告 

  指定報告協会員は、当日の午後３時現在における額面５億円程度の参考となる気配を、原則として、当日の午後４時 30分までに本協会に報告する（規

則第７条第１項）。 

 報告する気配は、公社債店頭市場の動向、発行体の信用度、自社における売買状況等に照らし、適正なものでなければならない（規則第７条第２項）。 

  また、指定報告協会員は、報告する気配の水準について他の指定報告協会員との間で事前の情報交換又は調整を行うなど気配の適正性及び公正性を損な

う行為を行ってはならない（規則第９条第２項）。 

 

（２）本協会における売買参考統計値の算出・公表について 

（ア）報告値の監視・承認 

  本協会は、監視システムにより、指定報告協会員の報告状況を監視するとともに、報告値のチェックを行っている。チェックの結果、個別の報告値の連

続性等に疑義が生じた場合には、指定報告協会員に対して報告値が適正であるか確認を行っている。  

（イ）売買参考統計値の算出・公表 

  本協会は、チェック後の報告値を基に売買参考統計値の「平均値」、「中央値」、「最高値」、「最低値」を算出し、当日午後５時 30分を目途に売買参考統

計値を本協会のウェブサイト（http://www.jsda.or.jp/en/statistics/bond-market/prices/index.html）により公表している。2014年７月１日現在の公

表銘柄数は〇銘柄である。 

http://www.jsda.or.jp/en/statistics/bond-market/prices/index.html）により公表している。2014
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  なお、売買参考統計値の具体的な算出方法は、別紙３を参照のこと。 

 

３．売買参考統計値制度の見直しについて 

  本協会では、2013年 12 月、社債等の売買参考統計値の信頼性の向上を図るため、「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」等を

改正した。当該規則改正等の内容は、別紙４のとおりである。 

  なお、当該規則改正等の施行時期は、指定報告協会員間の情報交換及び調整の禁止については 2014年１月、それ以外の事項については 2015 年 11月２

日を予定している。 

 

４．ＩＯＳＣＯ原則の遵守状況 

ＩＯＳＣＯ原則 公表日時点の遵守状況 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） 

１．のとおり、売買参考統計値は、本協会の自主規制規則に基づき本協会

が運営しており、指標決定プロセスのあらゆる側面（構築、決定及び提供、

運営並びにガバナンスを含む。）について本協会が第一義的に責任を負っ

ている。 

－ 

＜原則２＞第三者の監督（Oversight of Third 

Parties） 

本協会は、売買参考統計値の算出を、書面による契約により、第三者に委

託している。当該第三者は、本協会の規則及びガイドラインの内容に基づ

く契約に従い、売買参考統計値を算出している。 

本協会は、売買参考統計値について、委託先との対応を含めたコンティン

ジェンシープランを策定している。 

2015 年 11 月２日実施予定の

制度見直しに伴い、同日から

売買参考統計値の算出の委託

先を変更する予定である。変

更後の委託先とは、売買参考

統計値算出の委託に係る契約

を書面にて締結しており、当

該契約において、同社の役割

及び義務、同社における危機

管理体制及び本協会による監

査等について規定し、業務委

託先に対するモニタリングを



4 

 

ＩＯＳＣＯ原則 公表日時点の遵守状況 今後の対応方針 

行う体制を構築している。 

＜原則３＞運営機関の利益相反（Conflicts of 

Interest for Administrators） 

本協会は、売買参考統計値の数値について利害関係を有していないため、

売買参考統計値については、原則３において規定されている利益相反に係

る懸念は極めて低いと考えられるが、次のとおり利益相反の関係を軽減・

管理する措置を講じている。 

まず、売買参考統計値は、本協会の自主規制規則に基づき運営されている

が、自主規制規則については、年１回、見直し等に関する意見・要望を募

集し、必要に応じて見直しを検討することとしている。この年１回の見直

しの手続きについては文書化され、本協会のウェブサイト等で公表されて

いる。（http://www.jsda.or.jp/katsudou/minaoshi/minaoshi.html） 

また、規則の改正及びガイドラインの重要な改正は、関係する会議体での

検討・審議のうえ、改正案をパブリックコメントに付し、パブリックコメ

ントに寄せられた意見を踏まえて行われる。このような手続きについては

文 書 化 さ れ 、 本 協 会 の ウ ェ ブ サ イ ト 等 で 公 表 さ れ て い る 。

（http://www.jsda.or.jp/katsudou/jisyukisei/index.html） 

売買参考統計値の公表に際し、本協会は報告値を確認のうえ、承認を行っ

ており、その旨は文書化されている。 

－ 

＜原則４＞運営機関における統制の枠組み

（Control Framework for Administrators） 

指標を決定及び公表するプロセスに対する統制の枠組みは、①利益相反の

重要性、②指標設定プロセスにおいて許容される裁量の範囲、③指標のイ

ンプット・アウトプットの特徴に応じて構築されるべきとされている。 

この点、売買参考統計値については、①利益相反については、原則３の回

答のとおり、本協会は、売買参考統計値の数値について利害関係は有して

いないため、利益相反に係る懸念は極めて低いと考えられる、②指標決定

プロセスにおける裁量の範囲について、１．のとおり、売買参考統計値の

決定・公表プロセスは、規則及びガイドラインにおいて明確に定められて

本協会においては、今後、広

く市場関係者等からの売買参

考統計値に関する意見等を受

け付ける専用窓口を設け、寄

せられた意見を運営統制に活

用していく予定である（本協

会ウェブサイトを通じた意見

受付を予定）。 

http://www.jsda.or.jp/katsudou/minaoshi/minaoshi.html
http://www.jsda.or.jp/katsudou/jisyukisei/index.html
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いる、③指標のインプット・アウトプットの特徴については、２．のとお

りである。以上を鑑みると、売買参考統計値については、原則４に記載さ

れている全ての項目に対応せずとも、適切な統制の枠組みの構築は可能で

あると考える。 

売買参考統計値は、１．のとおり、本協会の自主規制規則及びガイドライ

ンに基づき運営されている。当該規則及びガイドラインにおいて、①指定

報告協会員の指定、②指定報告協会員による気配の報告、③本協会におけ

る売買参考統計値の算出・公表といった売買参考統計値の運営に係る本質

的な事項が定められている。 

また、２．（１）（イ）のとおり、自主規制規則により、指定報告協会員が

気配を報告するに当たって報告する気配の適正性及び公正性を確保する

ために、報告に当たって考慮すべき事項や事前の情報交換・調整の禁止な

どが定められている。 

なお、本協会による報告値の

監視・承認については、現行

のガイドラインに定めはない

ものの、2015年 11月２日施行

予定の新設ガイドラインにお

いて定められており、当該ガ

イドラインに沿って報告値の

監視・承認を行う。 

＜原則５＞内部監督機能（Internal Oversight） 〇指定報告協会員からの報告値の監視等 

２．（２）のとおり、本協会は、指定報告協会員からの報告値を監視する

とともに、報告値のチェック、確認を行っている。 

〇指定報告協会員に対する監査 

本協会は、協会員に対し定期的に監査を行っているが、指定報告協会員と

なっている協会員に対する監査において、気配の報告体制等について監査

している。 

〇運営状況の監査 

売買参考統計値の運営業務については、本協会事務局内の内部監査（年 1

回の自主点検及び定期的な実地監査）の対象となっている。 

〇売買参考統計値制度に関する定期的な見直し 

売買参考統計値は、本協会の自主規制規則に基づき運営されているが、自

本協会における売買参考統計

値の運営業務に係る内部監査

の実施方針（実施頻度、確認

内容等）について、文書化し

公表することを検討する。 
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主規制規則については、年１回、見直し等に関する意見・要望を募集し、

必要に応じて見直しを検討することとしている。また、規則の改正及びガ

イドラインの重要な改正は、関係する会議体での検討・審議のうえ、改正

案をパブリックコメントに付し、パブリックコメントに寄せられた意見を

踏まえて行われる。 

＜原則６＞指標の設計（Benchmark Design） 売買参考統計値は、指定報告協会員からの報告気配に基づき算出してい

る。指定報告協会員は、２．（１）（ア）のとおり、本協会が定める指定基

準を充足した協会員に限り本協会から指定され、適正な気配を報告できる

能力を有すると確認された会社である。 

また、指定報告協会員が気配を報告するに当たっては、２．（１）（イ）の

とおり遵守事項が定められており、適正な報告をするための自主規制規則

が整備されている。 

さらに、２．（２）のとおり、本協会は、指定報告協会員からの報告値の

監視を行っており、運営機関として、適正な売買参考統計値の算出のため

の体制を整備しており、正確性、信頼性及び透明性の確保に資するため、

「平均値」、「中央値」、「最高値」、「最低値」の４つの統計値を公表してい

る。 

－ 

＜原則７＞データの十分性（Data Sufficiency） 

 

 

売買参考統計値は、指定報告協会員の報告気配に基づき算出している。 

 

２．（１）（イ）のとおり、指定報告協会員が報告する気配は、当日の午後

3 時現在における額面 5 億円程度の売買の参考となる気配であり、公社債

店頭市場の動向、発行体の信用度、自社における売買状況等に照らして適

正なものでなければならないとされている。 

2015年 11月２日実施予定の

制度見直しに伴い、社債につ

いては、取引価格から一定基

準を超えて乖離している報告

気配値がある銘柄について、

指定報告協会員に自社の報告

気配値が適正なものとなって

いるか確認することとしてい

＜原則８＞データのヒエラルキー（Hierarchy of 

Data Inputs） 
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る。 

＜原則９＞指標決定の透明性（Transparency of 

Benchmark Determination） 

売買参考統計値は、正確性、信頼性及び透明性の確保に資するため、「平

均値」、「中央値」、「最高値」、「最低値」の 4つの統計値を公表している。 

売買参考統計値の具体的な算出方法は規則及びガイドラインにおいて規

定されており、これらは本協会のウェブサイト等で公表されている。 

なお、具体的な算出方法は、別紙３のとおり。 

また、本協会では、「公社債種類別店頭売買高」など、関連市場の規模や

流動性に関する統計値を作成・公表している。 

－ 

＜原則 10＞定期的な見直し（Periodic Review） １．のとおり、売買参考統計値は、本協会の自主規制規則に基づき運営さ

れているが、自主規制規則については、年１回、見直し等に関する意見・

要望を本協会のウェブサイトにより募集し、それらを踏まえて見直しを検

討することとしている。 

売買参考統計値に係る規則・ガイドラインは、本協会の関係する会議体で

の検討・審議を経て改正されるが、検討・審議の模様は本協会のウェブサ

イト等で公表される。 

－ 

＜原則 11＞算出方針の内容（Content of the 

Methodology） 

規則及びガイドラインにおいて、①重要な用語（売買参考統計値、報告す

る気配等）の定義、②指定報告協会員の指定及び指定の取消しの基準・手

続等、③売買参考統計値の算出方法、④適正な気配の報告が困難な場合の

届出、⑤売買参考統計値の公表が行われない銘柄の取扱い、⑥売買参考統

計値の利用に係る注意事項等について規定している。 

一方、指標の訂正についての規定はないが、これまで必要が生じた場合に

は、売買参考統計値の訂正を行っている。 

本協会における売買参考統計

値の訂正の取扱いについて、

文書化し公表することを検討

する。 

＜原則 12＞算出方針に対する変更（Changes to 

the Methodology） 

 

売買参考統計値に係る規則は、本協会の会議体での検討・審議を経て改正

されるが、その手続等については本協会の定款等により定められており、

また、本協会のウェブサイト等で公表されている。さらに、会議体での検

－ 
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討・審議の模様及び規則・ガイドラインの改正内容も、本協会のウェブサ

イトで公表される。 

規則の改正及びガイドラインの重要な改正に当たっては、改正内容につい

てパブリックコメントに付し、パブリックコメントに寄せられた意見を踏

まえ改正が行われる。 

改正された規則・ガイドラインについては、呈示者である指定報告協会員

や利用者における準備・対応を勘案し必要とされる期間を経て施行され

る。 

１．のとおり、売買参考統計値は、本協会の自主規制規則に基づき運営さ

れているが、自主規制規則については、年１回、見直し等に関する意見・

要望を本協会のウェブサイトにより募集し、必要に応じて見直しを検討す

ることとしている。 

また、規則及びガイドラインにおいて、適正な気配の報告が困難な場合の

届出及び売買参考統計値の公表が行われない銘柄の取扱いについて規定

している。 

本協会は、売買参考統計値について、委託先との対応を含めたコンティン

ジェンシープランを策定している。 

＜原則 13＞移行（Transition） 

＜原則 14＞呈示者に係る行動規範（Submitter 

Code of Conduct） 

２．（１）（ア）のとおり、本協会は、指定報告協会員の指定に際し、①報

告銘柄の選定基準、②報告銘柄の気配値を作成するに当たっての具体的な

作業手順、③本協会への報告手順、④報告銘柄の気配値の社内監視体制、

⑤危機管理体制について審査している。また、本協会が定める指定基準を

充足した会社のみが指定報告協会員と指定され、指定基準を充たさないこ

ととなった場合、本協会は指定報告協会員の指定を取り消すこととしてい

る。 

規則において、指定報告協会員は、適正な気配報告の確保のため、社内規

－ 
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程を定めるとともに、社内検査を含めた社内管理体制の整備及びその適切

な運営に努めなければならないこととされている。 

また、２．（１）（イ）のとおり、自主規制規則により、指定報告協会員が

気配を報告するに当たって報告する気配の適正性及び公正性を確保する

ために、報告に当たって考慮すべき事項や事前の情報交換・調整の禁止な

どが定められており、この禁止規定に違反した場合、本協会は指定報告協

会員の指定を取り消す等の措置を講じることができることとされている。 

さらに、本協会は、協会員に対し定期的に監査を行っているが、指定報告

協会員となっている協会員に対する監査において、気配の報告体制等につ

いて監査している。 

＜原則 15＞データ収集に係る内部統制

（Internal Control over Data Collection） 

売買参考統計値は、指定報告協会員からの報告気配に基づき算出され、規

制市場、取引所、又はそれ以外のデータ集計機関からデータを収集してい

ない。 

－ 

＜原則 16＞不服処理（Complaints Procedure） 売買参考統計値の運営の根拠となっている自主規制規則については、年１

回、見直し等に関する意見・要望を募集し、必要に応じて見直しを検討す

ることとしている。また、規則の改正及びガイドラインの重要な改正につ

いては、改正内容についてパブリックコメントに付し、パブリックコメン

トに寄せられた意見を踏まえて改正される。 

本協会においては、今後、広

く市場関係者等からの売買参

考統計値に関する意見等を受

け付ける専用窓口を設ける予

定である（本協会ウェブサイ

トを通じた意見受付を予定）。 

なお、窓口に寄せられた意見

は、売買参考統計値の適正な

運営に利用される。 

＜原則 17＞監査（Audit） 売買参考統計値の運営業務については、本協会事務局内の内部監査（年 1

回の自主点検及び定期的な実地監査）の対象となっている。 

なお、原則３．に示した通り、本協会は、売買参考統計値の数値について

本協会における売買参考統計

値の運営業務に係る内部監査

の実施方針（実施頻度、確認
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利害関係は有していなく、利益相反に係る懸念は極めて低いと考えられる

ことから、独立する立場の外部監査人の任命までは不要であると考える。 

内容等）について、文書化し

公表することを検討する。 

＜原則 18＞監査証跡（Audit Trail） 〇本協会の記録保存 

指定報告協会員から報告された報告値については、本協会の売買参考統計

値の専用システム内に保存されている。また、売買参考統計値の規則やガ

イドラインの改正内容及び改正を審議した会議体の議事録及び開催に係

る内部稟議についても本協会において保存されている。 

〇指定報告協会員の記録保存 

本協会は、２．（１）（ア）に記載した指定報告協会員の申請を行う際の提

出資料を保存している。また、当該提出資料の記載内容に変更があった場

合には、指定報告協会員は本協会に届け出ることとされており、本協会は

当該届出書を保存している。 

指定報告協会員における報告責任者及び報告担当者については本協会に

届け出ることとされており、本協会は当該届出書を保存している。 

本協会における日々の報告気

配等の保存（保存する情報の

内容、保存期間等）について、

文書化し、公表することを検

討する。 

＜原則 19＞監督当局との連携（Cooperation with 

Regulatory Authorities） 

売買参考統計値に係る規則、ガイドライン等については、本協会のウェブ

サイトにおいて公表されている。 

本協会は、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣（金融庁）による監督を

受けている（金融商品取引法第 73条等）。金融庁は、本協会の業務に関し

報告の徴取の権限を有している（金融商品取引法第 75 条）。 

－ 

 

以 上 



   

 
1 

IOSCO（証券監督者国際機構）金融指標に関する原則の最終報告書（抄訳） 

 

第 1 章 - はじめに 

背景 

2013年 4月 16日に、証券監督者国際機構（IOSCO）は、市中協議報告書「金融指標に関す

る原則」2（第二次市中協議報告書）を公表し、金融指標に関する原則の最終化案に関してパ

ブリック・コメントを募集した。これらの原則は、IOSCO の代表理事会レベルの金融市場に

おける金融指標に関するタスク・フォース（Task Force on Financial Market Benchmarks）が

策定したものであった。IOSCO は、主要な金利指標の不正操作の試みに対する調査や法執行

（enforcement）の動き3を踏まえて、このタスク・フォースを設置した。これらの調査や法執

行を通じて、一部の指標について、その健全性（integrity）及び提供の継続性という両観点か

ら、脆弱性に対する懸念が提起された。このような脆弱性は、市場の信認を損ないかねず、投

資家と実体経済に損害を与えるおそれがある。 

第二次市中協議文書は、IOSCO が 2013年 1月に公表した初版の市中協議報告書（第一次市

                                                   
2 IOSCO「金融指標に関する第二次市中協議報告書」（2013年 4月公表、supra fn No1） 
3 日本の金融庁（JFSA）は、アール・ビー・エス証券会社東京支店に対して行政処分を行った（2013年4月12日）：

http://www.fsa.go.jp/en/news/2013/20130412.html  

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、UBS AGとUBS証券会社東京支店に対して、一定のグローバルな指標金利の不正

操作、不正操作の試み、虚偽報告に対する制裁金として、7億ドルを科した（2012年12月19日）：

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6472-12 

http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfubsorder121912.pdf  

英国金融サービス機構（FSA）は、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）と欧州銀行間取引金利（EURIBOR）に関連する

重大な不正について、UBS AGに対して、1億6千万ポンドの制裁金を科した（2012年12月19日）：

http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/116.shtml http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/final/ubs.pdf  

スイス金融市場監督当局（FINMA）は、金利の呈示（特にLIBOR）に関連して、金融市場の関連法令を著しく違反した

として、5,900 万スイス・フランの不正利得をスイス連邦に支払うよう、UBS AGに命じた（2012年12月19日）：

http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/mm-ubs-libor-20121219.aspx  

米国CFTCは、LIBORとEURIBORに関する不正操作の試みと虚偽報告に関連して、Barclays PLC、Barclays  

Bank PLC及びBarclays Capital Inc.に2億ドルの制裁金を科した（2012年6月27日）：

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6289-12http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcement

actions/documents/legalpleading/enfbarclaysorder062712.pdf  

英国FSAは、LIBORとEURIBOR関連の違法行為に対して、 Barclays Bank PLCに5,950万ポンドの制裁金を科した（2012

年6月27日）： http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.shtml 

http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/final/barclays-jun12.pdf 

日本の金融庁は、UBS証券会社東京支店及びユービーエス・エイ・ジー日本支店に対して行政処分を行った（2011年12

月16日）：http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-3.html  

日本の金融庁は、シティグループ証券株式会社に対して行政処分を行った（2011年12月16日）： 

http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-2.html  

日本の金融庁は、シティバンク銀行株式会社に対して行政処分を行った（2011年 12月 16日）： 

http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-1.html 

（仮訳） 

資料４－２

http://www.fsa.go.jp/en/news/2013/20130412.html
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6472-12
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfubsorder121912.pdf
http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/116.shtml
http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/final/ubs.pdf
http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/mm-ubs-libor-20121219.aspx
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6289-12
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6289-12
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfbarclaysorder062712.pdf
http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.shtml
http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/final/barclays-jun12.pdf
http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-3.html
http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-2.html
http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-1.html
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中協議報告書）4に対して提供されたコメントに加え、2013年 2月 21日にロンドンの英国金融

サービス機構（FSA）（英国金融行為規制機構（Financial Conduct Authority：FCA）の前身）

において、また 2013年 2月 26日に米国商品先物取引委員会（CFTC）において開催された利

害関係者のミーティングにおいて挙げられたコメントを踏まえて策定されたものであった。 

この作業において、タスク・フォースは、規制当局や業界による様々なフォーラムで行われ

た以下のような関連作業も勘案した。 

規制当局によるワークストリーム： 

 IOSCO の商品先物市場委員会 7（IOSCO Committee 7 on Commodity Future Markets）

が起草した IOSCO「石油価格報告機関に関する原則（PRA 原則）」 

 国内インターバンクの指標に対する大規模な調査、中でも、CFTC による UBS に対す

る処分、CFTC によるバークレイズに対する処分5、英国財務省 LIBOR 改革案（ウィー

トリー・レビュー）最終報告書6 

 欧州委員会による「指標に対する規制」に関する市中協議7 

 欧州証券市場監督機構と欧州銀行監督機構の「EU における指標設定プロセスに係る原

則」8 

 国際決済銀行の Board of Governor Economic Consultative Committee Report9 

業界によるワークストリーム： 

 Global Financial Market Association（GFMA）公表の指標決定の評価に係るベスト・

プラクティス基準10 

 独立価格報告機関（Independent price reporting agencies（IRPO））に係る価格報告

コードに関する Argus Media、ICIS、Platts による提案11 

                                                   
4 CR01/13 「金融指標に関する市中協議報告書」（2013年 1月 10日公表の IOSCO 代表理事会の報告書）： 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD399.pdf  
5 IOSCO の「金融指標に関する原則」（2013年 4月公表、supra fn No1）参照。 
6 「The Wheatley Review of LIBOR：最終報告書」（2012年 9月）

http://cdn.hm-treasury.gov.uk/wheatley_review_libor_finalreport_280912.pdf 
7 欧州委員会による「指標に対する規制：金融契約及び他の契約において指標として機能している指数の設定と利用に係る

規制の想定しうる枠組み」」に対する市中協議（2012年 9月 5日から 2012年 11月 29日）

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/benchmarks_en.htm 
8 欧州証券市場監督局（ESMA）と欧州銀行監督機構（EBA）の「EUにおける指標設定プロセスに関する原則」ESMA/2013/658 

（2013年 6月 5日公表）：

http://eba.europa.eu/documents/10180/217545/2013-658+ESMA-EBA+Principles+on+Benchmarks+Final+Report.pdf 
9 プレスリリース： http://www.bis.org/press/wnew.htm と国際決済銀行の報告書「より優れた参照指標実務の実現に向

けて：中央銀行の視点」（2013年 3月 18日）： http://www.bis.org/publ/othp19.pdf 
10 Global Financial Market Association（GFMA）「金融指標に関する原則」（2012年 11月）と GMFA「金融指標に関する

原則改訂版」（2012年 11月） 
11 「独立価格報告機関に係る価格報告コード」（案）（2012年 4月 30日）：

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD399.pdf
http://cdn.hm-treasury.gov.uk/wheatley_review_libor_finalreport_280912.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/benchmarks_en.htm
http://eba.europa.eu/documents/10180/217545/2013-658+ESMA-EBA+Principles+on+Benchmarks+Final+Report.pdf
http://www.bis.org/press/wnew.htm
http://www.bis.org/publ/othp19.pdf
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指標に係る IOSCO の作業の目的 

第一次市中協議報告書で述べられているとおり、IOSCO は、金融市場において使用される

指標に関する原則の包括的な枠組みを確立することを目的としている12。具体的には、IOSCO

代表理事会は、指標に関連する活動における指針と原則を打ち出そうとしている。これは、指

標設定プロセスにおける利益相反に加え、移行に伴う課題を検討する際の透明性と公開性を取

り扱うものである。 

当該作業の元となる情報を提供するために、IOSCO のタスク・フォースは、まず、様々な

法域における多数の資産クラスを代表する選定された指標のレビューを行った。このレビュー

に加え、石油価格報告機関や他のフォーラムで行われている作業を踏まえて指標の問題を検討

したことは、指標の算出方針や透明性、ガバナンス態勢の脆弱性に起因する指標の信頼性に関

連する広範囲かつ一般的なリスクの特定に役立った13。 

両市中協議報告書における検討のとおり、これらのリスクは、利益相反に伴うインセンティ

ブから生じており、指標の決定に専門家の判断（Expert Judgement）が利用される場合に増

幅されうる。以下は、指標のリスクを判定する際に考慮すべき要因である。 

1. 指標に関するデータの呈示：第一次市中協議報告書に記載のとおり、様々な種類の

データを作成、収集し、運営機関に呈示するに当たって様々な手法がある。呈示プロ

セスに対して適切な統制と方針が整備されていなければ、当該プロセスによって指標

決定プロセスの脆弱性が一段と高まるおそれがある。例えば、呈示者が指標の水準に

ついて利害関係を有する市場参加者である場合には、決定プロセスに利益相反が生じ、

同プロセスを不正操作するインセンティブが生じるおそれがある。これ以外にも、任

意及び（又は）選択的な呈示の可能性、呈示者の多様性、提供するデータの選定にお

ける自由裁量によって、その他の利益相反や不正操作を行う機会が生じる可能性があ

る。 

2. 算出方針の内容と透明性：算出方針に係る手続きと方針が詳細なものでない場合には、

利害関係者による指標の信頼性の評価が制限されかねない。また、透明性が欠如して

いる場合には、指標の決定を左右するような不正行為を許してしまうおそれがある。

更に、強固な内部統制が整備されていない状況で透明性が低いと、指標を左右するた

めに呈示を操作する機会が生じる可能性がある。 

3. ガバナンスプロセス：タスク・フォースがレビューを行った法執行事案から、呈示者

と運営機関の両段階で生じる利益相反によって、不正行為のインセンティブが生じる

                                                                                                                                                         
http://platts.com/IM.Platts.Content/aboutplatts/mediacenter/mediakits/draftiprcode30apr12.pdf 

12 CR01/13 「金融指標に関する市中協議報告書」（2013年 1月 10日公表）supra fn 4.： 
13 付属文書 B の Id.参照。 第一次市中協議報告書の 8ページに記載のとおり、IOSCO のタスク・フォースは、特定の指標

に関連した勧告は行わなかった。 

http://platts.com/IM.Platts.Content/aboutplatts/mediacenter/mediakits/draftiprcode30apr12.pdf
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ことが明らかになった。このような利益相反は、指標に関する呈示と算出のプロセス

において存在する様々な仕組みにおいて生じ得る。例えば、虚偽ないし誤解を招くお

それのあるデータを呈示することによって、あるいは専門家の判断を行う責任を担う

運営機関の担当者への働きかけを試みることによって、呈示者、運営機関、算定機関

又は他の第三者が指標の不正操作を試みるおそれがある。 

こういった脆弱性に対処するために、原則の最終版が策定されたが、これらは、総合的に理

解されるべきである。 

範囲 

前述のとおり、IOSCO の目的は、金融市場において使用されている指標の原則の包括的な

枠組みを構築することである。この目的に従い、本原則について採用された指標の定義は、非

常に広義なものとなっている。 

政策目的で使用されている指標（労働関連、経済活動関連、インフレ関連ないし消費者物価

指数等）の国内当局による運営は、本原則の適用対象外である。ただし、国内当局が機械的に

運営機関としての機能を果たす指標は、本原則の適用対象である。また、中央清算機関（CCP）

がリスク管理と決済目的のみで参照価格又は決済価格を算定する場合には、これらの価格は本

原則の対象とならない。単一の金融商品の価格（例えば、株式オプション又は先物の原資産で

ある持分証券）は、本原則上、指標とはみなされない。 

コメントレターや利害関係者のミーティングで繰り返し強調されている点であるが、指標の

母集団は大きく、多様なため、タスク・フォースはまずあらゆる指標に適用可能な一連のハイ

レベル原則を策定した。後述のとおり、呈示に依拠すること（原則 4、5、11、14、18）及び

（又は）所有構造（原則 3 と 5）に起因して発生する特定のリスクを有する指標については、

より具体的な内容を定めた原則のサブセットが策定された。 

指標の運営機関は、推奨された方法を採用すべきである 

本原則は、指標の運営機関及び呈示者が実施すべき一連の推奨された方法であると認識され

るべきである。これらの原則の適用は、指標及び（又は）運営機関、指標設定プロセスの規模

及びこれらからもたらされるリスクに見合ったものであるべきである。 

実施 

市中協議報告書に対するフィードバックを通じて、原則の適用、とりわけより具体的な運営

機関と呈示者の内部統制の枠組み、説明責任、透明性に係る要件に関して数多くの質問が提起

された。 

第二次市中協議報告書において、IOSCO は、「原則は均一な案を打ち出しているが、IOSCO
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は、原則の目的を実現するために、すべての指標に一律に適用し得る（one-size-fits-all）方

法を採用することは期待していない」という認識に立っている。本作業の対象となる指標の母

集団が大きいことを踏まえると、IOSCO は、各指標に対して一律に原則を適用するものでは

ないと考える。むしろ、原則は、基準の枠組みを提供するものであり、当該基準への準拠方法

は、それぞれの指標の特異性に応じて、様々であることが考えられる。特に、原則の適用と実

施は、各指標及び（又は）運営機関や指標設定プロセスの規模及びもたらされるリスクに見合っ

たものであるべきである。これには、参入に当たっての規制上の重大な障壁とならないよう、

新規ないし新興の指標に見合った原則の適用も含まれる。 

また、このような比例原則に基づいて本原則を実施するに当たっては、基礎となるデータイ

ンプットの情報源も勘案すべきである14。特に、取引後の透明性に係る要件が義務付けられて

いる規制市場又は取引所が情報源であるデータに基づき算定される指標に対する原則の適用

の程度は、より厳格なものでなくともよい場合がある15。この点は、規制市場又は取引所にお

いて整備されている検証・モニタリングの内容や、これらの指標を参照する金融商品の上場・

取引に係る規則に対する IOSCO メンバーの権限によって正当化される。 

比例原則に基づき原則を遵守するということは、一部の指標にとっては、例えば、以下を意

味する。 

 原則 3(c)に関して：報告ラインの分離が実行できない可能性があることについて、

その理由（例えば、職員数が限られているなど）を説明するとともに、これを軽減可

能な統制の措置を説明する。 

 原則 3(d)に関して：指標決定ごとの承認が可能でない理由（例えば、設定数が非常

に多いなど）を説明する。代替として、指標決定を検証する一般的な枠組みを提案す

ることができる。この枠組みには、個別の指標決定について定期的又はランダムに手

作業によって検証するようなサンプリングが含まれうる。 

 原則 5に関して：指標の利害関係者に対して、原則で定められる監督機能がどのよう

に実施されているかを明確に説明するとともに、特定の監督委員会が利用されない場

合には、実際に整備されているガバナンス体制が適切である理由を説明する。また、

機密保持の理由からすべての条件や個々の職員（名前を含む）を公表できない場合、

運営機関は、役職や技能、経験の観点からその構成を説明するべきである。 

 原則 17 に関して：監査形態（内部監査、外部監査又は独立監査）が、運営の規模と

そのリスクの特徴に照らして適切である理由を説明する。 

                                                   
14 比例原則は、観測可能かつ独立当事者間取引を有する活発な市場によって指標は裏付けられなければならない旨定める

原則 7の要件に影響を与えることは意図していない。 
15 例えば、取引後の透明性に係る要件が義務付けられている規制市場又は取引所を情報源とするデータにもとづき算定さ

れる金融指標が定期的に算定手法を公表している場合には、原則 9を充足することになる。原則 9参照。 
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上記の例に関しては、本原則が求める機能が実現できていることを示していれば、運営機関

は一般的な手続きによることでも当該原則を遵守しているといえる場合もある。 

指標の運営機関は、原則の遵守状況を開示すべきである 

 指標の運営機関は、年に 1回、原則の遵守状況を開示すべきである。実施が何らかの点で原

則から乖離している場合には、運営機関は、比例原則に基づく適用（この概念については上記

に記載）への依拠の程度を含め、原則の目的と機能を充足していると考える理由を説明すべき

である。 

指標の運営機関は、本報告書の公表から 12 カ月以内に、原則の遵守状況を開示すべきであ

る。 

石油価格報告機関に係る具体的な適用 

2012年 10月、IOSCO は、国際エネルギー機関（IEA）、国際エネルギー・フォーラム（IEF）、

及び石油輸出国機構（OPEC）と協働して策定された PRA 原則16を導入した。IOSCO は、PRA

原則の自主的な採用や実施を勧告し、当該原則の公表後 18 カ月にわたるレビュープロセスを

確立した。そのプロセスに則り、IOSCO は、IEA、IEF 及び OPEC と協働して、石油価格報

告機関が PRA 原則をどの程度実施しているかについて評価することになる。さらに、IOSCO

は、市場当局や利害関係者、石油価格報告機関からの意見を求め、評価期間終了後に、必要で

あれば、追加の勧告を行う旨を述べた。 

前述のとおり、IOSCO は、金融指標に関する原則の策定の過程で、PRA 原則17を勘案した。

PRA 原則は石油市場の特性を十分に考慮して策定されたものであるが、金融指標に関する原

則は指標全般に着目している。その結果、両原則はハイレベルでは類似する懸念を反映したも

のとなっているが、詳細は異なっている。 

これらの2つの原則を導入した状況やPRA原則の継続的な検証プロセスを重視するために、

IOSCO は、石油価格報告機関が PRA 原則を遵守・実施し続けることを期待する。IOSCO は、

金融指標に関する原則とより一致させるために PRA 原則を改訂する必要があるか否かについ

て、IEA、IEF 及び OPEC と協働して検討する予定である。 

IOSCO メンバーは、必要に応じて規制措置を通じて、原則の実施を促すべきである。 

本報告書は、特定の指標について具体的な勧告を行うものではない。IOSCO メンバーの大

半は、指標の運営機関又は呈示者を規制していない。しかしながら、IOSCO メンバーは、規

                                                   
16 FR06/12 「石油価格報告機関に関する原則」（2012年10月公表のIOSCO代表理事会報告書）

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD391.pdfを参照。 
17 例えば、金融指標に関する原則 9は、石油 PRA 原則の原則 2.3に基づく。 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD391.pdf
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制措置（あるいは、各法域内の他の関連する国内当局による措置の勧告）が原則の実施を促す

のに適切かどうかを検討すべきである。この点に関する政策決定は、特に、以下によって決ま

る。 

 特定の IOSCO メンバーの法域における指標に対する取組みの実態及び状況 

 当該取組みが IOSCO メンバーの規制上の責任に与える影響 

 投資家やリテールにおける利用 

 当該取組みが経済や金融の安定に与える影響 

 指標を参照する証券及びデリバティブの上場・取引に係る規則に対する既存の審査機

関及び承認機関18 

 法域内の規制上の責任の割当て 

 政策変更の必要性及び効果に関する IOSCO メンバーの決定 

第一次市中協議報告書で規制上の区別に関して議論された点も、規制措置が原則の実施を促

すのに適切かどうかという問いに関連している19。さらに、様々な指標に対して異なるアプ

ローチを適用することが適切な場合がある。 

適切な法執行権限に関する IOSCO のステートメント 

実効的かつ信頼性のある法執行プログラムは、不正操作の試みや証券詐欺を含む市場操作に

関する頑健な権限を含むべきである。これらの権限は、一般に適用される場合や、指標関連の

業務に直接関連する場合がある。 

実際には、指標の不正操作に対して措置を講じるという明示的な権限が一般的にないにもか

かわらず、規制当局は、指標の操作やその試みに対して制裁を科すために、証券違反に関連す

る既存の権限を行使している。例えば、米国 CFTC と英国 FSA は、2012 年 6 月から 2013 年

2 月にかけて、総額 26 億米ドルを超える罰金を 3 行に科した。これらの調査に当たっては、

IOSCO の多国間情報交換枠組み（「マルチ MOU」）のパラグラフ 7 に準拠した、IOSCO のマ

ルチ MOU に基づく重要な情報共有及び協力が行われた。パラグラフ 7では、署名当局は相互

に「許容可能な最大支援」を提供し、各法域で適用される証券法への準拠を確保すると定めて

いる。 

                                                   
18 2013年 1月の市中協議報告書は、IOSCO の「証券規制の目的と原則」において、規制当局が取引所やトレーディング・

システムで取引される証券や商品の種類について情報を入手し、商品の取引を規制する規則を見直す、又は承認すべきで

ある旨規定していると述べている。FRO8/11「IOSCO『証券規制の目的と原則』の実施状況の評価のためのメソドロジー」

（2011年 10月公表、207ページの原則 33、主要な論点（key issue） 4の商品と参加者（products and participants）。 
19 CR01/13金融指標（IOSCO 代表理事会報告書、2013年 1月 10日公表）supra fn 4の 34～37ページの検討を参照。 
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これら最近の動向に後押しされ、指標の不正操作に対して措置を発動するという明示的な権

限を規制当局に付与するという多数の提案がなされている。例えば、英国 FCA は、LIBOR 算

出に関して虚偽又は誤解を招く発言を行った者（2012 年金融サービス法セクション 91）に対

して、新たな刑事犯罪として告訴する権限を 2013年 4月 1日から有する。欧州経済地域では、

新たな市場阻害行為規制（Market Abuse Regulation）（2014 年までに施行予定）によって、

指標算定の操作が欧州市場阻害行為制度（European Market Abuse regime）20のもとで不正

行為に該当する旨を定める条項が導入される。これらの動向を歓迎する。 

これを受け、IOSCO メンバーは、各法域の法体系及び規制体系に照らして適切な対応（あ

るいは、各法域の他の関連する国内当局による措置の勧告）を行い、ある指標が金融契約又は

金融商品で参照されている場合には、当該指標の操作やその試みを不正行為（offence）とし

て執行する規制を採択すべきである。 

原則は、既存の国内法に優先するものではない 

原則は、特定の法域における既存の法律、規制若しくは関連する規制や監督の枠組み

（IOSCO のあらゆる原則、又は特定のタイプの指標に関連して規制当局と合意された枠組み

若しくは関連する活動を含む。）に優先するものではない。むしろ、これらの原則は、運営機

関、呈示者、規制当局に指針を提供し、既存の IOSCO の原則を補完することを目的とするも

のである。 

検証 

原則の公表を受けて、IOSCO は 18カ月以内に、利害関係者、市場当局、及び（必要に応じ

て）指標の運営機関から情報を取得し、原則の実施状況についてレビューする予定である。 

                                                   
20 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htmを参照。 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm
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第 2 章－金融指標に関する原則 

原則の概要 

これらの原則は、指標決定の信頼性を高め、指標のガバナンス、品質、及び説明責任のメカ

ニズムの強化を目的としている。原則は均一な案を打ち出しているが、IOSCO は、これらの

目的を実現するために原則を導入するに当たって、すべての指標に一律に適用し得る方法を採

用することは期待していない。原則は、運営機関が各指標の特性に応じて実施すべき基準の枠

組みを提供する。具体的には、原則の適用・実施は、指標及び（又は）運営機関や指標設定プ

ロセスの規模及びもたらされるリスクに見合ったものであるべきである。さらに、これらの原

則は、原則を充足するために、運営機関による独自の手法の採用や、変化する市場環境に適合

するよう手法を調整することに制限を課すものではない。 

ガバナンス： 

これらの原則の目的は、運営機関が指標決定プロセスの健全性を守り、利益相反に対応する

ために適切なガバナンス態勢を整備することを確保することである。これらの原則は、具体的

には、以下を取り扱う。 

 運営機関は、指標の構築・決定の他、ガバナンス、監督、及び説明責任に係る信頼性

及び透明性のある体制の確立等、指標決定プロセスのあらゆる面に対して第一義的な

責任を有すること。本原則は、指標の決定と管理に係る特定の体制に関わりなく、指

標の健全性に関して全般的に責任を負うエンティティを設置すべきである旨を明確

にするものである。[1. 運営機関の全般的責任] 

 運営機関（及びその監督部門）は、明確に定義された書面による取決めを導入するこ

と。当該取決めは、指標設定に関与する者の役割と義務の他、第三者による当該取決

めの遵守状況の監視について定めるものとする。本原則は、機能の外部委託は運営機

関の監督対象とすべきであるという懸案事項を盛り込んだものである。本原則は、第

三者が、例えばデータの収集、あるいは指標の算定機関（Calculation Agent）又は公

表機関（Publisher）として機能するなど、指標決定プロセスに係る活動を実施する

場合にのみ適用される。[2. 第三者の監督] 

 重要な利益相反について利害関係者及び関連する規制当局へ開示する等、利益相反を

特定、開示、管理、又は回避するための方針及び手続きを文書化、実施、執行するこ

と。本枠組みは、運営機関によって特定された既存のあるいは潜在的な利益相反の度

合いに応じて適切に構築されるべきであり、所有構造や支配関係によって、あるいは

運営機関の職員個人やグループが指標決定に関連して有する可能性のあるその他利

害関係によって生じる既存又は潜在的な利益相反を軽減することに努める内容とす
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るべきである。本原則の目的は、指標の不正操作のインセンティブをもたらす脆弱性

に対応することである。[3. 運営機関の利益相反] 

 運営機関における、指標を決定及び公表するプロセスに対する適切な統制の枠組みは、

特定された潜在的又は既存の利益相反の重要性、及び指標のインプット・アウトプッ

トの特徴に応じて適切に構築されるべきである。また、当該統制の枠組みは文書化さ

れ、関連する規制当局が入手できるようにすべきであり、利害関係者に対して公表又

は入手可能とすべきである。特に、統制の枠組みには、潜在的な不正行為の早期発見

を促進する効果的な内部告発のメカニズムが含まれるべきである。[4. 運営機関の統

制の枠組み] 

 指標決定プロセスのあらゆる面をレビューし、検証する監督機能は、レビュー対象の

指標（規模、スケール、複雑性を含む）に適したものであり、運営機関を実効的に監

督するものであるべきである。監督機能とその構成要素は、指標の特徴や、意図され

る、予期される、又は知られている指標の利用方法や、既存の又は潜在的な利益相反

を考慮したものであるべきである。監督機能は、独立した委員会、又はその他適切な

ガバナンス機能によって遂行されるべきである。[5. 内部監督機能] 

指標の品質： 

 これらの原則の目的は、指標が計測する「価値」（Interest）に係る信頼性の高い市場を反映

する指標となるような設計要素が用いられるようにすることにより、指標決定の品質と健全性

を高めることである。これらの原則は、データの十分性の原則を充足する（すなわち、活発な

市場に基づく）限り、指標の作成に当たって、様々なデータを適切に使用することができるこ

とについても明確にしている。具体的には、これらの原則は、以下を取り扱う。 

 指標を設計するに当たっては、指標が計測する「価値」の経済的な実態を高い信頼性

をもって反映し、また、指標の価格やレート、指数、価値（values）の歪曲をもたら

すような要素を排除することを目的とする一般的な設計要素を勘案するべきである。

提示されている要素は、一般的かつ包括的な例示である。[6. 指標の設計] 

 指標の作成に使用するデータは、需要と供給の競争原理によって（すなわち、活発な

市場で）決定した価格、レート、指数、又は価値に基づいており、かつ、指標が計測

する「価値」に係る市場における独立当事者間の観測可能な取引によって裏付けられ

ているべきである21。本原則は、活発な市場における真正（Bona-Fide）かつ観測可

                                                   
21 「活発な市場」という用語は定義されておらず、これは指標の設計（原則 6）の過程及び選定された参照市場の定期的な

見直し（原則 10）において運営機関によって決められるものである。第一次市中協議報告書は、規模、流動性、市場集

中度、市場の動態など、この論点に関連するであろう様々な要素を取り上げている。CR01/13金融指標（IOSCO により

2013年 1月 10日公表）supra fn 4の 40～42ページの検討を参照。 
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能な取引を通じて提供され、指標の基礎として使用される価格又は価値は信頼できる

ものであるとの認識に立つものである。原則 7は、個々の指標を決定するに当たって、

取引データのみに基づかなければならないことを意味するものではない。活発な市場

が存在することを条件として、ある日の市況によっては、運営機関は、取引データに

付随するもの又は補足するものとして、観測可能な市場データに関連する異なる形態

のデータに依拠することが求められる場合がある22。この結果、運営機関の算出方針

によっては、主として、あるいはもっぱら、ビッド・オファーにもとづき、又は過去

の取引から推定することによって、個々の指標が決定されることになる。 

 活発な市場が存在することを条件として、原則 7 は、真正な独立当事者間取引

（Arms-length transaction）で構成される観測可能な市場によって裏付けられる指標

を設定する手段として、取引執行されうるビッドやオファーを使用することを妨げる

ものではない。例えば、長期にわたって市場全体の取引量が多いものの、ある日にお

いては業者のビッド・オファーの方が、公示された実取引よりも多く執行される可能

性のある市場では、この手法が適している場合がある。 

 原則は、様々な指数が、ルールベースの投資戦略のパフォーマンス、指数又は市場の

ボラティリティないし推移、若しくは活発な市場についてのその他の面を計測若しく

は反映するよう設計されている場合があることも認識している。また、原則は、指数

が取引を反映するよう設計されていない場合、及び指数の性質により、指数で測定す

るものを反映するために取引データ以外のデータを使用する場合、取引データ以外の

データを使用することを妨げてはいない。例えば、証券取引の指数に関する期待変動

率を計測するために設計された特定のボラティリティ・インデックスは、取引データ

以外のデータに依拠しているが、当該データは実際に機能している証券市場又はオプ

ション市場から得られており、当該市場に裏付けられている（anchored）。[7. デー

タの十分性] 

 データの使用順序（hierarchy）及び指標決定に利用する専門家の判断について明確

な指針を策定すること。本原則の目的は、指標を決定するためのデータや専門家の判

断の利用方法に関して、利用者に対する透明性を高めることである。本原則は、デー

タの十分性の原則に従っている限り、厳格なチェックリストを作成することを求める

ものではなく、また、指標の算出方針で定められている、指標の決定に係る品質、健

全性、継続性、及び信頼性を確保するという運営機関の試みと一致するよう、運営機

関が柔軟にデータを利用することを制限するものではない。[8. データのヒエラル

                                                   
22 第一次市中協議報告書に記載のとおり、流動性の低い市場であっても市場の商業的実態（commercial realities）や金利

決定市場としての機能を反映している場合には、指標集計に当たって、低い取引量を補うデータとして、検証可能な（業

者の）ビッド・オファー等取引データ以外のデータを使用したとしても、本原則に従い、当該市場は、指標を裏付けるこ

とができるものとする。41の id.を参照。 
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キー] 

 運営機関の公表期限に遅延することのないよう合理的な程度に、どのように指標が決

定されたかについて利用者又は市場当局がより良く理解するための十分かつ簡潔な

説明、及び運営機関が指標を決定するに当たり行った判断があれば、その程度及び根

拠についての簡潔な説明を各指標の決定に当たって公表すること。算出手法を定期的

に公表する指標は、取引後の透明性に係る要件が義務付けられている規制市場又は取

引所を情報源とするデータから得た場合には、原則 9を充足することになる。加えて、

原則 7で意図されている取引執行されうる気配値（quotes）のみに依拠して決定され

る指標は、算出方針において開示されている限り、取引執行されうるビッド又はオ

ファーにより作成した理由について各指標の決定の都度説明を行う必要はない。[9. 

指標決定の透明性] 

 運営機関は、指標を決定するための「元となる価値」（underlying interest）の状況を

定期的に見直し、算出方針の設計の変更を要するような構造的な変更があったかを判

断すること（例えば、信頼性のある指標の基礎として機能しない程度までに「価値」

が減少してしまう）。利害関係者が指標の存続可能性（viability）をよりよく把握でき

るようにするために、見直しによって指標に重要な修正が加えられた場合、見直しの

根拠を含め、当該見直しの概要を公表し、入手可能にすべきである。[10. 定期的な

見直し] 

算出方針の品質： 

これらの原則の目的は、算出方針において取り扱われるべき最低限の情報を定めることに

よって、算出方針の品質及び健全性を高めることである。当該最低限の情報は、利害関係者が

指標の全般的な信頼性を理解し、判断できるようにするために、公表・入手可能にすべきであ

る。算出方針について重要な変更が予定されている場合に、保有するポジション、金融商品又

は契約に影響を与え得る変更に関して利害関係者に注意喚起する手段としての管理手続きが

必要であり、これについても算出方針において取り扱うべきである。 

これらの原則は、指標が消滅する場合又は利害関係者が別の指標へ移行する必要がある場合

について、運営機関が信頼性のある方針を整備すべきであることも定めている。これらの方針

の目的は、指標の停止の可能性に備えて、今後の計画を立てるよう運営機関や利害関係者に奨

励することである。 

これらの原則は、呈示者が担うべき責任の概要を提供すること（すなわち、「呈示者に係る

行動規範」（Submitter Code of Conduct））によって、呈示プロセスの脆弱性（例えば、利益相

反、呈示者と運営機関との間の不適切なコミュニケーション、選択的なデータ呈示）について
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も取り扱っている。また、これらの原則は、規制対象の情報源（regulated sources）からの

データ収集に対する内部統制の整備に係る運営機関の責任についても明確にしている。具体的

には、これらの原則は、以下を取り扱う。 

 指標決定に使用する算出方針を文書化、公表すること。利害関係者が指標決定の方法

を理解したうえで、指標の反映対象、特定の利害関係者との関連性、金融商品の参照

指標としての妥当性について評価できるように、十分に詳細な情報であること。[11.  

算出方針の内容] 

 提案されている算出方針への重要な変更の根拠とそのような変更を行う手続きを公

表すること。これらの手続きは、重要な変更の内容を明確にし、また、変更について

利用者（及び指標が使用されている範囲及び深度を勘案のうえ、必要に応じて、その

他の利害関係者）と協議、又は利用者に通知する方法とタイミングを明確に定めるべ

きである。[12. 算出方針に対する変更] 

 市場構造の変化、商品の定義の変更、又は指標が対象とする「価値」を反映しなくな

るようなその他の状況による指標の停止の必要性に対応する明確な方針書と手続書

を整備すること。これらの方針書と手続書は、指標を参照する契約と金融商品につい

て見込まれる取引の幅と深度に加え、指標の停止が経済・金融安定性に及ぼす影響に

対応したものであるべきである。運営機関は、特定の指標について方針書と手続書を

定めるに当たって、利害関係者、関連当局及び国内当局の見解を勘案すべきである。

運営機関は、利用者及び利害関係者に対し、指標を参照する契約又は金融商品に係る

強固な代替策を整備するよう奨励するべきである。[13. 移行] 

 呈示者に係る指針（「呈示者に係る行動規範」）を策定し、関連する規制当局に入手可

能とするだけではなく、利害関係者に対しても公表・入手可能とすること。注記：本

原則は呈示にもとづく指標についてのみ適用される。[14. 呈示者に係る行動規範] 

 運営機関が規制市場、取引所、又はそれ以外のデータ集計機関（data aggregator）

から直接データを収集する場合、運営機関はデータ収集及び伝達のプロセスに関する

適切な内部統制を整備すること。これらの統制は、情報源の選択、データ収集、及び

データの健全性と機密性を保護するプロセスに対応するものであるべきである。[15. 

データ収集に係る内部統制] 

説明責任： 

これらの原則は、不服処理、文書化に関する基準、監査・レビュー（audit reviews）につい

て定めることにより、原則及び運営機関自身により定められる指標の品質基準を運営機関が遵
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守していることの証拠を提供させることを目的とする。これらの原則は、関連する市場当局が

前述の情報を入手できるようにする旨定めている。具体的には、これらの原則は、以下を取り

扱う。 

 不服処理に係る方針書を策定し、公表すること。これにより、利害関係者は、特定の

指標の決定が、計測対象とする「価値」を反映しているかどうか、特定の指標の決定

に対する算出方針の適用のあり方、及びその他の指標決定に係る運営機関の決定等に

関する不服を申し立てることが認められる。本原則の目的は、利害関係者の意見を通

じて指標の決定に対する信頼性を高め、当該信頼性に影響を与え得る要素について市

場当局に注意喚起することである。[16. 不服処理] 

 運営機関により定められた基準及び原則の要件に対する運営機関の遵守状況を、定期

的に検討し報告するための適切な経験と能力を有する独立した内部又は外部の監査

人を任命すること。監査の頻度は、運営機関の業務の規模と複雑性に見合ったもので

なければならない。一部の状況下において（運営機関が特定した既存又は潜在的な利

益相反の程度に応じて）、運営機関は、運営機関により定められた算出方針の基準に

対する運営機関の遵守状況を定期的に検討し報告する独立の立場の外部監査人を任

命すべきである。これらの規定の目的は、原則の遵守を促し、原則が遵守されている

ことの確認書（confirmation）を関連する市場当局及び利害関係者に提示することで

ある。[17. 監査] 

 記録文書は、適用される国内法又は規制上の要件に従い、運営機関が 5年間保存する

こと。本原則の目的は、監査で必要な書類を保全することである。呈示に基づく指標

については、追加的な要件が適用される。[18. 監査証跡] 

 これらの原則において要求される関連文書、監査証跡及びその他の文書は、関連当事

者により関連する規制当局が規制上又は監督上の責務を遂行するうえで容易に利用

できるようにし、要請があった場合、迅速に提出する。この目的は、規制当局が特定

の指標決定の信頼性に係る判断に必要とされ得る情報、又は不正操作の調査に必要と

され得る情報を入手・利用しやすくすることである。[19. 規制当局との連携] 
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指標の原則 

ガバナンス 

指標の健全性（integrity）を守り、利益相反に対応するために、適切なガバナンス態勢の

整備が必要となる。 

1.運営機関の全般的責任 

運営機関は、指標決定プロセスのあらゆる側面について第一義的に責任を負うべきであ

る。当該責任には、例えば以下が含まれる。 

a) 構築：指標の定義及び算出方針 

b) 決定及び提供：正確かつ適時の指標の計算、公表及び提供 

c) 運営：データが欠如又は不十分であること、市場のストレスや混乱、重要なイン

フラストラクチャーの機能不全など、不測の事態に対応する措置も含め、指標の

計算やその他関連する決定プロセスに影響を与え得る重要な意思決定について適

切な透明性を確保すること 

d) ガバナンス：指標の決定プロセスに関して、ガバナンス、監督及び説明責任に係

る信頼性かつ透明性のある体制を確立すること。これには、指標の構築、公表、

及び運営に対して説明責任を負う明確な監督機能も含まれる 

2.第三者の監督 

第三者が、例えばデータの収集、公表、あるいは算定機関（Calculation Agent）として

機能するなど、指標決定プロセスに係る活動を受託する場合、運営機関は当該第三者を適

切に監督するべきである。その際、運営機関（及びその監督部門）は、以下のような方針

や手続きを検討するべきである。 

a) 適切な書面による取決めをもって、指標決定プロセスに関与する第三者の役割及

び義務を明確に定義、具体化し、さらに、運営機関がこれらの第三者に遵守を求

める基準を定めること 

b) 運営機関が定める基準の第三者による遵守状況を監視すること 

c) 指標決定プロセスに関与する第三者の身元及び役割について、利害関係者及び関

連する規制当局に開示すること 

d) 第三者の指標決定プロセスへの関与による不要なオペレーショナルリスクを避け

るため、コンティンジェンシープランの策定など適切な措置を講じること 
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当該原則は、第三者が規制市場又は取引所である場合、運営機関のデータ入手元である

第三者には適用されない。 

3.運営機関の利益相反 

指標決定の健全性及び独立性を担保するため、運営機関は、利益相反を特定、開示、管

理、軽減又は回避するための方針及び手続きを文書化し、実施、強化するべきである。運

営機関は、当該方針及び手続きを必要に応じて見直し、更新するべきである。 

運営機関は、その利用者及び関連する規制当局に対し、重大な利益相反を（存在する場

合には）開示するべきである。 

そのための枠組みは、既存のあるいは潜在的な利益相反の度合いや、指標が有するリス

クに応じて適切に構築されるべきである。また、以下の事項を確保すべきである。 

a) 既存のあるいは潜在的な利益相反が、指標決定プロセスに対して不適切な影響を

及ぼさないこと 

b) 個人的な利害や関係、ビジネス上の関係が、運営機関による職務の遂行を損なわ

ないこと 

c) 必要に応じて運営機関内の報告ラインを分離することで、責任を明確化し、不必

要な利益相反が生じることや、利益相反あるいは利益相反の認識の隠ぺいを防ぐ

こと 

d) 決定された指標を公表する前に、権限や資格のある職員による適切な監督及び承

認プロセスが確保されていること 

e) 運営機関に呈示され、又は運営機関が受領し、あるいは作成したデータ、情報及

びその他データに係る機密性が、運営機関の開示義務に準拠していること 

f) 利益相反のリスクを伴う活動に従事する職員間の、あるいは当該職員と第三者と

の間の指標決定に影響を与えると合理的に考えられる情報の交換を統制する実効

的な手続きを整備すること 

g) 指標決定に関与するすべての職員が指標の水準に応じて直接又は間接的に報酬や

インセンティブを与えられることがないよう、適切な報酬方針を設定すること 

運営機関の利益相反に係る枠組みは、所有構造や支配関係によって、あるいは運営機関

の職員個人やグループが指標決定に関連して有する可能性のあるその他利害関係によって

生じる既存又は潜在的な利益相反を軽減する内容とするべきである。そのために、当該枠

組みは、以下の条件を満たすべきである。 



 

 

17 

a) 指標の決定業務（指標を作成する、若しくは関連業務に関与する全ての職員を含

む）と、運営機関又はその関連会社の業務との間に存在する可能性のある利益相

反を回避、軽減、あるいは開示するための施策を含んでいること 

b) 運営機関が、その所有構造や支配関係によって生じる利益相反を、利害関係者及

び関連する規制当局に適時に開示するものであること 

4.運営機関の統制の枠組み 

運営機関は、指標を決定及び公表するプロセスに対して適切な統制の枠組みを導入する

べきである。当該統制の枠組みは、特定された潜在的又は既存の利益相反の重要性、指標

設定プロセスにおいて許容される裁量の範囲、指標のインプット・アウトプットの特徴に

応じて適切に構築されるべきである。また、当該統制の枠組みは文書化され、（該当があれ

ば）関連する規制当局に利用可能とすべきである。その主な特徴の概要は、利害関係者に

対して公表・入手可能とするべきである。 

さらに、当該統制の枠組みは、定期的に見直され、必要に応じて変更されるべきである。

また、以下に掲げる項目に対応するべきである。 

a) 原則 3（運営機関の利益相反）を踏まえた利益相反 

b) 指標決定の健全性及び品質 

i. 指標の品質及び算出方針に係る原則 6から 15に則った、指標の品質及び健全性を

維持する取組み 

ii. データの提供元の適切なデューデリジェンスを含め、データの健全性を高める取

組み 

iii.  原則 16 から 19 に則った、説明責任及び不服対応の仕組みの実効性を確保する取

組み 

iv.  オペレーショナルリスクなどのリスク管理のための強固なインフラストラク

チャー、方針及び手続きの提供 

c) 内部告発のメカニズム 

運営機関は、潜在的な不正操作や不正行為の早期発見を促進する効果的な内部告

発のメカニズムを確立するべきである。また、当該メカニズムは、必要に応じて、

これらの事案の対外報告を認めるべきである。 

d) 専門知識 
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i. 適切な水準の専門知識を有する担当者により指標が設定されることが確保され、当

該担当者の適性が定期的にレビューされるプロセスを整備 

ii. 倫理や利益相反、継続性や後継者育成に係る研修など、職員を対象とした研修の実

施 

指標が呈示にもとづく場合：運営機関は、データの健全性を以下の方法によって高めるべ

きである。 

a) 指標が計測する「価値」を勘案し、呈示者が当該価値を適切に反映するグループ

を形成していることを最大限に確保すること 

b) 呈示者が、「呈示者に係る行動規範」に定める呈示に係る指針や、運営機関の定め

る呈示に係る品質及び健全性の基準に可能な限り準拠するよう、一連の適切な施

策を採用すること 

c) 呈示の頻度を明確にし、また、すべての指標決定について呈示が行われるべきこ

とを明確にすること 

d) 実効的にデータや呈示を監視・精査するための施策を策定し、採用すること。こ

れには、データや呈示に係る誤謬を特定及び回避するために実施する、算定前及

び公表前のモニタリングや、トレンドや異常値の事後分析も含まれる。 

5.内部監督機能 

運営機関は、指標決定プロセスのあらゆる面をレビューし、検証する監督機能を設ける

べきである。当該機能は、指標の特徴や、意図される、予期される、あるいは知られてい

る指標の利用方法や、既存の又は潜在的な利益相反を考慮したものであるべきである。 

監督機能は、独立した委員会、又はその他適切なガバナンス機能のいずれかによって遂

行されるべきである。また、監督機能及びその構成要素は、運営機関を実効的に精査する

ことに適したものとすべきである。当該原則を満たしている場合には、タイプや資産クラ

ス毎に指標をグループ化し、当該グループに対し監督を実施することを検討することも可

能である。 

運営機関は、その監督機能に関連して強固な手続きを構築、維持し、これを文書化し、（該

当があれば）関連する規制当局に入手可能とするべきである。また、手続きの主な特徴は、

利害関係者に開示するべきである。この手続きには、以下の項目が含まれる。 

a) 監督機能の付託条項（terms of reference） 

b) 監督部門のメンバーの選出基準 
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c) 監督機能に責任をもつ委員会又はその他の機能に係るメンバーシップの概要、利

益相反の申告や委員の選出、指名、解任・交代のプロセス 

監督部門の責任として、以下が挙げられる。 

a) 指標の設計に係る監督 

i. 指標及びその算出方針の定義に関する定期的な見直し 

ii. 指標に係る問題やリスクに関する情報を継続的に入手するための措置をとること、

また、（必要に応じて）外部機関への指標のレビューを委託すること 

iii. 指標の算出方針に係る変更の監督。例えば、当該算出手法が「価値」を引き続き

適切に計測するものであるかを評価すること、算出方針の変更案や変更をレ

ビューすること、運営機関に対し、（分かる範囲での）利害関係者、又は利用者と

の間で原則 12に則り当該変更に係る協議を行う権限を与えるか、そのことを要求

すること 

iv. 指標を停止する際に運営機関が利害関係者とどのように協議すべきかを示した指

針など、指標の停止に係る手続きをレビューし、承認すること 

b) 指標決定及び統制枠組みの健全性に係る監督 

i. 第三者による指標決定に係る活動を含む、指標の管理及び運営を監督する。 

ii. 内部及び外部監査の結果を検討し、当該監査において指摘された改善措置の実施

についてフォローアップする。 

iii. 運営機関による専門家の判断の行使を監督し、公表されている算出方針に従って

いることを確かめる。 

運営機関において、所有構造や支配関係によって、あるいは当該運営機関を所有又は支配

するエンティティ、当該運営機関又はその関連会社の活動によって、利益相反が生じる可

能性がある場合：運営機関は、利益相反を適切に調整できるように選ばれた（分かる範囲

での）利害関係者、利用者及び呈示者の均衡のとれた代表を含む独立した監督部門を設置

するべきである。 

指標が呈示にもとづく場合：監督部門は、以下のような方法をもって、適切に監督を実施

し、呈示について検証するべきである。 

a) データや呈示に対する運営機関による精査及び監視を監督する、また、それらに

ついて検証する。例えば、データや呈示の態様について定期的に議論を行うこと、

データや呈示を分析するうえで用いるパラメータを定義すること、異常なデータ
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や呈示について検証あるいはサンプリングを行うに当たっての運営機関の役割を

問うことなどが含まれうる。 

b) 「呈示者に係る行動規範」の監督 

c) 「呈示者に係る行動規範」の違反に対応する実効的な取決めの確立 

d) 異常あるいは疑わしい呈示の可能性を検出し、疑わしい行為があった場合、当該

行為及び発覚した呈示者による不正行為を、（該当があれば）関連する規制当局に

報告するための方策を講じること 

 

指標の品質 

6.指標の設計 

指標は、計測する「価値」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

設計され、指標に係る価格やレート、指数、価値の歪曲をもたらすような要素を排除する

ものであるべきである。 

指標の設計にあたっては、以下の一般的かつ包括的な特徴の他、特定の「価値」にとっ

て適当なその他の要素も考慮されるべきである。 

a) 「価値」を反映するために利用するサンプルの妥当性 

b) 関連市場の規模及び流動性（例えば、観測可能な、透明性のある価格設定が可能

となるような十分な取引の存在等） 

c) 指標を参照する市場における取引量との関係での、当該指標の基礎となる市場

（underlying market）の相対的な規模 

d) 市場参加者の間の取引の分布状況（市場集中度） 

e) 市場の動態（指標が、指標の裏付けとなっている資産の変動を確実に反映してい

ることの確保等） 

7.データの十分性 

指標の決定に使用するデータは、指標が計測する「価値」を正確かつ高い信頼性をもっ

て反映するのに十分であるべきであり、かつ以下を満たすべきである。 

a) 価格発見システムの信頼性を確保するため、需要と供給の競争原理によって決定

した価格、レート、指数、又は価値に基づくこと 
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b) 価格、レート、指数、又は価値にとっての信頼性の高い指標として機能するため

に、指標が計測する「価値」に関する市場における観測可能な独立当事者間取引

によって裏付けられていること 

当該原則は、指標が、観測可能かつ真正な、独立当事者間取引を行う活発な市場に基づ

くこと（すなわち、その市場で裏付けられること）を定めるものである。原則 7 は、個々

の指標を決定するに当たって、取引データのみに基づかなければならないことを意味する

ものではない。活発な市場が存在することを条件として、ある日の市況によっては、運営

機関は、取引データに付随又は補足するものとして、観測可能な市場データに関連する異

なる形態のデータに依拠することが求められる場合がある。この結果、運営機関の算出方

針によっては、主として、あるいはもっぱら、ビッド・オファーに基づき、又は過去の取

引から推定することによって、個々の指標が決定されることになる。この点については、

原則 8でさらに明示されている。 

上記のサブパラグラフ(a)及び(b)を充足していることを条件に、原則 7 は、真正かつ独

立当事者間取引で構成される観測可能な市場によって裏付けられる指標を作成する手段

として、取引執行されうるビッドやオファーを使用することを妨げるものではない23。 

本原則は、様々な指数が、ルールベースの投資戦略のパフォーマンス、指数や市場のボ

ラティリティないし推移、又は市場又は活発な市場のその他の側面を計測若しくは反映す

るよう設計されている場合があることも認識している。指数が取引を反映するものではな

い場合や、指標が、取引に基づかないデータが反映するものを計測しようとする性質を持

つ場合、取引データ以外のデータを使用することを妨げない。例えば、証券取引に関する

指数のボラティリティを計測するために設計された特定のボラティリティ・インデックス

は、取引データ以外のデータに依拠しているが、当該データは実際に機能している証券市

場又はオプション市場から得られており、当該市場に裏付けられている。 

8.データのヒエラルキー 

運営機関は、データの使用順序及び指標設計に利用する専門家の判断について明確な指

針を策定し、公表するか入手可能にすべきである。一般的に、データのヒエラルキーの構

成要素としては以下を含むべきである。 

a) 指標が呈示に依拠している場合、呈示者自身が行った「価値」に関する又は関連

市場における呈示者による独立当事者間取引 

b) 「価値」に関する独立当事者間取引であって報告又は観測されたもの 

                                                   
23例えば、長期にわたって市場全体の取引量が多いものの、ある日においてはファームのビッド・オファー

の方が公示取引よりも多い可能性もあるような市場では、この手法は適している場合もある。 
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c) 関連市場における独立当事者間取引であって報告又は観測されたもの 

d) 業者による（取引執行されうる）ビッド・オファー 

e) その他の市場情報又は専門家の判断 

当該原則は、データの十分性の原則（すなわち、活発な市場の存在）に従うことを条件

として、運営機関の算出方針で定められている指標決定に係る品質、健全性、継続性及び

信頼性を確保するための運営機関の試みと一致するよう、運営機関が柔軟にデータを使用

することを制限するものではない。運営機関は、その算出方針において、指標の品質と健

全性の確保に適切と考えるデータを柔軟に利用すべきである。例えば、活発であるが流動

性の低い市場で取引が毎日存在するとは限らない場合、運営機関によっては、専門家の判

断に依拠することを決定することがある。IOSCO は、確認されたビッドやオファーが異常

値を示す実取引よりも意味を持つ場合（例えば流動性の低い市場）が存在し得ることも認

識している。こういった状況では、ある指標決定においては、ビッド・オファー及び過去

の取引から推定されるデータ等の取引データ以外のデータが優位となるかもしれない。 

9.指標決定の透明性24 

運営機関は、運営機関の公表期限に遅延することのないよう合理的な程度に、各指標決

定について説明し、公表すべきである。 

a) 利害関係者又は市場当局が、どのように指標が決定されたかについて理解を深める

のに十分な、簡潔な説明。これには、少なくとも、評価対象の市場の規模及び流動

性（呈示された取引件数と取引量を意味する）、取引量及び価格の範囲とその平均、

並びに指標決定において検討された各種の市場データの割合を含む。算出方針を指

す用語（すなわち、取引ベース、スプレッドベース、又は内挿法／外挿法等）も含

むべきである。 

b) 指標の決定にあたり専門家の判断が利用された場合、その程度及び根拠の簡潔な説

明 

10.定期的な見直し 

運営機関は、指標によって計測される「価値」の状況を定期的に見直し、算出方針の設

計の変更を要するような構造的な変更があったかを判断すべきである。また、運営機関は、

この「価値」が使用するに値しなくなったか、機能していないために、信頼性のある指標

                                                   
24 当該原則のさらなる詳細については、付属文書 Cを参照。算定手法を定期的に公表する指標は、取引後

の透明性に係る要件が義務付けられている規制市場又は取引所を情報源とするデータから得られる場合

には、原則 9を充足することになる。加えて、原則 7で意図されている執行可能な気配値（quotes）の

みに依拠して設定される指標は、算定手法において開示することを条件として、執行可能なビッド又は

オファーで設定した理由について各指標設定で説明する必要はない。 
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の基礎としての役割を持たなくなっているかについて定期的に見直すべきである。 

運営機関は、見直しによって指標に重要な修正が加えられた場合、当該見直しの概要（修

正の根拠を含む）を公表・入手可能にすべきである。 

 

算出方針の品質 

11.算出方針の内容 

運営機関は、指標を決定するために使用する算出方針を文書化し、公表・入手可能にす

べきである。運営機関は、特定の算出方針を採用する根拠を提供すべきである。公表する

算出方針は、利害関係者がどのように指標が決定されるかを理解したうえで、指標の反映

対象、特定の利害関係者との関連性、金融商品の参照指標としての妥当性について評価で

きるように、十分に詳細な情報を提供すべきである。 

算出方針は、最低限、以下を含むべきである。 

a) 重要な用語の定義 

b) 指標を策定するために使用されるすべての基準と手続き。これには、データの選

択、指標を決定するために使用したデータの組み合わせ、運営機関による専門家

の判断の利用を管理するための指針、特定の種類のデータの優先性、指標を決定

するために必要な最低限のデータ、すべてのモデル又は推定の方法が含まれる。 

c) 各指標の決定に利用される専門家の判断の一貫性を高めるために設計された手続

きと方法 

d) 市場のストレス時又は混乱時、あるいはデータソースの欠如時に指標の決定方法

を管理する手続き（例えば、理論的な見積りモデル） 

e) エラー報告に対応するための手続き（指標の訂正が必要となる場合を含む） 

f) 内部レビューの頻度及び算出方針の承認に関する情報。可能な場合、公表される

算定手法は、当該手法の外部レビューの手続きと頻度に関する情報も含むべきで

ある。 

g) （必要に応じて）運営機関が利害関係者と協議を行う状況及び手続き 

h) 指標の潜在的な限界を特定すること。これには、市場の流動性の低下又は分裂や、

データの潜在的な集中が含まれる。 

指標が呈示にもとづく場合、以下の追加的な原則も適用される 
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運営機関は、呈示者の追加と除外に係る基準を明確に策定すべきである。これらの基準

は、運営機関の法域と呈示者の法域が異なる場合、呈示者の所在地から生じるすべての問

題を考慮に入れるべきである。当該基準は、（該当があれば）関連する規制当局が入手可能

とすべきであり、利害関係者に対して公表・入手可能とすべきである。また、通知期間を

含む、呈示者の構成の変更に関連するあらゆる規定を明確にすべきである。 

12.算出方針に対する変更 

運営機関は、提案されている算出方針への重要な変更の根拠とそのような変更を行う手

続きを公表・入手可能にすべきである。これらの手続きは、何が重要な変更にあたるかと

いうことと、変更について利用者（及び指標が使用されている範囲及び深度を勘案のうえ、

必要に応じて、その他の利害関係者）と協議するか、又は利用者に通知する方法とタイミ

ングを明確にするものであるべきである。 

これらの手続きは、運営機関が指標決定の健全性を継続的に確保するという最優先の目

的と一致すべきである。変更が提案された場合、運営機関はこれらの変更が具体的にどの

ような結果を伴うか、及びその適用予定時期について、明確に示すべきである。 

運営機関は、監督部門が算出方針の変更を精査する方法を明記すべきである。 

運営機関は、監督部門が重大であるとみなした算出方針への変更に関する利害関係者と

の協議の手続きを策定すべきである。これは、指標が利用される範囲及び深度と、利害関

係者の性質との関係で適切であり、かつ適合するものであるべきである。手続きは、以下

を満たすものであるべきである。 

a) 運営機関による全般的な評価を勘案したうえで、重大な変更案の影響について利

害関係者が分析やコメントを行う十分な機会を与えるための、事前通知と明確な

期間を提供すること。 

b) コメントを提出した者が機密にすることを要望した場合を除き、利害関係者のコ

メントの概要及びこれらのコメントに対する運営機関の回答の概要を、協議期間

の終了後、すべての利害関係者が入手できるようにすること 

13.移行 

運営機関は、市場構造の変化、商品の定義の変更、又は指標が測定対象とする「価値」

を反映しなくなるようなその他の状況による指標の停止の必要性に対応するため、明確な

方針書と手続書を整備すべきである。これらの方針書と手続書は、指標を参照する契約と

金融商品の幅と深度に加え、指標の停止が経済・金融安定性に及ぼす影響に対応したもの

であるべきである。運営機関は、特定の指標について方針書と手続書を定めるに当たって、

利害関係者、関連当局、及び国内当局の見解を勘案すべきである。 
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これらの方針書と手続書は、すべての利害関係者に対して公表・入手可能とするべきで

ある。 

運営機関は、利用者及び指標を参照する金融商品を保有するその他の利害関係者が、以

下を確保するための措置を講じることを促すべきである。 

a) 指標を参照する契約又はその他の金融商品が、参照する指標の重要な変更があっ

た場合又は停止した場合の強固な代替措置を講じること 

b) 利害関係者が、運営機関が管理できない外的要因を含む様々な要因によって指標

に重要な変更が必要となる可能性について認識すること 

指標停止の可能性に対応する運営機関の方針書と手続書には、運営機関が妥当かつ適切

であると判断した場合、以下の項目を含めることが考えられる。 

a) 信頼性が高い代替指標を選択するための基準。例えば、既存の指標の特徴（代替

市場の信頼度、満期、流動性等）に可能な限り合致しているか、指標間の差異、

代替的な指標が利害関係者の資産・負債のニーズを満たす程度、修正された指標

が投資可能かどうか、透明性のある取引データの入手可能性、利害関係者に対す

る影響、既存の法令の影響を含むが、これらに限定されない。 

b) 新たな指標への秩序だった移行を行うために複数の指標を同時に維持することが

実践的であるか（可能な場合、既存の契約と金融商品が満期を迎え、新たな指標

を公表するまで、一定期間、既存の指標を維持する） 

c) 適切な代替指標を特定できなかった場合に運営機関が取る手続き 

d) 指標又は指標のテナーが完全に停止される場合、既存の契約が、必要に応じて、

代替指標に移行することができるよう、指標を引き続き算定する期間について定

める方針 

e) 運営機関が、必要に応じて利害関係者及び関連する市場当局及び国内当局を、代

替指標を選択してこれに移行する行為に従事させるプロセス。これは、指標を参

照する金融商品のテナーに応じた対応を行うための時間枠及び利害関係者に対す

る充分な周知を含む。 

14.呈示者に係る行動規範 

指標が呈示に基づく場合、以下の追加的な原則も適用される 

運営機関は、呈示者に係る指針を策定し（「呈示者に係る行動規範」）、（該当があれば）

関連する規制当局が入手可能にすべきであり、利害関係者に対して公表・入手可能にすべ



 

 

26 

きである。 

運営機関は、呈示者に係る行動規範を遵守する主体からのデータ又は呈示のみを使用す

べきであり、運営機関は呈示者の遵守状況を適切に監視及び記録すべきである。運営機関

は、呈示者に対して、年 1 回及び呈示者に係る行動規範の改訂の都度、呈示者に係る行動

規範への遵守状況を確認することを要求すべきである。 

運営機関の監督部門は、呈示者に係る行動規範の継続的な見直しと監視の責任を担うべ

きである。 

呈示者に係る行動規範は、以下を取り扱うものであるべきである。 

a) データの選択 

b) データ及び情報の運営機関への呈示担当者 

c) 呈示者及びデータや情報を報告する呈示者の職員の確認、並びに、当該職員が呈示

者に代わって市場データの報告を行う権限について検証するための品質管理手続き 

d) 呈示者に代わって運営機関にデータ又は情報を呈示する呈示者の職員に適用される

基準 

e) 呈示者が途中で調査や呈示行（Panels）から脱退しないようにするための措置 

f) 呈示者がすべての関連データを呈示することを促す措置 

g) 呈示者の内部システムと内部統制。これには以下を含むべきである。 

i. データを呈示するための手続き（運営機関の算出方針に従い、適格なデータの種

類を決定するための手法を含む） 

ii. 疑わしいデータ又は取引（グループ間取引を含む）を検出及び検証し、また、必

要に応じて、当該データが真正であるかを確かめる手続き 

iii. 専門家の判断の利用方法について案内し、詳細を示す方針（文書化の要件を含む） 

iv. 記録保持に係る方針 

v. 呈示前のデータの検証及びデータ確認のための上級職員による複数回の検証の手

続き 

vi. 研修（（指標規制又は市場における不正行為を扱う）関連する規制に関する研修を

含む） 

vii. 疑わしい呈示の報告 
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viii. 主要な人物の役割と責任及び説明責任のあるライン 

ix. データを呈示するための経営者による内部の承認手続き 

x. 内部告発制度（原則 4に沿ったもの） 

xi. 利益相反の手続きと方針。これには、(a) 運営機関が、フロントオフィスから運

営機関へのデータの呈示に対する適切な内部監督機能と検証手続きが存在すると

確信している場合（上記パラグラフ（v）及び（ix）に記載のとおり、生じうる利

益相反に対応するための保護と監督を含む）を除き、フロントオフィスからのデー

タの呈示の禁止、(b) 必要に応じて職員と報告ラインの物理的な分離、(c)（指標

の水準に影響を与えることを意図しているかを問わず）データ入力の操作若しく

は影響を与えることへの既存又は潜在的なインセンティブの特定、開示、管理、

軽減及び回避方法の検討。これには、適切な報酬制度や、呈示者の呈示行為（指

標呈示について責任を有するすべての職員）と、呈示者又は関連会社やそれぞれ

の顧客のその他業務との間に存在する可能性のある利益相反に実効的に対応する

ことを含むが、これらに限定されない。 

15.データ収集に係る内部統制 

運営機関が外部の情報源からデータを収集する場合、運営機関はデータ収集及び伝達の

プロセスにおいて適切な内部統制の構築を確保すべきである。これらの統制は、情報源の

選択、データ収集及びデータの健全性と機密性を保護するプロセスに対応するものである

べきである。運営機関がフロントオフィスの職員からデータを受け取った場合、運営機関

は当該データをその他の情報源により裏付けるようにすべきである。 

 

説明責任 

16.不服処理 

運営機関は、不服処理に係る方針書を策定し、公表・入手可能にすることにより、利害

関係者が、特定の指標の決定が計測対象である「価値」を反映しているかどうか、特定の

指標の決定に関する算出方針の適用、及び指標決定に係る運営機関のその他の決定等に関

する不服を申し立てることができるようにすべきである。 

不服処理に係る方針には、以下を含むべきである。 

a) 利用しやすい不服処理プロセス（電子申請等）を通じて不服を申し立てることが

できるものであること 
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b) 運営機関の指標決定プロセスに対する不服の受理及び調査を、不服の対象となっ

ている指標に関与しているあるいは関与していた者から独立の立場にある者によ

り、適時及び公正に行う手続きを含むものであること。当該手続においては、不

服申立人及びその他の関連当事者に合理的な期間内で調査結果について報告し、

不服に関するすべての記録を保持するものであること 

c) 必要に応じて、運営機関のガバナンス機構へ不服を上程するプロセス 

d) 不服申立人が提出した書類及び運営機関自体の記録を含む、不服に関連するすべ

ての書類を、適用される国内法又は規制上の要件に従い、最低 5 年間保存するこ

とを求めるものであること 

指標決定に関する異義のうち正式な不服に該当しないものは、適切な標準的手続きに従

い、運営機関が解決すべきである。不服により指標決定に変更が生じた場合、運営機関の

算出方針の定めに従い、可及的速やかに利用者に対して情報を公表・入手可能にし、利害

関係者に対しても公表・入手可能にすべきである。 

17.監査 

運営機関は、運営機関により定められた基準及び原則に対する運営機関の遵守状況を定

期的にレビューし報告するための適切な経験と能力を有する独立する立場の内部又は外部

監査人を任命すべきである。監査の頻度は、運営機関の業務の規模と複雑性に見合ったも

のでなければならない。 

運営機関が特定した既存又は潜在的な利益相反の程度に応じて、（関連する規制当局では

なく国内当局によって規制又は監督される指標を除いて）運営機関は、運営機関により定

められた算出方針に対する運営機関の遵守状況を定期的にレビューし報告するための適切

な経験と能力を有する独立する立場の外部監査人を任命すべきである。 

監査の頻度は、運営機関の指標に関連する業務の規模と複雑性、利害関係者による指標

の利用の範囲と深度に適したものであるべきである。 

18.監査証跡 

以下の記録文書は、適用される国内法又は規制上の要件に従い、運営機関が 5 年間保存

すべきである。 

a) 指標決定で依拠するすべての市場データ、呈示及びその他のデータや情報源 

b) 指標決定における運営機関による専門家の判断の利用 

c) 標準的な手続きや算出方針の変更又はそれらからの逸脱。これは、市場のストレ
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ス時又は混乱時に実施されたものを含む。 

d) 指標決定に関与した各担当者の身元 

e) データに関連する問い合わせと回答 

これらの記録が規制市場又は取引所によって保持されている場合、運営機関は、適切な

記録文書の共有に関する取決めに基づき、当該原則の遵守についてこれらの記録に依拠す

ることができる。 

指標が呈示に基づく場合、以下の追加的な原則も適用される 

呈示者は、適用される国内の法律又は規制の要件に従い、以下の記録を 5 年間保存すべ

きである。 

a) データの呈示を管理する手続きと方法 

b) 運営機関に提供されたデータや情報を呈示又は作成したその担当者の身元 

c) 呈示及び呈示の監督の責任を担う担当者の名前と役割 

d) 呈示者間の関連するコミュニケーション 

e) 運営機関とのやりとり 

f) 運営機関に呈示したデータや情報に関して受けた問合せ 

g) 利益相反及び指標に関連した商品に対する自社全体のエクスポージャー 

h) 監査や調査を促すための、指標に関連した商品に対する個々のトレーダー及びデス

クのエクスポージャー 

i) 外部・内部監査の検出事項。（該当する場合）指標呈示の是正措置に関連する情報及

びそれらの措置の実施の進捗状況 

19.規制当局との連携 

これらの原則の対象となる関連文書、監査証跡及びその他の文書は、関連当事者により

関連する規制当局が規制上又は監督上の責務を遂行するうえで容易に利用できるようにし、

要請があった場合には迅速に提出する。 
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付属文書 A 

主要な用語の定義 

運営（Administration）：指標の作成及び提供に関わる、以下のすべての段階やプロセス

を含む。 

a) 指標を決定する目的で、情報を収集、分析、及び（又は）加工すること、あるい

は意見の表明を行うこと 

b) ある計算式又は情報を計算する他の手法、あるいは、（指標を決定する目的で）意

見の表明を適用することにより指標を決定すること 

c) 利用者への提供。プロセスの見直し、調整及び修正を含む。 

運営機関（Administrator）：指標運営プロセスの設定と運営を管理する組織又は法人。

指標に関連した知的所有権を所有しているかは問わない。具体的には、以下を含む指

標運営プロセスのすべての段階において責任を有する。 

a) 指標の計算 

b) 算出方針の決定及び適用 

c) 指標の提供 

独立当事者間取引（Arm’s-length Transaction）：利益相反（関連会社間の取引等の関係

から生じる利益相反など）の影響を受けずに締結された二者間の取引 

監査証跡（Audit Trail）：指標設定プロセス上、対象期間において使用された関連データ、

呈示、その他の情報、判断（データを除外する根拠を含む）、分析、呈示者の身元につ

いての文書と保存された記録 

指標（Benchmark）：本報告書の対象となる指標は、以下の価格、見積り、レート、指数

又は価値である 

a) 無料又は有料で利用者に入手可能であること 

b) 一つ又は複数の基礎となる「価値」の値に対して、ある計算式又はその他の計算

方法を全体的ないし部分的に適用することによって、又は「価値」の値を評価す

ることによって、定期的に計算されるものであること 

c) 以下の一つ又は複数の目的のために参照されること 

  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
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支払金額を決定すること 

  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 

  金融商品のパフォーマンスを測定すること 

指標公表機関（Benchmark Publisher）：指標の値を公表する法的主体。利用者が、当

該値をインターネットから、若しくはその他の手段で、無料又は有料で入手可能にす

ることを含む。 

真正な（Bona Fide）：データが、データを提示した当事者間において実行された、又は

実行の準備ができている取引に基づいて作成されており、かつ、当該取引が、独立当

事者間で行われている場合の当該データを指す。 

算定機関（Calculation Agent）：運営機関が設定した算出方針に従い、ある計算式又は

情報を計算するその他の方法又は指標を決定する目的で提供された意見の表明を適用

することにより指標を決定する責任を委譲されている法的主体。 

専門家の判断（Expert Judgment）：指標の決定におけるデータの使用に関して、運営機

関又は呈示者が裁量をもって判断することを指す。専門家の判断は、過去の取引又は

関連する取引からの推定、マーケット・イベントや買手又は売手の信用の質の低下な

ど、データの質に影響を及ぼす可能性のある要因のために値を調整すること、あるい

は実行した特定の取引よりもビッドやオファーを重視することなどを含む。 

フロントオフィス機能（Front Office Function）：この用語は、第三者、又は自己取引

のために、価格決定（リスク管理上の価格検証を除く）、トレーディング、販売、マー

ケティング、広告、勧誘、ストラクチャリング、及び仲介業務を実施する呈示者又は

その関連会社の部署、部門、グループ、担当者、あるいはこれらの行為について直接

的な監督権限を行使する者（そのように特定されているかは問わない。）を指す。 

「価値」（Interest）：現物のコモディティ、通貨、又はその他の有形商品、無形商品（持

分証券、債券、先物取引、スワップ又はオプション、金利やその他の指数（ルールベー

スのトレーディング戦略又は金融商品やその他の指数のボラティリティと連動する指

数を含む））等、指標によって計測されることが意図される「価値」を基礎とするあら

ゆる金融商品を指す。文脈によっては、「価値」という用語には、当該「価値」に係る

市場も含まれる場合がある。 

市場当局（Market Authority）：規制当局、自主規制機関、規制市場若しくは規制取引所、

又は（文脈に応じて）清算機関。 
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市場参加者（Market Participants）：指標を利用し、又は指標を参照する、金融契約や金

融商品の開発、ストラクチャリング、使用、取引に関与する法的主体。 

算出方針（Methodology）：情報を収集し、指標を決定するに当たって従う文書化された  

規則と手続書。 

国内当局（National Authority）：市場当局又は規制当局ではない場合もあるが、指標の

方針に対して責任を有する、あるいは行政上の関心を有する中央銀行等の関連する政

府機関を指す。 

呈示行（Panel）：指標の呈示者である一部の市場参加者。 

公表・入手可能にする（Publish or Make Available）：運営機関等の当事者が利害関係

者に文書又は通知を提供すべきであるという期待を指す。そのような通知が行われる

場合は、ベストエフォートベースで運営機関によって行われ、利害関係者による指標

の使用の範囲や深度に応じたものとすべきである。通常、運営機関のウェブサイトに

文書又は通知を掲載することでこの期待を満たすことができる。 

規制市場又は取引所（Regulated Market or Exchange）：規制当局により規制及び（又

は）監督されている市場又は取引所。 

規制当局（Regulatory Authority）：証券及び（又は）コモディティや先物の規制の責任

を有する政府機関又は法定機関（自主規制機関ではない）。 

自主規制機関（SRO: Self-Regulatory Organisation）：自らを規制する権限又は責任を

付与されている組織であり、その規則は証券市場や業界のあらゆる部分について有意

な制裁の対象となる。この権限は、非政府系エンティティへの法定の権限委譲、又は

政府当局が許可又は承認したSROとそのメンバーの間の契約を通じて生じる場合があ

る。「IOSCO のメソドロジー」の原則 9（50ページ）を参照。 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359.pdf 

利害関係者（Stakeholder）：指標を参照する契約又は金融商品を保有する利用者及びそ

の他の者やエンティティを指す。 

呈示（Submission(s)）：指標決定の目的で、呈示者から運営者に対して提供される価格、

見積り、価値、レート、又はその他の情報。取引後の透明性に係る要件が義務付けら

れている規制市場又は取引所を情報源とするデータは除外される。 

呈示者（Submitter）：指標の決定に関連して要求されている情報を運営機関又は算定機

関に提供する法人。 

利用者（Subscriber）：運営機関から指標決定サービスを購入する者又はエンティティ。 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359.pdf
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Foreword 
 
The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) has published 
this Final Report.  
 
This Report, which has been prepared by the IOSCO Board Level Task Force on Financial 
Market Benchmarks (Task Force), sets out IOSCO’s final Principles on Financial Benchmarks.  
This report also summarizes and discusses the comments received on a Consultation Report: 
Principles for Financial Benchmarks,1 published by IOSCO on 16 April 2013.  
 
Key terms are defined in the Glossary in Annex A. 
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Chapter 1  Introduction 
 
Background  
 
On 16 April 2013 the International Organization of Securities Commissions published a 
Consultation Report: Principles for Financial Benchmarks2 (April Consultation Report), which 
requested comments from the public on proposed final Principles for Financial Benchmarks. The 
principles were developed by IOSCO’s Board Level Task Force on Financial Market 
Benchmarks. The IOSCO Board created the Task Force in light of investigations and 
enforcement actions regarding attempted manipulation of major interest rate Benchmarks 3 .  
Those investigations and enforcement actions raised concerns over the fragility of certain 
Benchmarks – in terms of both their integrity and their continuity of provision - that has the 

2   Principles for Financial Benchmarks, IOSCO, April 2013, supra fn No 1  
3  Japan Financial Services Agency (JFSA) took  administrative action against RBS Securities Japan Limited 

(12 April 2013): http://www.fsa.go.jp/en/news/2013/20130412.html  

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Order against UBS AG and UBS Securities Japan 
Co. Ltd to pay a $700 million penalty to settle charges of manipulation, attempted manipulation and false 
reporting of certain global benchmark interest rates (19 December 2012): 
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6472-12 and 
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfubsorder1219
12.pdf 

UK Financial Services Authority (FSA), fined UBS AG £160 million for significant failings in relation to 
the London Interbank Offered Rate (LIBOR) and the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) (19 
December 2012: http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/116.shtml and  
http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/final/ubs.pdf 

Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) ordered UBS AG to disgorge CHF 59 million in 
profits to the Swiss Confederation for seriously violating financial market legislation in connection with the 
submission of interest rates, particularly LIBOR (19 December 2012): 
http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/mm-ubs-libor-20121219.aspx 

US CFTC Order against Barclays PLC, Barclays Bank PLC and Barclays Capital Inc. to pay a $200 million 
penalty for attempted manipulation of and false reporting concerning LIBOR and EURIBOR (27 June 
2012): http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6289-12 and 
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfbarclaysorder
062712.pdf 

UK FSA fined Barclays Bank PLC £59.5 million for misconduct relating to LIBOR and EURIBOR (27 
June  2012): http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.shtml and   
http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/final/barclays-jun12.pdf.   

  JFSA took administrative action against UBS Securities Japan Ltd and UBS AG, Japan branches, (16 
December 2011): http//www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-3.html 

 
  JFSA took administrative action against Citigroup Global Market Japan Inc. (16 December 2011): 

http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-2.html 
 
  JFSA took administrative action against Citibank Japan Ltd. (16 December 2011): 

http://www.fsa.go.jp/en/news/2011/20111216-1.html 
  



potential to undermine market confidence potentially harming both investors and the real 
economy. 
The April Consultation Report was informed by the comments received to IOSCO’s initial 
Consultation Report in January 2013 (January Consultation Report),4 as well as by comments 
received at stakeholder meetings on 21 February 2013 at the Financial Services Authority (FSA) 
(the predecessor organisation to the UK Financial Conduct Authority (FCA) in London and on 
26 February 2013 at the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).  
During the course of this work, the Task Force also has taken into consideration the related work 
undertaken within a variety of regulatory and industry fora.  These include: 

Regulatory Work streams: 

• The IOSCO Principles for Oil Price Reporting Agencies (PRA Principles) which was  
undertaken by IOSCO Committee 7 on Commodity Futures Markets; 

• Significant reviews of domestic interbank Benchmarks, notably the CFTC UBS Order, 
the CFTC Barclays Order 5and FSA Order, and The Wheatley Review of LIBOR: final 
report;6    

• The European Commission’s Consultation on the Regulation of Indices;7 

• The European Securities and Markets Authority/European Banking Authority’s  
Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU;8 and 

• The Bank for International Settlements’ Board of Governors Economic Consultative 
Committee report.9 

Industry Work streams:  

4  CR01/13 Financial Benchmarks: Consultation Report, Report of the IOSCO Board 10 Jan. 2013:  
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD399.pdf  

5   See Principles for Financial Benchmarks, IOSCO, April 2013, supra  fn No 1  
6   The Wheatley Review of LIBOR: Final Report (Sept 2012):  http://cdn.hm-

treasury.gov.uk/wheatley_review_libor_finalreport_280912.pdf 
7   European Commission, consultation document on The Regulation of Indices: a Possible Framework for the 

Regulation of the Production and Use of Indices serving as Benchmarks in Financial and other Contracts 
(5 September – 29 November 2012): 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/benchmarks_en.htm 

8   European Securities and Markets Authority (ESMA) and European Banking Authority (EBA), Principles 
for Benchmarks-Setting Processes in the EU, ESMA/2013/658 (5 June 2013 : 
http://eba.europa.eu/documents/10180/217545/2013-658+ESMA-
EBA+Principles+on+Benchmarks+Final+Report.pdf  

9      See press release: http://www.bis.org/press/wnew.htm and Bank for International Settlements report 
Towards better reference rate practices: a central bank perspective (18 March 2013): 
http://www.bis.org/publ/othp19.pdf. 

  



• Best practice standards for conducting Benchmark price assessments issued by the Global 
Financial Markets Association (GFMA);10  and 

• The proposal by Argus Media, ICIS and Platts for a price reporting code for independent 
price reporting agencies (IPRO).11  

Objective of IOSCO’s Work on Benchmarks 
As stated in the January Consultation Report, IOSCO’s objective is to create an overarching 
framework of Principles for Benchmarks used in financial markets12.  Specifically, the IOSCO 
Board seeks to articulate policy guidance and principles for Benchmark-related activities that 
will address conflicts of interest in the Benchmark-setting process, as well as transparency and 
openness when considering issues related to transition.    
To inform this work, IOSCO’s Task Force initially reviewed a selection of Benchmarks, 
representing a number of asset classes in different jurisdictions.  That review, as well as 
IOSCO’s consideration of Benchmark issues in the context of oil price reporting agencies and in 
work being conducted in other fora, helped identify certain broad, generic risks to the credibility 
of Benchmarks arising from vulnerabilities in the Benchmarks’ Methodology, transparency and 
governance arrangements.13  
As discussed in both consultation reports, these risks arise from incentives stemming from 
conflicts of interests, which may be amplified when Expert Judgement is used in Benchmark 
determinations. The following factors should be taken into account when assessing the risk of a 
Benchmark: 

1. Submissions to Benchmarks: As described in the January Consultation Report, there are a 
variety of methods by which different forms of data are developed, collected and 
transmitted to Administrators. The Submission process may create additional 
vulnerabilities to the determination process if not addressed by appropriate controls and 
policies.  For example, there may be conflicts of interests in and incentives to manipulate 
the determination process where the Submitters are also Market Participants with stakes 
in the level of the Benchmarks. Furthermore, there may be other conflicts of interests and 
opportunities for manipulative conduct created by the possibility of voluntary and/or 
selective Submissions, the varied composition of Submitters, and discretion in the 
selection of data to be submitted.  

2. Content and transparency of Methodologies: If the procedures and policies concerning 
the Methodology do not contain adequate detail, the ability of Stakeholders to evaluate 

10    Global Financial Markets Association (GFMA), Principles for Financial Benchmarks (November 2012) 
and  

  GFMA Updated Principles for Financial Benchmarks (November 2012) 
11  The Price Reporting Code for Independent Price Reporting Organizations (Draft) 30 April 2012: 

http://platts.com/IM.Platts.Content/aboutplatts/mediacenter/mediakits/draftiprcode30apr12.pdf 
12  CR01/13 Financial Benchmarks, Consultation Report, IOSCO, 10 Jan. 2013, supra fn 4.    
13  See Id. at Appendix B. As stated in the January 2013 Consultation Report at p.8, IOSCO’s Task Force did 

not make recommendations relating to any given Benchmark  
 



the credibility of a Benchmark may be restricted.  Furthermore, a lack of transparency 
may allow abusive conduct to influence Benchmark determinations. Low transparency in 
the absence of strong internal controls may also create opportunities for gaming 
Submissions to influence a Benchmark.  

3. Governance processes: The enforcement cases reviewed by the Task Force illustrate that 
conflicts of interest at both the Submitter and Administrator levels can create incentives 
for abusive conduct. These conflicts can arise within the variety of structures that may 
exist in the Benchmark Submission and compilation processes. For example, Submitters, 
Administrators, Calculation Agents or other third parties may attempt to manipulate a 
Benchmark by submitting false or misleading data or by attempting to influence 
personnel at the Administrator level who are responsible for the exercise of Expert 
Judgment.   

The final Principles have been developed, and should be read collectively, to address these 
vulnerabilities.   

Scope 
As noted above, IOSCO’s objective is to create an overarching framework of Principles for 
Benchmarks used in financial markets.  Consistent with this objective, the definition of 
Benchmark that has been adopted for these Principles is very broad.  
Benchmark Administration by a National Authority used for public policy purposes (e.g., labour, 
economic activity, inflation or consumer price indices) is not within the scope of the Principles.  
However, Benchmarks where a National Authority acts as a mechanical Calculation Agent are 
within the scope of the Principles.  The Principles also exclude reference prices or settlement 
prices produced by Central Counterparties (CCPs), provided that they are produced solely for the 
purposes of risk management and settlement.  The prices of single financial securities (e.g., 
equity securities underlying stock options or futures) are not considered Benchmarks for the 
purposes of these Principles. 
However, because the universe of Benchmarks is large and diverse - a point repeatedly stressed 
in the comment letters and Stakeholder meetings - the Task Force has first developed a set of 
high level Principles that would be applicable to all Benchmarks. A subset of more detailed 
Principles also has been developed that address Benchmarks having specific risks arising from 
their reliance on Submissions (Principles 4, 5, 11, 14 and 18) and/or ownership structures 
(Principles 3 and 5), as set out below.  

Benchmark Administrators Should Adopt the Recommended Practices  
The Principles should be understood as a set of recommended practices that should be 
implemented by Benchmark Administrators and Submitters. The application of these Principles 
should be proportional to the size and risks posed by each Benchmark and/or Administrator and 
the Benchmark-setting process.    

 
Implementation 



The consultation feedback brought to light a number of questions regarding the application of the 
Principles, in particular about the more detailed Administrators’ and Submitters’ control 
framework, accountability and transparency requirements. 
IOSCO recognized in its April Consultation Report that “although the Principles set out uniform 
expectations, IOSCO does not expect a one-size-fits-all method of implementation to achieve the 
objectives of the Principles.” Given the large universe of Benchmarks in scope of this work, 
IOSCO believes the implementation of the Principles will not be identical for each Benchmark. 
Rather, the Principles provide a framework of standards, which might be met in different ways  
depending on the specificities of each Benchmark. In particular, the application and 
implementation of the Principles should be proportional to the size and risks posed by each 
Benchmark and/or Administrator and the Benchmark-setting process.  This would also include 
the proportional application to new or emerging Benchmarks, in order to avoid material 
regulatory barriers to entry.  
The proportional implementation of Principles should also take into account the source of 
underlying data inputs14. In particular, the application of the Principles to Benchmarks that are 
derived from data sourced from Regulated Markets or Exchanges with mandatory post-trade 
transparency requirements could be less intensive.15 This is justified by the nature of checks and 
monitoring in place at the Regulated Markets or Exchanges, as well as an IOSCO member’s 
authority over rules governing the listing and trading of financial instruments referencing these 
Benchmarks.     
As examples, complying with the Principles in a proportional manner could mean for some 
Benchmarks: 

• For Principle 3(c): Explaining why segregation of reporting lines may not be feasible, for 
instance because of limited staff numbers, and explaining the control measures that can 
mitigate this. 

• For Principle 3(d): Explaining why the individual sign-off of each Benchmark 
determination is not possible, for instance because of the large numbers of 
determinations. Instead a general framework to validate determinations could be 
proposed. This might include sampling, such as regular or random manual validation of 
individual Benchmark determinations. 

• For Principle 5: Clearly explaining to Stakeholders in a Benchmark how the oversight 
functions described in the Principle are performed, and explaining why, if a specific 
oversight committee is not used, the type of governance structure in place is appropriate. 
If the full terms and individual membership (including names) cannot be made public for 
confidentiality reasons, the Administrator should explain the composition in terms of 
positions, skills and experience. 

14  The concept of proportionality is not intended to affect the requirement in Principle 7 that a Benchmark 
must be anchored in an active market having observable, Arms-length Transactions.  

15  For example, Benchmarks that regularly publish their Methodologies would satisfy Principle 9 when 
derived from data sourced from Regulated Markets or Exchanges with mandatory post-trade transparency 
requirements would satisfy Principle 9.  See Principle 9.  



• For Principle 17: Explaining why the form of audit (internal, external or independent) is 
adequate for the size of the operation and the risk features it displays. 

In some of the examples above, general procedures may be used by the Administrator to comply 
with those Principles as long as they demonstrate that the functions required by the Principles are 
met.   

Benchmark Administrators Should Disclose Compliance with Principles 
 
Benchmark Administrators should publically disclose the extent of their compliance with the 
Principles annually. If implementation in any way deviates from the Principles, the 
Administrator should explain why it believes it meets the objectives and functions of the 
Principles, including to the extent they are relying on a proportionate view of the Principles (as 
that concept has been described above).   
 
Benchmark Administrators should publically disclose their compliance with the Principles within 
twelve months of the publication of this report.  

Specific Application for Oil PRAs 
 
In October 2012, IOSCO adopted the PRA Principles, which were developed in collaboration 
with the International Energy Agency (IEA), International Energy Forum (IEF), and the 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 16 . IOSCO recommended voluntary 
adoption and implementation of the PRA Principles and established a review process over the 18 
months following their publication, pursuant to which IOSCO, in collaboration with the IEA, 
IEF and OPEC, will evaluate the degree to which the PRA Principles have been implemented by 
PRAs. IOSCO further stated that it will seek the input of market authorities, stakeholders and 
PRAs and make further recommendations as appropriate at the end of the evaluation period.   
 
As noted above, IOSCO took into consideration the PRA Principles during the development of 
these Principles for Financial Benchmarks17. Moreover, the PRA Principles were developed with 
due regard to the specifics of the oil markets, while these Principles for Financial Benchmarks 
focus on Benchmarks generally.   As a result, while both sets of principles reflect similar high-
level concerns, they differ in specifics.   
 
In order to respect the circumstances under which these two sets of principles have been adopted, 
as well as the on-going evaluation process of the PRA Principles, IOSCO expects that the oil 
PRAs should continue to comply with and implement the PRA Principles.   
IOSCO will, in the context of its collaboration with the IEA, IEF and OPEC, consider the need in 
due course for any modification of the PRA Principles to align them more closely with these 
Principles for Financial Benchmarks. 

16  FR06/12 Principles for Oil Price Reporting Agencies, Report of the Board of IOSCO, October 2012, 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD391.pdf  

17  For example, Principle 9 of the principles for Financial Benchmarks is based on principle 2.3 of the oil 
PRA Principles.   



IOSCO members should encourage implementation of the Principles including through 
regulatory action where appropriate. 

This Report does not make specific recommendations with respect to any particular Benchmarks. 
The majority of IOSCO members do not regulate Benchmark Administrators or Submitters. 
Nonetheless, IOSCO members should consider whether regulatory action (or recommendations 
for action by other relevant National Authorities in their own jurisdiction) may be appropriate to 
encourage implementation of the Principles. A policy decision in this regard will depend upon, 
many factors, including:  

• Facts and circumstances of Benchmark activity in a particular IOSCO member’s 
jurisdiction; 

• Impact of such activity on the IOSCO member’s regulatory responsibilities; 

• Investor and retail usage; 

• Economic and financial stability impacts of such activity; 

• Existing review and approval authority over rules governing the listing and trading of 
securities and derivatives that reference Benchmarks; 18     

• Allocation of regulatory responsibility within the jurisdiction; and  

• An IOSCO member’s determination as to the need for, and effectiveness of, any policy 
changes.  

The factors discussed in the January Consultation Report on drawing regulatory distinctions are 
also pertinent to this inquiry.19 Moreover, different approaches may be appropriate for different 
Benchmarks.  

IOSCO Statement on Appropriate Enforcement Powers  
An effective and credible enforcement programme should include robust powers over market 
manipulation, including attempted manipulation and securities fraud.  These powers might be 
general in their application or they might relate directly to Benchmark activity.   
 
In practice, despite not commonly having express powers to take action for Benchmark 

misconduct, Regulatory Authorities have deployed their existing powers in relation to securities 
breaches in order to bring cases against manipulation and attempted manipulation of 

18  The January 2013 Consultation Report noted that the IOSCO Objectives and Principles of Securities 
Regulation provide that a regulator should be informed of the types of securities and products to be traded 
on an exchange or trading system and review or approve the rules governing the trading of the 
product.  FRO8/11 Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of 
Securities  Regulation (October 2011), Principle 33, key issue 4, products and participants at p. 207.  

19  See discussion at pages 34-37  in CR01/13 Financial Benchmark’s, Report of the Board of IOSCO (10 
January 2013). Supra fn 4.  



Benchmarks.  For example, the US CFTC and the UK FSA have fined three banks in aggregate 
more than US$ 2.6 billion between June 2012 and February 2013.  These investigations involved 
significant information-sharing and cooperation under the IOSCO Multilateral Memorandum of 
Understanding (MMoU) in accordance with the paragraph 7 of the IOSCO MMoU stating that 
signatories provide one another with the “fullest assistance permissible” to secure compliance 
with the securities laws applicable in their jurisdictions.  
 
The momentum of these recent events has led to a number of proposals for regulators to be given 
express powers to take action against Benchmark misconduct.  For example, with effect from 1 
April 2013 the UK FCA has the power to prosecute a new criminal offence, which has been 
introduced if a person makes false or misleading statements in relation to LIBOR-setting (section 
91, Financial Services Act 2012).  In the European Economic Area, the new Market Abuse 
Regulation (expected to come into force by 2014) introduces provisions specifying that 
manipulation of the calculation of a Benchmark constitutes misconduct under the European 
Market Abuse regime.20 These developments are welcome.  
 
Accordingly, IOSCO Members should initiate action (or recommendations for action by other 
relevant National Authorities in their own jurisdiction), appropriate to their jurisdiction’s legal 
and regulatory structure, to adopt enforcement regulations that make manipulation and attempted 
manipulation of a Benchmark an offense where such Benchmark is referenced in a financial 
contract or financial instrument. 

Principles are Not Intended to Supersede Existing National Laws 

The Principles are not intended to supersede existing laws, regulations or relevant regulatory or 
supervisory frameworks in specific jurisdictions, including any IOSCO Principles or 
undertakings agreed with Regulatory Authorities relating to a specific type of Benchmark, or a 
related activity. Rather, these Principles are intended to provide guidance to Administrators, 
Submitters and regulators and supplement existing IOSCO Principles.  

Evaluation 
Following the publication of the Principles, IOSCO intends to review within an 18-month period 
the extent to which the Principles have been implemented by obtaining the input of Stakeholders, 
Market Authorities and, as appropriate, Benchmark Administrators.     

20  http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm  



Chapter 2 –Principles for Financial Benchmarks 
 
Summary of the Principles  
These Principles are intended to promote the reliability of Benchmark determinations, and 
address Benchmark governance, quality and accountability mechanisms. Although the Principles 
set out uniform expectations, IOSCO does not expect a one-size-fits-all method of 
implementation to achieve these objectives. The Principles provide a framework of standards 
that Administrators should implement according to the specificities of each Benchmark. In 
particular, the application and implementation of the Principles should be proportional to the size 
and risks posed by each Benchmark and/or Administrator and the Benchmark-setting process. 
Moreover, nothing in these Principles is intended to restrict an Administrator from adopting its 
own unique Methodology or from adapting their Methodologies to changing market conditions 
in order to meet the Principles. 

Governance: 
These Principles are intended to ensure that Administrators will have appropriate governance 
arrangements in place in order to protect the integrity of the Benchmark determination process 
and to address conflicts of interest. Specifically, these Principles address: 

• The retention by the Administrator of primary responsibility for all aspects of the 
Benchmark determination process, such as the development and determination of a 
Benchmark and establishing credible and transparent governance, oversight and 
accountability procedures. This Principle makes clear that, regardless of the particular 
structure for Benchmark determination and administration, there should be an overall 
entity which is responsible for the integrity of the Benchmark. [1. Overall Responsibility 
of the Administrator] 

• The adoption by the Administrator (and its oversight function) of clearly defined written 
arrangements setting out the roles and obligations of the parties involved in the 
Benchmark determination and the monitoring of any third party’s compliance with those 
arrangements. This Principle reflects the concern that any outsourcing of functions should 
be subject to oversight by the Administrator. This Principle applies only where activities 
relating to the Benchmark determination process are undertaken by third parties, for 
example with respect to collection of inputs, or where a third party acts as the Calculation 
Agent or Publisher of the Benchmark. [2. Oversight of Third Parties] 

• The documentation, implementation and enforcement of policies and procedures for the 
identification, disclosure, management and avoidance of conflicts of interest, including 
the disclosure of any material conflicts of interest to Stakeholders and any relevant 
Regulatory Authority. This framework should be appropriately tailored to the level of 
existing or potential conflicts of interest identified by the Administrator and should seek 
to mitigate existing or potential conflicts of interest created by the ownership or control 
structure or due to other interests arising from the Administrators’ staff or wider group in 
relation to Benchmark determinations. This Principle is intended to address the 



vulnerabilities that create incentives for Benchmark manipulation. [3. Conflicts of 
Interest for Administrators] 

• An appropriate control framework at the Administrator for the process of determining 
and distributing the Benchmark, which should be appropriately tailored to the materiality 
of the potential or existing conflicts of interest identified, and to the nature of Benchmark 
inputs and outputs. The control framework should be documented, available to any 
relevant Regulatory Authority and Published or Made Available to Stakeholders. Among 
other things, a control framework should include an effective whistleblowing mechanism 
in order to facilitate early awareness of potential misconduct. [4. Control Framework 
for Administrators] 

• An oversight function to review and provide challenge on all aspects of the Benchmark 
determination process, which should be appropriate to the Benchmark in question (i.e., 
including its size, scale and complexity) and provide effective oversight of the 
Administrator. The oversight function and its composition should include consideration 
of the features and intended, expected or known usage of the Benchmark and the 
materiality of existing or potential conflicts of interest identified.  A separate committee 
or other appropriate governance arrangements should carry out the oversight function. [5. 
Internal Oversight] 

Quality of the Benchmark: 

These Principles are intended to promote the quality and integrity of Benchmark determinations 
through the application of design factors that result in a Benchmark that reflects a credible 
market for an Interest measured by that Benchmark. The Principles also clarify that a variety of 
data may be appropriately used to construct a Benchmark, as long as the Data Sufficiency 
Principle is met (i.e., based on an active market). Specifically, these Principles address: 

• The design of a Benchmark should take into account generic design factors that are 
intended to result in a reliable representation of the economic realities of the Interest that 
the Benchmark seeks to measure and to eliminate factors that might result in a distortion 
of the price, rate, index or value of that Benchmark.  The factors presented are generic 
and non-exclusive illustrations. [6. Benchmark Design] 

• The data used to construct a Benchmark should be based on prices, rates, indices or 
values that have been formed by the competitive forces of supply and demand (i.e., in an 
active market) and be anchored by observable transactions entered into at arm’s length 
between buyers and sellers in the market for the Interest the Benchmark measures.21 This 
Principle recognizes that Bona Fide observable transactions in active markets provide a 

21  The term “active market” is not defined, as this is a determination that is made by the Administrator during 
the design of the Benchmark (Principle 6) as well as in its periodic review of the selected reference market 
(Principle 10). The January Consultation Report discusses a variety of factors, such as size, liquidity, 
market concentration and market dynamics that will be relevant to this inquiry. See discussion at pages 40-
42 in CR01/13 Financial Benchmarks, Report of the Board of IOSCO 10 Jan. 2013, supra fn 4.     

 



level of confidence that the prices or values used as the basis of the Benchmark are 
credible. Principle 7 does not mean that every individual Benchmark determination must 
be constructed solely from transaction data. Provided that an active market exists, 
conditions in the market on any given day might require the Administrator to rely on 
different forms of data tied to observable market data as an adjunct or supplement to 
transactions.22 Depending upon the Administrator’s Methodology, this could result in an 
individual Benchmark determination based predominantly, or exclusively, on bids and 
offers or extrapolations from prior transactions. 

• Provided that an active market exists, Principle 7 does not preclude Benchmark 
Administrators from using executable bids or offers as a means to construct Benchmarks 
where anchored in an observable market consisting of Bona Fide, Arms-length 
transactions. For example, this approach might be appropriate in a market where overall 
transaction volume is high over sustained periods, though on any given day there might 
be more firm bids and offers than posted transactions taking place.  

• The Principle also recognizes that various indices may be designed to measure or reflect 
the performance of a rule-based investment strategy, the volatility or behaviour of an 
index or market or other aspects of an active market. The Principle also does not preclude  
the use of non-transactional data for indices that are not designed to represent 
transactions and where the nature of the index is such that non-transactional data is used 
to reflect what the index is designed to measure.  For example, certain volatility indices, 
which are designed to measure the expected volatility of an index of securities 
transactions, rely on non-transactional data, but the data is derived from and thus 
anchored  in an actual functioning securities or options market. [7. Data Sufficiency] 

• The establishment of clear guidelines regarding the hierarchy of data inputs and the 
exercise of Expert Judgment used for the determination of Benchmarks.  This Principle is 
intended to make transparent to users the manner in which data and Expert Judgment may 
be used for the construction of a Benchmark. This Principle is not intended to create a 
rigid checklist or otherwise restrict an Administrator’s flexibility to use inputs consistent 
with the Administrator’s approach to ensuring the quality, integrity, continuity and 
reliability of its Benchmark determinations, set out in the Benchmark Methodology, 
provided that the Data Sufficiency Principle is met. [8. Hierarchy of Data Inputs] 

• The publication with each Benchmark determination, to the extent reasonable without 
delaying the Administrator’s publication deadline, of a concise explanation sufficient to 
facilitate a Subscriber’s or Market Authority’s ability to understand how the Benchmark 
determination was developed, as well as a concise explanation of the extent to which and 
the basis upon which judgment, if any, was used by the Administrator in establishing a 

22   As noted in the January Consultation Report, a low liquidity market that reflects the commercial realities of 
a market and functions as a price discovery market could support a Benchmark consistent with this  
Principle, even though non-transactional data such as verifiable (firm) bids and offers might be used as an 
adjunct to the low number of transactions in compiling a Benchmark.  See id. at 41. 

 



benchmark determination. Benchmarks that regularly publish their Methodologies would 
satisfy principle 9 when derived from data sourced from Regulated Markets or Exchanges 
with mandatory post-trade transparency requirements. In addition, a Benchmark that is 
based exclusively on executable quotes as contemplated by Principle 7 would not need to 
explain in each determination why it has been constructed with executable bids or offers, 
provided there is disclosure in the Methodology. [9. Transparency of Benchmark 
Determinations] 

• The periodic review by the Administrator of the conditions in the underlying Interest that 
the Benchmark measures to determine whether the Interest has undergone structural 
changes that might require changes to the design of the Methodology (e.g., the Interest 
has diminished to the extent that it can no longer function as the basis for a credible 
Benchmark). In order to facilitate Stakeholders’ understanding of the viability of a 
Benchmark, a summary of such reviews should be Published or Made Available when 
material revisions have been made to a Benchmark, including the rationale for the 
revisions. [10. Periodic Review] 

 
Quality of the Methodology: 
These Principles are intended to promote the quality and integrity of Methodologies by setting 
out minimum information that should be addressed within a Methodology, which should be 
Published or Made Available so that Stakeholders may understand and make their own 
judgments concerning the overall credibility of a Benchmark. The Methodology should also 
address the need for procedures that control when material changes are planned, as a means of 
alerting Stakeholders to these changes that might affect their positions, financial instruments or 
contracts.   

The Principles also establish that Administrators should have credible policies in case a 
Benchmark ceases to exist or Stakeholders need to transition to another Benchmark. These 
policies are intended to encourage Administrators and Stakeholders to plan prospectively for the 
possible cessation of a Benchmark.  

These Principles also address vulnerabilities in the Submission process (e.g., conflict of interest, 
improper communication between Submitters and Administrators, selective Submission of data) 
by outlining the responsibilities that should be undertaken by Submitters (i.e., a Submitter Code 
of Conduct). These Principles also make clear the Administrator’s responsibilities to have 
internal controls over the collection of data from regulated sources. Specifically, these Principles 
address: 

• The documentation and publication of the Methodology used to make Benchmark 
determinations, with sufficient detail to allow Stakeholders to understand how the 
Benchmark is derived and to assess its representativeness, its relevance to particular 
Stakeholders, and its appropriateness as a reference for financial instruments. [11. 
Content of the Methodology] 
 

• The publication of the rationale of any proposed material change in its Methodology, and 
procedures for making such changes. These procedures should clearly define what 
constitutes a material change, and the method and timing for consulting or notifying 



Subscribers (and other Stakeholders where appropriate, taking into account the breadth 
and depth of Benchmark use) of changes. [12. Changes to the Methodology]  

• Clearly written policies and procedures that address the need for possible cessation of a 
Benchmark, due to market structure change, product definition changes, or any other 
condition, which makes the Benchmark no longer representative of its intended function. 
These policies and procedures should be proportionate to the estimated breadth and depth 
of contracts and financial instruments that reference a Benchmark and the economic and 
financial stability impact that might result from the cessation of the Benchmark. The 
Administrator should take into account the views of Stakeholders and any relevant 
Regulatory and National Authorities in determining what policies and procedures are 
appropriate for a particular Benchmark. Administrators should encourage Subscribers and 
Stakeholders to have robust fall-back provisions in contracts or financial instruments that 
reference a Benchmark. [13. Transition]  

• The development of guidelines for Submitters (“Submitter Code of Conduct, which 
should be available to any relevant Regulatory Authorities and Published or Made 
Available to Stakeholders. Note: This Principle is only applicable to a Benchmark based 
on Submissions. [14. Submitter Code of Conduct] 

• Appropriate internal controls over the Administrator’s data collection and transmission 
processes – when an Administrator collects data directly from a Regulated Market, 
Exchange or other data aggregator, which address the process for selecting the source, 
collecting the data and protecting the integrity and confidentiality of the data. [15. 
Internal Controls over Data Collection] 

Accountability: 
These Principles establish complaints processes, documentation standards and audit reviews that 
are intended to provide evidence of compliance by the Administrator with its quality standards, 
as defined by these Principles and its own policies. The Principles also address making the 
foregoing information available to relevant Market Authorities. Specifically, these Principles 
address: 

• The establishment and publication of a written complaints policy by which Stakeholders 
may submit complaints concerning whether a specific Benchmark determination is 
representative of the underlying Interest it seeks to measure, application of the 
Methodology to a specific Benchmark determination and other Administrator decisions in 
relation to a Benchmark determination. This Principle is intended to promote the 
reliability of Benchmark determinations through Stakeholder input and alert Market 
Authorities to possible factors that might affect the reliability of determinations. [16. 
Complaints procedures] 

• The appointment of an independent internal or external auditor with appropriate 
experience and capability to periodically review and report on the Administrator’s 
adherence to its stated criteria and the requirements of the Principles.  The frequency of 
audits should be proportionate to the size and complexity of the Administrator’s 
operations. Under certain circumstances (i.e., appropriate to the level of existing or 



potential conflicts of interest identified by the Administrator) an Administrator should 
appoint an independent external auditor to periodically review and report on the 
Administrator’s adherence to its stated Methodology criteria. These provisions are 
intended to promote compliance with the Principles and provide confirmation to relevant 
Market Authorities and Stakeholders of such compliance. [17. Audits]  

• The retention of written records by the Administrator for five years, subject to applicable 
national legal or regulatory requirements. This Principle is intended to safeguard 
necessary documents for Audits.  Additional requirements apply for Benchmarks based 
on Submissions. [18. Audit Trail]  

• Relevant documents, Audit Trails and other documents addressed by these Principles 
shall be made readily available by the relevant parties to the relevant Regulatory 
Authorities in carrying out their regulatory or supervisory duties and handed over 
promptly upon request. This is intended to facilitate a Regulatory Authority’s ability to 
access information that might be needed to determine the reliability of a given 
Benchmark determination or to access information that might be needed to investigate 
misconduct. [19. Cooperation with Regulatory Authorities]  



 

Principles for Benchmarks 
 

Governance  
A Benchmark should have appropriate governance arrangements in place to protect the integrity 
of the Benchmark and to address conflicts of interests. 

1. Overall Responsibility of the Administrator  
The Administrator should retain primary responsibility for all aspects of the Benchmark 
determination process. For example, this includes: 

a) Development: The definition of the Benchmark and Benchmark Methodology; 
b) Determination and Dissemination: Accurate and timely compilation and publication and 

distribution of the Benchmark; 
c) Operation: Ensuring appropriate transparency over significant decisions affecting the 

compilation of the Benchmark and any related determination process, including 
contingency measures in the event of absence of or insufficient inputs, market stress or 
disruption, failure of critical infrastructure, or other relevant factors; and  

d) Governance: Establishing credible and transparent governance, oversight and 
accountability procedures for the Benchmark determination process, including an 
identifiable oversight function accountable for the development, issuance and operation 
of the Benchmark. 

2. Oversight of Third Parties  
Where activities relating to the Benchmark determination process are undertaken by third parties 
- for example collection of inputs, publication or where a third party acts as Calculation Agent - 
the Administrator should maintain appropriate oversight of such third parties. The Administrator 
(and its oversight function) should consider adopting policies and procedures that: 

a) Clearly define and substantiate through appropriate written arrangements the roles and 
obligations of third parties who participate in the Benchmark determination process, as 
well as the standards the Administrator expects these third parties to comply with; 

b) Monitor third parties’ compliance with the standards set out by the Administrator;  
c) Make Available to Stakeholders and any relevant Regulatory Authority the identity and 

roles of third parties who participate in the Benchmark determination process; and 
d) Take reasonable steps, including contingency plans, to avoid undue operational risk 

related to the participation of third parties in the Benchmark determination process. 

This Principle does not apply in relation to a third party from whom an Administrator sources 
data if that third party is a Regulated Market or Exchange.  



3. Conflicts of Interest for Administrators  
To protect the integrity and independence of Benchmark determinations, Administrators should 
document, implement and enforce policies and procedures for the identification, disclosure, 
management, mitigation or avoidance of conflicts of interest. Administrators should review and 
update their policies and procedures as appropriate. 

Administrators should disclose any material conflicts of interest to their users and any relevant 
Regulatory Authority, if any. 

The framework should be appropriately tailored to the level of existing or potential conflicts of 
interest identified and the risks that the Benchmark poses and should seek to ensure: 

a) Existing or potential conflicts of interest do not inappropriately influence Benchmark 
determinations; 

b) Personal interests and connections or business connections do not compromise the 
Administrator’s performance of its functions; 

c) Segregation of reporting lines within the Administrator, where appropriate, to clearly 
define responsibilities and prevent unnecessary or undisclosed conflicts of interest or the 
perception of such conflicts; 

d) Adequate supervision and sign-off by authorised or qualified employees prior to releasing 
Benchmark determinations; 

e) The confidentiality of data, information and other inputs submitted to, received by or 
produced by the Administrator, subject to the disclosure obligations of the Administrator; 

f) Effective procedures to control the exchange of information between staff engaged in 
activities involving a risk of conflicts of interest or between staff and third parties, where 
that information may reasonably affect any  Benchmark determinations; and 

g) Adequate remuneration policies that ensure all staff who participate in the Benchmark 
determination are not directly or indirectly rewarded or incentivised by the levels of the 
Benchmark. 

An Administrator’s conflict of interest framework should seek to mitigate existing or potential 
conflicts created by its ownership structure or control, or due to other interests the 
Administrator’s staff or wider group may have in relation to Benchmark determinations. To this 
end, the framework should:  
 

a) Include measures to avoid, mitigate or disclose conflicts of interest that may exist 
between its Benchmark determination business (including all staff who perform or 
otherwise participate in Benchmark production responsibilities), and any other business 
of the Administrator or any of its affiliates; and 

b) Provide that an Administrator discloses conflicts of interest arising from the ownership 
structure or the control of the Administrator to its Stakeholders and any relevant 
Regulatory Authority in a timely manner. 



4. Control Framework for Administrators 
An Administrator should implement an appropriate control framework for the process of 
determining and distributing the Benchmark. The control framework should be appropriately 
tailored to the materiality of the potential or existing conflicts of interest identified, the extent of 
the use of discretion in the Benchmark setting process and to the nature of Benchmark inputs and 
outputs. The control framework should be documented and available to relevant Regulatory 
Authorities, if any. A summary of its main features should be Published or Made Available to 
Stakeholders.  
 
This control framework should be reviewed periodically and updated as appropriate. The 
framework should address the following areas: 

a) Conflicts of interest in line with Principle 3 on conflicts of interests;  
b) Integrity and quality of Benchmark determination: 

i. Arrangements to ensure that the quality and integrity of Benchmarks is maintained, 
in line with principles 6 to 15 on the quality of the Benchmark and Methodology; 

ii. Arrangements to promote the integrity of Benchmark inputs, including adequate due 
diligence on input sources; 

iii. Arrangements to ensure accountability and complaints mechanisms are effective, in 
line with principles 16 to 19; and 

iv. Providing robust infrastructure, policies and procedures for the management of risk, 
including operational risk. 

c) Whistleblowing mechanism: 

Administrators should establish an effective whistleblowing mechanism to facilitate early 
awareness of any potential misconduct or irregularities that may arise. This mechanism 
should allow for external reporting of such cases where appropriate. 

d) Expertise: 

i. Ensuring Benchmark determinations are made by personnel who possess the 
relevant levels of expertise, with a process for periodic review of their competence; 
and 

ii. Staff training, including ethics and conflicts of interest training, and continuity and 
succession planning for personnel. 

 

Where a Benchmark is based on Submissions: Administrators should promote the integrity of 
inputs by: 



a) Ensuring as far as possible that the Submitters comprise an appropriately representative 
group of participants taking into consideration the underlying Interest measured by the 
Benchmark; 

b) Employing a system of appropriate measures so that, to the extent possible, Submitters 
comply with the Submission guidelines, as defined in the Submitter Code of Conduct and 
the Administrators’ applicable quality and integrity standards for Submission; 

c) Specifying how frequently Submissions should be made and specifying that inputs or 
Submissions should be made for every Benchmark determination; and 

d) Establishing and employing measures to effectively monitor and scrutinise inputs or 
Submissions. This should include pre-compilation or pre-publication monitoring to 
identify and avoid errors in inputs or Submissions, as well as ex-post analysis of trends 
and outliers. 

5.  Internal Oversight 
Administrators should establish an oversight function to review and provide challenge on all 
aspects of the Benchmark determination process. This should include consideration of the 
features and intended, expected or known usage of the Benchmark and the materiality of existing 
or potential conflicts of interest identified. 

The oversight function should be carried out either by a separate committee, or other appropriate 
governance arrangements. The oversight function and its composition should be appropriate to 
provide effective scrutiny of the Administrator. Such oversight function could consider groups of 
Benchmarks by type or asset class, provided that it otherwise complies with this Principle. 

An Administrator should develop and maintain robust procedures regarding its oversight 
function, which should be documented and available to relevant Regulatory Authorities, if any. 
The main features of the procedures should be Made Available to Stakeholders. These 
procedures should include: 

a) The terms of reference of the oversight function;  
b) Criteria to select members of the oversight function; 
c) The summary details of membership of any committee or arrangement charged with the 

oversight function, along with any declarations of conflicts of interest and processes for 
election, nomination or removal and replacement of committee members. 

The responsibilities of the oversight function include:  

a) Oversight of the Benchmark design: 
i. Periodic review of the definition of the Benchmark and its Methodology;  

ii. Taking measures to remain informed about issues and risks to the Benchmark, as 
well as commissioning external reviews of the Benchmark (as appropriate);  



iii. Overseeing any changes to the Benchmark Methodology, including assessing 
whether the Methodology continues to appropriately measure the underlying 
Interest, reviewing proposed and implemented changes to the Methodology, and 
authorising or requesting the Administrator to undertake a consultation with 
Stakeholders where known or its Subscribers on such changes as per Principle 12; 
and 

iv. Reviewing and approving procedures for termination of the Benchmark, including 
guidelines that set out how the Administrator should consult with Stakeholders 
about such cessation. 

b) Oversight of the integrity of Benchmark determination and control framework: 

i. Overseeing the management and operation of the Benchmark, including activities 
related to Benchmark determination undertaken by a third party; 

ii. Considering the results of internal and external audits, and following up on the 
implementation of remedial actions highlighted in the results of these audits; and  

iii. Overseeing any exercise of Expert Judgment by the Administrator and ensuring 
Published Methodologies have been followed. 

 
Where conflicts of interests may arise in the Administrator due to its ownership structures 
or controlling interests, or due to other activities conducted by any entity owning or 
controlling the Administrator or by the Administrator or any of its affiliates:  the 
Administrator should establish an independent oversight function which includes a balanced 
representation of a range of Stakeholders where known, Subscribers and Submitters, which is 
chosen to counterbalance the relevant conflict of interest.  

Where a Benchmark is based on Submissions: the oversight function should provide suitable 
oversight and challenge of the Submissions by: 

a) Overseeing and challenging the scrutiny and monitoring of inputs or Submissions by the 
Administrator. This could include regular discussions of inputs or Submission patterns, 
defining parameters against which inputs or Submissions can be analysed, or querying 
the role of the Administrator in challenging or sampling unusual inputs or Submissions; 

b) Overseeing the Code of Conduct for Submitters;  
c) Establishing effective arrangements to address breaches of the Code of Conduct for 

Submitters; and 
d) Establishing measures to detect potential anomalous or suspicious Submissions and in 

case of suspicious activities, to report them, as well as any misconduct by Submitters of 
which it becomes aware to the relevant Regulatory Authorities, if any. 

 



Quality of the Benchmark  

6. Benchmark Design  
The design of the Benchmark should seek to achieve, and result in an accurate and reliable 
representation of the economic realities of the Interest it seeks to measure, and eliminate factors 
that might result in a distortion of the price, rate, index or value of the Benchmark. 

Benchmark design should take into account the following generic non-exclusive features, and 
other factors should be considered, as appropriate to the particular Interest: 

a) Adequacy of the sample used to represent the Interest; 
b) Size and liquidity of the relevant market (for example whether there is sufficient trading 

to provide observable, transparent pricing); 
c) Relative size of the underlying market in relation to the volume of trading in the market 

that references the Benchmark; 
d) The distribution of trading among Market Participants (market concentration); 
e) Market dynamics (e.g., to ensure that the Benchmark reflects changes to the assets 

underpinning a Benchmark). 

7. Data Sufficiency  
The data used to construct a Benchmark determination should be sufficient to accurately and 
reliably represent the Interest measured by the Benchmark and should: 

a)  Be based on  prices, rates, indices or values that have been formed by the competitive 
forces of supply and demand in order to provide confidence that the price discovery 
system is reliable; and 

b) Be anchored by observable transactions entered into at arm’s length between buyers and 
sellers in the market for the Interest the Benchmark measures in order for it to function 
as a credible indicator of prices, rates, indices or values.  

This Principle requires that a Benchmark be based upon (i.e., anchored in) an active market 
having observable Bona Fide, Arms-Length Transactions. This does not mean that every 
individual Benchmark determination must be constructed solely of transaction data. Provided 
that an active market exists, conditions in the market on any given day might require the 
Administrator to rely on different forms of data tied to observable market data as an adjunct or 
supplement to transactions. Depending upon the Administrator’s Methodology, this could result 
in an individual Benchmark determination being based predominantly, or exclusively, on bids 
and offers or extrapolations from prior transactions. This is further clarified in Principle 8. 



Provided that subparagraphs (a) and (b) above are met, Principle 7 does not preclude Benchmark 
Administrators from using executable bids or offers as a means to construct Benchmarks where 
anchored in an observable market consisting of Bona Fide, Arms-Length transactions.23  

This Principle also recognizes that various indices may be designed to measure or reflect the 
performance of a rule-based investment strategy, the volatility or behaviour of an index or 
market or other aspects of an active market.  Principle 7 does not preclude the use of non-
transactional data for such indices that are not designed to represent transactions and where the 
nature of the index is such that non-transactional data is used to reflect what the index is 
designed to measure.  For example, certain volatility indices, which are designed to measure the 
expected volatility of an index of securities transactions, rely on non-transactional data, but the 
data is derived from and thus “anchored” in an actual functioning securities or options market.   

8. Hierarchy of Data Inputs 
An Administrator should establish and Publish or Make Available clear guidelines regarding the 
hierarchy of data inputs and exercise of Expert Judgment used for the determination of 
Benchmarks. In general, the hierarchy of data inputs should include: 

a) Where a Benchmark is dependent upon Submissions, the Submitters’ own concluded 
arms-length transactions in the underlying interest or related markets;  

b) Reported or observed concluded Arm’s-length Transactions in the underlying interest; 
c) Reported or observed concluded Arm’s-length Transactions in related markets; 
d) Firm (executable) bids and offers; and 
e) Other market information or Expert Judgments.  

Provided that the Data Sufficiency Principle is met (i.e., an active market exists), this Principle is 
not intended to restrict an Administrator’s flexibility to use inputs consistent with the 
Administrator’s approach to ensuring the quality, integrity, continuity and reliability of its 
Benchmark determinations, as set out in the Administrator’s Methodology. The Administrator 
should retain flexibility to use the inputs it believes are appropriate under its Methodology to 
ensure the quality and integrity of its Benchmark.  For example, certain Administrators may 
decide to rely upon Expert Judgment in an active albeit low liquidity market, when transactions 
may not be consistently available each day. IOSCO also recognizes that there might be 
circumstances (e.g., a low liquidity market) when a confirmed bid or offer might carry more 
meaning than an outlier transaction. Under these circumstances, non-transactional data such as 
bids and offers and extrapolations from prior transactions might predominate in a given 
Benchmark determination.   

23  For example, this approach might be appropriate in a market where overall transaction volume is high over 
sustained periods, though on any given day there might be more firm bids and offers than posted 
transactions taking place.  

 



9. Transparency of Benchmark Determinations 24   
The Administrator should describe and publish with each Benchmark determination, to the 
extent reasonable without delaying an Administrator publication deadline:  

a) A concise explanation, sufficient to facilitate a Stakeholder’s or Market Authority’s 
ability to understand how the determination was developed, including, at a minimum, the 
size and liquidity of the market being assessed (meaning the number and volume of 
transactions submitted), the range and average volume and range and average of price, 
and indicative percentages of each type of market data that have been considered in a 
Benchmark determination; terms referring to the pricing Methodology should be 
included (i.e., transaction-based,  spread-based or interpolated/extrapolated);  

b)  A concise explanation of the extent to which and the basis upon which Expert Judgment 
if any, was used in establishing a Benchmark determination.  

10.  Periodic Review 
The Administrator should periodically review the conditions in the underlying Interest that the 
Benchmark measures to determine whether the Interest has undergone structural changes that 
might require changes to the design of the Methodology. The Administrator also should 
periodically review whether the Interest has diminished or is non-functioning such that it can no 
longer function as the basis for a credible Benchmark. 
 
The Administrator should Publish or Make Available a summary of such reviews where material 
revisions have been made to a Benchmark, including the rationale for the revisions. 

 

Quality of the Methodology  

11. Content of the Methodology 
The Administrator should document and Publish or Make Available the Methodology used to 
make Benchmark determinations. The Administrator should provide the rationale for adopting a 
particular Methodology. The Published Methodology should provide sufficient detail to allow 
Stakeholders to understand how the Benchmark is derived and to assess its representativeness, its 

24  See Annex C for further elaboration of this Principle.   Benchmarks that regularly publish their 
Methodologies would satisfy Principle 9 when derived from data sourced from Regulated Markets or 
Exchanges with mandatory post-trade transparency requirements.   In addition, a Benchmark that is based 
exclusively on executable quotes as contemplated by Principle 7 would not need to explain in each 
determination why it has been constructed with executable bids or offers, provided there is disclosure in the 
Methodology.   

 



relevance to particular Stakeholders, and its appropriateness as a reference for financial 
instruments.  

At a minimum, the Methodology should contain:  

a) Definitions of  key terms;  
b) All criteria and procedures used to develop the Benchmark, including input selection, the 

mix of inputs used to derive the Benchmark, the guidelines that control the exercise of 
Expert Judgment by the Administrator, priority given to certain data types, minimum 
data needed to determine a Benchmark, and any models or extrapolation methods;  

c) Procedures and practices designed to promote consistency in the exercise of Expert 
Judgment between Benchmark determinations;  

d) The procedures which govern Benchmark determination in periods of market stress or 
disruption, or periods where data sources may be absent (e.g., theoretical estimation 
models);  

e) The procedures for dealing with error reports, including when a revision of a Benchmark 
would be applicable;  

f) Information regarding the frequency for internal reviews and approvals of the 
Methodology. Where applicable, the Published Methodologies should also include 
information regarding the procedures and frequency for external review of the 
Methodology; 

g) The circumstances and procedures under which the Administrator will consult with 
Stakeholders, as appropriate; and 

h) The identification of potential limitations of a Benchmark, including its operation in 
illiquid or fragmented markets and the possible concentration of inputs.  

 
Where a Benchmark is based on Submissions, the additional Principle also applies:  

The Administrator should clearly establish criteria for including and excluding Submitters. The 
criteria should consider any issues arising from the location of the Submitter, if in a different 
jurisdiction to the Administrator. These criteria should be available to any relevant Regulatory 
Authorities, if any, and Published or Made Available to Stakeholders. Any provisions related to 
changes in composition, including notice periods should be made clear.  

12. Changes to the Methodology 
An Administrator should Publish or Make Available the rationale of any proposed material 
change in its Methodology, and procedures for making such changes. These procedures should 
clearly define what constitutes a material change, and the method and timing for consulting or 
notifying Subscribers (and other Stakeholders where appropriate, taking into account the breadth 
and depth of the Benchmark’s use) of changes.  



Those procedures should be consistent with the overriding objective that an Administrator must 
ensure the continued integrity of its Benchmark determinations. When changes are proposed, the 
Administrator should specify exactly what these changes entail and when they are intended to 
apply. 

The Administrator should specify how changes to the Methodology will be scrutinised, by the 
oversight function. 

The Administrator should develop Stakeholder consultation procedures in relation to changes to 
the Methodology that are deemed material by the oversight function, and that are appropriate and 
proportionate to the breadth and depth of the Benchmark’s use and the nature of the 
Stakeholders. Procedures should: 

a) Provide advance notice and a clear timeframe that gives Stakeholders sufficient 
opportunity to analyse and comment on the impact of such proposed material changes, 
having regard to the Administrator’s assessment of the overall circumstances; and 

b) Provide for Stakeholders’ summary comments, and the Administrator’s summary 
response to those comments, to be made accessible to all Stakeholders after any given 
consultation period, except where the commenter has requested confidentiality.  

13. Transition 
Administrators should have clear written policies and procedures, to address the need for 
possible cessation of a Benchmark, due to market structure change, product definition change, or 
any other condition which makes the Benchmark no longer representative of its intended Interest. 
These policies and procedures should be proportionate to the estimated breadth and depth of 
contracts and financial instruments that reference a Benchmark and the economic and financial 
stability impact that might result from the cessation of the Benchmark. The Administrator should 
take into account the views of Stakeholders and any relevant Regulatory and National 
Authorities in determining what policies and procedures are appropriate for a particular 
Benchmark. 

These written policies and procedures should be Published or Made Available to all 
Stakeholders.   

Administrators should encourage Subscribers and other Stakeholders who have financial 
instruments that reference a Benchmark to take steps to make sure that: 

a) Contracts or other financial instruments that reference a Benchmark, have robust fall-back 
provisions in the event of material changes to, or cessation of, the referenced Benchmark; 
and 

b) Stakeholders are aware of the possibility that various factors, including external factors 
beyond the control of the Administrator, might necessitate material changes to a 
Benchmark. 



Administrators’ written policies and procedures to address the possibility of Benchmark 
cessation could include the following factors, if determined to be reasonable and appropriate by 
the Administrator: 

a) Criteria to guide the selection of a credible, alternative Benchmark such as, but not limited 
to, criteria that seek to match to the extent practicable the existing Benchmark’s 
characteristics (e.g., credit quality, maturities and liquidity of the alternative market), 
differentials between Benchmarks, the extent to which an alternative Benchmark meets 
the asset/liability needs of Stakeholders, whether the revised Benchmark is investable, the 
availability of transparent transaction data, the impact on Stakeholders and impact of 
existing legislation;  

b) The practicality of maintaining parallel Benchmarks (e.g., where feasible, maintain the 
existing Benchmark for a defined period of time to permit existing contracts and financial 
instruments to mature and publish a new Benchmark) in order to accommodate an orderly 
transition to a new Benchmark; 

c) The procedures that the Administrator would follow in the event that a suitable alternative 
cannot be identified;  

d) In the case of a Benchmark or a tenor of a Benchmark that will be discontinued 
completely, the policy defining the  period of time in which the Benchmark will continue 
to be produced in order to  permit existing contracts to migrate to an alternative 
Benchmark if necessary; and  

e) The process by which the Administrator will engage Stakeholders and relevant Market 
and National Authorities, as appropriate, in the process for selecting and moving towards 
an alternative Benchmark, including the timeframe for any such action commensurate 
with the tenors of the financial instruments referencing the Benchmarks and the adequacy 
of notice that will be provided to Stakeholders. 

14. Submitter Code of Conduct 
Where a Benchmark is based on Submissions, the following additional Principle also 
applies: 

The Administrator should develop guidelines for Submitters(“Submitter Code of Conduct”), 
which should be available to any relevant Regulatory Authorities, if any and Published or Made 
Available to Stakeholders.    

The Administrator should only use inputs or Submissions from entities which adhere to the 
Submitter Code of Conduct and the Administrator should appropriately monitor and record 
adherence from Submitters. The Administrator should require Submitters to confirm adherence 
to the Submitter Code of Conduct annually and whenever a change to the Submitter Code of 
Conduct has occurred. 



The Administrator’s oversight function should be responsible for the continuing review and 
oversight of the Submitter Code of Conduct. 

The Submitter Code of Conduct should address:  

a) The selection of inputs; 
b) Who may submit data and information to the Administrator;  
c) Quality control procedures to verify the identity of a Submitter and any employee(s) of a 

Submitter who report(s) data or information and the authorization of such person(s) to 
report market data on behalf of a Submitter; 

d) Criteria applied to employees of a Submitter who are permitted to submit data or 
information to an Administrator on behalf of a Submitter; 

e) Policies to discourage the interim withdrawal of Submitters from surveys or Panels; 
f) Policies to encourage Submitters to submit all relevant data; and 
g) The Submitters’ internal systems and controls, which should include: 

i. Procedures for submitting inputs, including Methodologies to determine the type of 
eligible inputs, in line with the Administrator’s Methodologies; 

ii. Procedures to detect and evaluate suspicious inputs or transactions, including inter-
group transactions, and to ensure the Bona Fide nature of such inputs, where 
appropriate; 

iii. Policies guiding and detailing the use of Expert Judgment, including documentation 
requirements; 

iv. Record keeping policies;  
v. Pre-Submission validation of inputs, and procedures for multiple reviews by senior 

staff to check inputs; 
vi. Training, including training with respect to any relevant regulation (covering 

Benchmark regulation or any market abuse regime); 
vii. Suspicious Submission reporting; 

viii. Roles and responsibilities of key personnel and accountability lines; 
ix. Internal sign off procedures by management for submitting inputs; 
x. Whistle blowing policies (in line with Principle 4); and  

xi. Conflicts of interest procedures and policies, including prohibitions on the 
Submission of data from Front Office Functions unless the Administrator is satisfied 
that there are adequate internal oversight and verification procedures for Front 
Office Function Submissions of data to an Administrator (including safeguards and 
supervision to address possible conflicts of interests as per paragraphs (v) and (ix) 
above), the physical separation of employees and reporting lines where appropriate, 
the consideration of how to identify, disclose, manage, mitigate and avoid existing 
or potential incentives to manipulate or otherwise influence data inputs (whether or 
not in order to influence the Benchmark levels), including, without limitation, 
through appropriate remuneration policies and by effectively addressing conflicts of 



interest which may exist between the Submitter’s Submission activities (including 
all staff who perform or otherwise participate in Benchmark Submission 
responsibilities), and any other business of the Submitter or of any of its affiliates or 
any of their respective clients or customers.  

15. Internal Controls over Data Collection 
When an Administrator collects data from any external source the Administrator should ensure 
that there are appropriate internal controls over its data collection and transmission processes. 
These controls should address the process for selecting the source, collecting the data and 
protecting the integrity and confidentiality of the data.   Where Administrators receive data from 
employees of the Front Office Function, the Administrator should seek corroborating data from 
other sources. 

Accountability 

16. Complaints Procedures  
The Administrator should establish and Publish or Make Available a written complaints 
procedures policy, by which Stakeholders may submit complaints including concerning whether 
a specific Benchmark determination is representative of the underlying Interest it seeks to 
measure, applications of the Methodology in relation to a specific Benchmark determination(s) 
and other Administrator decisions in relation to a Benchmark determination. 

The complaints procedures policy should: 

a) Permit complaints to be submitted through a user-friendly complaints process such as an 
electronic Submission process; 

b) Contain procedures for receiving and investigating a complaint made about the 
Administrator’s Benchmark determination process on a timely and fair basis by personnel 
who are independent of any personnel who may be or may have been involved in the 
subject of the complaint, advising the complainant and other relevant parties of the 
outcome of its investigation within a reasonable period and retaining all records 
concerning complaints;  

c) Contain a process for escalating complaints, as appropriate, to the Administrator’s 
governance body; and 

d) Require all documents relating to a complaint, including those submitted by the 
complainant as well as the Administrator’s own record, to be retained for a minimum of 
five years, subject to applicable national legal or regulatory requirements.  

Disputes about a Benchmarking determination, which are not formal complaints, should be 
resolved by the Administrator by reference to its standard appropriate procedures. If a complaint 
results in a change in a Benchmark determination, that should be Published or Made Available  
to Subscribers and Published or Made Available to Stakeholders as soon as possible as set out in 
the Methodology. 



17. Audits  
The Administrator should appoint an independent internal or external auditor with appropriate 
experience and capability to periodically review and report on the Administrator’s adherence to 
its stated criteria and with the Principles. The frequency of audits should be proportionate to the 
size and complexity of the Administrator’s operations.   

Where appropriate to the level of existing or potential conflicts of interest identified by the 
Administrator (except for Benchmarks that are otherwise regulated or supervised by a National 
Authority other than a relevant Regulatory Authority), an Administrator should appoint an 
independent external auditor with appropriate experience and capability to periodically review 
and report on the Administrator’s adherence to its stated Methodology.  The frequency of audits 
should be proportionate to the size and complexity of the Administrator’s Benchmark operations 
and the breadth and depth of Benchmark use by Stakeholders.  

18. Audit Trail  
Written records should be retained by the Administrator for five years, subject to applicable 
national legal or regulatory requirements on: 

a) All market data, Submissions and any other data and information sources relied upon for 
Benchmark determination; 

b) The exercise of Expert Judgment made by the Administrator in reaching a Benchmark 
determination;  

c) Other changes in or deviations from standard procedures and Methodologies, including 
those made during periods of market stress or disruption;  

d) The identity of each person involved in producing a Benchmark determination; and 
e) Any queries and responses relating to data inputs.  

If these records are held by a Regulated Market or Exchange the Administrator may rely on these 
records for compliance with this Principle, subject to appropriate written record sharing 
agreements. 
 
When a Benchmark is based on Submissions, the following additional Principle also 
applies: 

Submitters should retain records for five years subject to applicable national legal or regulatory 
requirements on: 

a) The procedures and Methodologies governing the Submission of inputs;  
b) The identity of any other person who submitted or otherwise generated any of the data or 

information provided to the Administrator; 
c) Names and roles of individuals responsible for Submission and Submission oversight;  
d) Relevant communications between submitting parties;  
e) Any interaction with the Administrator;  



f) Any queries received regarding data or information provided to the Administrator;  
g) Declaration of any conflicts of interests and aggregate exposures to Benchmark related 

instruments;  
h) Exposures of individual traders/desks to Benchmark related instruments in order to  

facilitate audits and investigations; and  
i) Findings of external/internal audits, when available, related to Benchmark Submission 

remedial actions and progress in implementing them.  

19. Cooperation with Regulatory Authorities 
Relevant documents, Audit Trails and other documents subject to these Principles shall be made 
readily available by the relevant parties to the relevant Regulatory Authorities in carrying out 
their regulatory or supervisory duties and handed over promptly upon request. 

 
 
 
 
 
 
 



Chapter 3 – Discussion of Consultation Feedback 
 
Key Issues raised by the consultation feedback and revisions to the final report 
The final report has been informed by the public comment letters received as part of the 
consultation process on the draft Principles on Financial Benchmarks, the summary of which can 
be found in Annex B. 

In general, there was a good level of support for the Principles with the majority of comments on 
the technical detail rather than the substantive policy approach. 

Below are a number of common issues raised in the feedback, which IOSCO considers 
warranted further clarifications. These clarifications are designed to help address misconceptions 
about the intended scope and implementation of the Principles and describe in further detail 
some key issues concerning the usage of transactions.  

This chapter also describes how IOSCO has responded to the consultation feedback, both in 
terms of revised Principles and suitable application of the Principles.  

Scope  

The scope of the proposed Principles was deliberately kept very broad in the April Consultation 
Report, excluding only publically produced Benchmarks. Given this large scope, the Principles 
propose a multi-tiered approach to capture the particular risks of certain types of Benchmarks.  

This approach and coverage was broadly supported by the public comments, including that the 
Principles should apply to equity Benchmarks, a point on which a specific question was asked. 
Nevertheless some respondents argued that certain Principles were not relevant for indices based 
on transaction data obtained from Regulated Markets and Exchanges and queried the definition 
of  Submission.  

It is therefore important to stress that those Principles or portions of Principles which apply to 
Submission-based Benchmarks (sub-set of Principles under Principles 4, 5, 11, 14 and 18) would 
be less relevant for Benchmarks that are based on prices that are made public (e.g., equity 
indices). As a result, the report has explicitly excluded from the definition of Submissions data 
sourced from Regulated Markets or Exchanges with mandatory post-trade transparency 
requirements. 

Related to this, a number of equity and other traded securities Benchmark providers argued that 
certain transparency practices should not apply to them given the strong market incentive to 
provide the best transparency to Stakeholders in their commercial segment of the Benchmark 
universe. IOSCO believes that a proportional application of the transparency Principles (as 
explained above) would be beneficial to Stakeholders. 

Principles 4, 5 and 12 have therefore been amended to make clear that transparency to 
Stakeholders does not mean full disclosure of proprietary information. In particular, summary 
information and key features may be disclosed to Stakeholders to comply with these Principles.  



Some commenters also argued that Benchmarks based on transactions in securities on regulated 
markets have not raised the governance and operational concerns associated with some 
Submission based Benchmarks. Moreover, many commenters argued that the some Principles do 
not always fit the practices and structures of index providers.  This report is sympathetic to some 
of these points.  Principles 2 and 18 were thus refined to reduce practices on such Benchmarks. 

IOSCO believes that the objectives set out in the general Principles remain relevant to all 
Benchmark providers, albeit not all details will be relevant to every index provider’s practices 
and structure.  

As set out in the April Consultation Report, IOSCO has developed these Principles as a set of 
recommended practices and all Administrators, including index providers, should apply the 
Principles to the extent that those Principles apply to their practices and structures. In this regard 
IOSCO does not expect a one-size-fits-all method of implementation. See the discussion of 
Proportionality in Chapter 1 in this regard. 

Although IOSCO has not made specific recommendations about the practices and structures of 
equity index providers, IOSCO noted in its January Consultation Report that the listing of 
securities and derivatives containing such Benchmarks remain subject to the authority of the 
relevant Market Authority and could form the basis for drawing a regulatory distinction with 
regard to implementation of the Principles25. The January Consultation Report also took into 
consideration responses which sought to exclude smaller, customised or bilateral Benchmarks 
and Benchmarks used to assess returns against a standardised portfolio (performance 
Benchmarks) from the scope of the Principles. In keeping with the policy put forward by the 
January Consultation Report, it was considered by IOSCO that proportional application of the 
Principles should be sufficient to ensure unnecessary burdens are not borne by the industry, 
whilst making sure that confidence is restored in the integrity of Benchmarks used in financial 
markets. 

Finally, the report reflects a number of comments in letters that sought to exclude Central 
Counterparty (CCP reference and settlement prices. In IOSCO’s view, prices produced 
exclusively for the purpose of risk management and settlement by regulated CCPs should be 
excluded from the Principles, since those CCPs that are regulated already have to comply with 
stringent governance and risk management requirements. Additional obligations may have the 
impact of reducing the publication of such reference prices and may have impacts on the risk 
management of CCPs which is not the intention of this report. IOSCO notes that broader use of 
such prices and references beyond CCP risk management purposes would fall within the scope of 
the Principles. 

As noted above, the consultation feedback questioned the application of certain features of the 
Principles to all Benchmark Administrators. In response, IOSCO has clarified that the 
application of the Principles should be proportional to the size and risk posed by each 
Benchmark and/or Administrator and the Benchmark-setting process.  

25    Financial Benchmarks, Consultation Report, IOSCO, 10 Jan. 2013, supra fn 4,  pp.32-34 and 36    
 



 
 
Voluntary Submission 
 
The January Consultation Report illustrated the dependence of many Benchmarks on 
Submissions and data provided voluntarily by market participants who are not always regulated. 
The feedback received in the April Consultation Report also mentioned this dependence and 
highlighted risks that excessive requirements on the Submission process could decrease the 
participation in Benchmark Submissions and potentially reduce the representativeness of each 
Benchmark.  

IOSCO recognises the importance of maintaining participation in Benchmarks and recognises 
the risks that degrading Benchmark representativeness may have on the transparency brought by 
Benchmarks to the Interests they seek to measure. However, it also believes that some measures 
are necessary at Submitter level to ensure the robustness of the data submitted. 

IOSCO therefore has focused on creating incentives for Administrators to institute processes that 
IOSCO believes will enhance reliability of Benchmarks for the benefit of all Market Participants. 
The Principle on codes of conduct for Submitters (Principle 14) should therefore be seen in  light 
of this strengthening of market integrity. IOSCO considers this should provide incentives to 
participate whilst also providing confidence in the integrity of the Benchmark determination 
process. 
 
 
Front Office Submissions 
Some consultation responses argued that it might not always to be possible or desirable to 
prevent front office staff from participating in the Benchmark determination. It was argued that 
smaller organisations may not be able to segregate staff and valuable market information may be 
lost by applying such a ban. However IOSCO is still of the view that the conflicts of interest and 
incentives to manipulate Benchmark Submission are amplified when front office staff are 
involved. 

In light of this, the Principle 14(g)(xi) has been amended to make clear that Submissions from 
Front Office Functions are disfavoured but permissible, as long as the Administrator is satisfied 
that there are adequate internal oversight and verification procedures, including safeguards and 
supervision to address possible conflicts of interest.  
 
 
Transparency Regarding the Use of Expert Judgment 
In response to the specific question in the April Consultation Report, there was a good level of 
support for the general proposition that there should be transparency as to how an individual 
Benchmark was developed and with respect to the use of Expert Judgment (consultation question 
3). Commenters were concerned, however, that such a principle would impose burdens that 
would delay the publication of a Benchmark determination or add undue costs.  



IOSCO notes that the proposed requirements to concisely explain the source of the determination 
and to note the usage of Expert Judgment (subsections (a) and (b) of consultation question 3) 
track paragraphs 2.3 (a) and (b) of the PRA Principles. Benchmarks that regularly publish their 
Methodologies would satisfy Principle 9 when derived from data sourced from Regulated 
Markets or Exchanges with mandatory post-trade transparency requirements.   In addition, a 
Benchmark that is based exclusively on executable quotes as contemplated by Principle 7 would 
not need to explain in each determination why it has been constructed with executable bids or 
offers, provided there is disclosure in the Methodology.   

Moreover, IOSCO addressed concerns regarding the perceived burdensome scope of these 
requirements in the context of the PRA Principles in a Frequently Asked Questions paper issued 
on 15 March 2013 (Oil PRA FAQ).26  The specific question and answer from the Oil PRA FAQ 
has been included as part of this Report in Annex C.  

Based on the responses received, IOSCO believes that the information contemplated by the 
addition of Principle 9 will provide material information to Benchmark users and is therefore 
adopting the proposed paragraphs. This is not intended to require disclosure by an Administrator 
of every situation that resulted in the use of discretion nor a detailed explanation. Rather the 
intent is that the use of discretion be noted using standard rationales and descriptions, as 
provided in the Oil PRA FAQ, which has been referenced in this Report as Annex C.  
 
 
Data Sufficiency and hierarchy of data inputs (Principle 7 and 8) 
Commenters generally supported the objective that Benchmarks should be anchored in 
transactions. Cautionary comments that were received on the Data Sufficiency Principle appear 
to be based on perceptions that the Principle required the sole usage of transactions, imposed a 
rigid hierarchy of data use, excluded the consideration of bids and offers or Expert Judgment, 
failed to take into account the characteristics of less transparent or low liquidity market 
characteristics and prohibited adjustments to data based on quality considerations.  

IOSCO does not share these interpretations of the Principles. 

The Data Sufficiency Principle is based on the underlying concept that Benchmarks should be 
based on prices, rates, indices or values that have been formed by the competitive forces of 
supply and demand (i.e., an active market) in order to provide confidence that the price discovery 
system is reliable. As noted by some commenters, the existence of a market does not preclude 
manipulation. However, the existence of a transparent, active market 27  with observable 

26   See International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Frequently Asked Questions on 
IOSCO Principles for Price Reporting Agencies Report  (Oil PRA FAQ) (Mar. 15, 2013),  
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD406.pdf. 

27   IOSCO made clear in the January Consultation Report that a low liquidity market could function as an 
active market. See discussion in Financial Benchmarks, Consultation Report, IOSCO, 10 Jan. 2013, supra 
fn. No.4, pp. 40-41 

 



transactions provides visible evidence of market metrics and commercial practices, which can 
provide confidence to market participants and facilitate surveillance by relevant Market 
Authorities. Accordingly, as stated in the Data Sufficiency Principle a Benchmark should be 
underpinned or anchored  by an active market with observable transactions.   

IOSCO reiterates that this does not mean that Benchmarks must be constructed solely of 
transaction data, or that data must always be used in a rigid order. IOSCO recognises that there 
might be circumstances when a confirmed bid or offer might carry more meaning than an outlier 
transaction or when non-transactional data such as bids and offers and extrapolations from prior 
transactions might predominate (e.g., in a low liquidity market).  All of these other forms of data 
usage are permissible in line with the Administrator’s Methodology. This is encapsulated in the 
Data Hierarchy Principle which makes clear that provided that the Data Sufficiency Principle is 
met (i.e., data is based on an active market), an Administrator retains flexibility to use inputs 
consistent with the Administrator’s approach to ensuring the quality, integrity, continuity and 
reliability of its Benchmark determinations (as set out in the Administrator’s Methodology).   

Provided that subparagraphs (a) and (b) of Principle 7 are met, Principle 7 does not preclude 
Benchmark Administrators from using executable bids or offers as a means to construct 
Benchmarks where anchored in an observable market consisting of Bona Fide, Arms-length 
Transactions. For example, this approach might be appropriate in a market where overall 
transaction volume is high over sustained periods, though on any given day there might be more 
firm bids and offers than posted transactions taking place.  

IOSCO also recognizes that various indices may be designed to measure or reflect the 
performance of a rule-based investment strategy, the volatility or behaviour of an index, market 
or other aspects of an active market. Accordingly,  Data Sufficiency Principle 7, has been revised 
to make clear that the Principle does not preclude the use of non-transactional data for such types 
of indices that are not designed to represent transactions and where the nature of the index is 
such that non-transactional data is used to reflect what the index is designed to measure.  For 
example, certain volatility indices, which are designed to measure the expected volatility of an 
index of securities transactions, rely on non-transactional data, but the data is derived from and 
thus anchored in an actual functioning securities or options market. 

 



ANNEX A 

GLOSSARY OF KEY TERMS 

Administration: Includes all stages and processes involved in the production and dissemination 
of a Benchmark, including: 

a)  Collecting, analysing and/or processing information or expressions of opinion for the 
purposes of the determination of a Benchmark;  
b)  Determining a Benchmark through the application of a formula or another method of 
calculating the information or expressions of opinions provided for that purpose; and  
c)  Dissemination to users, including any review, adjustment and modification to this process.  

Administrator: An organisation or legal person that controls the creation and operation of the 
Benchmark Administration process, whether or not it owns the intellectual property relating to 
the Benchmark. In particular, it has responsibility for all stages of the Benchmark Administration 
process, including: 

a)  The calculation of the Benchmark;  
b)  Determining and applying the Benchmark Methodology; and  

c)  Disseminating the Benchmark. 

Arm’s-length Transaction: A transaction between two parties that is concluded on terms that 
are not influenced by a conflict of interest (e.g., conflicts of interest that arise from a relationship 
such as a transaction between affiliates). 

Audit Trail: For the purposes of the Benchmark-setting process, the documentation and 
retention of all relevant data, Submissions, other information, judgments (including the rationale 
for any exclusions of data), analyses and identities of Submitters used in the Benchmark-setting 
process for an appropriate period. 

Benchmark: The Benchmarks in scope of this report are prices, estimates, rates, indices or 
values that are: 

a)  Made available to users, whether free of charge or for payment;  
b)  Calculated periodically, entirely or partially by the application of a formula or another 
method of calculation to, or an assessment of, the value of one or more underlying Interests;   
c)  Used for reference for purposes that include one or more of the following:  

• determining the interest payable, or other sums due, under loan agreements or 
under other financial contracts or instruments;  

• determining the price at which a financial instrument may be bought or sold or 
traded or redeemed, or the value of a financial instrument; and/or  

• measuring the performance of a financial instrument. 
 



Benchmark Publisher: A legal entity publishing the Benchmark values, which includes Making 
Available such values to Subscribers, on the internet or by any other means, whether free of 
charge or not. 

Bona Fide:  Refers to data where the parties submitting the data have executed, or are prepared 
to execute, transactions generating such data and the concluded transactions were executed at 
arm’s-length from each other. 

Calculation Agent: A legal entity with delegated responsibility for determining a Benchmark 
through the application of a formula or other method of calculating the information or 
expressions of opinions provided for that purpose, in accordance with the Methodology set out 
by the Administrator. 

Expert Judgment: Refers to the exercise of discretion by an Administrator or Submitter with 
respect to the use of data in determining a Benchmark.  Expert Judgment includes extrapolating 
values from prior or related transactions, adjusting values for factors that might influence the 
quality of data such as market events or impairment of a buyer or seller’s credit quality, or 
weighting firm bids or offers greater than a particular concluded transaction.  

Front Office Function:  This term means any department, division, group, or personnel of 
Submitter or any of its affiliates, whether or not identified as such, that performs, or personnel 
exercising direct supervisory authority over the performance of, any pricing (excluding price 
verification for risk management purposes), trading, sales, marketing, advertising, solicitation, 
structuring, or brokerage activities on behalf of a third party or for proprietary purposes . 

Interest:  Refers to any physical commodity, currency or other tangible goods, intangibles (such 
as an equity security, bond, futures contract, swap or option, interest rates, another index, 
including indexes that track the performance of a rule-based trading strategy or the volatility of a 
financial instrument or another index), any financial instrument on an Interest, which is intended 
to be measured by a Benchmark. Depending on the context, it is assumed that the word “Interest” 
also includes the market for such Interest. 

Market Authority: A Regulatory Authority, a Self-Regulatory Organisation, a Regulated 
Market or Exchange, or a clearing organisation (as the context requires). 

Market Participants: Legal entities involved in the production, structuring, use or trading of 
financial contracts or financial instruments used to inform the Benchmark, or which reference the 
Benchmark. 

Methodology: The written rules and procedures according to which information is collected and 
the Benchmark is determined. 

National Authority:  Refers to a relevant governmental authority such as a central bank, which 
might not be a Market or Regulatory Authority, but which has responsibility for or a 
governmental interest in Benchmark policies.  



Panel: Subset of Market Participants who are Benchmark Submitters. 

Publish or Make Available: Refers to the expectation that a party such as an Administrator 
should  provide a document or notice to Stakeholders. The means by which such notice is made 
should be proportionate to the breadth and depth of Benchmark use by Stakeholders, as 
determined by the Administrator on a “best efforts” basis. Ordinarily, posting a document or 
notice on the Administrator’s website will meet this expectation. 

Regulated Market or Exchange:  A market or exchange that is regulated and/or supervised by 
a Regulatory Authority. 

Regulatory Authority: A governmental or statutory body (not being a Self-Regulatory 
Organisation) with responsibility for securities and/or commodities and futures regulation. 

Self-Regulatory Organisation or “SRO”: An organisation that has been given the power or 
responsibility to regulate itself, whose rules are subject to meaningful sanctions regarding any 
part of the securities market or industry. This authority may be derived from a statutory 
delegation of power to a non-governmental entity or through a contract between an SRO and its 
members as is authorized or recognized by the governmental regulator. See IOSCO 
Methodology, Principle 9, p.50. http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359.pdf 

Stakeholder:  Refers to Subscribers and other persons or entities who own contracts or financial 
instruments that reference a Benchmark.    

Submission(s): Prices, estimates, values, rates or other information that is provided by a 
Submitter to an Administrator for the purposes of determining a Benchmark. This excludes data 
sourced from Regulated Markets or Exchanges with mandatory post-trade transparency 
requirements. 

Submitter: A legal person providing information to an Administrator or Calculation Agent 
required in connection with the determination of a Benchmark 

Subscriber: A person or entity that purchases Benchmark determination services from an 
Administrator. 

 



ANNEX B  
FEEDBACK STATEMENT  
Process: IOSCO’s April Consultation Report, published on 16th April 2013, provided for a one 
month consultation period on the issues presented in the report. The consultation closed on 16th 
May 2013.  
Respondents: 40 responses were received, of which 9 came from industry associations and trade 
bodies, 10 from Benchmark Administrators, 7 from exchanges and clearing houses, 5 from buy 
side firms and 2 from authorities. 
Questions: The Consultation report asked the four questions below:  

1. Equity indices: Indices may be used to measure a wide range of underlying Interests, using a 
variety of calculation methodologies and inputs. In the specific case of equity indices, inputs 
are typically based on transactions concluded on Regulated Markets.  In light of this: are 
there any Principles or parts of the Principles that cannot, or should not, be applied to equity 
indices? If so, please identify these Principles and explain why their application is 
inappropriate.   

2. Additional measures to address risks resulting from Submission-based Benchmarks or 
ownership or control structures: Additional measures have been specified within certain 
Principles to address specific risks arising from a reliance on Submissions (Principles 4, 10, 
13 and 17) and/or from ownership or control structures (Principles 2, 5 and 16).  

a. Should these additional requirements apply to Submitters and Administrators of all 
Submission-based Benchmarks or Benchmarks with the specified ownership/control 
structures? 

b. If not, please explain why all or some Submission-based Benchmarks or Benchmarks 
with the specified ownership/control structures should be exempt.  

3. Notice Concerning Use of Expert Judgment:  Should Administrators be required to briefly  
describe and Publish with each Benchmark determination: 

a. a concise explanation, sufficient to facilitate a User’s or Market Authority’s ability to 
understand how the Benchmark determination was developed, terms referring to the 
pricing methodology should be included (e.g., spread-based, interpolated/extrapolated 
or estimate-based); and 

b.  a concise explanation of the extent to which and the basis upon which judgment (i.e. 
exclusions of data which otherwise conformed to the requirements of the relevant 
methodology for that Benchmark determination, basing determinations on spreads, 
interpolation/extrapolation or estimates, or weighting bids or offers higher than 
concluded transactions etc.), if any, was used in establishing a determination.  



4. Revisions to the Principles: Please provide any suggested changes to specific Principles or 
definitions of key terms set out in Annex A, including drafting proposals and rationale.  

Are any other Principles needed: Should Principles to address any additional issues, risks 
or conflicts of interest be developed? Please provide a summary of the issue and drafting for 
the proposed Principle.  

 

Consultation Question 1: 

Commenters generally supported IOSCO’s proportionate approach to the application of the 
principles and cautioned against any attempt to find a one-size-fits-all approach for the wide and 
diverse universe of indices and Benchmarks.  Many commenters believed that IOSCO should 
develop principles applicable to equity indices, but most commenters noted that particular 
Principles were inapplicable or unnecessary for equity indices.   

Commenters largely agreed in their observation that certain principles should not apply to equity 
indices. There was a wide range of responses, however, as to which specific principles were 
inapplicable to equity indices.  Several principles were commonly identified, while other 
principles were identified by only few commenters.  Nearly all principles were mentioned at 
least once as needing to be revisited if applied to equity indices (not 10 and 15).   

Several commenters suggested that IOSCO’s question regarding equity indices should be 
expanded to include other indices based on observable transaction data, such as fixed-income 
indices. Many commenters proposed a different bifurcation to determine the proportionate 
treatment of the Principles, proposing categories such as: public data versus survey Benchmarks; 
objective versus subjective Benchmarks; commercial indices versus survey-based Benchmarks; 
Benchmarks with a certain market impact versus Benchmarks without; and Benchmarks set by a 
single estimation or survey versus indices derived in substantial part from market transaction 
data and/or multi-participant estimation. 

Many commenters highlighted the fundamental differences in the production of reference rates 
and market indices, noting that market indices’ reliance on transaction data and operation in a 
competitive market demanding adequate disclosure and transparency minimized, if not 
eliminated, the risks of conflicts of interest and manipulation present with reference rates. 
Numerous commenters expressed the view that commercial indices already adhere to robust 
standards and codes of conduct, and thus should either be excluded from the principles altogether 
or permitted to proportionately implement the principles. Many of these commenters believed 
that existing regulation and voluntary codes of conduct were sufficient for transaction-based 
indices, which they suggested do not present the same weaknesses and structural concerns of 
reference rates like the IBORs. 



Several commenters identified the diverse ways in which market indices are used by market 
participants to manage risks, to implement trading strategies, or to measure portfolio 
performance, and concluded with the view that only Benchmarks used to price financial 
instruments should be subject to the principles, due to a concern that even a minimal amount of 
added compliance burden could discourage innovation and competition for these purposes.  
Numerous commenters suggested that IOSCO revisit the definition of “Benchmark” to clarify 
the application of the principles to indices that are used for purposes other than pricing financial 
instruments or contracts.  These commenters believed that strategy indices, settlement prices 
used by clearing firms for risk management purposes, indices used to evaluate returns or 
performance of portfolios, economic or market sentiment indices, and prices for single 
instruments should be excluded from the scope of the report by adoption of a narrower definition 
of “Benchmark.” 

 

Consultation Question 2: 

Commenters generally supported IOSCO’s approach that additional measures should apply to 
Submitters and Administrators of Submission-based Benchmarks or Benchmarks with specified 
ownership/control structures.  However, a number of commenters did not, however, address 
question 2.  Several commenters stated that the process of data Submission leads to additional 
risk, especially where the Submitters are market participants with stakes in the level of the 
Benchmark. Commenters also generally supported IOSCO’s approach to proportional 
implementation of the Principles, taking into account the size and risks posed by each 
Benchmark Administrator and Benchmark-setting process. 

Several commenters argued that the additional measures should not apply to products subject to 
the PRA Principles. In particular it was noted that additional controls for Submitters (Submitter 
Code of Conduct) were not identical to those in the PRA Principles. They also argued that the 
Principles on Financial Benchmarks are seeking to reintroduce provisions that were considered 
and ultimately rejected in the context of the PRA Principles, in recognition of the voluntary 
nature of commodity market participants’ interactions with PRA price reporting processes. 

Some commenters suggested that IOSCO include or clarify the definition of some terms, in order 
to provide certainty about the scope of the Principles on Financial Benchmarks.  These terms 
included Front Office Functions, Submitters, Submissions and Submissions-based.  One 
commenter argued that for the additional measures to apply, the terms Submitter and Submission 
should exclude, at a minimum, data reflecting observable transactions and other actual market 
information. 

Several commenters also argued that IOSCO should further refine the definition of Benchmarks 
to ensure that certain indices are not inadvertently caught.  Commenters were primarily 



concerned about strategy indices, reference prices produced by central counterparties to measure 
their positions and exposure, prices discovered on a Regulated Market or Exchange, settlement 
prices used for clearing, and prices for individual instruments. 

Some commenters argued that IOSCO’s framework assumes that a transaction-based Benchmark 
is per se more credible and reliable than an estimation-based one without providing a basis for 
this.  Commenters argued that Expert Judgment is necessary and a transaction-based Benchmark 
cannot replace a well-established IBOR Benchmark.  Even where Benchmarks are anchored in 
observable transactions, Expert Judgment is necessary to filter out unrepresentative market 
volatility and outlier transaction data.  One commenter also criticised IOSCO for not considering 
the risks associated with transactions-based Benchmarks and suggested that IOSCO should 
develop a framework for risks associated with transactions-based processes and market rates, 
whether Submission-based or not. 

 

Consultation question 3  

Commenters generally supported IOSCO’s approach that additional transparency requirements 
should apply to Benchmark determinations based on estimates and Expert Judgment.  However, 
a number of commenters did not address question 3.   

Many commenters argued that that the underlying methodologies for exercising expert 
judgement including fall-back provisions and downgrades in the data input hierarchy must be 
disclosed transparently and in detail.  

Several commenters argued  that the scope of these requirements should be limited e.g., to large 
and relevant Benchmarks or Benchmarks that are prone to conflicts of interest or that rely on 
subjective Submissions.  

Several commenters argued that a notice that is Published with each Benchmark determination 
could be disproportionate and burdensome for administrators and suggested that explanations 
and standards for the exercise of Expert Judgment should be addressed at the level of the 
Benchmark Methodology and the Code of Conduct.  

One commenter suggested a clarification of the term “concise explanation” which should allow 
administrators to decide how and when judgment will be used, but not so that every exercise of 
judgment must be explained and disclosed. 

One commenter argued that a Benchmark Administrator would not be able to explain Expert 
Judgment exercised on the level of the Benchmark Submitter. In addition, detailed explanations 
could compromise the vital confidentiality of the Submitter inputs. 



One commenter suggested that the content and method for the publication of an explanation 
regarding Expert Judgment should be discussed between the Administrator and the Submitters 
and should be determined based on the characteristics of each Benchmark. 

Consultation Question 4 

Overall there is general support for two levels of Principles and for the overarching aims of most 
of the Principles. The comments received were more technical than arguing the aims and 
objectives of the Principles. 

Some respondents argued that the scope needs to be more focused to clearly define which 
Benchmarks would fall under the proposed Principles and which would not (e.g., equity indices, 
CCP reference prices, proprietary Benchmarks).  Many definitional issues/revisions were 
highlighted in addition to revisions of stated Principles  

Some respondents are against the Principle which gives hierarchy to transactional data over other 
inputs (such as bid-offer quotes).  These respondents stressed that not all markets are liquid or 
transparent enough to take into account non-transactional data or Expert Judgment only as a 
supplement to transactional data.   

Generally, the commenters were in support of the Code of Conduct.  However, some 
commenters argued that the Code of Conduct imposed on Submitters should be reconsidered by 
IOSCO.  Given the voluntary nature of most data Submissions, some commenter said the burden 
would discourage data Submitters.  Some commenters also suggested that IOSCO should state 
that the Code of Conduct applies only if a cost-benefit analysis has been undertaken. 

Some respondents suggested that the restriction on Submissions from Front Office Functions (in 
the code of conduct for Submitters) should be removed since they will have the most expertise 
and proximity to the underlying interest for a Benchmark.  Limiting to non-front office 
Submissions would adversely impact the quality of the Benchmark.  Other controls are adequate 
to manage the relevant conflicts faced by front office staff. 

Some respondents were concerned that the proposed procedures and audits may increase efforts 
and cost to Submitters of less prominent Benchmarks driving them out of the market.  Similarly, 
there is concern that certain costs such as maintaining an audit trail, may exceed the benefits, and 
those costs would likely be passed on to investors.  Thus, the application of Principles should 
follow a proportional approach and allow more lead time for adoption.   

Some respondents felt that the responsibility of the Benchmark was too concentrated within the 
administrator’s function and that other stakeholders that are also involved in the Benchmark 
setting process should be held accountable or share the responsibility.  

Some commenters said that information about IT policies and human resource are often 
confidential, which will make it difficult to implement Principles related to disclosing 



information on control framework (Principle 4).  Similarly, there is the risk that making the 
methodology publicly available would divulge confidential or proprietary information to 
competitors. 



ANNEX C 
Guidance on Principle 9 - Transparency of Benchmark Determinations 
The following guidance is based substantially on the guidance that previously was issued in 
relation to the PRA Principles28 and also will apply to Principle 9 “Transparency of Benchmark 
Determinations” in these Principles for Financial Benchmarks.   

Question: With respect to judgment referenced throughout the Principles, how detailed 
should a description of a specific judgment be?  

Response:  

The focus of Principle 9 is on providing Stakeholders with sufficient information to allow 
Stakeholders to understand how a determination was developed. Whilst the format of disclosure 
is within the discretion of the Administrator, the minimum information called for in Principle 9 
should be provided with each published Benchmark determination.  

Principle 9 contemplates that each published Benchmark determination would identify, and 
explain the rationale for, the exercise of judgment in each published Benchmark determination. 
The term judgment is illustrated in Principle 9 as being employed in the exclusion of data 
otherwise conforming to the requirements of the relevant Methodology, in basing a Benchmark 
determination on spreads, in interpolation or extrapolation, in weighting bids or offers higher 
than concluded transactions, or, in general, in a more qualitative assessment in the absence of 
hard data.  

With respect to the level of detail needed, the  Principles for Financial Benchmarks report makes 
clear in the introduction that “the application and implementation of the Principles should be 
proportional to the size and risks posed by each Benchmark and/or Administrator and the 
benchmarking process.”  

For example, consistent with the proportionality concept, it would be appropriate for 
Administrators to develop standard descriptions and rationales for the type of judgments that 
tend to be exercised in Benchmark determinations and publish those descriptions and rationales 
as relevant with each Benchmark determination but with a degree of aggregation where 
appropriate.  

Although Administrators may therefore develop disclosures in the most efficient manner, any 
such disclosures should provide more than the permissive procedures of the methodology.   
However, a Benchmark that is based exclusively on executable quotes as contemplated by 

28    Frequently Asked Questions (FAQ) on IOSCO Principles for Price Reporting Agencies (Oil PRA 
FAQ)(March 2013) http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD406.pdf supra fn No26 



Principle 7 would not need to explain in each determination why it has been constructed with 
executable quotes, provided there is disclosure in the Methodology.   

Benchmarks that regularly publish their Methodologies would satisfy Principle 9 when derived 
from data sourced from Regulated Markets or Exchanges with mandatory post-trade 
transparency requirements. 
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