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FTSE 日本国債インデックス 

FTSE 日本国債インデックスは現地通貨建ての投資適格固定利付日本国債のパフォーマンスを測定する指数です。 

インデックス
1
のベンチマーク管理者は FTSE Fixed Income LLC です。 

 

構成銘柄と設計基準 

FTSE 日本国債インデックスは、世界国債インデックス(WGBI)に準拠しています。詳細については、FTSE 債券インデックスガイド

FTSE Fixed Income Index Guide をご覧ください。 

 

FTSE 日本国債インデックスの設計基準と組入基準 

クーポンの種類  固定利付 

最低残存期間  1 年 

最低残存金額 5,000億円、ただし、20年および30年国債：4,500億円(日銀保有分および財務

省償却分を除く) 

組入対象 現地通貨建国債組入対象：固定利付ノン・コーラブル債およびコーラブル債 

組入対象外：個人向け国債、割引国債、変動債、変動利付債、固定-変動債、

インデックス・リンク債、個人向け債、短期証券、ストリップス・ゼロ・クーポン債、転

換債、貯蓄債、私募債 

ウェイト 時価総額 

時価総額  月次更新（月末時点） 

キャッシュフローの再投資 ユーロ預金金利の 1 ヵ月金利の日々平均で計算。実際のキャッシュフロー支払日

から期末まで計算 

価格付け リフィニティブ (午後 3 時 東京 ビッド価格) 

計算の頻度 日次 

                                                      

 

1
 本資料において、管理者という用語は、金融商品や金融契約のベンチマークとして、または投資ファンドのパフォーマンスを測定するために使用される指

数について（EU 金融ベンチマーク規則）、欧州議会および 2016 年 6 月 8 日の欧州連合理事会の規則（EU）2016/1011 で定義されているものと同

じ意味で使用されます。 FTSE Fixed Income LLC は、当該規制の第 51 条（5）に含まれる第三国の移行規定に沿ってインデックスシリーズを管理し

ています。 

https://www.yieldbook.com/m/redir/FTSE-fixed-income-index-guide.shtml
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受渡日 月次：暦上の月末 

日次：当日受渡し、ただし、月の最終営業日だけは暦上の月末とする 

採用銘柄決定日 翌月の採用銘柄は採用銘柄決定日に固定。各年の採用銘柄決定日は弊社ウ

ェブサイト www.yieldbook.com/m/indices/ に掲載 

基準日 1984 年 12 月 31 日 

 

 

休日カレンダー 

インデックスは、クリスマス(休日)と元日(休日)を除き、月曜日から金曜日まで算出されます。各現地市場はそれぞれの休日カレンダ

ーに従うこととし、現地市場が休日の場合、その日のために使用する終値は前日の終値となります。 

債券の格付け 

インデックスに含まれる債券の各銘柄は、プロファイルの採用銘柄決定日に格付けを割り当てられます。格付けは、まず、スタンダー

ド・アンド・プアーズ(S&P)の格付けを参照します。S&P の格付けがなくムーディーズの格付けがある場合には、そのムーディーズの格

付記号に相当する S&P の格付記号を使います。S&P、ムーディーズのどちらの格付けもない場合は、その債券にインデックスの格

付けが付与されません。また、片方の格付けが投資適格で、もう片方がハイ・イールド(いわゆる、スプリット・レーティング)の場合は、

その投資適格に相当する S&P の格付記号をインデックスの格付けとして用います。これらの格付けは、1 ヵ月間変更されません。 

リターンの算出 

トータル・リターンは、インデックスの構成銘柄を期初に購入して期末に売却するものとして算出します。また、個別銘柄のトータル・リ

ターンは、計算対象期間における価値の変化を増減率の形で表示します(図表 1 を参照)。個別銘柄における価格の変動、元本

の償還、クーポン収入、経過利子、期中キャッシュフローの再投資収入の合計がトータル・リターンの要素となります。インデックスの

トータル・リターンは構成銘柄の期初の時価総額で加重平均して求めます。 

 

図表 1. トータル・リターンの計算方法 

期初価値 - (期初価格+ 期初経過利子) x 期初残存額面金額 

期末価値 - [(期末価格+ 期末経過利子) x (期初残存額面金額- 元本償還額)] + クーポン収入 

+ 元本償還額 + 再投資収入 

トータル・リターン(%) - [(期末価値/期初価値)-1]×100 

精度についての注意事項: リターンは少なくとも小数点以下第 6 位まで計算しますが、公表は小数点以下第 5 位以内までです。計算機の浮動小数点計算には

四捨五入による誤差が生じるため、公表値の小数点以下最後の位は真の値から 1 乖離する場合があります。 

 

FTSE 日本国債インデックスのティッカー 

ティッカー 指数名 

SBJYL FTSE 日本国債インデックス（円ベース） 

CFIIJYL FTSE 日本国債インデックス（円ベース） 
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主要な改編 

FTSE 日本国債インデックスの改編は、FTSE 世界国債インデックス(WGBI)に準拠しています。詳細については、FTSE 債券イン

デックスガイド FTSE Fixed Income Index Guide をご覧ください。 

データ訂正の方針 

弊社ではインデックス・データの誤りがないよう、細心の注意を払っております。しかし、時として、計算や価格付けの間違いだけでなく、

データの欠損、属性データの間違いなどで、インデックス・データの誤りは発生します。稀なケースで異例の事態が発生した場合、弊

社のインデックス・チームは、インデックス・データ訂正を行うことがあります。データの訂正が必要であるかどうかを判断するため、データ

の誤りによる影響を検証します。判断の基準としては、誤りの程度、データに対する全体的な影響、影響を受けるセクター、誤りが

日次もしくは月次のデータに影響を及ぼすかどうか、などが挙げられます。 

インデックス・データの訂正が必要であるとされた場合、FTSE 債券インデックス・ウェブサイト(www.yieldbook.com/m/indices)にお

いてその旨をお知らせし、データの再配布を行っています。弊社のインデックス・ウェブサイトにおいて、「Production News」の自動配

信を設定していただくことでデータの訂正に関する情報は随時電子メールで配信されます。 

 

詳細については、FTSE 債券インデックスガイド FTSE Fixed Income Index Guide をご覧ください。 
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弊社インデックスの詳細については FTSE Russell クライアントサービス info@ftserussell.com までご連

絡頂くか ftserussell.com をご覧ください。 
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