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１. T+2化実施予定日の設定に関するアンケートについて

• 2016年６月に公表したWG最終報告書において、Ｔ＋２化実施目標時期
を「2019年中のなるべく早い時期」とした上で、想定される実施日を
「2019年４月又は５月の連休明け」としていたが、同じタイミングで改

元が行われることとなった。

• 本年１月26日開催のＴ＋２合同サブＷＧにおいて、Ｔ＋２化の実施予定

日の1年程度前までに実施予定日を設定するため、改元前後の祝日・休日
の取扱いが判明しない場合であっても、本年３月頃までを目途に、サブ
ＷＧメンバーを対象にアンケートを実施し、検討を進めるとしていた。

• これを受け、本年４月４日、Ｔ＋２化の実施予定日の設定に関するアン
ケートを実施した。アンケート結果の概要は次頁以降のとおり。
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２. T+2化実施予定日の設定に関するアンケート結果の概要①

○Ｔ＋２化の候補日について

・回答のあったサブＷＧ委員の全28社中

 「７月16日（火）が候補日として望ましい」：２5社

 「５月７日（火）でも７月16日（火）のいずれでもよい」：２社

 「別の日が望ましい」：１社（９月17日（火））

＜「７月16日（火）が候補日として望ましい」とする主な理由＞

・改元は、日本社会全体にとって重要な行事であり、そのタイミングで、日本の

株式の決済制度にインパクトのあるイベントであるT+2化を実施することは避

けるべき

・休日の取扱いが不確定な状況であるが、実施予定日の１年前という状況を踏ま

え、早期に実施予定日を確定することが投資家を含むマーケット参加者にとっ

て有効な方策と考えること

・現状において実施予定日を定める場合、システム対応及び顧客対応にインパク

トが大きい10連休を前提としてＴ＋２化の実施日を考慮しなければならないが、

仮に10連休となった場合を前提とすると、５月７日（火）は複数のイベント

（改元対応、特別な休日・祝日対応、GW跨ぎの約定の決済についてT+13対応、

月初対応）が重なること
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２. T+2化実施予定日の設定に関するアンケート結果の概要②

＜ 「７月16日（火）が候補日として望ましい」とする主な理由＞

・10連休等にならない場合であっても、改元にあたって、システム改修等の対応

が必要となること

・現状でも毎年GW明けは、海外投資家からの問合せを受けること、また、海外関

係の処理を含めた業務が煩雑であること

・2016年６月のWG最終報告書ではＴ＋２化の具体的な実施日について、「2019 

年の４月又は５月の連休明け」を想定していたが、新たな要素である「改元お

よび祝休日の取扱に係る影響」が加わったことを踏まえ、かつ、当初想定から

大きく後ろにずれない範囲とすると、最短の３連休明けである７月16日（火）

が適切と考えること

○Ｔ＋２化実施予定日の設定に関し寄せられたその他のご意見

・総合運転テスト（以降ＲＴ）のスケジュールについて、T+2実施予定日を後倒し

する場合、あわせてRT期間の後倒しか日程を追加することを希望する。

・接続仕様書等が現状未確定の中、先に候補日が決定されることには懸念を感じる。

・ 貸株については、RTにおける参加者の実施状況をもとに約定時限を定めることを

想定しているものの、貸株ガイドラインに係るシステム対応や実施範囲について

はRTの調整開始前に事前に確認できる会合やアンケート等を実施してほしい。
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３.今後の対応方針（案）

• サブＷＧにおいて７月16日（火）がT+2化実施予定日として望ましい

という意見が大勢を占めたことから、本アンケート結果を踏まえ、７月

16日（火）を候補日とする方向で上部会議体（決済懇等）に提案する。

• T+2化の実施予定日の設定に伴い、前回のサブWGにおいて提示したテ

ストスケジュールに加えて、５月中旬以降、稼動予定日までの間に総

合運転試験(RT)を追加的に開催する方向で、今後、関係者間で調整を

進めていく。
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（参考） T+2化実施予定日決定までの会合等のスケジュール

以 上

日程 会合 審議・報告事項等

2018年５月７日（月）
（本日）

株式等の決済期間の短縮化に関する検討ＷＧ、
サブＷＧ（カスタマーサイド／ストリートサ
イド）

実施予定日等について検討

2018年５月15日（火） 日証協：証券戦略会議等
ＷＧの検討状況（実施予定日
の設定）を報告

2018年５月28日（月） 証券受渡・決済制度改革懇談会

ＷＧの検討結果を踏まえ、実
施予定日を審議
（その後、関係機関より通
知・公表）
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株式等のＴ＋２化実施予定日の設定に関するアンケート結果（各社回答集約） 

2018年５月７日 

１．Ｔ＋２化の候補日について 

【説明】 

2019年５月１日（水）に改元が行われることが決定していますが、現時点においても同日及びその前後（改元前後）の祝日・休日の取扱いは判明し

ていない状況であり、祝日・休日の取扱いとしては、例えば、以下の３通りの可能性が考えられるところです。 

① 現状のカレンダー通り 

4/26 

(金) 

4/27

（土） 

4/28 

（日） 

4/29 

（月） 

4/30 

（火） 

5/1 

（水） 

5/2 

（木） 

5/3 

（金） 

5/4 

（土） 

5/5 

（日） 

5/6 

（月） 

5/7 

（火） 

○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ 

※○：営業日、☓：休業日 

② ５月１日（水）のみ休日が追加される。 

4/26 

(金) 

4/27

（土） 

4/28 

（日） 

4/29 

（月） 

4/30 

（火） 

5/1 

（水） 

5/2 

（木） 

5/3 

（金） 

5/4 

（土） 

5/5 

（日） 

5/6 

（月） 

5/7 

（火） 

○ ☓ ☓ ☓ ○ × ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ 

③ ４月 27日（土）～５月６日（月）まで 10連休となる。 

（５月１日（水）が祝日、祝日前後の４月 30日（火）及び５月２日（木）は休日となる） 

4/26 

(金) 

4/27

（土） 

4/28 

（日） 

4/29 

（月） 

4/30 

（火） 

5/1 

（水） 

5/2 

（木） 

5/3 

（金） 

5/4 

（土） 

5/5 

（日） 

5/6 

（月） 

5/7 

（火） 

○ ☓ ☓ ☓ × × × ☓ ☓ ☓ ☓ ○ 

（注）仮に③10 連休となった場合には、連休明けは５月７日（火）となり、国内外の市場参加者・関係者においては、同日に、以下の複数のイベ

ントを同時にシステム対応し、リリースすることが想定されます。 

 改元対応 

 特別な休日対応 

 GW跨ぎの約定の決済について、T+13対応 

 月初対応（５月７日は月初となる。） 
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【質問】 

上記のような祝日・休日の取扱いが判明していない状況も踏まえ、Ｔ＋２化の実施予定日の候補日として、以下のいずれが望ましいと考えますか。

該当するものに○を付けてください。Ｄ．を選択した場合は具体的な日程も記載ください。 

候補日 回答数 

Ａ．５月７日（火） ０ 

Ｂ．７月 16日（火）※ ２５ 

 

Ｃ．５月７日、７月 16日のいずれでもよい ２ 

Ｄ．その他（具体的な候補日を記載ください。） 

９月 17日（火） 

 

１ 

※５月ＧＷ明けの次の３連休明けの日 

（注）2019年４月の連休明けの日としては、４月 30日（火）が該当しますが、月末に当たること及び改元の前日であること等から、候補日として記

載しておりませんが、「Ｄ．その他」において４月 30日（火）を選択することもできます。 

 

 

２．候補日選択の理由 

・「１．Ｔ＋２化の候補日について」で選択した候補日が望ましいと考える理由を記載ください。 

 

「Ｂ．７月 16日（火）」を選択 

証券・証券金融 ・説明にあるように、休日状況が不確定な状況であるため、現状においては、システム対応および顧客対応にインパクトが大き

い 10連休を前提にリリース日を考慮しなければならない。また、３連休を前提にするのであれば、システム対応等のリソース

調整のためにも、最短のタイミングでくる７月が妥当と考える。 

さらに、2019年７月は、現状において、他に大きなイベントが当社として存在していない。 
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証券・証券金融 ・改元は日本にとって社会的に重要な行事であり、株のＴ＋２化も日本の決済制度にとって重要なイベントと認識している。改

元と株Ｔ＋２化は直接相互に影響し合うことはないと思うが、改元は日本社会全体にとって大きなインパクトのある行事であ

ることを踏まえると、そこに株Ｔ＋２化の実施日を設定することは避けた方が良いと思う。 

・なお、現時点では改元に伴い 10連休となるか否かは不明であるが、仮に 10連休となった場合には（ご提示いただいたように）

複数のイベントを同時に実施しなければならないため、その中に株Ｔ＋２化の実施を併せる場合には、実施リスクは高まるも

のと思われる。 

・また、例えば「休日の場合は５月７日、祝日の場合は７月 16日」のようにパターン分けすることも考えられるが、実施予定日

の１年前という時期を踏まえると不確定な状況を助長するのではなく、早期に確定することが投資家を含むマーケット参加者

にとって有効な方策と考えられる。 

・もともと株Ｔ＋２化の具体的な実施日については、①国債Ｔ＋１化の安定稼働が確認された後の日程とすること、②３連休以

上が確保できる日程とすることの２点を条件として「2019 年の４月又は５月の連休明け」としていた。今回、条件の３点目に

「改元および祝休日の取扱に係る影響」が加わることを踏まえ、かつ、当初予定から大きく後ろにずれない範囲とすると最短

となる７月 16日が適切かと考えたものである。 

蛇足かもしれないが、７月 16日の次の三連休は９月となるものの、株Ｔ＋２化実施後の決済照合から証券決済までの業務フロ

ーが軌道に乗ってから大量決算月（３月末、９月末）を迎えるべきではないかと考えており、これを踏まえると７月の次は 10

月 15日（火）が候補になると考える。 

証券・証券金融 ・改元対応のシステムリリースも鑑み、また休日対応が確定しない事もあり、システム移行対応の観点からも３連休明けの 2019

年７月 16日（火）を希望する。 

証券・証券金融 ・季節的要因を受けないため。 

証券・証券金融 ・2019年５月１日に改元が行われ、その直後に制度変更の実施日を設定することは避けたいため。 

また、上記【説明】に記載されているとおり、５月１日及びその前後の祝日･休日の取扱いが判明していない状況であり、10連

休となった場合は、５月７日は「改元」「特別な休日」「ＧＷ跨ぎの約定の決済(Ｔ＋13)」「月初」の対応が重なることになるた

め。 

証券・証券金融 ・現段階で３連休後の営業日であることが確定しており、ＲＴ試験からそれほど期間があいていないため。 

証券・証券金融 ・海外投資家の配慮も踏まえて大型連休明けは控えることが望ましいと考える。 
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証券・証券金融 ・現時点において改元前後の祝日・休日の取扱いが判明せず、また見極めが難しい事から、慎重を期して７月の三連休明けが無

難だと考える。 

証券・証券金融 ・改元の月でもあり、連休の状況もわからないのであれば、確実な３連休後の７月 16日が望ましいと思う。 

証券・証券金融 ・敢えて改元が行われる同タイミングで実施予定日を設定する必要性はないと思料する。 

証券・証券金融 ・改元に伴うシステム稼働確認や国内株以外の商品のＴ＋２化に向けた社内態勢などを考慮した場合、連休明けは避けた方が望

ましいと考えるため。 

証券・証券金融 ・５月７日は複数のイベントが重なっているため、次の３連休である７月 16日を候補日とすることが望ましいと考える。 

証券・証券金融 ・非居住者取引に係る混乱を避けるため。現状として、ＧＷや年末年始等の日本特有の休日は、海外投資家からの問い合わせを

受けることが多くなっている。そのため、影響が少ない７月 16日（火）が適当と思料する。 

証券・証券金融 ・システム対応としては５月７日でもクリティカルな問題はなく対応可能と考えるが、現段階で改元に伴う休日設定が未定であ

り影響の全容が把握できない。また、社会的にレピュテーションリスクの高い対応が重なること、改元に関わらずＧＷ明けは

決済を中心に業務が繁忙すること、10連休明けのような特異な日にリリースを迎える可能性があること等諸リスクを勘案し、

７月 16日が望ましいと考えた。 

証券・証券金融 ・現状 2019 年５月ＧＷの休日の取扱いが未確定であることから、混乱を避けるため次の３連休明け(７月 16 日)を実施日とする

ことが望ましい。 

証券・証券金融 ・2019年のＧＷは不確定要素があり、今現在も流動的。確実な日付をあらかじめ決めてそこに向けて対応する方が望ましい。 

証券・証券金融 ・５月７日ではＧＷが 10連休となった場合に複数のイベントに同時に対応する必要があるため、リスク面から分散したほうが好

ましい。 

証券・証券金融 ・５月は休日の取扱が現時点で未定であるため移行計画がたてづらい。加えて改元対応が重なることでリスクが高まるため５月

は避けたい。移行時の作業時間確保及びリカバリ、外株影響等を勘案すると土日祝日の連休であることが望ましく、次の土日

祝日の連休が７月であるため。 

その他 ・毎年ＧＷ明けは海外関係の処理も含めて業務が煩雑となるので、リスク分散の観点で７月の連休明けが望ましいため。 

その他 ・改元実施により連休になる可能性があるため最大で 10連休になる可能性がある。その場合に、決済短縮化以外にも連休処理で

他にも影響が考えられるため。 
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信託銀行 ・改元対応は最大 10連休になる可能性があり、現在、システム、取引実務面の影響調査を実施しているところ。何れにしろ相応

の手当てが必要になることが見込まれていること、また連休明けは海外取引の約定・決済等、多くの市場関係者の決済リスク

も懸念されることから、改元前後を避けＴ＋２の実施時期を次の３連休に変更していただくことを希望する。 

信託銀行 ・合同サブＷＧでの意見等でもあったように、５月は、改元等が実施されることにともなう事務システムへの対応を優先させる

ため制度実施は見送るべきと思料する。 

信託銀行 ・改元対応等と合わせてＴ＋２化の対応をすることはリスクがある。障害発生時の原因切り分け等含めて、別日にすることが望

ましい。１週間後にも３連休があり、不測の事態にもリカバリーできる９月 17日（火）制度移行が可能であるならばより望ま

しい。 

銀行 ・改元についても弊行内で一部のシステム改修等で相応に影響があり、複数のイベントが想定される中では、不測の事態に備え

５月７日(火)を避けた安全な日程が望ましい。 

銀行 ・本件のような仕切り直しについては、現実的に考えて２～３ヶ月の延期が好ましいと考えるため。 

銀行 ・改元、10連休となれば、各種システム対応が必要。５月７日は当該対応のリリースタイミングとなりうるため、リスク軽減の

観点から回避することが望ましいと考える。なお、本件の検討にあたっては、別途貴協会にて意見照会されている「国債のリ

テール取引及び一般債取引の決済期間の短縮（Ｔ＋２）化の検討の進め方等」への対応も踏まえるべきと考える。 

・５月１日や２日は休日になる可能性はあるが、５月７日はその可能性が排除できるため。 

・祝日化如何にかかわらず、改元は実施される見込であり、一定の対応が必要となることを勘案すれば、休日明け後直ぐではな

く、ある程度の間隔を置いてから実施することが望ましい。 

・ＷＧ報告書を公表後に改元が決まったため、報告書の「実施目標時期、想定される実施日」の記述に強く拘束される必要はな

いのではないか。 

・休日が③となる場合、注書き記載の状況となり実務上好ましくないと考える。現時点で③の可能性がある以上、５月７日を候

補日に選択できない。 

・元号変更の影響はさほどないと考えているが、休日等の不確定要素が存在し、元号変更以外のシステム的なリスクが排除でき

ない。万一リスクが顕在化した際、５月７日は月初（３営業日内）であり多忙が想定され対応が困難。 

・５月７日（火）は、弊社内の各システムで大量リリース（元号改正、10連休対応等）が見込まれ、場合によっては弊社システ

ム運用部門でのリリース制限等が発生する可能性があると思料するため。 

・当行の取引においては特段の影響が発生しないため。 
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・株式決済のＴ＋２化にあたりシステム改修等の対応は不要で、取引件数も少ないことから、いずれの候補日でも対応できるた

め。 

・当行では特段事務フローの変更が無く、どちらの候補日であっても対応可能であるため。いずれの日も影響に大差ない為。 

「Ｃ．５月７日、７月 16日のいずれでもよい」を選択 

証券・証券金融 ・早期に決定して欲しいため。 

銀行 ・決済日が５月９日（５月７日約定）ということであれば、特に影響はないものと思料する。７月 16日も同様に問題ないと考え

る。 

「Ｄ．その他」を選択 

信託銀行 ・改元に伴う 2019年５月の祝日・休日直後である５月７日（火）は当然に避け、一週間後にも３連休があり、不測の事態にでも

リカバリーできる可能性がより高くなる９月 17日（火）が望ましい。 

また、現状テスト手順書の公開も 2018年秋とされており、ＲＴの準備期間を考慮すると現在予定される 2018年 12月開始は無

理があり、ＲＴ実施可能時期は 2019年春先以降となると考えられることから、候補日は 2019年秋口まで延期して欲しい。 

 

 

３．その他 

・その他、Ｔ＋２実施予定日の設定に関し、意見・質問がありましたら記載ください。 

証券・証券金融 ・Ｔ＋２化に伴う、システム対応については業界としてＧＷ前には完了させるスケジュールであるが、その後の株式関連で対応

すべき追加システム要件がある場合のメンテナンスが必要となる。 

証券・証券金融 ・各システムベンダは連休明けのＴ＋２化に向けて作業を進めていると想定されるが、念のため主要なシステムベンダの意見も

確認された方が良いと思う。 

証券・証券金融 ・総合運転テスト（以降ＲＴ）のスケジュールについて、制度施行日を７月にする場合、あわせてＲＴ期間を後ろ倒しか日程追

加することを希望。 

信託銀行 ・接続仕様書等が現状未確定の中で、先に候補日が決定されることで市場関係者が混乱無く準備できるか懸念を感じる。改元対

応のため、諸々のシステム、実施実務等市場関係者の準備進展状況を踏まえ、７月 16日実施が適切かどうかは引き続き検討し

ていく必要があるものと考える。 
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信託銀行 ・Ｔ＋２化実施日が後ろ倒しになった場合は、あわせてテストスケジュールを見直して頂きたい。理由は以下のとおり。 

② 現在のテストスケジュールでは、改元対応後のプログラムを用いたテストは行えない。テスト必須と考えること 

②発表されているスケジュールでは、テスト終了から制度開始まで日程があく。当社は、安全を期した移行を行うため、その

間はシステム改修を行わないことを想定しているが、４カ月という期間は長すぎるため。 

信託銀行 ・実施予定日を後ろ倒しにするのであれば、ＲＴについても実施延期が望ましい。ＲＴ実施時期とあまり間が空かず、「改元」対

応のテストのピークと重なる可能性が大である 2019年第１四半期を避け、2019年４月以降が望ましい。 

・貸株については参加者間で対応範囲がまちまちであり、ＲＴにおける参加者の実施状況をもとに約定時限を定めることを想定

している。ＲＴのテスト内容については相手方と充分な調整のもと実施内容を確定する必要があり、その調整には相応の期間

が必要と認識している。 

・各参加者の貸株のガイドラインに対するシステム対応や実施範囲について、ＲＴの調整開始前に事前に確認できる会合やアン

ケートの実施を検討して欲しい。 

銀行 ・別途貴協会にて意見照会されている個人向け国債については、本件Ｔ＋２化の対象範囲に含めない前提で回答している。個人

向け国債にてシステム対応が必要となった場合は、１年程度の改修期間が必要となる。また現在提示されているテストスケジ

ュールにおいても、2019年２月 12日以降でのテスト対応をご相談させていただく見込み。 

 

以  上 



株式等のＴ＋２化実施日周辺における対応について

2018年5月7日
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第８回 カスタマーサイドサブワーキング・グループ

（合同開催）



１．趣旨

• 株式等の決済期間短縮化（Ｔ＋２化）では、その実施にあたり、各関係者に
おいてシステム移行を行うことが見込まれている。

• また、Ｔ＋２化後の初日の取引の決済日は、Ｔ＋３での最終日の取引の決
済日にもなることから（以下、この日を「ダブル決済日」）、ダブル決済日に
は２日分の取引を決済する必要がある。

• こうした特殊性がある中、仮にダブル決済日において不測の事態が起きれ
ばマーケットに与えるインパクトは非常に大きいため、制度移行に伴うリス
クを回避・軽減し、円滑かつ確実な制度移行を確保する観点から、Ｔ＋２化
実施日周辺においては、各関係者において、可能な限り、次のような対応
をとることが望ましいと考えられるのではないか（具体的内容は次頁以降
に記載）。

2

項 目 内 容

個別処理の回避 通常の決済以外の処理が生じる行為は避ける。

決済量の抑制 通常以上の決済量となる行為は避ける。

決済の迅速化等 決済を迅速・確実に行う。



２．個別処理の回避（Ｔ＋２化実施日周辺におけるCAの回避）

• Ｔ＋２化実施日周辺においてコーポレートアクション（CA）があ
り、それに伴う株主確定の処理（口座管理機関による新株式
数申告や総株主報告、総株主通知等）が必要となった場合、
その処理と、Ｔ＋２化に伴う対応（システム移行やダブル決済
日における２日分の決済処理）とが重複することとなる。

• 重複によりこれらの処理に何らかの支障が生じるリスクを回
避する観点から、Ｔ＋２化実施日周辺においては、発行会社
に、株主確定が必要となるようなCAを避けてもらうことが望ま
しいと考えられるのではないか。

3



• ダブル決済日には２日分の取引を決済する必要があり、通常
を上回る処理負荷が発生することが想定される。

• そうした中、例えば指数構成銘柄の見直し等に起因して、機
関投資家（ファンド等）による大規模なポートフォリオの入替え
等が発生した場合には、処理負荷がさらに高まることになる。

• 処理負荷の増大により当日の決済に何らかの支障が生じるリ
スクを回避する観点から、ダブル決済日が決済日となるような
大規模なポートフォリオの入替え等や、その要因となる行為
（指数構成銘柄の見直し等）は、回避することが望ましいと考
えられるのではないか。

３．決済量の抑制（大規模なポートフォリオの入替え等の回避）
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• ダブル決済日には２日分の取引を決済する必要があり、通常
以上に、照合不一致や“すくみ”、処理の集中といった事象が
発生し、決済進捗が遅れることも想定される。

• こうした事象により当日の決済に何らかの支障が生じるリスク
を回避する観点から、ダブル決済日に決済を行う取引（Ｔ＋３
での最終日の取引・Ｔ＋２化後の初日の取引）について、決済
処理（照合や振替等）が迅速かつ確実に行われるように対応
する（※）ことが望ましいと考えられるのではないか。

（※）例えば、一般振替DVPにおける参加者基金任意預託額の事前積増し
や決済促進送金の早期化、振替請求（非DVP）の集約化や前日振替
請求の活用といった対応が考えられる。

４．決済の迅速化等

5



５．関係者への周知

6

• 前述の各対応について、ＷＧとして取りまとめ結果を公表する
とともに、関係機関等を通じて周知していくこととしたい。



【参考】 海外における対応（概要）

地域 Ｔ＋２化実施日 対応（概要）

欧州
（イギリス、フラ
ンス等、全29カ
国）

2014.10.６
（ダブル決済日10.８）

 ECB（THE T2S HARMONAIZATION  STEERING 

GROUP）による「BEST PRACTICES」において、以下を提
言（要請）。

• インフラ、投資銀行は、実施日周辺における指数の構成
銘柄の変更は避けるよう努めること。

• 市場参加者は、実施日周辺におけるファンドのポートフォリ
オ入替えは避けるよう努めること。

• 発行者は、実施日周辺における主要な又は複雑なCA

（IPO等）は避けるよう努めること。

• 各種CAの処理日程が1日短縮されることになるため、事前
に業界ルールをよく確認しておくとともに、関係者間でよくコ
ミュニケーションをとること。

• 市場参加者は、ダブル決済日において、いつもより早く約
定を確認し、カストディアン等への指図も早く行うよう努める
こと。

米国

※カナダ、メキシコ、
ペルー、アルゼンチン
も同時移行

2017.９.５
（ダブル決済日９.７）

 米国のＴ＋２化検討を主導したIndustry Steering Committee
において、Ｔ＋２化実施日を、月末や休日、大きなCAのある
日、大きな取引が見込まれる日を避けて設定。
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第８回株式等の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ
第11回ストリートサイドサブワーキング・グループ
第８回カスタマーサイドサブワーキング・グループ
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1

株式等のT+2化実施予定日決定後の主な対応事項（案）

対応事項（案） 時期（目途）

Ｔ＋２実施に係る周知
・個人投資家向けのリーフレット等の作成等

・できるだけ早い時期

総合運転試験（ＲＴ）の実施
・ＲＴスケジュール
・ＲＴ実施方法（テスト手順書等）
・市場関係者への周知

・JSCC事務処理要領（初版）の公表 （2018年8月）
・JSCC現物清算システムFTPサイト接続仕様書及び
清算参加者－現物清算システム直結接続仕様書（初
版）の公表（2018年10月）

・JSCC現物清算システムオペレーションマニュアル
（初版）の公表（2018年10月）

・テスト手順書の公表（2018年10月）

取引所・ＪＳＣＣ等における規則改正の実施 ・改正規則（新旧対照表）の公表（2018年10月）

フェイルに関する留意事項の改訂
・実務検討会で検討中（2018年９月以降）
・追加振替に関して保振の業務処理要領もあわせて改
訂予定

その他の課題への対応 ・適宜検討


