
 

 株式等の決済期間の短縮化に関する検討ＷＧ（第 10回）、ストリー

トサイドサブＷＧ（第 13回）、カスタマーサイドサブＷＧ（第 10回）

（書面） 

 

 

 
 平成 30 年９月 25 日  

 

議   案 

 

（審議事項） 

１．Ｔ＋２化の実施日の決定に係る手続等について（案） 

２．休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（ＲＴ））に関する

実施手順書等について（案） 

 

 

以  上 



議 案 説 明 

 

平成 30年９月 25日 

 

（審議事項） 

１．Ｔ＋２化の実施日の決定に係る手続等について（案） 

８月 30日に開催したＷＧにおいて、Ｔ＋２化の実施日の決定に係る手続等に

ついてお諮りし、ＲＴの判断結果が「否」である場合、かつ、その原因が実施

予定日（2019年７月 16日）までに回復する見込みがない場合の新たな実施予定

日を除き、手続等の内容についてご承認いただいたところでございます。 

今般、想定される新たな実施予定日を 2019年９月 17日と設定しましたので、

改めてお諮りいたします。 

なお、本ＷＧにおいて、「Ｔ＋２化の実施日の決定に係る手続等について（案）」

についてご承認いただきました場合には、ＷＧ上部の会議体であります「証券

受渡・決済制度改革懇談会」に書面にてお諮りする予定でございます。 

 

２．休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（ＲＴ））に関する実施手順書

等について（案） 

 ８月 30日に開催したＷＧにおいて、休日テスト（業務確認テスト／総合運転

試験（ＲＴ））に関する実施手順書（全体編）等についてお諮りし、ご承認いた

だいたところでございますが、今般、当該全体編を基に、個別編を作成しまし

たので、お諮りいたします。 

以  上  
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Ｔ＋２化の実施日の決定に係る手続等について（案） 

 

2 0 1 8 年 ○ 月 ○ 日 

証券受渡・決済制度改革懇談会 

株式等の決済期間の短縮化に関する検討ＷＧ 

 

証券受渡・決済制度改革懇談会及び株式等の決済期間短縮化に関する検討ワー

キング・グループ（以下「Ｔ＋２ＷＧ」という。）においては、2018年５月、株式

等の決済期間Ｔ＋２化（以下「Ｔ＋２化」という。）の実施予定日を 2019 年７月

16日（火）（約定分）とすることを決定した。 

今般、証券受渡・決済制度改革懇談会及びＴ＋２ＷＧにおける審議の結果、Ｔ

＋２化の実施日の決定に係る手続等について、下記のとおり決定した。 

 

 

記 

 

１. ＲＴの成否判断等に係る手続について 

① 業務確認テスト／総合運転試験（ＲＴ）1の各サイクル終了後、日本証券ク

リアリング機構及び証券保管振替機構は、ＲＴ参加者から、自社のＲＴの結

果について報告を受ける。 

② Ｔ＋２ＷＧは、日本証券クリアリング機構及び証券保管振替機構から、Ｒ

Ｔの結果について報告を受ける2。 

③ Ｔ＋２ＷＧは、上記②の報告を踏まえ、別紙「ＲＴの成否判断の基準につ

いて」に基づき、ＲＴの成否判断を行う（注）。 

 （注）Ｔ＋２ＷＧは、ＲＴの判断結果が「否」である場合、その原因が実施予定日（2019年７
月 16 日（火））までに回復する見込みがないかについて同時に判断する。回復する見込
みがない場合、2019年７月 16日（火）に代わる新たな実施予定日を設定する3。 

                                                   
1 日本証券クリアリング機構及び証券保管振替機構では以下のスケジュールでＴ＋２化の実施にあたり業務

確認テスト／総合運転試験（ＲＴ）の各サイクルを実施する予定である。 

業務確認テスト：2018年 12月８日、９日、16日、23日 

ＲＴ１：2019年１月 12日、13日、27日、２月 10日、24日 

ＲＴ２：2019年３月２日、３日、17日、４月７日 

ＲＴ３：2019年５月 25日、26日、６月２日、16日 
2 原則として、ＲＴ２終了後速やかにＲＴ２までの結果について報告を受ける予定である。 
3 実施予定日の直前に３連休以上を確保する必要があるため、2019年９月 17日（火）を想定の上、Ｔ＋２Ｗ

Ｇにおいて新たな実施予定日を検討する。 

資 料 １ 



 

2 

２.Ｔ＋２化の実施日の決定に係る手続について 

① Ｔ＋２ＷＧは、上記１．におけるＲＴの成否判断の結果等を踏まえて、Ｔ

＋２化の実施日を決定する（実施予定日のＴ＋２化実施を決定する）。 

② 東京証券取引所、日本証券クリアリング機構及び証券保管振替機構（以下

「インフラ機関」という。）並びに日本証券業協会は、Ｔ＋２化の実施日につ

いて、ホームページに掲載する等の方法により速やかに市場参加者に周知す

る。 

 

３．システム移行作業に係る手続について 

① 日本証券クリアリング機構は、2019 年７月 14 日（日）に行うシステム移

行作業の状況を確認する。 

② インフラ機関及び日本証券業協会は、当該確認結果について、ホームペー

ジに掲載する等の方法により速やかに市場参加者に周知する。  



 

3 

（別紙） 

ＲＴの成否判断の基準について 

 

2 0 1 8 年 〇 月 〇 日 

 

ＲＴの成否判断の基準は、下記のとおりとする。 

 

記 

 

以下のいずれかに該当する場合、ＲＴの判断結果を「否」とする。 

それ以外の場合、ＲＴの判断結果を「成」とする。 

 

① 日本証券クリアリング機構及び証券保管振替機構のシステムに問題が生じ

たため、ＲＴを完結することができなかった場合＊ 

② 相当数のＲＴ参加者がＲＴを完結することができなかった場合＊ 

③ その他、ＲＴの結果等に照らして、株式等の決済期間Ｔ＋２化を実施する

ことに特段の支障があると認められる場合 

 

 

以 上 

                                                   
＊ 予備のＲＴとして位置づけているＲＴ３等において問題解決等が行われることにより、稼

働に支障がないと見込まれる場合を除く。 
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【株式等の決済期間短縮化（T+2化）】

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書（案）

＜全体編＞

株式会社日本証券クリアリング機構

株式会社証券保管振替機構

資 料 ２－１
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１．はじめに

• 「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」（WG）では、株式等の決済期間の短縮化
（T+2化）にあたり、総合運転試験（RT）を行い、その結果を踏まえ、実施予定日における実施の可否を判
断することとしています（※1）。

（※1）2016年6月30日公表「株式等の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ最終報告書（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）」参照

• 今般、実施予定日が2019年7月16日（約定分）と定められた（※2）ことから、それも踏まえ、市場インフラ機
関において、RTを含めた休日テストについて、実施手順書を取りまとめました。

（※2）2018年5月28日公表「株式等の決済期間Ｔ＋２化の実施予定日について（日本証券業協会）」参照

• 市場参加者の皆様におかれましては、円滑な制度移行のため、休日テストの機会を積極的に活用し、システム
対応の適切性を確認するとともに、事務処理の確認・習熟を図っていただきますようお願いします。

－ テストに参加される皆様におかれましては、あらかじめ本資料を確認のうえ、所要の準備を進めてください。

• また、日本証券クリアリング機構（JSCC）では、T+2化に合わせて、現物清算システムのリプレースを予定して
います。JSCC現物清算参加者の皆様におかれましては、新しい現物清算システムの操作訓練も兼ねることから、
任意参加の日程含めて休日テストには特に積極的にご参加いただきますようお願いします。
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２．本資料の位置付け

• 実施手順書は、ストリートサイド（SS）・カスタマーサイド（CS）全体に関する事項（休日テストの概要、日程、
実施環境等）を取りまとめた「休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））に関する実施手順書＜
全体編＞」（本資料）と、それぞれにおけるテスト詳細を取りまとめた「同＜個別編（ストリートサイド（SS））
＞」、「同＜個別編（カスタマーサイド（CS））＞」で構成されます。

• 本資料は、 実施手順書＜全体編＞になりますので、ストリートサイド、カスタマーサイドそれぞれの休日テストの詳
細につきましては、それぞれの実施手順書＜個別編＞（2018年10月公表予定）をご参照ください。

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する「実施手順書」＜全体編＞（本資料）

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書＜個別編（ストリートサイド（SS））＞

（日本証券クリアリング機構が作成）

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書＜個別編（カスタマーサイド（CS））＞

（証券保管振替機構が作成）

※以下、本資料ではストリートサイドをSS、カスタマーサイドをCSと表記します。
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• JSCC及び証券保管振替機構（ほふり）を参加インフラとして、業務確認テスト及びRTを実施します。それぞれ
のテストの概要は以下のとおりです。

３．休日テストの概要（業務確認テスト及びRT）

テストの
目的

 4サイクルに分けて実施する。
 1サイクル目は業務確認テスト、2サイクル目～４サイクル目はRTとする。
 テスト実施日はすべて休日とする。

 T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施できること
 T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決済事務を滞りなく実施できること

【JSCC現物清算参加者のみ】
 新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実施できること

RT1の事前確認の位置付けとする。
― 主にSSにおいて、参加必須であるRT1の前にテストを行うニーズがあ

ることを想定したもの（参加は任意）。

ｻｲｸﾙ1
‐業務確認
ﾃｽﾄ-

2018年
12月

SS：参加任意

CS：参加任意

実施期間 / 
各サイクルのテ
ストの位置付け

ｻｲｸﾙ2
‐RT1-

2019年
1～2月

RT1の確認結果を踏まえ、システム対応の適切性及び事務処理の習熟
を再確認いただく。

ｻｲｸﾙ3
‐RT2-

2019年
3～4月

ｻｲｸﾙ4
‐RT3-

2019年
5～6月

上記「テストの目的」に沿い、システム対応の適切性及び事務処理の習
熟を総合的に確認いただく。なお、SSについては、JSCCの新しい現物清
算システムへの疎通・ログイン確認、画面の操作性確認も実施いただく。

SS：参加必須

CS：参加任意

SS：参加任意

CS：参加任意

SS：参加任意

CS：参加任意

テスト
サイクル

予備のテスト日程
― 積み残し事項の確認や、事務処理の一層の習熟目的での利用を

想定したもの。
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３．休日テストの概要（業務確認テスト及びRT）

テスト実施環境

JSCC

ほふり

対象システム

システム環境

現物清算システム（SSO/ポータル、FTPサイト含む）

本番環境へ接続

対象システム

システム環境

決済照合システム、株式等口座振替サブシステム

※ 上記以外のシステムについては、テストの対象外とする（利用しないこと）。

テスト環境へ接続

• 業務確認テスト及びRTにおける各インフラ機関のテスト実施環境は以下のとおりです。

• 業務確認テスト及びRTにおける参加対象者は以下のとおりです。

テスト参加者

JSCC

ほふり

JSCC現物清算参加者

機構加入者（株式等振替制度・外国株券等保管振替決済制度）、一般振替DVP参加者、
決済照合システム利用者（運用会社を含む）
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３．休日テストの概要（本番稼働リハーサル）

目的
 T+2化の稼働初日である2019年7月16日（火）と同等のシステム接続環境の下で正常にシステムが起動し、事務処

理を滞りなく行うことができること。

実施日 / 
テスト参加要否

テスト実施環境

JSCC

ほふり

対象システム

システム接続環境

現物清算システム（SSO/ポータル、FTPサイト含む）

本番環境へ接続

対象システム

システム接続環境

決済照合システム、株式等口座振替サブシステム

※ 上記以外のシステムについては、テストの対象外とする（利用しないこと）。

本番環境へ接続

2019年
7月14日（日）

SS：参加任意

CS：参加任意

• JSCC及びほふりを参加インフラとして、本番稼働直前の2019年7月14日（日）に本番稼働リハーサルを予定
しております。当該リハーサルの概要は以下のとおりです。

• 本番稼働リハーサルにおける各インフラ機関のテスト実施環境は以下のとおりです。

テスト参加者

JSCC

ほふり

JSCC現物清算参加者

機構加入者（株式等振替制度・外国株券等保管振替決済制度）、一般振替DVP参加者、
決済照合システム利用者（運用会社を含む）
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４．休日テストの日程

休日テスト 実施予定日
システム稼働時間帯

JSCC ほふり

業務確認テスト
（サイクル1）

Day0 稼働前営業日想定 2018年12月8日（土） －

9：00～17：00

Day1 稼働日想定 2018年12月9日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2018年12月16日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2018年12月23日（日）

RT1
（サイクル2）

Day0 稼働前営業日想定 2019年1月12日（土） －

Day1 稼働日想定 2019年1月13日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年1月27日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2019年2月10日（日）

Day4 稼働4日目想定 2019年2月24日（日）

RT2
（サイクル3）

Day0 稼働前営業日想定 2019年3月2日（土） －

Day1 稼働日想定 2019年3月3日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年3月17日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2019年4月7日（日）

RT3
（サイクル4）

Day0 稼働前営業日想定 2019年5月25日（土） －

Day1 稼働日想定 2019年5月26日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年6月2日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2019年6月16日（日）

本番稼働リハーサル Day1 稼働日想定 2019年7月14日（日） (仮)8：00～18：00 (仮)9：00～14：00

※ 各サイクルのDay0は、次頁にお示しするCS観点での作業（口座残高の積み増しやT+3最終日の照合データ（約定データ）の送信）をDay0において行われる場合を除
き、ご参加いただく必要はございません。

※ 万が一業務確認テスト及び各RTについて、インフラ側（JSCC、ほふり）のシステムに問題が生じ、予定するテストが実施できなかった場合には、インフラ間で速やかに対応方
針を決定し、具体的な対応方法等について、別途テスト参加者に通知する予定です。
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テスト実施日 Day0（準備） Day1 Day2 Day3 Day4

対象日 稼働前
営業日想定

稼働日想定 稼働2日目想定 稼働3日目想定
(＝T+2化初回受渡日)

稼働
４日目想定

約定
データ

① Ｔ日 S 日(T+3日)

② T日 S 日(T+2日)

③ T日 S 日(T+2日)

SS関連作業

－ • Day1における、
JSCCによる債務引
受データ(約定デー
タ②に係る清算引
受明細等のデータ)
の確認を行う。

• JSCCから提供されるDay3向けの
決済予定データ(T+3/T+2取引
の2日分(約定データ①、②)の決
済予定データ)の確認を行う。

【RT1のみ】
• Day2における、JSCCによる債務
引受データ（約定データ③に係る
清算引受明細等のデータ）の確
認を行う。

• 約定データ①、②に係る決済
事務の確認を行う。

【RT1のみ】
• Day4向けの決済予定データ
(Day3のフェイル分を含む。)
の確認を行う。

【RT1のみ】
• 約定データ③に
係る決済事務の
確認(決済進捗、
処理結果の確
認等)を行う。

CS関連作業

• 決済フェイルを防ぐ目
的で、ほふりの対応と
同様に、必要に応じ
てテストの対象となる
口座残高の積み増し
を行う。

• Day0の照合データ
(約定データ①)を送
信する。

• 約定データ①の照
合処理(照合一致
に向けた処理等)を
継続する。

• Day1の照合データ
(約定データ②)を
送信する。

• 約定データ①、②の照合処理を
継続する。

• Day2の照合データ(約定データ
③)を送信する。

• Day3に係る前日振替請求を送
信する。

• 約定データ①、②に係る決済
事務の確認を行う。

• 約定データ③の照合処理を継
続する。

【RT1のみ】
• Day4に係る前日振替請求を
送信する。

【RT1のみ】
• 約定データ③に
係る決済事務の
確認を行う。

５．休日テスト実施にあたってのポイント

• 休日テストにおけるDay0～Day3（RT1ではDay4）におけるテスト参加者の各サイクルにおける各日の主なテ
スト実施内容はSS／CSそれぞれ以下のとおりです。

（１）テスト参加者のサイクルにおける各日の主な実施内容

※上表は市場における売買取引を念頭に記載しています。それ以外の取引（例：貸株取引）についてテストを行う場合には、適宜、必要な処理を実施してください。

※T日：約定日、S日：決済日
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SSに係る休日テストの実施にあたっては、概要、以下の方針とします（詳細につきましては、「実施手順書＜個
別編（ストリートサイド（SS））＞」をご参照ください。）。

 T+2化前提でのサイクルテストの実施
• T+2化の稼働日から稼働３日目（１・３・４サイクル目）ないし稼働4日目（２サイクル目）までを想定して、以下

を目的としたサイクルテストを実施します。
① T+2化制度施行後に約定日から決済日までの株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施できること
② T+2サイクル下の初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決済事務を滞りなく実施できること

（T+2化制度施行後の稼働３日目においては「T+2決済の未決済約定」と「T+3決済の未決済約定」がネッティングされて同
日に決済される。）

（２）ストリートサイド（SS）観点

５．休日テスト実施にあたってのポイント

 サイクルテストにおいて投入する約定データ、ほふりにおける口座残高など
• 本番業務に準じた確認を行っていただくべく、JSCC側でテスト実施日の一定期間前における本番時の約定データ（取

引所取引・PTS取引の約定データ、日証金の貸借・品貸データ）を投入し、サイクルテストを実施します。その際、シス
テム運用日付にあわせて約定データの日付を修正します。（なお、貸借取引に係る本番稼働時の移行方法は、休日テ
ストで予定する処理方法と異なります。詳細につきましは、日証金から2018年6月1日に発出されております貸発第28号
をご参照ください。）

• 具体的には、T+2サイクル下の初回受渡日に該当する稼働3日目想定のテスト日においては、稼働前営業日想定の約
定と稼働日想定の約定がネッティングされて同日に決済される状態とします。（このため、参加者側で売買システム
(arrowhead/ToSTNeT及び各PTS)からの発注を行う必要は特段ありません。）

• サイクルテストを円滑に実施する観点から、残高不足による決済フェイルの乱発等を未然に防止すべく、テストに参加する
ほふりの機構加入者が開設する質権口及び質権信託口を除く全区分口座及び全銘柄を対象に、振替口座簿の残高に
ついて、一律、積み増しを実施します。

• また、ほふりシステムのテスト環境の性能面での制約を考慮し、決済事務にかかるオンラインでの大量の通知データ送信を
回避するため、便宜的に前日担保を積み増し、JSCCからほふりに対する前日振替請求及びほふり側における前日振替
にかかる夜間バッチが極力円滑に処理されるように対応します。
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稼働日

稼働2日目

稼働3日目

Ｄａｙ１

Ｄａｙ２

Ｄａｙ３

稼働4日目Ｄａｙ４

想定する期日
稼働日約定の

決済日程（T+2）

T日

S-1日

S日

S-2日

S-1日

S日

稼働前営業日約定の
決済日程(T+3)投入する過去本番約定データ

全サイクル：一定期間前の本番約定
（稼働日＋稼働前営業日想定）

RT1（２サイクル目）のみ：
一定期間前の本番約定(稼働2日目想定)

本番データ投入なし

本番データ投入なし

サイクルテストにおける約定データの投入イメージ

T日

ネッティング

※ 詳細につきましては、「実施手順書＜個別編（ストリートサイド（SS））＞ 」をご参照ください。

５．休日テスト実施にあたってのポイント

 日銀との接続について
• 日銀当座勘定を利用した業務には変更がないことから、テスト参加者による日銀ネットとの接続は行いません。
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CSに係る休日テストの実施にあたっては、概要、以下の方針とします（詳細につきましては、「実施手順書＜個
別編（カスタマーサイド（CS））＞」をご参照ください。）。

 テストの対象範囲
• 株式等における通常の売買取引や貸株取引に伴う一般振替に係るテスト（約定照合、決済照合、一般振替DVP、貸

株DVP、区分口座間振替等）を対象とします。
－ 上記以外（各種権利処理や残高移管に係る処理等を想定したテスト）は対象外とします。

 テスト用データの作成、投入
• CSについては、SSと異なり、ほふりの制度やシステムに変更はなく、テスト参加も任意であることから、ほふりでは過去の本番

データをもとにテスト用データを投入するといった対応は行わず、テスト参加者各々が、予め関係者と調整のうえ、確認したい
テストケースに係るテスト用データを作成し、投入してください（ほふりによるテストシナリオの策定やテストグループ/ペアリング
等の調整は行いません。）。

 テスト用データの件数制限
• ほふりシステムのテスト環境の性能面での制約を考慮し、一般振替に係るテスト用データ（約定照合データ、決済照合デー

タ、振替請求データ等）については、テスト参加者が投入できる件数を制限します。
－ SS（JSCCからの現物清算取引に係る前日振替請求データ）については、過去の本番データをもとに

JSCCがテスト用データをセットする関係等から、特に件数は制限しません。

 振替口座簿残高の積み増し
• テストを円滑に実施する観点から、残高不足による決済フェイルの乱発等を未然に防止すべく、テストに参加する機構加入

者が開設する質権口及び質権信託口を除く全区分口座及び全銘柄を対象に、振替口座簿の残高について、一律、積み
増しを実施します。

 一般振替DVPにおける参加者基金の積み増し
• テストを円滑に実施する観点から、余裕値不足によるリスク未了の乱発を未然に防止すべく、テストに参加する全一般振替

DVP参加者における参加者基金について、一律、積み増しを実施します。

 日銀との接続について
• 日銀当座勘定を利用した業務には変更がないことから、テスト参加者による日銀ネットとの接続は行いません。

（３）カスタマーサイド（CS）観点

５．休日テスト実施にあたってのポイント
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６．休日テストの実施環境（サイクル１/業務確認テスト）

テスト実施
予定日

システム運
用日付

各インフラシステム
との接続可否 ※1

マスタ構成（※3）及びテストデータ 市場決
済取引
の有無

業務確認テスト －サイクル１－ JSCC ほふり

Day0 2018年
12月8日

(土)

2018年
12月7日

(金)

× ○ JSCC JSCC内の移行作業・テスト準備の中で、約定日ベースで2018年11月15日（木）時
点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を初期環境として構築し、稼働前営業日想定
の約定データを投入する。

なし

ほふり 決済日ベースで2018年11月20日（火）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境
を初期環境として提供する（ただし、Day1に新規上場や新規参加等がある場合におい
ても、それらに係る約定データを取り込み可能とするよう、必要なマスタ補正を行う。）。

Day1 2018年
12月9日

(日)

2018年
12月10日

(月)

○ ○ JSCC 約定日ベースで2018年11月16日（金）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境
を提供する。

なし

ほふり 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。

Day2 2018年
12月16日

(日)

2018年
12月11日

(火)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 なし※2

ほふり

Day3 2018年
12月23日

(日)

2018年
12月12日

(水)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 あり

ほふり

• サイクル１におけるシステム運用日付、マスタ構成、テストデータなどの休日テストの実施環境については、以下のとおりです。

※1 arrowheadなど各インフラのその他システムとの接続可否については、実施手順書＜個別編＞で
お示しします。

※2 JSCCからほふりに対して、Day3向けの前日振替請求は送信します。
※3 JSCC、ほふりにおけるサイクル１におけるマスタ構成（銘柄マスタ、参加者マスタ）は右記イメージ

図をご参照ください。（SSにおけるT+2化初回受渡日想定のDay3向けに、稼働前営業日想定及び稼
働日想定の約定データ（2018年11月15日（木）、2018年11月16日（金）の本番約定データに対
してシステム運用日付を修正したもの）を投入することを踏まえたものとしております。）
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６．休日テストの実施環境（サイクル２/RT１）

• サイクル２におけるシステム運用日付、マスタ構成、テストデータなどの休日テストの実施環境については、以下のとおりです。

テスト実施
予定日

システム運
用日付

各インフラシステム
との接続可否 ※1

マスタ構成（※3）及びテストデータ 市場決
済取引
の有無

RT１ －サイクル２－ JSCC ほふり

Day0 2019年
1月12日

(土)

2019年
1月11日

(金)

× ○ JSCC JSCC内の移行作業・テスト準備の中で、約定日ベースで2018年12月20日（木）時
点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を初期環境として構築し、稼働前営業日想定
の約定データを投入する。

なし

ほふり 決済日ベースで2018年12月26日（水）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境
を初期環境として提供する（ただし、Day1に新規上場や新規参加がある場合等におい
ても、それらに係る約定データを取り込み可能とするよう、必要なマスタ補正を行う。）。

Day1 2019年
1月13日

(日)

2019年
1月15日

(火)

○ ○ JSCC 約定日ベースで2018年12月21日（金）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境
を提供する。

なし

ほふり 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。

Day2 2019年
1月27日

(日)

2019年
1月16日

(水)

○ ○ JSCC 約定日ベースで2018年12月25日（火）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境
を提供する。

なし※2

ほふり 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。

Day3 2019年
2月10日

(日)

2019年
1月17日

(木)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 あり

ほふり

Day4 2019年
2月24日

(日)

2019年
1月18日

(金)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 あり

ほふり
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６．休日テストの実施環境（サイクル２/RT１）

※1 arrowheadなど各インフラのその他システムとの接続可否については、実施手順書
＜個別編＞でお示しします。

※2 JSCCからほふりに対して、Day3向けの前日振替請求は送信します。
※3 JSCC、ほふりにおけるサイクル１におけるマスタ構成（銘柄マスタ、参加者マスタ）

は右記イメージ図をご参照ください。（SSにおけるT+2化初回受渡日想定のDay3向け
に、稼働前営業日想定及び稼働日想定の約定データ（2018年12月20日（木）、
2018年12月21日（金）の本番約定データに対してシステム運用日付を修正したもの）
を投入し、Day4向けには、稼働2日目想定の約定データ（2018年12月25日（火）の
本番約定データに対してシステム運用日付を修正したもの）を投入することを踏まえたものと
しております。 ）
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６．休日テストの実施環境（サイクル３/RT２）

テスト実施
予定日

システム運
用日付

各インフラシステム
との接続可否 ※1

マスタ構成（※3）及びテストデータ 市場決
済取引
の有無

RT２ －サイクル３－ JSCC ほふり

Day0 2019年
3月2日

(土)

2019年
3月1日

(金)

× ○ JSCC JSCC内の移行作業・テスト準備の中で、約定日ベースで2019年2月7日（木）時点
の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を初期環境として構築し、稼働前営業日想定の
約定データを投入する。

なし

ほふり 決済日ベースで2019年2月13日（水）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を
初期環境として提供する（ただし、Day1に新規上場や新規参加等がある場合において
も、それらに係る約定データを取り込み可能とするよう、必要なマスタ補正を行う。）。

Day1 2019年
3月3日

(日)

2019年
3月4日

(月)

○ ○ JSCC 約定日ベースで2019年2月8日（金）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を提
供する。

なし

ほふり 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。

Day2 2019年
3月17日

(日)

2019年
3月5日

(火)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 なし※2

ほふり

Day3 2019年
4月7日

(日)

2019年
3月6日

(水)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 あり

ほふり

• サイクル３におけるシステム運用日付、マスタ構成、テストデータなどの休日テストの実施環境については、以下のとおりです。

※1 arrowheadなど各インフラのその他システムとの接続可否については、実施手順書＜個別編＞で
お示しします。

※2 JSCCからほふりに対して、Day3向けの前日振替請求は送信します。
※3 JSCC、ほふりにおけるサイクル３におけるマスタ構成（銘柄マスタ、参加者マスタ）は右記イメージ

図をご参照ください。（SSにおけるT+2化初回受渡日想定のDay3向けに、稼働前営業日想定及び稼
働日想定の約定データ（2019年2月7日（木）、2019年2月8日（金）の本番約定データに対してシ
ステム運用日付を修正したもの）を投入することを踏まえたものとしております。）
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６．休日テストの実施環境（サイクル４/RT３）

テスト実施
予定日

システム運
用日付

各インフラシステム
との接続可否 ※1

マスタ構成（※3）及びテストデータ 市場決
済取引
の有無

RT３ －サイクル４－ JSCC ほふり

Day0 2019年
5月25日

(土)

2019年
5月24日

(金)

× ○ JSCC JSCC内の移行作業・テスト準備の中で、約定日ベースで2019年4月25日（木）時
点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を初期環境として構築し、稼働前営業日想定
の約定データを投入する。

なし

ほふり 決済日ベースで2019年5月1日（水）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を初
期環境として提供する（ただし、Day1に新規上場や新規参加等がある場合においても、
それらに係る約定データを取り込み可能とするよう、必要なマスタ補正を行う。）。

Day1 2019年
5月26日

(日)

2019年
5月27日

(月)

○ ○ JSCC 約定日ベースで2019年4月26日（金）時点の銘柄マスタ、参加者マスタ等の環境を
提供する。

なし

ほふり 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。

Day2 2019年
6月2日

(日)

2019年
5月28日

(火)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 なし※2

ほふり

Day3 2019年
6月16日

(日)

2019年
5月29日

(水)

○ ○ JSCC 前回のテスト終了時点の環境を引継ぐ。 あり

ほふり

• サイクル４におけるシステム運用日付、マスタ構成、テストデータなどの休日テストの実施環境については、以下のとおりです。

※1 arrowheadなど各インフラのその他システムとの接続可否については、実施手順書＜個別編＞で
お示しします。

※2 JSCCからほふりに対して、Day3向けの前日振替請求は送信します。
※3 JSCC、ほふりにおけるサイクル４におけるマスタ構成（銘柄マスタ、参加者マスタ）は右記イメージ

図をご参照ください。（SSにおけるT+2化初回受渡日想定のDay3向けに、稼働前営業日想定及び稼
働日想定の約定データ（2019年4月25日（木）、2019年4月26日（金）の本番約定データに対して
システム運用日付を修正したもの）を投入することを踏まえたものとしております。）
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テスト実施予定日 システム運用日付 各インフラシステムと
の接続可否 ※1

テスト環境の引継ぎ 市場決
済取引
の有無

JSCC ほふり

本番稼働
リハーサル

Day1 2019年7月14日(日) 2019年7月16日(火) ○ ○ 【JSCC・ほふり】2019年7月12日（金）本番業務終
了時点の環境を引き継いだ、T＋2化本番稼働日の環
境を提供する。

あり

６．休日テストの実施環境（本番稼働リハーサル）

• 本番稼働リハーサルについては、本番稼働日を想定した環境を提供します。

※1 arrowheadなど市場開設者を含む各インフラのその他のシステムとの接続可否については、実施手順書＜個別編＞でお示しします。
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７．タイムチャート

• 「別紙_休日テストのタイムスケジュール」を参照ください。
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８．事前接続確認テストの実施（ほふり）

ほふりについては、すべての業務確認テスト及びRTをテスト環境で実施することから、テスト前に当該環境へのシ
ステム接続を確認すること等を目的に、事前接続確認テストを実施します。
なお、JSCCについては、全てのテストを本番環境で実施するため、事前接続確認テストは実施しません。

2018年11月26日（月）～ 11月30日（金）
※上記期間の任意の日で実施可能

実施期間

テスト参加者

システム環境

機構加入者（株式等振替制度・外国株券等保管振替決済制度）、一般振替ＤＶＰ参加者、
決済照合システム利用者（運用会社を含む）

※休日テストで統合Web接続方式を利用する場合は必須、それ以外は任意

ほふりテスト環境

10:00～17:00時間帯

実施
できる
事項
(※)

疎通確認

統合WebID
の作成

ファンド情報登録
SSI情報登録

JEXGW接続方式及びファイル伝送接続方式については、ping等による接続確認を行う。統合Web
接続方式については、テスト環境の画面表示により接続確認を行う。

各サイクルを通じて、ほふりが事前に設定する統合Web管理者IDを使用しユーザを作成することができ
る（各サイクルのテスト期間中も作成は可能であるが、次サイクルへは引き継がない。）。

RTで利用するファンド情報、SSI情報を作成することができる。（各サイクルにおいても作成可能である
が、次サイクルへ引き継がない。）
※テスト環境のファンド情報及びSSI情報は、2018年9月21日時点の本番環境の情報となる。

※ 手順の詳細については、実施手順書＜個別編＞をご参照ください。
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９．テスト参加申込み・テスト結果報告

• テスト参加申込み・テスト結果報告については、制度参加いただいている各インフラに対し、テスト参加形態等
に応じて、下記のとおり各種書類をご提出いただくこととなります。

参加者 提出書類 提出先 提出方法 期日

SS

ほふり 事前接続確認テスト 参加申込書 ほふり
Target-ほふ
りサイト

2018年11月14日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））参加申込書

JSCC
Target-JSCC
サイト

2018年11月22日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））結果報告書

各サイクルの最終テスト日の
終了から3営業日以内

CS

ほふり 事前接続確認テスト 参加申込書

ほふり
Target-ほふ
りサイト

2018年11月14日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_カスタマーサイド
（CS））参加申込書

2018年11月22日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_カスタマーサイド
（CS））結果報告書

各サイクルの最終テスト日の
終了から3営業日以内

※参加申込書および結果報告書の様式は、Target-JSCCサイト及びTarget-ほふりサイトに掲載します。



22

１０．RTの成否判断等について

テスト参加者からのテスト結果の報告をもとに、WGにおいて成否判断を行う。成否判断の手続

成否判断時期

結果の公表

RT2（サイクル３）の終了後遅滞なく成否判断を行う。

成否判断の結果等を踏まえてT+2化の実施日を決定し 、T+2化の実施日について、東京証券取引
所、JSCC、ほふり及び日本証券業協会のホームページに掲載する等の方法により公表する。

以下のいずれにも該当しない場合、成否判断の結果を「成」とする。
・インフラ機関のシステムに問題が生じたため、RTを完結することができなかった場合＊

・相当数のテスト参加者がRTを完結することができなかった場合＊

・その他、T＋2化を実施することに特段の支障があると認められる場合
＊予備のＲＴとして位置づけているＲＴ３等において問題解決等が行われることにより、稼働に支障が
ないと見込まれる場合を除く。

成否判断基準

• RTの成否判断等については以下のとおりとします。

予備日の設定
成否判断により、実施予定日を延期することとなった場合の実施日は、2019年9月17日を想定の
上、WGにおいて新たな実施予定日を検討する。

※詳細については、2018年○月○日公表「T+2化の実施日の決定に係る手続等について（証券受渡・決済制度改革懇談会及び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）」参照
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１１．テスト実施にあたっての連絡先

インフラ 分担 担当 電話 E-mail

JSCC JSCC清算制度・業務全
般に係る問合せ先

日本証券クリアリング機構
取引所取引清算グループ

050-3361-1795 jscc-t2@jpx.co.jp

現物清算システムの
仕様に係る問合せ先 JPXサービスデスク

0570-064-054(ナビダイヤル)

※IP電話・PHSからは、050-
3819-1070にお電話下さい。

servicedesk@jpx.co.jp

ほふり ほふり制度・業務全般に
係る問合せ先

証券保管振替機構
振替業務部

03-3661-0190 t2@jasdec.com

株式等口座振替システム、
決済照合システムの仕様
に係る問合せ先

証券保管振替機構
システム開発部

03-3661-7061 system-test-
madoguchi@jasdec.com

インフラ 分担 担当 電話 E-mail

JSCC JSCC清算制度・業務全
般に係る問合せ先

日本証券クリアリング機構
取引所取引清算グループ

050-3361-1795 jscc-t2@jpx.co.jp

現物清算システムの
仕様に係る問合せ先

東京証券取引所 IT開発部
現物清算システム担当

050-3377-7735
050-3377-7736

tseitd-t2@jpx.co.jp

ほふり テスト全般（振替業務、
一般振替DVP）に係る
問合せ先

証券保管振替機構 システム
開発部 口座担当

03-3661-7061 -

テスト全般（決済照合シ
ステム）に係る問合せ先

証券保管振替機構 システム
開発部 決済照合担当

-

＜事前照会先＞

＜テスト当日＞
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【株式等の決済期間短縮化（T+2）】

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書

＜個別編（ストリートサイド（SS））＞

株式会社日本証券クリアリング機構

資 料 ２－２
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目 次

1. 本資料の位置づけ

2. 休日テストの実施に向けた事前準備作業

3. 休日テストへの参加申込及び結果報告について

4. 業務確認テスト及びRTに係る個別手順

（１）業務確認テスト（サイクル1）

（２） RT1（サイクル2）

（３） RT2（サイクル3）

（４） RT3（サイクル4）

5. 本番稼働リハーサルに係る個別手順

6. テスト実施にあたっての連絡先

（別冊）TMIユーザ向けテストのご案内

※TMIサービスをご利用の参加者様におかれましては必要に応じてご確認ください。

（TMIサービスをご利用でない参加者様はご確認いただく必要はございません。）
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１．本資料の位置づけ
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１．本資料の位置付け

• 株式等の決済期間短縮化（T+2化）の休日テストに係る実施手順書は、ストリートサイド（SS）・カスタマー
サイド（CS）全体に関する事項（休日テストの概要、日程、実施環境等）を取りまとめた「休日テスト（業務
確認テスト／総合運転試験（RT））に関する実施手順書＜全体編＞」と、それぞれにおけるテスト詳細を取り
まとめた「同＜個別編（ストリートサイド（SS））＞」、「同＜個別編（カスタマーサイド（CS））＞」で構成さ
れます。

• 本資料は、 JSCC現物清算参加者（以下「参加者様」といいます。）を対象としたストリートサイド向けのテスト
実施手順書（個別編）となります。ストリートサイド・カスタマーサイド全体にかかる事項につきましては、実施手順
書＜全体編＞をご参照ください。

• T+2化に合わせて、現物清算システムのリプレースを予定しておりますので、参加者様におかれましては、新しい現
物清算システムの操作訓練も兼ねることから、任意参加の日程含めて休日テストには特に積極的にご参加いただ
きますようお願いします。

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する「実施手順書」＜全体編＞

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書＜個別編（ストリートサイド（SS））＞

（本資料）

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書＜個別編（カスタマーサイド（CS））＞

（証券保管振替機構（以下、「ほふり」という。）が作成）
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２．休日テストの実施に向けた事前準備作業
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２．休日テストの実施に向けた事前準備作業

 決済予定データの検証に利用する本番データの事前準備

実施手順書＜全体編＞ の「５．休日テスト実施にあたってのポイント」及び「６．休日テストの実施環境」に
記載のとおり、休日テストでは、T+2化の初回受渡日想定であるDay3決済向けに過去の本番約定データ
（貸借・品貸データを含む）に対してシステム運用日付を修正したデータをJSCC側で投入することから、参加
者様は清算引受明細などの照合データ、銘柄別決済確定数量、総括清算表などの決済予定データの正確
性の検証を行うことが可能です。必要に応じて、各参加者様にて検証用データの事前準備を実施いただきま
すようお願いいたします。

 新しい現物清算システムをご利用いただくための事前準備

各参加者様は休日テストへの参加にあたり、新しい現物清算システムが利用できるように事前準備をお願いい
たします。なお、参加者様の現在の現物清算システムの利用形態（直結接続/参加者Web端末（以下、
CMFWeb端末と表記します。））その他の条件により必要な準備が異なりますので、次頁以降をご確認くだ
さい。

【新しい現物清算システムの基本的な利用条件】

• 直結接続又はCMFWeb端末のいずれかの方法で新しい現物清算システムをご利用いただけます。（また、FTPサイトを
介してCMFWeb端末からの取得ファイルを代替的に取得いただくことも可能となります。）

• CMFWeb端末を用いて新しい現物清算システムをご利用いただく場合、SSO/ポータルを経由してログインいただきます。
また、 CMFWeb端末の動作保障は「端末OS：Microsoft Windows10 64bit版、Webブラウザ：Internet 
Explorer 11（以降、IE11））」となります。

• 株式等の決済期間短縮化（T+2化）の休日テストに先立ち、参加者様におかれましては以下をご覧いただ
き、必要な準備をお願いいたします。
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２．休日テストの実施に向けた事前準備作業

（※1）2018年7月31日付『株式等の決済期間の短縮化（T+2化）／現物清算システムのリプレースに係る「SSO/ポータル操作マニュアル（ドラフト
版）」の公表（2018年7月）について』をご参照ください。

（※2）Windows及びIEのアップグレードに関しては、提供元であるMicrosoft社にお問い合わせください。
（※3）2018年9月28日付『システム管理担当者マニュアル 第2.0版』をご参照ください。

# 既存端末

必要な設定内容 参照ドキュメント
SSO/ポータル
経由での利用

端末OS及び
Webブラウザ

1

している

“Windos10 64bit
かつ

IE11” である

IE11のインターネットオプションにて、「DOM
ストレージを有効化」してください。

SSO/ポータル操作マニュアル(※1)の 「1-2-3.ブラ
ウザ設定(セキュリティ) DOMストレージの有効化」
のみ実施ください。 →参考別紙類２.参照

2 “Windos10 64bit
かつ

IE11“ でない

・端末OSやWebブラウザをアップグレードし
てください(※2)。
・その後、SSO/ポータルへの接続設定を
行ってください。

SSO/ポータル操作マニュアル(※1)の「1-2.事前設
定」を実施してください。 →参考別紙類３.参照
※貴社DNS設定、ネットワーク構成によっては、シス
テム管理者担当者マニュアルの別添の対応が必要
となる場合があります。(※3)

3

していない
(CMF端末に
直接ログイン)4

“Windos10 64bit
かつ

IE11” である
SSO/ポータルへの接続設定を行ってください。

【新しい現物清算システムをご利用いただくための事前準備】

（ⅰ）既存端末を継続してご利用いただく場合

• 現在の現物清算システムにSSO/ポータルを経由してご利用いただいているか、ご利用いただいている端末OS及びWeb
ブラウザに応じて以下の事前準備が必要となります。

• 下記＃１から＃４のパターンに応じた設定を行っていただき、休日テストへの参加に先立ち、平日本番環境において
SSO/ポータルへのログインが可能であることを事前に確認くださいますようお願いします。（なお、平日本番環境では新し
い現物清算システムへの画面遷移はできませんので予めご承知おきください。） →参考別紙類２.及び３．参照
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２．休日テストの実施に向けた事前準備作業

（ⅱ）新規で端末を導入いただく場合

• 新規で端末を導入いただく場合は、端末OS：Microsoft Windows10 64bit版、Webブラウザ：IE11を実装した
PCをご準備いただき、前頁にも記載の「SSO/ポータル操作マニュアル」の「1-2.事前設定」をご参照いただき、 SSO/
ポータルへの接続設定を行ってください。

• arrownet回線を追加で敷設される場合は「arrownet回線申請」が、現在の現物清算システムに対する接続台数か
ら追加する場合は「清算システム利用申請」が必要となりますので、本頁下部の【新しい現物清算システムをご利用いた
だくために必要な申請手続き】をご参照ください。

（ⅲ）現在の現物清算システムに直結接続いただいており、新しい現物清算システムでも継続して直結接続いただく場合

• 接続先の変更が必要となります。接続に関する情報はシステム直結接続利用者向け「清算参加者－現物清算システ
ム 直結接続仕様書」をご参照ください。

【新しい現物清算システムをご利用いただくために必要な申請手続き】
• arrownet回線を追加で敷設される場合又は現物清算システムへの接続数を変更される場合のみ申請手続きが必要

です。（現在ご利用いただいているarrownet回線、IPアドレスをそのまま新しい現物清算システムでも利用継続される参
加者様におかれましては特段の申請手続きは不要です。）

# 申請項目 説明 備考

1 arrownet回線申請
• T+2化に伴い、arrownet回線を追加で

敷設希望される参加者様に限り、追加申
請が必要になります。

• Web申請システム（arrowface）を用いて申請手続き
をお願いします。

• 追加でarrownet回線を敷設する場合は、期間に余裕を
もって申請手続きをお願いします。

2 清算システム利用申請

• 現行の現物清算システムに対して接続台
数（CMF端末利用、システム直結接続
利用）を追加する場合については、手続
きが必要となります。

• Web申請システム（arrowface）を用いて申請手続き
をお願いします。

(※)上記申請にかかる問い合わせは、「6．テスト実施にあたっての連絡先」における「JPXサービスデスク宛」にお願いいたします。
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２．休日テストの実施に向けた事前準備作業

 現物清算業務でFTPサイトをご利用いただくための事前準備

• 新しい現物清算システム稼働後は、日々・定時点で取得することが想定される帳票データについて、CMFWeb端末を介した
取得及びシステム直結による取得に加え、FTPサイトを介したファイル配信サービスを利用することができます。→参考別紙類
１.参照

• 参加者様の現在のFTPサイトの利用状況及び今後の利用予定有無により、FTPサイトの利用申請要否が異なります。下
記をご参照ください。

# 参加者様の利用状況 FTPサイトの利用申請

要否 説明

1
既に派生清算業務や担保管理業務
でFTPサイトを利用している場合

不要
• 特段追加で申請をいただく必要はありません。
⇒休日テスト時に、FTPサイトからの現物清算業務にかかるデータが取得

できることをご確認ください。

2
新しい現物清算システム稼働を機に、
新たにFTPサイトを利用する場合

必要

• FTPサイトの利用申請を行ってください。
⇒申請受付後に設定作業をいたします。設定作業完了以降の休日テス

トにおいて、FTPサイトが利用可能となります。
⇒利用申請方法につきましては、2018年9月28日付「システム管理担

当者マニュアル ６．FTPサイトの利用について」をご参照ください。
※RT1（サイクル2）でご利用いただくためには、2018年12月7日

（金）までに申請いただく必要がございますので、ご留意ください。

3
今後もFTPサイトの利用を予定してい
ない場合

不要 • 特段に手続きをいただく必要はありません。
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２．休日テストの実施に向けた事前準備作業

 ほふりにおける事前接続確認テストへのご参加のお願い

• 業務確認テストおよびRTのDay3においては、証券保管振替機構（ほふり）においてT＋２制度施行後３営業日目を想
定した決済が滞りなく処理できるか、という確認観点あり、テスト日当日にほふりシステム（テスト環境）をご利用いただくこと
が想定されますので、11月26日（月）～11月30日（金）の間に実施を予定しているほふりの事前接続確認テストへご
参加くださいますようお願いします。

• 事前接続確認テストの内容については、 「休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））に関する「実施手順
書」＜全体編＞」の20ページ、および「休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））に関する「実施手順書」＜
（カスタマーサイド（CS）） ＞」の5ページをご参照ください。
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３．休日テストへの参加申込及び結果報告について

 休日テストへの参加申込みについて

• 別添1の「休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド（SS））参加申込書」に必要事項をご記入

のうえ、下記のとおり2018年11月22日(木）までにご提出をお願いします。

• 特に、RT1（サイクル2）につきましては、全現物清算参加者様の参加を原則必須としております。下記2点
にご留意のうえ、お申込みください。

① Day2（1月27日(日)）及びDay3（ 2月10日(日) ）については、全現物清算参加者様とも参加必須
となりますので、参加有無欄の○は削除できないフォーマットとなっております。

② Day1 （1月13日(日)）又はDay4 （2月24日(日)）については、RT1（サイクル2）における確認観点
をそれ以外の日程（Day２、Day3等）ですべて代替的に確認される予定である場合には、不参加をご選択す
る（○を削除し、空欄とする）ことでも差支えございませんが、本番稼働日程と同様のスケジュールをご確認いただ
く観点からは、極力、すべての日程へのご参加の検討をお願いします。

参加者 提出書類 提出先 提出方法 期日

SS
休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））参加申込書

JSCC
Target-JSCC
サイト

2018年11月22日(木）



12

３．休日テストへの参加申込及び結果報告について

 休日テスト実施報告書について

• 別添2の「休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド（SS））結果報告書」に必要事項をご記入のうえ、
下記のとおり各サイクルの最終テスト日の終了から3営業日以内にご提出をお願いします。

• 「RT1(サイクル2）」（2019年1月12日～2月24日）については、すべて参加者様に、T+2化に係る
システム対応の適切性及び事務処理の習熟等を新しい現物清算システムを用いて総合的にご確認いただき
ますので、同テスト結果報告書を必ず2月27日までにご提出いただくこととなります。

• また、仮にRT1(サイクル2)において同テスト結果報告書の実施結果欄が○となっていない場合には、
RT2(サイクル3)に必ず再度ご参加いただき、テストの実施を行っていただくことになりますのでご留意ください。

参加者 提出書類 サイクル 提出者 提出先 提出方法 期日

SS
休日テスト（業務確認／RT_スト
リートサイド（SS））結果報告書

事前確認テスト
（サイクル1)

サイクルに参加した
現物清算参加者

JSCC
Target-
JSCCサイト

2018年12月27日（木）

RT1
(サイクル2)

全現物清算参加者 2019年2月27日（水）

RT2
(サイクル3)

サイクルに参加した
現物清算参加者

2019年4月10日（水）

RT3
(サイクル4)

サイクルに参加した
現物清算参加者

2019年6月19日（水）
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４.業務確認テスト及びRTに係る個別手順
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４.業務確認テスト及びRTに係る個別手順

• 次頁以降で業務確認テスト及びRTに係る個別手順をお示しします。

• 休日テストにご参加いただくにあたり、参加者様におかれましては、本資料に加えて、「休日テスト（業務確認テ
スト／総合運転試験（RT））に関する「実施手順書」＜全体編＞」及び「参考別紙１.休日テストに関連
するシステム変更概要」もあわせてご覧ください。
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（１）業務確認テスト（サイクル１）
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【テスト概要】

• 業務確認テスト（サイクル１）はRT１の事前確認の位置付けとしておりますが、新しい現物清算システムの操作訓練も
兼ねることから、参加者様におかれましては、特に積極的にご参加いただきますようお願いします。

（ⅰ）テストの目的

• T+2化及び現物清算システムリプレースのぞれぞれの観点で以下を目的としてテストを行います。

業務確認テスト
(サイクル1)４．（１）業務確認テスト（サイクル１）

項目 # テスト目的 対象者

T+2化
1

• T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施
できること

現物清算参加者全社2
• T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決

済事務を滞りなく実施できること

現物清算
リプレース

3
• 新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実

施できること

4 • FTPサイトを介して帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(※1)

5
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）を行う

場合においても、リプレース後も問題なく業務処理が行えること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(※2)

(※1) 現物清算業務でFTPサイトを利用しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。
(※2) 新しい現物清算システムと直結接続しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。
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（ⅱ）テスト実施環境

• 業務確認テスト（サイクル１）のインフラが提供するテスト実施環境は以下のとおりです。

業務確認テスト
(サイクル1)４．（１）業務確認テスト（サイクル１）

インフラが提供するテスト実施環境

JSCC

システム環境 本番環境

対象システム
現物清算システム、SSO/ポータル、FTPサイト
※ 派生清算システム、担保管理システムは利用できません。

ほふり

システム環境 テスト環境

対象システム
決済照合システム、株式等口座振替サブシステム

※ 上記以外のシステムについては、利用できません。

休日テスト 実施日 システム運用日付
必須
／任意

システム稼働時間帯

JSCC ほふり

Day0 稼働前営業日想定 2018年12月8日(土) 2018年12月7日(金) － テスト実施なし

9：00～
17：00

Day1 稼働日想定 2018年12月9日(日) 2018年12月10日(月) 任意

9：00～
17：00

Day2 稼働2日目想定 2018年12月16日(日) 2018年12月11日(火) 任意

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2018年12月23日(日) 2018年12月12日(水) 任意

（ⅲ）テスト実施日など

• 業務確認テスト（サイクル１）のテスト実施日、システム運用日付などは以下のとおりです。Day0はJSCCはテスト実
施はございませんのでご注意ください。
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休日テスト テスト実施日

関連システムとの接続有無

arrowhead/
ToSTNeT

日証金
(※3)

PTS
(※4)

ほふり 日銀
TMI
(※6)

Day1 稼働日想定 2018年12月9日(日)
×

(※1)
× ×

×

× ×Day2 稼働2日目想定 2018年12月16日(日)
×

(※5)

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2018年12月23日(日)
○

(※2)
○

（※1）Day1はarrowhead/ToSTNeTとは接続せず、現物清算システム側で過去の本番約定データ（Day3の決済向けに、稼働前営業日約定想
定（2018年11月15日（木））及び稼働日約定想定（2018年11月16日（金））の本番約定データ）に対してシステム運用日付を修
正したものを投入します。なお、Day2は約定データの投入は行いません。

（※2）Day3はarrowhead/ToSTNeTと接続しますので、休日テストにおいてarrowhead/ToSTNeTで約定したデータが現物清算システムに連携さ
れますので、清算引受明細等でご確認いただくことが可能です。

（※3）Day1～3いずれの日程においても日証金と現物清算システムは接続いたしません。ただし、Day3の決済向けの貸借・品貸データについては、日
証金から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+3決済分：2018年11月15日(木)の貸借申込みに係る貸借・品貸データ」と「T+2決済
分：2018年11月16日(金)貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付をDay3向けに修正・合算したものをDay2に現物清算
システム側で投入します。なお、貸借値段・決済金額については各日の本番データの値をそのまま利用します。

（※4）Day1～3いずれの日程においてもPTSと現物清算システムは接続いたしません。 なお、Day1は現物清算側で過去の本番約定データ（※1と
同様の投入方法）に対してシステム運用日付を修正したデータを投入します。Day2、Day3は約定データの投入は行いません。

（※5） JSCCからほふりに対して、Day3（初回受渡日）向けの前日振替請求を送信します。

（※6）休日テスト時のTMI配信データの取り扱いの詳細については、「（別冊）TMIユーザ向けテストのご案内」を参照ください。

業務確認テスト
(サイクル1)４．（１）業務確認テスト（サイクル１）

（ⅳ）現物清算システムから見た関連システム・関連機関との接続について

• 現物清算システムから見た関連システム・関連機関との各テスト日における接続有無は以下のとおりです。
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【各テスト実施日の運行スケジュール】

• 各テスト実施日の運行スケジュールについては、全体編の別紙「休日テスト時のタイムチャート」をご参照ください。

【業務確認テスト時における留意事項】

• 業務確認テスト（サイクル１）における留意事項は以下のとおりです。

業務確認テスト
(サイクル1)４．（１）業務確認テスト（サイクル１）

項目 # 留意事項

T+2化

1
• Day1、Day2は現物清算システムとほふりは接続しませんので、JSCCと参加者様の間での証券決済は発生

しません。

2
• 資金決済事務に変更はないため、Day1～Day3のいずれの日程においてもJSCCと参加者様の間での資金

決済事務確認は行いません。（参加者様による資金決済銀行とのやり取り、日銀ネットを利用した振替事務
などは不要です。）

現物清算
リプレース 3

• SSO/ポータルへのログインID／パスワードは、Day1実施の直前営業日である2018年12月7日
（金）の本番業務のオンライン終了時点のものを引継ぎます。

※サイクル1の期間中（Day1～Day3）はログインID／パスワードが引き継がれます（休日テスト期間中に追
加・削除・変更したものは、サイクル１のテストの中では引き継がれますが、休日テスト後の本番業務及び次サ
イクル以降の休日テストには引き継がれません。）。
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業務確認テスト
(サイクル1)４．（１）業務確認テスト（サイクル１）

【業務確認テストで参加者様にご確認いただきたい事項（T+2）】

• T+2化に係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参加者様におかれまし
ては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いします。

テスト実施日 Day0 Day1 Day2 Day3

対象日 稼働前営業
日想定

稼働日想定 稼働2日目想定 稼働3日目想定
(＝T+2化初回受渡日)

テスト日 ー 2018年12月9日(日) 2018年12月16日(日) 2018年12月23日(日)

システム
運用日付

－ 2018年12月10日(月) 2018年12月11日(火) 2018年12月12日(水)

稼働前営業日想
定の約定

(T+3決済)

－ (ａ) Day0の債務引受データ

（株式等）の確認

(ｆ) Day3向けの決済

予定データ①の確認

決済事務の確認

決
済
日

(ｉ) 有価証券の引渡し・
受領の確認

(ｄ) (ｅ) Day1特有の各種帳
票データの確認（清算引受明
細（貸借）照会、銘柄別決済

予定数量照会）

(ｊ) フェイル・被フェイ
ルの確認(ｇ) Day3向けの決済

予定データ②の確認

(ｋ) 資金決済情報・追加支

払通知の確認

稼働日想定
の約定

(T+2決済)

－ (ｂ) Day1の債務引受データ

（株式等）の確認
(ｈ) 貸借申込分に係

る清算引受明細データ
の確認

(ｌ) フェイル情報（ネッ
ティング後）の確認

(ｃ) Day1の各サマリデータ

（株式等）の確認

ー
－ (m) 銘柄別受領順位劣後申告の操作確認 【任意：当該申告機能を利用される参加者様のみ】

※データ配信時刻、確認方法、確認観点等の詳細は、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト） 」参照
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業務確認テスト
(サイクル1)４．（１）業務確認テスト（サイクル１）

【業務確認テストで参加者様にご確認いただきたい事項（現物清算システムリプレース）】

• 現物清算システムリプレースに係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参
加者様におかれましては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いし
ます。

# テスト項目 対象者

1 • 新しい現物清算システムへのログイン確認

現物清算参加者全社

2 • CMFWeb端末の動作確認

3 • FTPサイトを介して現物清算業務に係る帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(*1)

4
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）で現物清算業務に係る

データ取得ができること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(*2)

(*1) 2018年4月27日付「ＦＴＰサイト接続仕様書_株式決済期間短縮対応（Draft版）」をご参照ください。なお、現物清算業務でFTPサイトを利用し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

(*2) 2018年4月27日付「清算参加者－現物清算システム 直結接続仕様書（Draft版）」をご参照ください。なお、新しい現物清算システムと直結接続し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。
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（２）ＲＴ１（サイクル２）
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【テスト概要】

• ＲＴ１（サイクル２）の主な目的は、T+2化に係るシステム対応の適切性及び事務処理の習熟を総合的にご確認い
ただくことですが、加えてJSCCでは、T+2化に合わせて現物清算システムのリプレースを予定していることから、JSCC現物
清算参加者につきましては、現物清算リプレースのテスト目的につきましてもご留意のほどお願いいたします。

（ⅰ）テストの目的

• T+2化及び現物清算システムリプレースのぞれぞれの観点で以下を目的としてテストを行います。

５．（２）ＲＴ１（サイクル２）

項目 # テスト目的 対象者

T+2化
1

• T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施
できること

現物清算参加者全社2
• T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決

済事務を滞りなく実施できること

現物清算
リプレース

3
• 新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実

施できること

4 • FTPサイトを介して帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(※1)

5
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）を行う

場合においても、リプレース後も問題なく業務処理が行えること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(※2)

(※1) 現物清算業務でFTPサイトを利用しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。
(※2) 新しい現物清算システムと直結接続しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

RT1
(サイクル2)
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（ⅱ）テスト実施環境

• ＲＴ１（サイクル２）のインフラが提供するテスト実施環境は以下のとおりです。

４．（１）ＲＴ１（サイクル２）

インフラが提供するテスト実施環境

JSCC

システム環境 本番環境

対象システム
現物清算システム、SSO/ポータル、FTPサイト
※ 派生清算システム、担保管理システムは利用できません。
※ RT1(2サイクル目)のDay4については、FTPサイトを非公開とさせていただきます。

ほふり

システム環境 テスト環境

対象システム
決済照合システム、株式等口座振替サブシステム
※ 上記以外のシステムについては、利用できません。

休日テスト 実施日 システム運用日付
必須/
任意

システム稼働時間帯

JSCC ほふり

Day0 稼働前営業日想定 2019年1月12日(土) 2019年1月11日(金) ー テスト実施なし

9：00～
17：00

Day1 稼働日想定 2019年1月13日(日) 2019年1月15日(火) 必須（※）

9：00～
17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年1月27日(日) 2019年1月16日(水) 必須

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2019年2月10日(日) 2019年1月17日(木) 必須

Day4 稼働4日目想定 2019年2月24日(日) 2019年1月18日(金) 必須（※）

（ⅲ）テスト実施日など

• ＲＴ１（サイクル２）のテスト実施日、システム運用日付などは以下のとおりです。Day0はJSCCはテスト実施はござ
いませんのでご注意ください。

（※）Day1又はDay4については、RT1（サイクル2）における確認観点をそれ以外の日程（Day２、Day3等）ですべて代替的に確認される予定である

場合には、不参加でも差支えございませんが、本番稼働日程と同様のスケジュールをご確認いただく観点からは、極力、すべての日程へのご参加の検討を

お願いします。

RT1
(サイクル2)
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（ⅳ）現物清算システムから見た関連システム・関連機関との接続について

• 現物清算システムから見た関連システム・関連機関との各テスト日における接続有無は以下のとおりです。

４．（１）ＲＴ１（サイクル２）

休日テスト 実施予定日

関連システムとの接続有無

arrowhead
/ToSTNeT

日証金
(※3)

PTS
(※4)

ほふり 日銀
TMI
(※6)

Day1 稼働日想定 2019年1月13日（日）
×

(※1)

× ×

×

× ×

Day2 稼働2日目想定 2019年1月27日（日）
×

(※5)

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2019年2月10日（日）
○

(※2)
○

Day4 稼働4日目想定 2019年2月24日（日）
×

(※1)

（※1）Day1及びDay2はarrowhead/ToSTNeTとは接続せず、現物清算システム側で過去の本番約定データ(Day1:Day3の決済向けに、稼働前営
業日約定想定（2018年12月20日（木））及び稼働日約定想定（12月21日（金））の本番約定データ）、Day2: Day4の決済向けに稼
働2日目約定想定（2018年12月25日（火））の本番約定データ）に対してシステム運用日付を修正したデータを投入します。なお、Day2、
Day4は約定データの投入は行いません。

（※2）Day3はarrowhead/ToSTNeTと接続しますので、休日テストにおいてarrowhead/ToSTNeTで約定したデータが現物清算システムに連携されま
すので、清算引受明細等でご確認いただくことが可能です。

（※3）Day1～4いずれの日程においても日証金と現物清算システムは接続いたしません。ただし、Day3の決済向けの貸借・品貸データについては、日証金
から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+3決済分：2018年12月20日(木)の貸借申込みに係る貸借・品貸データ」と「T+2決済分：
2018年12月21日(金)貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付をDay3向けに修正・合算したものをDay2に現物清算システム側
で投入します。同様に、Day4の決済向けの貸借・品貸データについては、日証金から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+2決済：2018年
12月25日(火)貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付をDay4向けに修正・合算したものをDay3に現物清算システム側で投入し
ます。なお、貸借値段・決済金額については各日の本番データの値をそのまま利用します。

（※4）Day1～4いずれの日程においてもPTSと現物清算システムは接続いたしません。 なお、Day1、Day2は現物清算側で過去の本番約定データ（※1
と同様の投入方法）に対してシステム運用日付を修正したデータを投入します。Day3、Day4は約定データの投入は行いません。

（※5） JSCCからほふりに対して、Day3（初回受渡日）向けの前日振替請求を送信します。

（※6）休日テスト時のTMI配信データの取り扱いの詳細については、「（別冊）TMIユーザ向けテストのご案内」を参照ください。

RT1
(サイクル2)
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【各テスト実施日の運行スケジュール】

• 各テスト実施日の運行スケジュールについては、全体編の別紙「休日テスト時のタイムチャート」をご参照ください。

【ＲＴ１における留意事項】

• ＲＴ１（サイクル２）における留意事項は以下のとおりです。

項目 # 留意事項

T+2化

1
• Day1、Day2は現物清算システムとほふりは接続しませんので、JSCCと参加者様の間での証券決済は発生

しません。

2
• 資金決済事務に変更はないため、Day1～Day4のいずれの日程においてもJSCCと参加者様の間での資金

決済事務確認は行いません。（参加者様による資金決済銀行とのやり取り、日銀ネットを利用した振替事務
などは不要です。）

現物清算
リプレース 3

• SSO/ポータルへのログインID／パスワードは、Day1実施の直前営業日である2019年1月11日(金)
の本番業務のオンライン終了時点のものを引継ぎます。

※サイクル2の期間中（Day1～Day4）はログインID／パスワードが引き継がれます（休日テスト期間中に追
加・削除・変更したものは、サイクル2のテストの中では引き継がれますが、休日テスト後の本番業務及び次サ
イクル以降の休日テストには引き継がれません。）。

４．（１）ＲＴ１（サイクル２）
RT1

(サイクル2)
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【ＲＴ１で参加者様にご確認いただきたい事項（T+2）】

• T+2化に係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参加者様におかれまし
ては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いします。

テスト実施日 Day0 Day1 Day2 Day3 Day4

対象日 稼働前営
業日想定

稼働日想定 稼働2日目想定 稼働3日目想定
(＝T+2化初回受渡日)

稼働4日目想定

テスト日 ー 2019年1月13日(日) 2019年1月27日(日) 2019年2月10日(日) 2019年2月24日(日)

システム
運用日付

－ 2019年1月15日(火) 2019年1月16日(水) 2019年1月17日(木) 2019年1月18日(金)

稼働前営業日
想定の約定
(T+3決済)

－ (ａ) Day0の債務引受

データ（株式等）の確認

(ｆ) Day3向けの決済

予定データ①の確認
決済事務の確認 決済事務の確認

決
済
日

(ｉ) 有価証券の引渡し・
受領の確認

決
済
日

(ｏ)

(ｉ)(ｊ)(ｋ)(ｌ)と
同観点

(ｄ) (ｅ) Day1特有の
各種帳票データの確認
（清算引受明細（貸
借）照会、銘柄別決済

予定数量照会）

(ｇ) Day3向けの決済

予定データ②の確認

(ｊ) フェイル・被フェイ
ルの確認

(ｋ) 資金決済情報・追加支

払通知の確認

稼働日想定
の約定

(T+2決済)

－ (ｂ) Day1の債務引受

データ（株式等）の確認
(ｈ) 貸借申込分に係る

清算引受明細データの
確認

(ｌ) フェイル情報（ネッ
ティング後）の確認

(ｃ) Day1の各サマリ

データ（株式等）の確認

決
済
日

前
日

(ｎ) ※Day4向け
(ｆ)(ｇ)(ｈ)と同観点

ー － (m) 銘柄別受領順位劣後申告の操作確認 【任意：当該申告機能を利用される参加者様のみ】

※データ配信時刻、確認方法、確認観点等の詳細は、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」参照

４．（１）ＲＴ１（サイクル２）
RT1

(サイクル2)
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【ＲＴ１で参加者様にご確認いただきたい事項（現物清算システムリプレース）】

• 現物清算システムリプレースに係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参
加者様におかれましては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いし
ます。

# テスト項目 対象者

1 • 新しい現物清算システムへのログイン確認

現物清算参加者全社

2 • CMFWeb端末の動作確認

3 • FTPサイトを介して現物清算業務に係る帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(*1)

4
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）で現物清算業務に係る

データ取得ができること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(*2)

(*1) 2018年4月27日付「ＦＴＰサイト接続仕様書_株式決済期間短縮対応（Draft版）」をご参照ください。なお、現物清算業務でFTPサイトを利用し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

(*2) 2018年4月27日付「清算参加者－現物清算システム 直結接続仕様書（Draft版）」をご参照ください。なお、新しい現物清算システムと直結接続し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

RT1
(サイクル2)４．（１）ＲＴ１（サイクル２）
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（３）ＲＴ２（サイクル３）
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【テスト概要】

• RT1の確認結果を踏まえ、システム対応の適切性及び事務処理の習熟を再確認いただくことを目的として以下の日時で
テストを実施いたします。

（ⅰ）テストの目的

• T+2化及び現物清算システムリプレースのぞれぞれの観点で以下を目的としてテストを行います。

４．（３）ＲＴ2（サイクル３）

項目 # テスト目的 対象者

T+2化
1

• T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施
できること

現物清算参加者全社2
• T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決

済事務を滞りなく実施できること

現物清算
リプレース

3
• 新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実

施できること

4 • FTPサイトを介して帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(※1)

5
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）を行う

場合においても、リプレース後も問題なく業務処理が行えること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(※2)

(※1) 現物清算業務でFTPサイトを利用しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。
(※2) 新しい現物清算システムと直結接続しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

RT2
(サイクル3)
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（ⅱ）テスト実施環境

• RT2（サイクル3）のインフラが提供するテスト実施環境は以下のとおりです。

インフラが提供するテスト実施環境

JSCC

システム環境 本番環境

対象システム

現物清算システム、SSO/ポータル、FTPサイト
担保管理システム（Day1のみ接続可能です。WebPortal 及び WebPortal＋にて現物清
算の当初証拠金通常所要額の値が確認可能です。）
※ 派生清算システムは利用できません。また、Day2、3において担保管理システムは利用でき
ません。

ほふり

システム環境 テスト環境

対象システム
決済照合システム、株式等口座振替サブシステム

※ 上記以外のシステムについては、利用できません。

休日テスト 実施日 システム運用日付
必須
／任意

システム稼働時間帯

JSCC ほふり

Day0 稼働前営業日想定 2019年3月2日(土) 2019年3月1日(金) － テスト実施なし

9：00～
17：00

Day1 稼働日想定 2019年3月3日(日) 2019年3月4日(月) 任意

9：00～
17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年3月17日(日) 2019年3月5日(火) 任意

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2019年4月7日(日) 2019年3月6日(水) 任意

（ⅲ）テスト実施日など

• RT2（サイクル3）のテスト実施日、システム運用日付などは以下のとおりです。Day0はJSCCはテスト実施はございま
せんのでご注意ください。

４．（３）ＲＴ2（サイクル３）
RT2

(サイクル3)
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休日テスト テスト実施日

関連システムとの接続有無

arrowhead/
ToSTNeT

日証金
(※3)

PTS
(※4)

ほふり 日銀
TMI
(※6)

Day1 稼働日想定 2019年3月3日(日)
×

(※1)
× ×

×

× ×Day2 稼働2日目想定 2019年3月17日(日)
×

(※5)

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2019年4月7日(日)
○

(※2)
○

（※1）Day1はarrowhead/ToSTNeTとは接続せず、現物清算システム側で過去の本番約定データ（Day3の決済向けに、稼働前営業日約定
想定（2019年2月7日（木）)及び稼働日約定想定（2019年2月8日（金））の本番約定データ）に対してシステム運用日付を修
正したデータを投入します。なお、Day2は約定データの投入は行いません。

（※2）Day3はarrowhead/ToSTNeTと接続しますので、休日テストにおいてarrowhead/ToSTNeTで約定したデータが現物清算システムに連
携されますので、清算引受明細等でご確認いただくことが可能です。

（※3）Day1～3いずれの日程においても日証金と現物清算システムは接続いたしません。ただし、Day3の決済向けの貸借・品貸データについては、
日証金から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+3決済分：2019年2月7日(木)の貸借申込みに係る貸借・品貸データ」と「T+2
決済分：2019年2月8日(金)貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付をDay3向けに修正・合算したものをDay2に現物
清算システム側で投入します。なお、貸借値段・決済金額については各日の本番データの値をそのまま利用します。

（※4）Day1～3いずれの日程においてもPTSと現物清算システムは接続いたしません。 なお、Day1は現物清算側で過去の本番約定データに
（※1と同様の投入方法）対してシステム運用日付を修正したデータを投入します。Day2、Day3は約定データの投入は行いません。

（※5） JSCCからほふりに対して、Day3（初回受渡日）向けの前日振替請求を送信します。

（※6）休日テスト時のTMI配信データの取り扱いの詳細については、「（別冊）TMIユーザ向けテストのご案内」を参照ください。

（ⅳ）現物清算システムから見た関連システム・関連機関との接続について

• 現物清算システムから見た関連システム・関連機関との各テスト日における接続有無は以下のとおりです。

４．（３）ＲＴ2（サイクル３）
RT2

(サイクル3)
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【各テスト実施日の運行スケジュール】

• 各テスト実施日の運行スケジュールについては、全体編の別紙「休日テスト時のタイムチャート」をご参照ください。

【ＲＴ２における留意事項】

• ＲＴ２（サイクル３）における留意事項は以下のとおりです。

項目 # 留意事項

T+2化

1
• Day1、Day2は現物清算システムとほふりは接続しませんので、JSCCと参加者様の間での証券決済は発生

しません。

2
• 資金決済事務に変更はないため、Day1～Day3のいずれの日程においてもJSCCと参加者様の間での資金

決済事務確認は行いません。（参加者様による資金決済銀行とのやり取り、日銀ネットを利用した振替事務
などは不要です。）

現物清算
リプレース 3

• SSO/ポータルへのログインID／パスワードは、Day1実施の直前営業日である2019年3月1日（金）
の本番業務のオンライン終了時点のものを引継ぎます。

※サイクル1の期間中（Day1～Day3）はログインID／パスワードが引き継がれます（休日テスト期間中に追
加・削除・変更したものは、サイクル１のテストの中では引き継がれますが、休日テスト後の本番業務及び次サ
イクル以降の休日テストには引き継がれません。）。

４．（３）ＲＴ2（サイクル３）
RT2

(サイクル3)
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【ＲＴ２で参加者様にご確認いただきたい事項（T+2）】

• T+2化に係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参加者様におかれまし
ては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いします。

テスト実施日 Day0 Day1 Day2 Day3

対象日 稼働前営業
日想定

稼働日想定 稼働2日目想定 稼働3日目想定
(＝T+2化初回受渡日)

テスト日 ー 2019年3月3日(日) 2019年3月17日(日) 2019年4月7日(日)

システム
運用日付

－ 2019年3月4日(月) 2019年3月5日(火) 2019年3月6日(水)

稼働前営業日想
定の約定

(T+3決済)

－ (ａ) Day0の債務引受データ

（株式等）の確認

(ｆ) Day3向けの決済

予定データ①の確認

決済事務の確認

決
済
日

(ｉ) 有価証券の引渡し・
受領の確認

(ｄ) (ｅ) Day1特有の各種帳
票データの確認（清算引受明
細（貸借）照会、銘柄別決済

予定数量照会）

(ｊ) フェイル・被フェイ
ルの確認(ｇ) Day3向けの決済

予定データ②の確認

(ｋ) 資金決済情報・追加支

払通知の確認

稼働日想定
の約定

(T+2決済)

－ (ｂ) Day1の債務引受データ

（株式等）の確認
(ｈ) 貸借申込分に係

る清算引受明細データ
の確認

(ｌ) フェイル情報（ネッ
ティング後）の確認

(ｃ) Day1の各サマリデータ

（株式等）の確認

ー
－ (m) 銘柄別受領順位劣後申告の操作確認 【任意：当該申告機能を利用される参加者様のみ】

４．（３）ＲＴ2（サイクル３）
RT2

(サイクル3)

※データ配信時刻、確認方法、確認観点等の詳細は、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」参照
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【ＲＴ２で参加者様にご確認いただきたい事項（現物清算システムリプレース）】

• 現物清算システムリプレースに係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参
加者様におかれましては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いし
ます。

# テスト項目 対象者

1 • 新しい現物清算システムへのログイン確認

現物清算参加者全社

2 • CMFWeb端末の動作確認

3 • FTPサイトを介して現物清算業務に係る帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(*1)

4
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）で現物清算業務に係る

データ取得ができること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(*2)

(*1) 2018年4月27日付「ＦＴＰサイト接続仕様書_株式決済期間短縮対応（Draft版）」をご参照ください。なお、現物清算業務でFTPサイトを利用し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

(*2) 2018年4月27日付「清算参加者－現物清算システム 直結接続仕様書（Draft版）」をご参照ください。なお、新しい現物清算システムと直結接続し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

４．（３）ＲＴ2（サイクル３）
RT2

(サイクル3)
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（４）ＲＴ３（サイクル４）



37

【テスト概要】

• 積み残し事項の確認や、事務処理の一層の習熟目的での利用を想定し、以下の日時でテストを実施いたします。

（ⅰ）テストの目的

• T+2化及び現物清算システムリプレースのぞれぞれの観点で以下を目的としてテストを行います。

４．（４）ＲＴ３（サイクル４）

項目 # テスト目的 対象者

T+2化
1

• T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施
できること

現物清算参加者全社2
• T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決

済事務を滞りなく実施できること

現物清算
リプレース

3
• 新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実

施できること

4 • FTPサイトを介して帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(※1)

5
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）を行う

場合においても、リプレース後も問題なく業務処理が行えること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(※2)

(※1) 現物清算業務でFTPサイトを利用しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。
(※2) 新しい現物清算システムと直結接続しない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

RT3
(サイクル4)
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（ⅱ）テスト実施環境

• RT2（サイクル3）のインフラが提供するテスト実施環境は以下のとおりです。

インフラが提供するテスト実施環境

JSCC

システム環境 本番環境

対象システム

現物清算システム、SSO/ポータル、FTPサイト
担保管理システム（Day1のみ接続可能です。WebPortal 及び WebPortal＋にて現物清
算の当初証拠金通常所要額の値が確認可能です。）
※ 上場デリバ清算システムは利用できません。また、Day2、3において担保管理システムは利
用できません。

ほふり

システム環境 テスト環境

対象システム
決済照合システム、株式等口座振替サブシステム
※ 上記以外のシステムについては、利用できません。

休日テスト 実施日 システム運用日付
必須
／任意

システム稼働時間帯

JSCC ほふり

Day0 稼働前営業日想定 2019年5月25日(土) 2019年5月24日(金) － テスト実施なし

9：00～
17：00

Day1 稼働日想定 2019年5月26日(日) 2019年5月27日(月) 任意

9：00～
17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年6月2日(日) 2019年5月28日(火) 任意

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2019年6月16日(日) 2019年5月29日(水) 任意

（ⅲ）テスト実施日など

• RT2（サイクル3）のテスト実施日、システム運用日付などは以下のとおりです。Day0はJSCCはテスト実施はございま
せんのでご注意ください。

４．（４）ＲＴ３（サイクル４）
RT3

(サイクル4)
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休日テスト テスト実施日

関連システムとの接続有無

arrowhead/
ToSTNeT

日証金
(※3)

PTS
(※4)

ほふり 日銀
TMI
(※6)

Day1 稼働日想定 2019年5月26日(日)
×

(※1)
× ×

×

× ×Day2 稼働2日目想定 2019年6月2日(日)
×

(※5)

Day3
稼働3日目想定
(T+2化初回受渡日)

2019年6月16日(日)
○

(※2)
○

（※1）Day1はarrowhead/ToSTNeTとは接続せず、現物清算システム側で過去の本番約定データ（Day3の決済向けに、稼働前営業日約定想
定（2019年4月25日（木））及び稼働日約定想定（ 2019年4月26日（金） ）の本番約定データ）に対してシステム運用日付を修
正したデータを投入します。なお、Day2は約定データの投入は行いません。

（※2）Day3はarrowhead/ToSTNeTと接続しますので、休日テストにおいてarrowhead/ToSTNeTで約定したデータが現物清算システムに連携さ
れますので、清算引受明細等でご確認いただくことが可能です。

（※3）Day1～3いずれの日程においても日証金と現物清算システムは接続いたしません。ただし、Day3の決済向けの貸借・品貸データについては、日
証金から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+3決済分：2019年4月25日(木)の貸借申込みに係る貸借・品貸データ」と「T+2決済
分：2019年4月26日(金)貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付をDay3向けに修正・合算したものをDay2に現物清算シ
ステム側で投入します。なお、貸借値段・決済金額については各日の本番データの値をそのまま利用します。

（※4）Day1～3いずれの日程においてもPTSと現物清算システムは接続いたしません。 なお、Day1は現物清算側で過去の本番約定データに（※1と
同様の投入方法）対してシステム運用日付を修正したデータを投入します。Day2、Day3は約定データの投入は行いません。

（※5） JSCCからほふりに対して、Day3（初回受渡日）向けの前日振替請求を送信します。

（※6）休日テスト時のTMI配信データの取り扱いの詳細については、「（別冊）TMIユーザ向けテストのご案内」を参照ください。

（ⅳ）現物清算システムから見た関連システム・関連機関との接続について

• 現物清算システムから見た関連システム・関連機関との各テスト日における接続有無は以下のとおりです。

４．（４）ＲＴ３（サイクル４）
RT3

(サイクル4)
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【各テスト実施日の運行スケジュール】

• 各テスト実施日の運行スケジュールについては、全体編の別紙「休日テスト時のタイムチャート」をご参照ください。

【ＲＴ３における留意事項】

• ＲＴ３（サイクル４）における留意事項は以下のとおりです。

項目 # 留意事項

T+2化

1
• Day1、Day2は現物清算システムとほふりは接続しませんので、JSCCと参加者様の間での証券決済は発生

しません。

2
• 資金決済事務に変更はないため、Day1～Day3のいずれの日程においてもJSCCと参加者様の間での資金

決済事務確認は行いません。（参加者様による資金決済銀行とのやり取り、日銀ネットを利用した振替事務
などは不要です。）

現物清算
リプレース 3

• SSO/ポータルへのログインID／パスワードは、Day1実施の直前営業日である2019年5月24日
（金）の本番業務のオンライン終了時点のものを引継ぎます。

※サイクル1の期間中（Day1～Day3）はログインID／パスワードが引き継がれます（休日テスト期間中に追
加・削除・変更したものは、サイクル１のテストの中では引き継がれますが、休日テスト後の本番業務及び次サ
イクル以降の休日テストには引き継がれません。）。

４．（４）ＲＴ３（サイクル４）
RT3

(サイクル4)
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【ＲＴ３で参加者様にご確認いただきたい事項（T+2）】

• T+2化に係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参加者様におかれまし
ては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いします。

テスト実施日 Day0 Day1 Day2 Day3

対象日 稼働前営業
日想定

稼働日想定 稼働2日目想定 稼働3日目想定
(＝T+2化初回受渡日)

テスト日 ー 2019年5月26日(日) 2019年6月2日(日) 2019年6月16日(日)

システム
運用日付

－ 2019年5月27日(月) 2019年5月28日(火) 2019年5月29日(水)

稼働前営業日想
定の約定

(T+3決済)

－ (ａ) Day0の債務引受データ

（株式等）の確認

(ｆ) Day3向けの決済

予定データ①の確認

決済事務の確認

決
済
日

(ｉ) 有価証券の引渡し・
受領の確認

(ｄ) (ｅ) Day1特有の各種帳
票データの確認（清算引受明
細（貸借）照会、銘柄別決済

予定数量照会）

(ｊ) フェイル・被フェイ
ルの確認(ｇ) Day3向けの決済

予定データ②の確認

(ｋ) 資金決済情報・追加支

払通知の確認

稼働日想定
の約定

(T+2決済)

－ (ｂ) Day1の債務引受データ

（株式等）の確認
(ｈ) 貸借申込分に係

る清算引受明細データ
の確認

(ｌ) フェイル情報（ネッ
ティング後）の確認

(ｃ) Day1の各サマリデータ

（株式等）の確認

ー
－ (m) 銘柄別受領順位劣後申告の操作確認 【任意：当該申告機能を利用される参加者様のみ】

４．（４）ＲＴ３（サイクル４）
RT3

(サイクル4)

※データ配信時刻、確認方法、確認観点等の詳細は、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」参照
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【ＲＴ３で参加者様にご確認いただきたい事項（現物清算システムリプレース）】

• 現物清算システムリプレースに係る各テスト実施日における参加者様にご確認いただきたい事項は以下のとおりです。各参
加者様におかれましては、「別紙 休日テスト時の確認内容（チェックリスト）」をご参照いただき、テストの実施をお願いし
ます。

# テスト項目 対象者

1 • 新しい現物清算システムへのログイン確認

現物清算参加者全社

2 • CMFWeb端末の動作確認

3 • FTPサイトを介して現物清算業務に係る帳票データが取得できること
現物清算参加者のうち

FTPサイトを利用する参加者様(*1)

4
• 現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）で現物清算業務に係る

データ取得ができること
現物清算参加者のうち

直結接続する参加者様(*2)

(*1) 2018年4月27日付「ＦＴＰサイト接続仕様書_株式決済期間短縮対応（Draft版）」をご参照ください。なお、現物清算業務でFTPサイトを利用し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

(*2) 2018年4月27日付「清算参加者－現物清算システム 直結接続仕様書（Draft版）」をご参照ください。なお、新しい現物清算システムと直結接続し
ない参加者様におかれましては特段のテストは不要です。

４．（４）ＲＴ３（サイクル４）
RT3

(サイクル4)
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５．本番稼働リハーサルに係る個別手順
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本番移行に関する日程は下図のとおりです。

(*1) 移行期間中の2019年7月14日(日)に、本番稼働日を想定した「稼働リハーサルテスト」を実施します。
稼働リハーサルテスト後の夕方を目途に、
稼働判定結果をJSSC-Webサイト（https://www.jpx.co.jp/jscc/）に掲載する予定です。

(*2) 稼働判定結果がNGとなった場合、7月15日(月)に「現行の現物清算システムへの戻し後確認テスト」を実施します。
－この場合の再移行日(予備日）は、別途決定次第、ご通知させて頂きます。再移行日の想定時期としましては、2019年9月17日の

予定です。

日付

2019/7/12(金)
T+3決済の

約定発生最終日
7/13(土) 7/14(日) 7/15(月)

7/16(火)
T+2決済の
約定発生初日

7/17(水)
7/17(水)
T+2化

初回受渡日

現行システム最終日
JSCC移行
作業日

本番稼働
リハーサル

(稼働NG時
テスト)

稼働初日 稼働２日目 稼働3日目

現行の
現物清算
システム

新しい
現物清算
システム

T+3決済の
約定発生最終日

（現行の現物清
算システムにおける

最終営業日）

JSCC移行作業

本番稼働
リハーサル

(参加者テスト)
(※1)

現行の現物清算

システムへの戻し
後確認テスト
(参加者テスト)

(※2)

稼

働

N

G

時

稼働OK時

５．（１）本番移行の日程
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 2019年7月14日（日）に実施する本番稼働リハーサルは任意参加です。

 「本番稼働リハーサル」に参加される場合は、「別添1 休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））参加申込書」に必要事項を記載の上、Target-JSCCサイトよりご提出ください。

参加者 提出書類 提出者 提出先 提出方法 期日

SS
休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））参加申込書

本番稼働リハーサ
ルに参加される清
算参加者

JSCC
Target-JSCC
サイト

2018年11月22日
（木）

５．（２）本番稼働リハーサルの参加申込方法
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• 本番稼働リハーサルにおいてインフラが提供するテスト実施環境は以下のとおりです。

インフラが提供するテスト実施環境

JSCC

システム環境 本番環境

対象システム

現物清算システム（※）、SSO/ポータル、FTPサイト
担保管理システム（WebPortal 及び WebPortal＋にて現物清算の当初証拠金通常所
要額の値が確認可能です。）
※ 派生清算システムは利用できません。

ほふり

システム環境 本番環境

対象システム
決済照合システム、株式等口座振替サブシステム
※ 上記以外のシステムについては、利用できません。

休日テスト 実施日 システム運用日付
必須
／任意

システム稼働時間帯

JSCC ほふり

本番稼働リハーサル 2019年7月14日(日) 2019年7月16日(火) 任意
（仮）8:00～

18:00
（仮）8:00～

14:00

• 本番稼働リハーサルの実施日、システム運用日付などは以下のとおりです。

（※）現物清算システムは、上記ほふり提供システム及びarrowhead/ToSTNeTと接続します。

日証金、PTS、日銀、TMIとの接続はございません。

５．（３）本番稼働リハーサルの実施概要

※ 2019年7月16日の本番稼働日を想定したテスト実施環境を提供しますので、業務確認テストや各RTにおける

Day1と同様の確認観点で必要に応じテストを実施ください。

ただし、現物清算システムに対する当日の約定データに関しては、arrowhead/ToSTNeTからのデータ連携のみ

を予定しており、日証金、PTSからのデータ連携の予定はありませんので、ご留意ください。
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【本番稼働リハーサルの運行スケジュール】

• 本番稼働リハーサルの運行スケジュールについては、全体編の別紙「休日テスト時のタイムチャート」をご参照ください。

【本番稼働リハーサルにおける留意事項】

• 本番稼働リハーサルにおける留意事項は以下のとおりです。

# 留意事項

１

• JSCC現物清算参加者による現物清算システムへのログインはSSO/ポータル経由となります。
SSO/ポータルへのログインID／パスワードは、直前営業日（2019年7月12日（金））の本番業務のオンライン終
了時点のものを引継ぎます。なお、稼働リハーサルにおけるログインID／パスワードの追加・変更内容は、翌営業日の本
番業務には引き継がれませんので、ご留意ください。

２ • 稼働リハーサルで行ったオペレーションは、本番稼働日（2019年7月16日（火））には一切引き継がれません。

５．（３）本番稼働リハーサルの実施概要
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６．テスト実施にあたっての連絡先
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６．テスト実施にあたっての連絡先

インフラ 分担 担当 電話 E-mail

JSCC

JSCC清算制度・業務全般に
係る問合せ先

日本証券クリアリング機構
取引所取引清算グループ

050-3361-1795 jscc-t2@jpx.co.jp

現物清算システムの仕様、
現物清算システムの利用申請、
arrownet手続き関係の
問合せ先

JPXサービスデスク

0570-064-054
(ナビダイヤル)

※IP電話・PHSからは、
050-3819-1070
にお電話下さい。

servicedesk@jpx.co.jp

インフラ 分担 担当 電話 E-mail

JSCC

JSCC清算制度・業務全般に
係る問合せ先

日本証券クリアリング機構
取引所取引清算グループ

050-3361-1795 jscc-t2@jpx.co.jp

現物清算システムの仕様に
係る問合せ先

東京証券取引所 IT開発部
現物清算システム担当

050-3377-7735
050-3377-7736

tseitd-t2@jpx.co.jp

＜事前照会先＞

＜テスト当日＞



別紙　休日テスト時の確認内容（チェックリスト）　－RT1（サイクル2）－

上記「テストの目的（T+2化）」を確認するため、下記のチェックリストに従ってテストを実施いただきます。（本サイクルにおいては、2019年1月15日（火）を稼働日と想定したテストを実施します。）

テスト

実施予定日

テスト

運用日付

確認タイミング

（実時刻）

T+2化後の

配信タイミング
確認方法

確認観点

(青字は任意の確認観点です。）

確認結果

OK / NG

（ａ） 9:00～17:00 稼働前営業日

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・清算引受日欄に「2019年1月11日

（金）」日付を入力

CMFWeb端末　メインメニュー

 ー 清算引受 Cleared Trade

清算引受明細（株式）照会

Cleared Trade Report (Stock)

銘柄別合計表（株式）

Summary Report_by Issue (Stock)

参加者別集計表（株式）

Summary Report_by Participant / Trade Type

(Stock)

清算引受日欄が2019年1月11日（金）のデータ（※）が出力されますので、数量・約

定値段・売買代金等の値が想定と一致することを確認してください。

（※）2018年12月20日（木）付の本番約定データについて、約定日を2019年1月11

日（金）（＝決済予定日 を2019年1月17日（木））に修正したデータを配信します。

なお、2018年12月20日（木）付の本番約定データにおいて、転換社債型新株預託権付

社債（CB）の約定がある場合には、「清算引受明細（債券）照会 Cleared Trade

Report (Bond)」画面等において、上記と同様の要領にてご確認をお願いします。

（ｂ）
13:00～

17:00

稼働日

18:00～

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・清算引受日欄に「2019年1月15日

（火）」日付を入力

CMFWeb端末　メインメニュー

 ー 清算引受 Cleared Trade

清算引受明細（株式）照会

Cleared Trade Report (Stock)

清算引受日欄が2019年1月15日（火）のデータ（※）が出力されますので、数量・約

定値段・売買代金等の値が想定と一致することを確認してください。

（※）2018年12月21日（金）付の本番約定データについて、約定日を2019年1月15

日（火）（＝決済予定日 を2019年1月17日（木））に修正したデータを配信します。

なお、2018年12月21日（金）付の本番約定データにおいて、転換社債型新株預託権付

社債（CB）の約定がある場合には、「清算引受明細（債券）照会 Cleared Trade

Report (Bond)」画面において、上記と同様の要領にてご確認をお願いします。

銘柄別合計表（株式）

Summary Report_by Issue (Stock)

参加者別集計表（株式）

Summary Report_by Participant / Trade Type

(Stock)

（ｄ）
稼働日

14:30～

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてCSVをダウンロードしてく

ださい。

・決済日欄に「2019年1月16日（水）」

日付を入力

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済 Securities Settlement

    ー 決済予定情報 Settlement

Report

銘柄別決済予定数量照会

Settlement Report_Provisional Quantity by

Issue

稼動日前々営業日（2019年1月10日（木））の約定分（及びそれに係る貸借取引の債

務引受分）のみが収録されること（即ち、稼働日前営業日（2019年1月11日（金））

の約定分が含まれていない（※）こと）を確認してください。

（※）稼働日前営業日（2019年1月11日（金））の約定はT+3決済扱いとなります

が、稼働日当日においては、T+3決済扱いの約定に係る従前のS-2日配信データの配信

はございません。当該約定分については、後掲（ｆ）及び（ｇ）における配信データ

（即ち、S-1日配信データ）に包含されることとなりますので、そちらでのご確認をお

願いします。）

（ｅ）
稼働日

13:30～

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・清算引受日欄に「2019年1月15日

（火）」日付を入力

CMFWeb端末　メインメニュー

 ー 清算引受 Cleared Trade

清算引受明細（貸借）照会

Cleared Trade Report (Loans for Margin

Transactions)

日証金からの貸借・品貸データ（2019年1月11日（金）の貸借申込分）の連携はない

為、清算引受日が2019年1月15日付のデータが出力されないことを確認してくださ

い。

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済 Securities Settlement

    ー 決済予定情報 Settlement

Report

銘柄別決済予定数量照会

Settlement Report_Provisional Quantity by

Issue

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 資金決済 Funds Settlement

総受払代金計算表（予定額／速報）

Aggregate Funds Payment/Receipt Statement

(Provisional_Advance Report for Cash

Transactions)

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済 Securities Settlement

    ー 決済予定情報 Settlement

Report

銘柄別決済確定数量照会

Settlement Report_Final Quantity by Issue

総括清算表（決済代金・値洗差金）

Summary Table (Market Value for DVP / MTM

Value)

総受払代金計算表（予定額）

Aggregate Funds Payment/Receipt Statement

(Provisional)

（ｈ）
11:00～

17:00

稼働2日目

13:30～

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・清算引受日欄に「2019年1月16日

（水）」日付を入力

CMFWeb端末　メインメニュー

 ー 清算引受 Cleared Trade

清算引受明細（貸借）照会

Cleared Trade Report (Loans for Margin

Transactions)

決済日欄が稼動3日目（Day3）（2019年1月17日（木））のデータ（※）が出力さ

れ、銘柄別/参加者別の数量・売買代金等の値が想定と一致することを確認してくださ

い。

（※）日証金から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+3決済分：2018年12月20

日(木)の貸借申込みに係る貸借・品貸データ」と「T+2決済分：2018年12月21日(金)

貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付をDay3（2019年1月17日

（木））向けに修正して合算したデータを配信します。

清算引受日欄が2019年1月15日（火）のデータ（※）が出力されますので、銘柄別/参

加者別の数量・売買代金等の値が想定と一致することを確認してください。

（※）2018年12月21日（金）付の本番約定データをについて、約定日を2019年1月

15日（火）（＝決済予定日を2019年1月17日（木））に修正したデータを配信しま

す。

なお、2018年12月21日（金）付の本番約定データにおいて、転換社債型新株預託権付

社債（CB）の約定がある場合には、「銘柄別合計表（債券） Summary Report_by

Issue (Bond)」及び「参加者別集計表（債券） Summary Report_by Participant /

Trade Type (Bond)」画面において、上記と同様の要領にてご確認をお願いします。

11:30～

17:00

Day2

（ｆ）

2019年

1月27日

（日）

2019年

1月16日

（水）

12:00～

17:00

稼働2日目

14:30～

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてCSVをダウンロードしてく

ださい。

・決済日欄に「2019年1月17日（木）」

日付を入力

前掲（a)の稼働前営業日（2019年1月11日（金））及び前掲（ｂ)の稼働日当日

（2019年1月15日（火））の約定分、並びに後掲（h）の貸借申込分を含めた決済予

定データを配信します。稼動3日目（Day3）においては、これらをネッティングした

数量・金額にて決済を行っていただきますので、「確認方法」に記載の手順にてデータ

が出力され、決済予定の数量・代金等の値が想定と一致することを確認してください。

（ｇ）
13:30～

17:00

稼働2日目

16:00～

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 資金決済 Funds Settlement

テストの目的

（T+2化）

＜現物清算参加者全社を対象とした確認観点＞

T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施できること

T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決済事務を滞りなく実施できること

テスト実施日 対象画面

Day1

2019年

1月13日

（日）

2019年

1月15日

（火）

（ｃ）
13:10～

17:00

稼働日

18:30～

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてCSVをダウンロードしてく

ださい。

・清算引受日欄に「2019年1月15日

（火）」日付を入力

CMFWeb端末　メインメニュー

 ー 清算引受 Cleared Trade



（ｉ） 9:30～13:00
稼働3日目

9:00～13:00
ー ー ー

T+2化制度施行後3営業日目（Day3）に発生するT+3/T+2取引の2日間分の決済を、

滞りなく処理できることを確認してください。

13:30～

14:15

稼働3日目

13:30～14:15

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 資金決済 Funds Settlement

追加支払通知

Additional Payment Notice

テスト当日は左記「確認方法」にてデータ出力されるところまでを確認してください。

資金決済銀行・日本銀行における実際の振込は必要ございません。

（現行の事務処理から特段変更はございません。）

14:45～

17:00

稼働3日目

14:45～17:00

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 資金決済 Funds Settlement

総受払代金計算表（確定額）

Aggregate Funds Payment/Receipt Statement

(Final)

テスト当日は左記「確認方法」において「資金決済時限総受入代金」欄に受入額が出力

されるところまでを確認してください。資金決済銀行・日本銀行における実際の振込は

実施しません。

（現行の事務処理から特段変更はございません。）

（ｌ） 16:00～
稼働3日目

17:00～

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済　Securities Settlement

    ー フェイル・バイイン　Fail / Buy-

in

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済 Securities Settlement

    ー 決済予定情報 Settlement

Report

フェイル情報（ネッティング後）照会

Fails Information (After Netting)

銘柄別決済確定数量照会

Settlement Report_Final Quantity by Issue

フェイル（及び被フェイル）により繰り越された有価証券及び決済代金の決済は、繰り

越された日を決済日とする売買取引の決済と再びネッティングする為、当該画面にて結

果を確認してください。

（ｎ）

（ｆ）

（ｇ）

（ｈ）

参照

（ｆ）

（ｇ）

（ｈ）

参照

（ｆ）（ｇ）

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてCSVをダウンロードしてく

ださい。

・決済日欄に「2019年1月18日（金）」

日付を入力

（ｈ）

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・清算引受日欄に「2019年1月17日

（木）」日付を入力

（ｆ）、（ｇ）、（ｈ）参照 （ｆ）、（ｇ）、（ｈ）参照

（ｆ）、（ｇ）、（ｈ）参照

※Day4（システム運用日付2019年1月18日（金））向けの確認観点となります。

※（ｆ）、（ｇ）の観点について、2018年12月25日（火）付の本番約定データについ

て、約定日を2019年1月16日（水）（＝決済予定日 を2019年1月18日（金））に修正

したデータを投入しますので、当該データに基づく決済予定データを確認ください。

※（ｈ）の観点について、日証金から受信した過去の本番貸借・品貸ﾃﾞｰﾀ（「T+2決済

分：2018年12月25日(火)貸借申込に係る貸借・品貸データ」）に対して、決済日付を

Day4（2019年1月18日（金））向けに修正してデータを配信します。

Day4 （ｏ）

2019年

2月24日

（日）

2019年

1月18日

（金）

（ｉ）

（ｊ）

（ｋ）

（ｌ）

参照

（ｉ）

（ｊ）

（ｋ）

（ｌ）

参照

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・決済日欄に「2019年1月18日（金）」

日付を入力

（※「銘柄別決済確定数量照会」画面の

み、決済日欄に「2019年1月21日

（月）」日付を入力）

（ｉ）、（ｊ）、（ｋ）、（ｌ）参照 （ｉ）、（ｊ）、（ｋ）、（ｌ）参照 （ｉ）、（ｊ）、（ｋ）、（ｌ）参照

Day1

～

Day3

（m）

上記いず

れかの日

程

ー

Day1～3の日

程により異な

りますので、

全体編の別紙

「休日テスト

時のタイム

チャート」を

ご確認くださ

い。

9:00～15:30

銘柄別受領順位劣後化申告を行う清算参

加者様におかれましては、「対象画面」

欄に記載した画面にて、所定のCSVファ

イルをアップロードする形で申告を行っ

てください。

※アップロードするCSVファイルのレイ

アウトはOMを参照ください。

※なお、同申告を本番業務にて実施予定

の清算参加者様については、事前の申請

手続き等が必要となりますので、事前に

JSCCまでご連絡をお願いします。

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済 Securities Settlement

    ー 決済予定情報 Settlement

Report

銘柄別受領順位劣後申告状況

Voluntary Notification for Subordinating Priority

in Securities Receipt

CSVファイルによるアップロード申告が正常に受け付けられることとを確認してくださ

い。また、「CSV」ボタンを押下のうえ、CSVをダウンロードすることで、申告した内

容が反映されていることを確認してください。

なお、申告対象は、翌日の証券受領予定数量のうち、通常の決済予定数量及び被フェイ

ルによる繰り延べ数量とし、バイイン請求済み数量については申告対象外となります。

「対象画面」欄に記載した各画面にて、

下記条件にてデータ照会してください。

また、必要に応じてCSVダウンロードし

てください。

・決済日欄に「2019年1月17日（木）」

日付を入力

（※「銘柄別決済確定数量照会」画面の

み、決済日欄に「2019年1月18日

（金）」日付を入力）

CMFWeb端末　メインメニュー

ー 株式等決済　Securities Settlement

    ー フェイル・バイイン　Fail / Buy-

in

フェイル情報（受渡後）照会

Fails Information (After Cut-off Time)

渡方証券決済時限（システム運用時刻13:00）をもって、当日のフェイル、被フェイル

が確定した後、システム運用時刻13:30までに、当該フェイル、被フェイルの対象と

なった参加者に対し、左記画面を通じて証券決済未了データを配信します。

当該画面にて、フェイル・被フェイルの発生有無（※）を確認いただき、発生した場合

はフェイル現在高、フェイルにかかる決済代金等の値について確認してください。（現

行の事務処理から特段の変更はございません。）

フェイル確定前にデータ照会した場合：「問合せ」ボタン押下時に「サービス準備中

照会データ作成中」のエラーが出力されます。

（※）フェイル・被フェイルの発生有無は、テスト当日のDVP決済の進捗状況・結果に

よって異なります。なお、清算参加者様による有価証券の授受は、証券保管振替機構の

振替システムにおける口座振替により行われますが、テスト時においては、証券保管振

替機構の振替システム側で口座残高の積み増しを行うことから、フェイルが全く発生し

ない可能性もございますのでご留意ください。

フェイル・被フェイルが発生していない場合：「フェイル情報（受渡後）」画面の「当

日発生・継続銘柄数」には0が表示されます。その場合、「明細照会」もしくは

「CSV」ボタンを押下してもデータレコードの出力はございません。

フェイル・被フェイルが発生している場合：「フェイル情報（受渡後）」画面の「当日

発生・継続銘柄数」に0以外の値が表示されます。詳細は「明細照会」もしくは

「CSV」ボタンを押下し、対象の銘柄やフェイル現在高、フェイルに係る決済代金等の

値を確認してください。

（ｋ）

Day3

2019年

2月10日

（日）

2019年

1月17日

（木）

（ｊ）
13:00～

13:30

稼働3日目

13:00～13:30



別紙　休日テスト時の確認内容（チェックリスト）　－RT1（サイクル2）－

上記「テストの目的（現物清算リプレース）」を確認するため、CMFWeb端末を利用される参加者様におかれましては、下記のチェックリストに従ってテストを実施いただきます。

テスト

実施予定日

テスト

運用日付

確認タイミング

（実時刻）

本番稼働後の

配信タイミング
確認項目 確認方法 対象画面

確認観点

(青字は任意の確認観点です。）

確認結果

OK / NG

Day1

～

Day3

＃１

2019年1月

13日(日)

・27日

(日)・

2月10日

(日)・24日

(日)

のうち

いずれかの

日程

ー 9:00～17:00 8:00～27:00 現物清算システムへのログイン確認

SSO／ポータルにログイン後、統合メ

ニュー画面から“現物清算システム

(CMF)”のリンクを選択ください。

SSO／ポータルの操作方法にかかる詳

細は、2018年7月31日付『株式等の決

済期間の短縮化（Ｔ＋２化）／現物清

算システムのリプレースに係る「ＳＳ

Ｏ／ポータル操作マニュアル（ドラフ

ト版）」の公表（2018年7月）につい

て』における”ＳＳＯ／ポータル操作マ

ニュアル第2.0版（ドラフト版）”をご

参照ください。

SSO／ポータルにログイン後における「統合メ

ニュー画面」

現物清算システムのCMFWeb端末のメイン画面が表示されることを確認してくださ

い。ログインに失敗した場合はエラー画面が表示されますので、参加者様側のシステム

管理者まで問合せください。

Day1

～

Day3

＃２

2019年1月

13日(日)

・27日

(日)・

2月10日

(日)・24日

(日)

のうち

いずれかの

日程

ー 9:00～17:00 8:00～27:00

 CMFWeb端末（従前のCMFWeb端末アプ

リケーションの提供を廃止し、WEB画面

を新設）に係るWebブラウザ上での動作

確認

参加者様の業務にて利用する画面につ

いて、Webブラウザ上に問題なく表示

されることを確認してください。

2018年6月29日付

『株式等の決済期間の短縮化（Ｔ＋２化）／現物清

算システムのリプレースに係るシステム関連ドキュ

メントの公表（2018年6月）について』における”現

物清算システム 参加者Web端末 オペレーションマ

ニュアル（６．１ 各業務および業務サブ画面一

覧）”をご参照ください。

※参加者様の本番業務にて利用される画面について

ご確認ください。

端末のWEB化に伴う現行システムからの仕様変更点（概要）は下記のとおりですの

で、これらの観点を中心に、参加者様の業務について、継続的に処理が行えることを確

認してください。

①　画面上の言語表記について、WEB化される新現物清算システム画面の言語表記

は、原則として日英併記しています。

②　画面を介した帳票データの取得について、日次ベースで定型的にデータを組成・出

力する下記の帳票については、現行の方式（GUI画面データ表示及び表示後のボタン押

下によるファイル取得）に替えて、ボタン押下のみによって直接帳票データ（CSVファ

イル）を取得する方式に変更いたします。（これに伴い、一部の画面については日付指

定による検索のみを可能とします。）

FTPサイトを利用される参加者様におかれましては、下記のチェックリストに従ってテストを実施いただきます。

テスト

実施予定日

テスト

運用日付

確認タイミング

（実時刻）

本番稼働後の

配信タイミング
確認項目 確認方法 対象ファイル

確認観点

(青字は任意の確認観点です。）

確認結果

OK / NG

/利用しない

Day1

～

Day3

＃３

2019年1月

13日(日)

・27日

(日)・

2月10日

(日)・24日

(日)

のうち

いずれかの

日程

ー

9:00～17:00

【配信ﾀｲﾐﾝ

ｸﾞ】

Day1～3の日

程により異な

りますので、

全体編の別紙

「休日テスト

時のタイム

チャート」を

ご確認くださ

い。

9:00～24:00

【配信ﾀｲﾐﾝｸﾞ】

①9:00頃

②13:30頃

③17:30頃

④19:30頃

FTPサイトからの現物清算データ取得

FTPサイトへのログイン後は、各清算

参加者毎に準備されたホームディレク

トリにアクセスしますので、休日テス

ト時に「LSC（上場現物清算業務）」

ディレクトリに配信されるファイルを

取得ください。

2018年4月27日付『株式等の決済期間の短縮化（Ｔ

＋２化）／現物清算システムのリプレースに係る休

日テスト概要及びシステム関連ドキュメントの公表

（2018年4月）について』における”ＦＴＰサイト接

続仕様書（Draft版）”をご参照ください。

※参加者様の本番業務にて利用されるファイルにつ

いてご確認ください。なお、各ファイル毎に配信タ

イミングが異なります（本番稼働後の配信タイミン

グ ①9:00頃、②13:30頃、③17:30頃、④19:30

頃）ので、予めご留意ください。

左記【確認方法】のとおり、ファイルが取得できることを確認してください。

※「FTPサイト接続仕様書（株式等の決済期間の短縮化（T+2化）／現物清算システム

のリプレース／ETF設定交換対応）」にて本番稼働時における各ファイルの配信時刻を

確認いただいたうえで、全体編の別紙「休日テスト時のタイムチャート」にて、Day1

～3におけるテスト当日の配信タイミングをご確認ください。

 現物清算システムとの直接システム間接続（システム直結接続）を行う参加者様におかれましては、下記のチェックリストに従ってテストを実施いただきます。

テスト

実施予定日

テスト

運用日付

確認タイミング

（実時刻）

本番稼働後の

配信タイミング
確認項目 確認方法 対象データ

確認観点

(青字は任意の確認観点です。）

確認結果

OK / NG

/利用しない

Day1

～

Day3

＃４

2019年1月

13日(日)

・27日

(日)・

2月10日

(日)・24日

(日)

のうち

いずれかの

日程

ー 9:00～17:00 8:00～27:00

 現物清算システムとの直接システム間接

続（システム直結接続）による現物清算

データ取得

「清算参加者－現物清算システム　直

結接続仕様書」に従い、システム直結

接続にて現物清算システムにログイン

後、必要なデータを取得してくださ

い。

2018年4月27日付『株式等の決済期間の短縮化（Ｔ

＋２化）／現物清算システムのリプレースに係る休

日テスト概要及びシステム関連ドキュメントの公表

（2018年4月）について』における”清算参加者－現

物清算システム　直結接続仕様書（Draft版）”をご

参照ください。

※参加者様の本番業務にて利用されるデータについ

てご確認ください。

左記【確認方法】のとおり、データが取得できることを確認してください。

テストの目的

（現物清算ﾘﾌﾟﾚｰｽ）

＜現物清算参加者のうち直結接続する参加者様を対象とした確認観点＞

現物清算システムとシステム間接続（システム直結接続）を行う場合においても、リプレース後も問題なく業務処理が行えること

テスト実施日

テストの目的

（現物清算ﾘﾌﾟﾚｰｽ）

＜現物清算参加者全社を対象とした確認観点＞

新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実施できること

テスト実施日

テストの目的

（現物清算ﾘﾌﾟﾚｰｽ）

＜現物清算参加者のうちFTPサイトを利用する参加者様を対象とした確認観点＞

FTPサイトを介して帳票データが取得できること

テスト実施日
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【株式等の決済期間短縮化（T+2）】
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に関する実施手順書
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株式会社日本証券クリアリング機構

参考別紙
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参考別紙１.休日テストに関連するシステム変更概要
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１－１．休日テストに関連するシステム変更概要

• 2017年9月28日付け「株式等の決済期間の短縮化（T+2化）及び 現物清算システムのリプレースに係る
システム変更概要」（JSCC取清第65号）でT+2化及び現物清算システムのリプレースに係るシステム変更
についてご連絡済みではございますが、休日テストの実施に向けた事前準備の参考としていただくことを目的に
本資料では休日テストに関連するものをご紹介いたします。

 T+2化に伴う帳票データの配信時間の変更

決済サイクルのT+2化に伴い、現状、決済日前々日（S-2）及び決済日前日（S-1）に配信を行っている主な各種帳票
データについては、下図にお示しするとおり、配信時間等を変更します。
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１－２．休日テストに関連するシステム変更概要

 T+2化に伴うその他の変更

• T+2化に伴い、帳票データの配信時間の変更のほかにも変更となるものがあります。休日テストに関連するものは以下のと
おりです。

# 項目 説明

1 銘柄別受領順位の劣後
申告用画面の新設

• T+2化に伴い、新たに導入する予定の「申告による銘柄別受方参加者順位劣後化
スキーム」用の画面として、「銘柄別受領順位劣後申告状況」画面を新設します。

• 同スキームに基づく申告を行う参加者は、翌日の証券受領予定数量のうち、通常の
決済予定数量及び被フェイルによる繰り延べ数量を対象として「銘柄別受領順位劣
後申告状況」画面より、所定のCSVファイルをアップロードする形で日々申告を行ってい
ただきます。

※CSVファイルのフォーマットにつきましては、2018年6月29日付け「株式等の決済期間の短縮化（Ｔ
＋２化）／現物清算システムのリプレースに係るシステム関連ドキュメントの公表（2018年6月）
について」（JSCC取清第55号）の別紙１「現物清算システム参加者Web端末 オペレーションマ
ニュアル（Draft版）」をご参照ください。

2 T+2化に伴うTMIサービ
スの変更

• T+2化に伴い、決済日前々日（S-2）に配信を行っているファイルが、決済日前日
（S-1)に配信に変更となるなど、TMIサービスの変更がございます。

※TMIサービスの変更詳細につきましては、2018年6月29日付け日本証券クリアリング機構データ提
供(清算情報ファイル伝送サービス)の各ファイル仕様書をご参照ください。
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１－３．休日テストに関連するシステム変更概要

 T+2化前後における留意点

• T+2化稼働日前後でご留意いただきたい各種帳票データの配信タイミングその他の確認ポイントは以下のとおりです。

稼働3日目（T+2
化初回受渡日）の
決済事務の実行

稼動前営業日及
び稼働日の貸借
申込分に係る清
算引受明細デー

タの配信

稼働3日目（T+2化初
回受渡日）向けの決
済予定データの配信

稼働日の債務引受
データ/各サマリデー
タ（株式等）の配信

稼働日の「銘柄別決
済予定数量照会」は、
稼動前々営業日の約
定（及びそれに係る
貸借取引の債務引受
分）に係るデータの
みを配信
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 現物清算システムリプレースに伴うFTPサイトを介した帳票データの配信の開始

• 新しい現物清算システム稼働後は、日々・定時点で取得することが想定される現物清算業務に係る帳票データ（右下参
照）について、CMFWeb端末を介した取得及びシステム直結による取得に加え、FTPサイトを介したファイル配信サービスを利
用することができます。

（なお、同機能の実装により、現行CMF端末における「一括ダウンロード」機能は廃止となります。）

①端末(*1)

FTPサイト

②社内システム

FTPサイトの利用形態

10.xx.xx.xx(*2)

①定時に手動でファイル
取得する。

②自動取得スクリプトにてファ
イル取得

(FTPログイン + FTPGET)

配信予定ファイル

(※1) 現物清算業務でFTPサイトをご利用いただくための事前準備につきましては、「２．休日テスト
の実施に向けた事前準備作業／現物清算業務でFTPサイトをご利用いただくための事前準
備」をご覧ください（既に派生清算業務や担保管理業務でFTPサイトを利用されている場合は
特段の申請手続きは不要です。）。

(※2) ファイルは、配信後、翌日に新たなファイルが配信されるまでの間、取得可能とする予定です。
(※3) 取得可能ファイルの一覧及びデータ詳細については、2018年4月27日付「ＦＴＰサイト接続

仕様書_株式決済期間短縮対応(Draft版)」をご参照ください。

10.xx.xx.xx(*2)

清算参加者
フォルダ

LSC(上場現物)
フォルダ

LSD(上場派生)
フォルダ

・清算引受明細（株式／貸借）
・銘柄別合計表／参加者別集計表（株式）
・総括清算表（決済代金・値洗差金）
・銘柄別決済確定数量
・フェイル情報（受渡後／ネッティング後）
・受方・渡方指定
・フェイル禁止銘柄一覧
・有価証券OP取引 権利行使割当明細
・総受払代金計算表
・追加支払通知

１－４．休日テストに関連するシステム変更概要



8

 現物清算システムリプレースに伴う参加者接続方式の変更（CMFWeb化）

• 新しい現物清算システムは、派生清算システム・担保管理システムと同様に、WEB画面を介して御利用いただく方式となります。
従前のCMF端末アプリケーションの提供は廃止しますので、アプリケーションのインストールやバージョンアップ作業は不要になりま
す。

現物清算システム

清
算
・
証
券
決
済
機
能

(

上
場
現
物)

SSO／ポータル

端末
直結
ｼｽﾃﾑ

参加者

1IDでログイン可能

資
金
決
済
機
能

(

上
場
現
物)

CMF (非Web)

派生清算
清算システム

Web

清
算
機
能

(

上
場
派
生)

担保管理システム

Web

担
保
管
理
機
能

(

現
物
・
派
生)

資
金
決
済
機
能

(

上
場
派
生)

新現物清算システム

清
算
・
証
券
決
済
機
能

(

上
場
現
物)

SSO／ポータル

端末
直結
ｼｽﾃﾑ

参加者

1IDでログイン可能

派生清算
システム

Web

清
算
機
能

(

上
場
派
生)

リ

プ

レ

ー
ス

後

担保管理システム

Web

担
保
管
理
機
能

(

現
物
・
派
生)

資
金
決
済
機
能

(

上
場
派
生)

Web化

独自仕様
※IPアドレス
等接続情報
に変更あり

独自仕様

資
金
決
済
機
能

(

上
場
現
物)

資
金
決
済
機
能

(

上
場
現
物)

１－５．休日テストに関連するシステム変更概要

現

行

(*1) 各参加者様は休日テストへの参加にあたり、新しい現物清算システムが利用できるように事前準備をお願いいたします。必要な準備は参加者様の現在の現
物清算システムの利用形態（直結接続/CMF端末）その他の条件により異なりますので、 「２．休日テストの実施に向けた事前準備作業／新しい現物
清算システムをご利用いただくための事前準備」をご覧ください。
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参考別紙２. SSO/ポータル操作マニュアル抜粋等
（1-2-3.ブラウザ設定(セキュリティ) DOMストレージの有効化）
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２-1． SSO/ポータル操作マニュアル抜粋（1-2-3.ブラウザ設定(セキュリティ) DOMストレージの有効化）
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２-1． SSO/ポータル操作マニュアル抜粋（1-2-3.ブラウザ設定(セキュリティ) DOMストレージの有効化）
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２-1． SSO/ポータル操作マニュアル抜粋（1-2-3.ブラウザ設定(セキュリティ) DOMストレージの有効化）
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２-２． SSO/ポータルログイン画面（現行平日本番環境）

ログイン情報を入力し
ログインボタンを押下

リンククリック

現行の平日本番環境においてSSO/ポータルサイトにログインい
ただいた場合、左記のトップ画面が表示されます。

SSO/ポータルサイト ログイン画面URL：
https://cbhtcsn010b000.jpx.co.jp/fw/dfw/DMP/dp/dmp

ログイン後、Listed Cash Products Clearing (CMF Japanese Version)

のリンクを押下することで、現行版のCMF端末へ画面遷移しま
す。

※ログインユーザーの権限により、一部表示されないリンクがございます。
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２-２． SSO/ポータルログイン画面（休日テスト時）

ログイン情報を入力し
ログインボタンを押下

リンククリック

現行の平日本番環境においてSSO/ポータルサイトにログインい
ただいた場合、左記のトップ画面が表示されます。

SSO/ポータルサイト ログイン画面URL：
https://cbhtcsn010b000.jpx.co.jp/fw/dfw/DMP/dp/dmp

（※現行本番環境と同様です。）

ログイン後、Listed Cash Products Clearing (CMF Japanese Version)

のリンクを押下することで、新しい現物清算システム版の
CMFWeb端末へ画面遷移します。

※ログインユーザーの権限により、一部表示されないリンクがございます。
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参考別紙３. Target－JSCCサイトに掲載の
関連資料の閲覧方法
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３-1． Target－JSCCサイトに掲載の関連資料の閲覧方法
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３-2． Target－JSCCサイトに掲載の関連資料の閲覧方法

今後、休日テスト参加申込書や休日テスト結果報告書の様式等は、本カテゴリの「通知等」に
順次掲載する予定です。
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【株式等の決済期間短縮化（T+2化）】

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書（案）

＜個別編（カスタマーサイド（CS））＞

株式会社証券保管振替機構

資 料 ２－３
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３．事前接続確認テスト

(1) 概要

(2) 疎通確認
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(2) 確認観点

(3) 実施環境

(4) 制約事項

(5) テスト日程

(6) 処理時限

６．参加申込み・テスト結果報告

【別紙】一般振替DVPにおいて使用する時価について
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１．本資料の位置付け

• 実施手順書は、ストリートサイド・カスタマーサイド全体に関する事項（休日テストの概要、
日程、実施環境等）を取りまとめた「休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験
（RT））に関する実施手順書＜全体編＞」と、それぞれにおけるテスト詳細を取りまとめ
た「同＜個別編（ストリートサイド（SS））＞」、「同＜個別編（カスタマーサイド
（CS））＞」で構成されます。

• 本資料は、カスタマーサイドにおけるテスト詳細を取りまとめた「同＜個別編（カスタマー
サイド（CS））＞」になります。カスタマーサイドにおける休日テストについては、実施
手順書＜全体編＞と本資料をご参照ください。
－ ストリートサイドにおける休日テストについては、実施手順書＜全体編＞と「同＜個別編（ストリートサイド（SS））＞」

（日本証券クリアリング機構（JSCC）作成）をご参照ください。

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する「実施手順書」＜全体編＞

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書＜個別編（ストリートサイド（SS））＞

（JSCCが作成）

休日テスト（業務確認テスト／総合運転試験（RT））
に関する実施手順書＜個別編（カスタマーサイド（CS））＞

（証券保管振替機構（ほふり）が作成）

本資料
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２．事前準備（テスト環境の接続先情報の確認）

ほふりにおける事前接続確認テスト、業務確認テスト及びRTはテスト環境で実施しますので、
テスト参加者は、事前にテスト環境の接続先情報を確認のうえ、テストにご参加ください。テスト
環境の接続先情報の確認方法は、以下のとおりです。

なお、本番稼働リハーサルの接続先情報は、本番環境と同一です。

項目 内容

接続先情報の確認方法

・各インタフェースの接続先情報は、過去に新規制度参加や登録内容の変更等の際、Target-ほふ
りサイトの「個社別通知を見る」に掲載した情報通知票に記載しておりますので、当通知にてご確認く
ださい。

・Target-ほふりサイトにおける情報通知票の掲載期間は約１年間です。
上記方法にて確認できない場合には、情報通知票の開示依頼をしていただく必要がありますので、
ほふりシステム情報サイトに掲載している「【MD-05】情報通知票等の開示に関する届出書」をダウ
ンロードし、必要事項をご記入のうえ、Target-ほふりサイト（カテゴリ「システム関連」）経由でご提
出ください。

届出書を受領してから1週間後を目途に、情報通知票を通知しますので、参加するテストの日程に
間に合うよう、早めに届出書をご提出ください。

【全体編Ｐ6・20関係】



5

３．事前接続確認テスト

ほふりにおける業務確認テスト及びRTに先立ち、テスト環境へのシステム接続を確認すること
等を目的に、事前接続確認テストを実施します。

(1) 概要（全体編P20を転載（一部抜粋））

【全体編P20関係】

2018年11月26日（月）～ 11月30日（金）
※上記期間の任意の日で実施可能

実施期間

テスト参加者

システム環境

機構加入者（株式等振替制度・外国株券等保管振替決済制度）、一般振替ＤＶＰ参加者、
決済照合システム利用者（運用会社を含む）

※休日テストで統合Web接続方式を利用する場合は必須、それ以外は任意

ほふりテスト環境

10:00～17:00時間帯

実施
できる
事項
(※)

疎通確認

統合WebID
の作成

ファンド情報登録
SSI情報登録

JEXGW接続方式及びファイル伝送接続方式については、ping等による接続確認を行う。統合Web
接続方式については、テスト環境の画面表示により接続確認を行う。

各サイクルを通じて、ほふりが事前に設定する統合Web管理者IDを使用しユーザを作成することができ
る（各サイクルのテスト期間中も作成は可能であるが、次サイクルへは引き継がない。）。

RTで利用するファンド情報、SSI情報を作成することができる。（各サイクルにおいても作成可能である
が、次サイクルへ引き継がない。）
※テスト環境のファンド情報及びSSI情報は、2018年9月21日時点の本番環境の情報となる。
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３．事前接続確認テスト

インタフェース 手 順

統合Web
接続方式

【テスト手順】
① テスト環境に接続し、画面左上に青字で「保守機」と表示されるエントランス画面おいて、“ログイン”ボタンを押下す

る。
② ログイン画面（会社コード、ユーザID、パスワード入力画面）が表示されることを確認する。確認後、画面を閉じる。

－ 具体的な手順については、下記のドキュメントをご参照ください。

・ 統合Web端末操作マニュアル（業務共通編）「2.1. 統合Webシステムへログインする」

【テスト時の注意点】
ａ．テスト環境の接続先情報は、 『【TW-01R】【情報通知票】統合Web接続方式 接続情報』 又は

『【TW-01Ri】【情報通知票】統合Web接続方式 接続情報（ISDN回線用）』に記載しております。
ただし、統合Web端末に対し、統合Web端末操作マニュアル（業務共通編）「4.2.統合WebシステムのIP
アドレスの指定を回避する」の設定を行っている場合には、設定した文字列をURLに入力し、接続してください。

ｂ．ログイン画面でログインを行うことは可能ですが、テスト環境に影響を及ぼす恐れがあることから、請求データの
送信は行わないでください。

※ 休日テスト（業務確認テスト及びRT）は、上記のログイン画面でログインを行い、テストを実施してください。

ファイル伝送
接続方式

【テスト手順】
① テスト環境に接続する回線で、ファイル伝送システム（テスト環境）へのPingによる疎通確認を行う。
② テスト環境に接続する回線で、参加者システムとほふりテスト環境間で配信ファイルの受信が正常に行えることを確

認する。

－ 具体的な手順については、下記のドキュメントをご参照ください。
・ ファイル伝送接続方式接続仕様書（基盤編） 「3. 通信手順上の取決め事項等」

【テスト時の注意点】
・ 参加者がほふりシステムに集信ファイルを送信した場合、テスト環境に影響を及ぼす恐れがあることから、集信ファイル

の送信は行わないでください。

(2) 疎通確認

【全体編P20関係】



7

３．事前接続確認テスト

インタフェース 手 順

JEXGW
接続方式

【テスト手順】
① テスト環境に接続する回線で、JEXGWシステム（テスト環境）へのPingによる疎通確認を行う。
② テスト環境に接続する回線で、参加者システムとほふりテスト環境間でのオンライン接続、制御メッセージ送受信

及びオンライン切断が正常に行えることを確認する。

－ 具体的な手順については、下記のドキュメントをご参照ください。
・ JEXGW接続方式 接続仕様書（基盤編） 「3. JEXGW接続方式」

【テスト時の注意点】
ａ．サマリー通知メッセージは以下の時間を目安に送信します。サマリー通知メッセージを受信後にMQチャネル切断を

行ってください。テスト終了時刻前にMQチャネル切断を行う場合には、業務終了要求メッセージを送信いただき、
JEXGWシステムよりサマリー通知メッセージを受信後にMQチャネル切断を行ってください。
詳細は 「JEXGW接続方式 接続仕様書（基盤編）」 の 「3.6.1 メッセージ基本フロー」をご参照ください。

＜サマリー通知メッセージ送信時刻＞
約定照合業務 ･･･17:20 決済照合業務（国内取引） ･･･17:30
株式等振替業務･･･17:20 決済照合業務（非居住者取引）･･･17:30

ｂ．ほふり統合ネットワーク／arrownet利用の場合、接続先の環境・実施内容に関わらず 「rlogin」 「telnet
（仮想端末）」 等のコマンドは、ほふりシステムのセキュリティを阻害する恐れがあることから使用禁止です。
詳細は「JEXGW接続方式 接続仕様書（基盤編）」 の 「4.4 制限事項」 をご参照ください。

ｃ．制御メッセージの送受信は、参加者が利用されている業務について実施してください。

【全体編P20関係】
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３．事前接続確認テスト

項目 内容

統合WebIDの作成手順

管理者IDを用いて、利用者のユーザIDの登録、業務に関わる権限の設定等を行います。手順について
は、下記のドキュメントをご参照ください。

・統合Web端末操作マニュアル（業務共通編）「3. 統合Web利用管理者の方へ」

・株式等振替システム 統合Web端末操作マニュアル（機構加入者編）「別紙Ⅱ 利用者権限設定手順（機構加入者）」

・株式等振替システム 統合Web端末操作マニュアル（代行会社編）「別紙Ⅰ 利用者権限設定手順（機構加入者）」

・決済照合システム 統合Web端末操作マニュアル（国内取引編）「10. 権限設定」

・決済照合システム 統合Web端末操作マニュアル（非居住者取引編）「8. 権限設定」

※決済照合に係る業務については、管理者IDで業務データの送受信を行うことも可能。

管理者ID

ほふりにて下記の管理者IDを作成いたします。
なお、当該管理者IDは、統合Web管理者及び業務管理者の権限を有します。

①統合Web管理者、業務管理者（口座振替業務/機構加入者、決済照合システム利用者）
管理者ID：TWT2RT
パスワード：‘jasdec’ ＋ テスト参加者の会社コード（4桁）

②統合Web管理者、業務管理者（口座振替業務/代行会社）
管理者ID：TWT2DK
パスワード：‘jasdec’ ＋ 代行会社の会社コード（4桁）

ユーザIDの作成ルール

ユーザID及び利用終了日は以下のとおりとしてください。

ユーザID：TWT2XXXXX（XXXXXについては、２文字以上12文字以内で自由に設定可能）
利用終了日：2019/6/30

(3) 統合WebのユーザIDの作成

業務確認テスト及びRTにおいて、ほふりの統合Webを用いたデータの送受信を実施する場合
は、事前接続確認テスト期間内に、テスト用のユーザIDの作成をお願いします。

ー 事前接続確認テスト期間内に作成したユーザーIDは、業務確認テスト及びRTの各サイクルへ引き継
がれます。なお、各サイクル内でも作成は可能ですが、次サイクルには引き継がれません。

【全体編P20関係】
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３．事前接続確認テスト

項目 内容

ファンド情報及びSSI情
報の登録手順

ファンド情報及びSSI情報の登録手順については、下記のドキュメントをご参照ください。

・決済照合システム 接続仕様書（業務編（国内取引））
「3.11 ファンドSSIの取扱」
「4.3 統一ファンドコード」

・決済照合システム 統合Web端末操作マニュアル（国内取引編）
「6. ファンド情報メンテナンス」
「7. SSI情報メンテナンス」

(4) ファンド情報登録、SSI情報登録

カスタマーサイドにおける業務確認テスト及びRTの実施にあたり、現行業務では行っていなかっ
た国内取引をテストする場合等、既に登録されているファンド情報及びSSI情報（2018年9月
21日時点の本番環境の情報）とは別に新たに登録が必要な場合は、事前接続確認テスト期
間内に作成をお願いします。

ー 事前接続確認テスト期間内に作成したファンド情報、SSI情報は、業務確認テスト及びRTの各サ
イクルへ引き継がれます。なお、各サイクル内でも作成は可能ですが、次サイクルには引き継がれませ
ん。

【全体編P20関係】
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４．業務確認テスト及びRT

(1) 概要（全体編P5・6・8を転載（一部抜粋））

【全体編P5関係】

テストの
目的

 4サイクルに分けて実施する。
 1サイクル目は業務確認テスト、2サイクル目～４サイクル目はRTとする。
 テスト実施日はすべて休日とする。

 T+2化制度施行後の株式等の決済事務を継続的に滞りなく実施できること
 T+2化初回受渡日に発生するT+3/T+2取引の2営業日分の決済事務を滞りなく実施できること

【JSCC現物清算参加者のみ】
 新しい現物清算システムを用いて株式等の決済事務を滞りなく実施できること

RT1の事前確認の位置付けとする。
― 主にSSにおいて、参加必須であるRT1の前にテストを行うニーズがあ

ることを想定したもの（参加は任意）。

ｻｲｸﾙ1
‐業務確認
ﾃｽﾄ-

2018年
12月

SS：参加任意

CS：参加任意

実施期間 / 
各サイクルのテ
ストの位置付け

ｻｲｸﾙ2
‐RT1-

2019年
1～2月

RT1の確認結果を踏まえ、システム対応の適切性及び事務処理の習熟
を再確認いただく。

ｻｲｸﾙ3
‐RT2-

2019年
3～4月

ｻｲｸﾙ4
‐RT3-

2019年
5～6月

上記「テストの目的」に沿い、システム対応の適切性及び事務処理の習
熟を総合的に確認いただく。なお、SSについては、JSCCの新しい現物清
算システムへの疎通・ログイン確認、画面の操作性確認も実施いただく。

SS：参加必須

CS：参加任意

SS：参加任意

CS：参加任意

SS：参加任意

CS：参加任意

テスト
サイクル

予備のテスト日程
― 積み残し事項の確認や、事務処理の一層の習熟目的での利用を

想定したもの。
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４．業務確認テスト及びRT

テスト実施環境

JSCC

ほふり

対象システム

システム環境

現物清算システム（SSO/ポータル、FTPサイト含む）

本番環境へ接続

対象システム

システム環境

決済照合システム、株式等口座振替サブシステム

※ 上記以外のシステムについては、テストの対象外とする（利用しないこと）。

テスト環境へ接続

• 業務確認テスト及びRTにおける各インフラ機関のテスト実施環境は以下のとおりです。

• 業務確認テスト及びRTにおける参加対象者は以下のとおりです。

テスト参加者

JSCC

ほふり

JSCC現物清算参加者

機構加入者（株式等振替制度・外国株券等保管振替決済制度）、一般振替DVP参加者、
決済照合システム利用者（運用会社を含む）

【全体編P6関係】
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４．業務確認テスト及びRT

休日テスト 実施予定日
システム稼働時間帯

JSCC ほふり

業務確認テスト
（サイクル1）

Day0 稼働前営業日想定 2018年12月8日（土） －

9：00～17：00

Day1 稼働日想定 2018年12月9日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2018年12月16日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2018年12月23日（日）

RT1
（サイクル2）

Day0 稼働前営業日想定 2019年1月12日（土） －

Day1 稼働日想定 2019年1月13日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年1月27日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2019年2月10日（日）

Day4 稼働4日目想定 2019年2月24日（日）

RT2
（サイクル3）

Day0 稼働前営業日想定 2019年3月2日（土） －

Day1 稼働日想定 2019年3月3日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年3月17日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2019年4月7日（日）

RT3
（サイクル4）

Day0 稼働前営業日想定 2019年5月25日（土） －

Day1 稼働日想定 2019年5月26日（日） 9：00～17：00

Day2 稼働2日目想定 2019年6月2日（日）

Day3 稼働3日目想定(T+2化初回受渡日) 2019年6月16日（日）

• 業務確認テスト及びRTにおけるテスト日程は以下のとおりです。

【全体編P8関係】
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４．業務確認テスト及びRT

(2) 確認観点

カスタマーサイドにおける業務確認テスト及びRTでは、例えば次の観点でテストを行うことが考
えられます。テスト参加者は、それぞれの状況にあわせて、必要な確認を行ってください。

○ T+2売買取引に係る決済処理を滞りなく処理できること
○ T+3/T+2売買取引の2日分の決済を滞りなく処理できること
○ T+1貸株取引に係る決済処理を滞りなく処理できること
○ T+0貸株取引に係る決済処理を滞りなく処理できること

(3) 事前調整
カスタマーサイドにおける業務確認テスト及びRTでは、各テスト参加者において、関係先と調整

し、相手先・テスト内容をお決めのうえ、テスト用データの作成・投入を行ってください（ほふりによ
るペアリングやテストシナリオの設定等は行いません。）。

－ 休日テスト参加申込みの終了（2018年11月22日予定）後、Targetほふりサイトにおいて、「
株式等の決済期間短縮化（T+2）に係る業務確認テスト及びRT参加者一覧」を掲載します。

－ 休日テスト実施に向けた関係者における準備期間を考慮し、関係先との調整は早めに行ってくだ
さい。

【全体編P12関係】
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項目 内容

マスタ情報※

テスト環境を用いた業務確認テスト及びRTのマスタ情報については以下のとおりです。
ただし、Day1に新規上場や新規参加がある場合等においても、それらに係る約定データを取り込
み可能とするよう、必要なマスタ補正を行います。

振替口座簿残高の積み増し

株式等振替制度の全ての機構加入者について、開設している全区分口座（質権口及び質権信
託口を除く。）及び全銘柄を対象に、振替口座簿の残高を下記のとおり設定します（各サイクル
でリセットします。）。

４．業務確認テスト及びRT

(4) 設定環境

カスタマーサイドにおける業務確認テスト及びRTは、以下の設定で実施します。

商品 設定残高(1区分口座、1銘柄あたり)

株式、外国株式 100,000,000株

新株予約権付社債 100,000,000円

新株予約権 100,000,000個

優先出資、ETF、JDR、投資口 100,000,000口

【全体編P12～17関係】

休日テスト マスタ基準日

業務確認テスト（サイクル1） 2018年11月20日（火）

RT1（サイクル2） 2018年12月26日（水）

RT2（サイクル3） 2019年2月13日（水）

RT3（サイクル4） 2019年5月1日（水）
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４．業務確認テスト及びRT

項目 内容

一般振替
DVP

参加者基金 一般振替DVP制度の全てのDVP参加者について、一律、参加者基金任意預託額を200億円に
設定します。

差引支払限度額 一般振替DVP制度の全てのDVP参加者について、1社あたり一律、差引支払限度額を300億
円に設定します。また、最大関係法人等限度額は600億円とします。

使用時価（設定
時価）※

確保資産の担保指定証券の価値の算出に使用する時価（評価基準額）や貸株取引における
決済金額の自動計算で使用する時価については、ほふりにおいて、休日テスト用の時価を設定しま
す（「別紙」をご参照ください。）。

掛け目 確保資産の担保指定証券の価値の算出に使用する掛目については、本番環境と同様に、CBは
80％、それ以外の銘柄は70%の設定とします。

SSI情報、ファンド情報 SSI情報及びファンド情報については、2018年9月21日時点の本番環境の情報となります。
なお、事前接続確認テスト期間中に新たに登録したSSI情報及びファンド情報は引き継がれます。

【全体編P12関係】

※ テスト環境の制約から、休日テストでは使用しない銘柄のデータも含まれていますのでご留意ください。
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４．業務確認テスト及びRT

項目 内容

テスト用データの件数
制限

1社あたりの1日の最大送信可能件数については、下記のとおりです。
（下記を超える件数の送信を要望する場合については、個別にご相談ください。）

※ 決済照合システムへ送信する運用指図データ、売買報告データ、決済指図データ等については、上記件
数分の取引に係るデータが送信可能です。

(5) 制約事項

カスタマーサイドにおける業務確認テスト及びRTの制約事項は、以下のとおりです。

請求名 1日の最大送信可能件数（1社あたり）

振替請求（前日・当日） 500件

残高調整請求（前日・当日） 500件

証券担保指定・同解除請求（前日・当日） 10件

区分管理証券指定・同解除請求（前日・当日） 10件

信託財産表示・同抹消請求（前日・当日） 10件

残高保留指定・同解除請求（前日・当日） 10件

一時停止・同解除申告 500件

プール残高解放請求 10件

一般振替請求－連動（先日付・当日）※ 50件

ＤＶＰ振替請求（先日付・当日）※ 500件

貸株ＤＶＰ振替請求（先日付・当日）※ 100件

担保指定証券預託（先日付・当日） 10件

金額調整データ（先日付・当日） 20件

【全体編P12関係】
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４．業務確認テスト及びRT

項目 内容

テストの対象範囲

前頁記載の一般振替及び貸株取引に係る請求以外については、送信不可とさせていただきます。

＜送信不可の請求（主なもの）＞
・ 新規記録、抹消、権利行使、担保・質権に関する請求
・ 一般振替DVPに係る資金関係の請求
・ 株主通知、加入者情報、元利金に関する請求
・ 一般債振替制度、短期社債振替制度及び投資信託振替制度に関する請求

各サイクル間における
データの引き継ぎ

業務確認テスト及びRTにおける各サイクル間において、データの引き継ぎは行いません。
サイクル内で作成した統合WebのユーザIDやSSI情報等も引き継ぎませんのでご注意ください。
（事前接続確認テストでご作成いただいたデータについては、各サイクルへ引き継ぎます。）

【全体編P12関係】
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４．業務確認テスト及びRT

(5) 処理時限 ※全体的なタイムスケジュールについては、全体編の「別紙」をご参照ください。

ほふりにおける業務確認テスト及びRTは、テスト環境を使用することから、証券決済時限など
が通常（本番環境）とは異なります。各処理に係る時限は以下のとおりです。

【全体編P8・19関係】

No. 項目 業確/RT環境 【参考】通常環境
1ファイル伝送（口座振替業務）開始 9:00 3:00
2口座振替業務開始（7時開始分） 9:00 7:00
3決済照合業務開始 9:00 7:00

4問合せ受付開始 9:00 7:00

5一時停止解除(08:30) 9:20 8:30

6口座振替業務開始（9時開始分） 9:30 9:00

7ネット・デビット処理(09:15) 起動無し 9:15

8ネット・デビット処理(09:30) 起動無し 9:30

9一時停止解除(09:40) 9:40 9:40

10ネット・デビット処理(09:45) 9:45 9:45

11一時停止解除(10:00) 10:00 10:00

12ネット・デビット処理(10:05) 起動無し 10:05

13未了明細作成処理(10:10) 10:40 10:10

14ネット・デビット処理(10:15) 10:15 10:15

15ネット・デビット処理(10:30) 10:30 10:30

16未了明細作成処理(10:35) 11:20 10:35

17ネット・デビット処理(10:45) 10:45 10:45

18ネット・デビット処理(10:55) 起動無し 10:55

19一時停止解除(11:00) 11:00 11:00

20ネット・デビット処理(11:05) 起動無し 11:05

21未了明細作成処理(11:10) 11:50 11:10

22ネット・デビット処理(11:15) 11:15 11:15

23ネット・デビット処理(11:30) 11:30 11:30

24未了明細作成処理(11:35) 12:15 11:35

25ネット・デビット処理(11:40) 11:40 11:40

26一時停止解除(11:45) 11:45 11:45

27ネット・デビット処理(11:50) 起動無し 11:50

28一時停止解除(12:00) 12:00 12:00
29未了明細作成処理(12:05) 12:35 12:05
30ネット・デビット処理(12:10) 12:10 12:10

No. 項目 業確/RT環境 【参考】通常環境
31一時停止解除(12:15) 12:15 12:15

32ネット・デビット処理(12:20) 12:20 12:20
33カットオフタイム開始 12:20 12:20

34カットオフタイム終了(非居取引処理再開) 12:25 12:25
35ネット・デビット処理(12:30) 起動無し 12:30

36未了明細作成処理(12:35) 12:55 12:35
37一時停止解除(12:40) 12:40 12:40

38ネット・デビット処理(12:45) 12:45 12:45
39ネット・デビット処理(12:55) 起動無し 12:55

40「現金差入担保入金終了通知」入力 13:00 13:00
41一時停止解除(13:00) 13:00 13:00

42証券決済時限＜市場取引＞ 13:00 13:00
43ネット・デビット処理(13:00)証券時限 13:00 13:00
44証券決済時限 （未了明細作成処理） 13:00 13:00
45連動時限(DVP振替(貸株)) 14:20 13:20
46貸株DVP振替終了時限 14:30 13:30
47担保指定証券預託終了時限 14:30 13:30
48金額調整データ終了時限 14:45 13:45
49一時停止解除(14:00) 14:00 14:00
50連動時限(DVP振替) 14:50 13:50
51一般振替DVP終了時限 15:00 14:00

52
「追加支払入金終了通知」入力
（ネット・デビット処理）

15:10 14:10

53資金決済時限＜市場取引＞ 15:15 14:15
54ネット・デビット処理(14:15)資金時限 起動無し 14:15
55連動時限(一般振替) 15:40 15:20
56当日請求関係時限 15:50 15:30

57先日付請求受付終了 17:00 20:00～22:00
58問合せ受付終了 17:00 20:00
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５．本番稼働リハーサル 【全体編P7関係】

実施日 / 
テスト参加要否

テスト実施環境

JSCC

ほふり

対象システム

システム接続環境

現物清算システム（SSO/ポータル、FTPサイト含む）

本番環境へ接続

対象システム

システム接続環境

決済照合システム、株式等口座振替サブシステム

※ 上記以外のシステムについては、テストの対象外とする（利用しないこと）。

本番環境へ接続

2019年
7月14日（日）

SS：参加任意

CS：参加任意

テスト参加者

JSCC

ほふり

JSCC現物清算参加者

機構加入者（株式等振替制度・外国株券等保管振替決済制度）、一般振替DVP参加者、
決済照合システム利用者（運用会社を含む）

(1) 概要（全体編P7を転載（一部抜粋））

目的
 T+2化の稼働初日である2019年7月16日（火）と同等のシステム接続環境の下で正常にシステムが起動し、事務処

理を滞りなく行うことができること。
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５．本番稼働リハーサル 【全体編P7・8関係】

(3) 実施環境

マスタ情報や振替口座簿残高等、本番稼働リハーサルは、2019年7月12日（金）本番
業務終了時点の環境を引き継いだ、 T+2化の稼働初日である2019年7月16日（火）の
本番環境で実施します。

(2) 確認観点

T+2化の稼働初日である2019年7月16日（火）と同等のシステム接続環境の下で正常
にシステムが起動し、事務処理を滞りなくできることを確認することができます。

(4) 制約事項

本番環境で行うため、テスト用データの件数制限等、制約事項は特にありません。

(5) テスト日程（全体編P8を転載（一部抜粋））

休日テスト 実施予定日
システム稼働時間帯

JSCC ほふり

本番稼働リハーサル Day1 稼働日想定 2019年7月14日（日） (仮)8：00～18：00 (仮)9：00～14：00
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５．本番稼働リハーサル

(6)処理時限（仮）

ほふりにおける本番稼働リハーサルは、本番環境で実施しますが、証券決済時限などが通常
（本番環境）とは異なります。各処理に係る時限は以下のとおりです。
No. 項目 本番リハ環境 【参考】通常環境

1ファイル伝送（口座振替業務）開始 9:00 3:00

2口座振替業務開始（7時開始分） 9:00 7:00

3決済照合業務開始 9:00 7:00

4問合せ受付開始 9:00 7:00

5一時停止解除(08:30) 9:20 8:30

6口座振替業務開始（9時開始分） 9:30 9:00

7ネット・デビット処理(09:15) 起動無し 9:15

8ネット・デビット処理(09:30) 起動無し 9:30

9一時停止解除(09:40) 9:40 9:40

10ネット・デビット処理(09:45) 9:45 9:45

11一時停止解除(10:00) 10:00 10:00

12ネット・デビット処理(10:05) 起動無し 10:05

13未了明細作成処理(10:10) 10:10 10:10

14ネット・デビット処理(10:15) 10:15 10:15

15ネット・デビット処理(10:30) 起動無し 10:30

16未了明細作成処理(10:35) 起動無し 10:35

17ネット・デビット処理(10:45) 起動無し 10:45

18ネット・デビット処理(10:55) 起動無し 10:55

19一時停止解除(11:00) 10:05 11:00

20ネット・デビット処理(11:05) 起動無し 11:05

21未了明細作成処理(11:10) 起動無し 11:10

22ネット・デビット処理(11:15) 起動無し 11:15

23ネット・デビット処理(11:30) 起動無し 11:30

24未了明細作成処理(11:35) 起動無し 11:35

25ネット・デビット処理(11:40) 起動無し 11:40

26一時停止解除(11:45) 10:07 11:45

27ネット・デビット処理(11:50) 起動無し 11:50

28一時停止解除(12:00) 10:13 12:00

29未了明細作成処理(12:05) 起動無し 12:05

30ネット・デビット処理(12:10) 起動無し 12:10

No. 項目 本番リハ環境 【参考】通常環境

31一時停止解除(12:15) 10:20 12:15

32ネット・デビット処理(12:20) 起動無し 12:20

33カットオフタイム開始 12:00 12:20

34カットオフタイム終了(非居取引処理再開) 12:05 12:25

35ネット・デビット処理(12:30) 起動無し 12:30

36未了明細作成処理(12:35) 起動無し 12:35

37一時停止解除(12:40) 10:25 12:40

38ネット・デビット処理(12:45) 起動無し 12:45

39ネット・デビット処理(12:55) 起動無し 12:55

40「現金差入担保入金終了通知」入力 起動無し 13:00

41一時停止解除(13:00) 12:40 13:00

42証券決済時限＜市場取引＞ 10:30 13:00

43ネット・デビット処理(13:00)証券時限 起動無し 13:00

44証券決済時限 （未了明細作成処理） 10:30 13:00

45連動時限(DVP振替(貸株)) 12:00 13:20

46貸株DVP振替終了時限 12:20 13:30

47担保指定証券預託終了時限 12:20 13:30

48金額調整データ終了時限 12:30 13:45

49一時停止解除(14:00) 13:00 14:00

50連動時限(DVP振替) 12:50 13:50

51一般振替DVP終了時限 13:00 14:00

52
「追加支払入金終了通知」入力
（ネット・デビット処理）

13:10 14:10

53資金決済時限＜市場取引＞ 13:15 14:15

54ネット・デビット処理(14:15)資金時限 起動無し 14:15

55連動時限(一般振替) 13:25 15:20

56当日請求関係時限 13:30 15:30

57先日付請求受付終了 14:00 20：00～22：00

58問合せ受付終了 14:00 20:00

【全体編P8関係】
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６．参加申込み・テスト結果報告（全体編P21を転載） 【全体編P21関係】

• テスト参加申込み・テスト結果報告については、制度参加いただいている各インフラに対し、テスト参加形態等
に応じて、下記のとおり各種書類をご提出いただくこととなります。

参加者 提出書類 提出先 提出方法 期日

SS

ほふり 事前接続確認テスト 参加申込書 ほふり
Target-ほふ
りサイト

2018年11月14日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））参加申込書

JSCC
Target-JSCC
サイト

2018年11月22日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_ストリートサイド
（SS））結果報告書

各サイクルの最終テスト日の
終了から3営業日以内

CS

ほふり 事前接続確認テスト 参加申込書

ほふり
Target-ほふ
りサイト

2018年11月14日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_カスタマーサイド
（CS））参加申込書

2018年11月22日（予定）

休日テスト（業務確認／RT_カスタマーサイド
（CS））結果報告書

各サイクルの最終テスト日の
終了から3営業日以内

※参加申込書および結果報告書の様式は、Target-JSCCサイト及びTarget-ほふりサイトに掲載します。
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(1) RT1（サイクル2）、RT2（サイクル3）の場合

RT1（サイクル2）及びRT2（サイクル3）については、より取引実態に近いかたちでテスト
を実施すべく、以下のとおり、各銘柄の時価について、サイクル内で更新を行います。

また、株式分割等、コーポレートアクション（CA）を伴う場合の関係者間の実務等を確認
していただくことを想定し、以下のとおり、当該CAを想定した銘柄（CA想定銘柄）を設定し
ます。

一般振替DVPにおいて、確保資産の担保指定証券の価値の算出に使用する時価（評価
基準額）及び貸株取引に係る決済金額の自動計算で使用する時価については、各サイクル
のDay0～Day4の各日において、以下のとおりとします。

－ 上記で使用する時価は、各日9:00（休日テストにおける業務開始時点）より、統合Web端
末によるCSVファイル形式において、「終値情報」としてダウンロードすることが可能です。

－ 上記「終値情報」には、前述（P15）のとおり、テスト環境の制約から、休日テストでは使用しな
い銘柄のデータも含まれています。休日テストで使用する銘柄のみを収録したCSVファイルは、各
Day0の前営業日までにTarget-ほふりサイトに掲載しますので、それらをご活用ください。

－ 前々日終値、前日終値のどちらを使用するかについては、ケースにより異なりますので、詳細は、
ほふりクリアリングの「一般振替DVP業務マニュアル」にてご確認ください。

【別紙】一般振替DVPにおいて使用する時価について
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Day0 Day1 Day2 Day3 Day4

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

2018/12/18
終値

2018/12/19
終値

2018/12/19
終値

2018/12/20
終値

2018/12/20
終値

2018/12/21
終値

2018/12/21
終値

2018/12/25
終値

2018/12/25
終値

2018/12/26
終値

① 各銘柄（CA想定銘柄以外）

＜RT1（サイクル2）＞

Day0 Day1 Day2 Day3

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

2019/2/5
終値

2019/2/6
終値

2019/2/6
終値

2019/2/7
終値

2019/2/7
終値

2019/2/8
終値

2019/2/8
終値

2019/2/12
終値

＜RT2（サイクル3）＞

【別紙】一般振替DVPにおいて使用する時価について

銘柄コード

Day0 Day1 Day2 Day3 Day4 CAの内容

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

C A の
種 類 と 割 合

効 力
発 生 日

99900 1000 1010 1010 1020 1020 1030 1030 51 51 52 株式分割（1：20） Day4

99910 100 105 105 110 110 115 115 2300 2300 2200 株式併合（20：1） Day4

99920 500 510 510 520 520 530 530 1590 1590 1550 株式併合（3：1） Day4

99930 2000 2010 2010 2020 2020 2030 2030 1690 1690 1700 株式無償割当て（1：0.2） Day4

99940 200 210 210 210 210 210 - - - - 新設合併（1：10）（消滅） Day3

99950 - - - - - - 1 20 20 24 新設合併（1：10）（新設） Day3

99960 800 820 820 820 820 820 - - - - 吸収合併（1：20）（消滅） Day3

99970 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44 吸収合併（1：20）（存続） Day3

② CA想定銘柄

＜RT1（サイクル2）＞
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－ 上記CA想定銘柄におけるCAの内容や時価については、関係者間の実務等を確認していただくべく、今回
の休日テスト用に設定するものであり、実在する情報ではございません。上記CA想定銘柄は、銘柄コードが
大きい方から順に８銘柄を機械的に抽出しております。

－ CAに係る各種処理（新株式数申告、総株主報告等）を行う必要はありません（ほふりでは、上記CA想
定銘柄のCAに伴う振替口座簿残高の増減は行わず、使用する時価の調整のみ行います。）。

－ 新設合併、吸収合併等により新規上場、上場廃止となる銘柄に設定する時価については、ほふりクリアリン
グ「一般振替DVP業務マニュアル」の「8.貸株DVPにおける新規上場・上場廃止株式に関する価格自動
設定機能等の具体例」をご参照ください。

－ 上記「-」は、銘柄が存在していない状態（効力発生日以降の消滅銘柄、効力発生日前日までの新設銘
柄）を示しています。ただし、テスト環境では１サイクル内での銘柄の増減を行わないため、当該ケースにお
いて、貸株取引に係る決済金額の算出等で使用する時価については、便宜的に「1」とします（統合Web
からCSV形式により取得可能な「終値情報」についても「1」を設定します。）。

＜RT2（サイクル3）＞

銘柄コード

Day0 Day1 Day2 Day3 CAの内容

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

C A の
種 類 と 割 合

効 力
発 生 日

99900 1010 1020 1020 1030 1030 51 51 52 株式分割（1：20） Day3

99910 105 110 110 115 115 2300 2300 2200 株式併合（20：1） Day3

99920 510 520 520 530 530 1590 1590 1550 株式併合（3：1） Day3

99930 2010 2020 2020 2030 2030 1690 1690 1700 株式無償割当て（1：0.2） Day3

99940 210 210 210 210 - - - - 新設合併（1：10）（消滅） Day2

99950 - - - - 1 20 20 24 新設合併（1：10）（新設） Day2

99960 820 820 820 820 - - - - 吸収合併（1：20）（消滅） Day2

99970 41 42 42 43 43 44 44 44 吸収合併（1：20）（存続） Day2

【別紙】一般振替DVPにおいて使用する時価について
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(2) 業務確認テスト（サイクル1）、RT3（サイクル4）の場合

業務確認テスト（サイクル1）、RT3（サイクル4）については、以下のとおり、Day0～Day3
の各日において時価の更新は行わず、同じ値を設定します。また、CA想定銘柄の設定は行い
ません。

Day0 Day1 Day2 Day3

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

2018/11/13
終値

2018/11/14
終値

2018/11/13
終値

2018/11/14
終値

2018/11/13
終値

2018/11/14
終値

2018/11/13
終値

2018/11/14
終値

Day0 Day1 Day2 Day3

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

前 々 日
終 値

前 日
終 値

2019/4/23
終値

2019/4/24
終値

2019/4/23
終値

2019/4/24
終値

2019/4/23
終値

2019/4/24
終値

2019/4/23
終値

2019/4/24
終値

＜業務確認テスト（サイクル1）＞

＜RT3（サイクル4）＞

【別紙】一般振替DVPにおいて使用する時価について


