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1．はじめに

米国CBPの海上輸入貨物セキュリティの新しい規則

ISF（通称「10+2」）が完全施行された。本稿は米国に

おける施行後の状況（2011年3月10日）及び「ISF」と

連動する「AMS 24時間ルール」への影響等について説

明する。筆者は2009年3月（東京）と4月（大阪）に

JIFFA主催の「10+2セミナー」において説明機会があり、

その後JIFFA News第160号（2009年5月）に『START

NOW, THE SOONER THE BETTER』で輸入者がFilingに

積極的に取組む必要性を述べた。第162号（同年9月）

では『ISF（10+2）Progress Report─現地米国からの情

報に知る現況、NVO事業への影響─船社経由でAMS

Filingをする事業者の課題』を述べ、ISF（10+2）はパ

ソコンやインターネット等の事業環境をNVO事業者が

どう活用するかの良い検討機会を提供するとした。

2010年1月26日、当事者の米国輸入者を中心に新しい

規則は本番となった。施行前には多くの問題指摘があっ

たがCBPによる業界への働き掛け、啓蒙活動等もあって

大きな混乱もなく運用されている。出荷側当事者であり、

ISFの情報提供者でもある国内関係者（メーカー、荷主

等）ではISF（10+2）発表直後からそれが従来の貿易慣

行に大きな影響を与えることに重大な関心を寄せたが

CBPに近い関係筋では運用状況は当初予想よりも順調と

のことである。

ではそれらの荷主を顧客とするNVO事業者ではどう

であろうか。一般的にNVO関係者の多くは「10+2」の

理解及び取り組み方について「本気」と「そうでない」

に二分されていると感じる。例えば船社に書類丸投げで

AMS対応をするいわゆるNon-AMS NVOでは「10+2」が

依然「対岸の火事」程度の認識の可能性が高く、ISFへ

の対応とAMSが密に連動する意識も低い。しかしなが

ら、Non-AMS NVOはいま自らのビジネスがなくなる危

険があることも知る必要がある。それは米国輸入者の意

向として国内輸出関係者を通じて突然に通告されるかも

知れないからである。そうした懸念もあって、最近では

顧客を守るため船社経由に替えてAMS Filerの準備を始

めたNVO関係者の動きも目立つという。

さらに7月には罰金の課徴が始まる。これと合わせて

荷主筋（製造者、輸出者、輸入者、カスブロなど）から

はNVOにFiling Statusの見える化の要望が出ている。こ

れは荷主として物流（AMS）が原因で商流（ISF）に生

じる不要な混乱やトラブルは避けたいことや、CBPで日

常的に何が起きているかを知る必要があるためである。

本稿ではNVO事業者が「電子データ活用」に基づき貨

物セキュリティへ対策への理解を持つこと、それに必要

な情報システムやデータ活用を述べる。AMS（24時間

ルール）は9／11を発端に2002年12月に施行され、その

後世界の貨物セキュリティ対策の原型となった。以下、

ISF「10+2」施行後の進捗報告と合わせ、物流関係者

（NVOCC、フォワーダー）が新たな時代に向けて取組む

べき課題についての私見を述べる。

ISF（１０+２）施行が示すNon-AMS NVOの問題点と
電子データの活用
荷主の選択はAMS NVO、「鍵」はISF／AMSの可視化と顧客サービス
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2．ISF（10+2）規則─施行状況
（CBP Report on March 10, 2010）

CBP（米国国土安全保障省税関・国境警備局）の新し

い規則、ISF（10+2）は予定通り開始、具体的には「段

階的導入」が採用され、第一四半期（1月～4月）を終

えた。CBPでは1月26日から3月10日までの運用実績に

関して下記報告をしている。

（当該期間の処理実績について）

（1）データ件数　

処理総数　162万7,790件、内非受理数68,396件（5%）、

内受理数155万9,394件（95%）

（2）ファイル者数　2,163社

（3）輸入者数　99,000強　内C-TPAT事業者の比率は約

32%

（4）船社の実績─参加社数は130社

ISF-5 355,022件、Container Status Message 2000万

件、Stow Plan 3,604件

（5）輸入者に占めるC-TPAT対象者数─3,455社

（全体の32%）

ISF処理件数：Tier-3 137,000件、Tier-2 131,097件、

Tier-1 26,998件

（同期間にCBPが指摘した課題）

CBPではISF処理に関し主な課題（Top ISF Issues）と

して4項目の説明をしている。

（1）Bill of Lading Numbers

ISFとAMSを結びつける最重要項目とされるB／L#に

ついてCBPの注目点は、

●当初は船社からの情報提供のタイミング遅れが指摘

されたがほぼ解決

●Lowest B／L#が確実に識別されること

●Non-Auto NVO使用の場合は船社のB／L#が必要とな

ること

● ISFで対象とする3種類のB／Lの定義を改めて明確に

したこと

（2）Measurement of ISF “Timeliness”

●タイミング評価については「B／Lが最初にFileされ

た日付」を使う

●但し、実際には船積数日前にB／L Fileがあり、従来

のISF評価法では良い結果となる

●これらに基づき今後のCBPのISF評価には「本船出

港日minus 24時間」を使用する

（3）Enforcement & Liquidated Damages Concern

●送信1件当り罰金5千ドル（ISF当り最大1万ドル）

●Do-not-load holds

●CBPでは法令順守のために最少の強制力を用いる。

対象：Domestic Holds & Exams

（4）Bonds

● ISFではAppendix D bondsを受け付ける

●Bondについての多くの質問があり対応している

●Bondの種類によりISFから除外されるものがある。

（Full Enforcement 段階的導入─4つの期間設定）

C B Pでは 2 0 1 0年 1 0月 1日の全面施行日（ F u l l

Enforcement）までの期間を4つの期間に分けたが、節

目となるのは罰金課徴が始まる7月1日である。

─CBPの基本方針

●完全施行後も継続的に関係者への周知徹底の努力を

行う

●全面協力を受けるためには最少の強制力の行使とする

●施行に際しては慎重かつ良識的な方法を採用する

─上記に基づく具体的措置

●情宣活動を継続しつつ、順次より厳しい次の措置、

Manifest Holds, Increased Examinations, Liquidated

Damages, re-evaluation of C-TPAT status and Do Not

Load Holds、へと進む

●法令に対する不適確案件には事例毎（case-by-case

basis）に関連規定を適用する

●すべての罰則案件はまず各港の提示で始まりCBP本

部に送付、罰則の評価、裁定がされる

●罰則規定（Penalty）は本部による集中提言とするこ

とで関係者への公平性を維持する

─段階的導入について

（1）2010年1月26日─4月（Filing徹底期間）

輸入者に対するISF Filingの履行を最重点課題として、

具体的にはFiling不履行者への通告と不完全な履行者

には是正策を求める。但し、罰金やDNL（積込禁止）

の措置はしないが安全保障上の問題があれば必要対策

は何時でも取る。No Filingの貨物は検査対象となり、

警告の通知はFilerを通じて輸入者に連絡される。

（2）2010年5月～6月（違反貨物への具体化措置を開始）
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違反貨物に対し「保留Hold」措置の適用を始めると

共に検査強化等を行う。但し、罰金やDNL（積込禁止）

の措置はない。

（3）2010年7月～9月（罰金─適用開始）

罰金の適用を開始する。現在はFilingの80%が金曜日

にされるが、CBPではこうしたFiling集中に対する平

準化がどうなるかも注視する。

（4）2010年10月（完全施行）

完全施行に入り、高いリスクの特定貨物にはDNL（積

込禁止）の措置が採られる。

（罰金及び軽減措置─2010年7月から適用開始）

（1）違反1件に対しては罰金5000ドルの課徴。2010年10

月の完全施行に先立ち段階的導入期間には幾つかの裁量

措置が示されている

（2）C-TPATのTier-2／-3輸入者に対しては50%の軽減措

置がある。他方、悪意ある事例の場合や度重なる違反に

対する措置では厳罰が科せられる

（3）初犯、軽度の違反（不正確記載・更新や遅延等）

には罰金額緩和も考慮される。初犯の場合は$1,000-

$2,000に軽減される時もあるがその場合もCBPが実績に

照らして判断する。継続的な軽度違反の金額は$2,500以

上。違法行為にはいかなる事例でも厳罰が科される

（4）Bond無しでISF Filingをしない場合には罰金額算定

はない。但し、CBPは必要な情報入手や審査完了までは

当該貨物の引渡しをしない

3．AMS NVOに可能なこと─データの早
期提供、ISF状況の可視化、費用削減

ISF施行の影響は貿易関係者、特に米国輸入者周辺に

起こる問題への心配が多かった。実施後、既に数ヶ月が

経過したいまは全体的に順調な対応がされている。他方、

輸送に関わるNVO事業者にはISF（商流）とAMS（物流）

の連動に起因する問題が明らかとなった。即ち、AMS

Filingを紙媒体による船社経由とするNVO事業者（Non-

AMS NVO）はISF Filing上でAMSとの不備が顕在化した。

この問題はJIFFA News第162号で下記の注意点として述

べている。

（1）AMS NVOの場合

● Do Not LoadなどのISFの申告情報がAMS経由で受け

表-1 AMS未使用（Non-Auto Filer）とISF（10+2）
－B/L番号から生じる問題と対策

表-２　AMSの使用メリット
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られるので船社経由よりも情報入手が早く、顧客への

早急な対応がいつでも可能となる

●輸入者がISFで使用するHouse B／L番号はNVOの

B／L番号をそのまま使用するため、B／L番号の不一

致が起きない

（2）Non-Automated NVOの場合

● Do Not Loadの情報が船社経由となるために顧客へ

の対応が遅れる可能性がある

●輸入者がISFで使用するHouse B／L番号は船社の

House B／L番号を使用するためISF Filingの際には

B／L番号の不一致が起きる懸念がある

●顧客（輸入者、輸出者）ではISFでのトラブルを嫌

がり、顧客を失うことにもなる

4．電子データの活用─NVO事業の経営に
求められる時代認識

『2010年　国際貨物セキュリティ対策の基本図式』

これからのNVO事業経営にはISF（10+2）施行で情報

システム、特に電子データの活用、が重要なことが明ら

かになった。自らがAMS Filerとなれば「紙媒体」とは

比較にならない利点がある。中でもISF／AMSの処理状

況の見える化、顧客サービスはパソコンやインターネッ

トが当たり前の『いまの時代』だからこそ可能である。

日本の実務担当者のパソコンが米国CBPのデータセンタ

ーに繋がる時代を経営レベルは正しく理解、意識する必

要がある。即ち、貨物セキュリティが求める業務対応力

とはNVO事業者には大切な政策案件であり、自らの競

争力にも直結する。新しい時代へのこうした認識こそが

今後の市場競争で勝ち残るための鍵ではないかと思う。

電子データの活用によって安全対策に必要な情報入手

やタイムリーな提供は以前とは比較にならない方法が目

の前にある。 にあるAMS NVOがそれを示している。

旧態依然とした業務手順を崩せないままに紙の処理を続

ける結果、自分の貨物情報を自分で取れない事業者は時

代の変化には当然置いていかれる。極言すればISF／

AMSへの的確な対応ができないのは単に企業の怠慢で

ある。顧客にはそうした相手との取引は逆に自分のリス

クになりかねず、その矛先を新しい規則や当局に向ける

のはやや見当違いでもある。とは言え、まだ期を逃した

訳ではない。求められるコンプライアンスを根底に置き

つつ、これを機会に情報管理や安全対策を確かに行えば

顧客の囲い込みにも資することになる。それは輸出入事

業者、物流事業者だけが考える話ではなく当局からのサ

図A

図A

貨物セキュリティ＝通関手続＝電子データ
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ポートも必要であり、将来的には日本での安全対策の中

でAEO制度及び相互承認等を通じて企業努力に見合う

便益を提供することにも繋がっていくかも知れない。

5．『いまの時代』を生かす
─電子データの活用

前項では現在の情報技術がインターネットを土台に質

と量の両面で従来の業務体制を見直す機会を提供すると

した。決め手は「電子データの活用」である。 に

示す「データ活用コミュニティ」は驚異的進歩を遂げた

情報技術に支えられて『いまの時代』を作っている。こ

のコミュニティの中では情報システムによる工夫次第で

データが国、地域、官民、業界等々とは無関係に行き交

うことが可能であり、紙媒体ではまったく不可能だった

ことが可能になる。Non-AMS NVOが既に社内システム

にあるデータを紙媒体に戻して、それを再データ化する

「無意味さ」をこの機会に再認識する必要があろう。つ

まり、電子データの活用に積極的に取組むことが『いま

の時代』に応える企業の正しい選択であり、時代はそれ

を求めていると思う。

最後に9／11以降の米国内でのNVO及びフォワーダー

の置かれた状況について言及したい。現在の国際貿易及

び物流に携わることは多くの規制や信頼が求められる中

での仕事に就くことを意味する。米国在住の知人から聞

くところでは近年通関業者（特に通関士）はCPA（米国

公認会計士）並みの高い評価を受けていると言う。また、

会社の玄関等にはC-TPAT認定書を飾る企業が多いこと

やそれがISO並み、或いはそれ以上の企業努力としての

信頼の証として浸透しているとのことである。過度な規

制強化には当然反論も多くある。但し、少なくともそれ

がReasonableな規制強化ならば業界のQualityを高め、

Innovationへの引き金にもなると感じる。米国の大手フ

ォワーダー某社は今回のISFを「商機」と捕らえてグロ

ーバルに全力投球をするとしている。これには企業体力

等も関係するが各企業が身の丈に合う前向きな対応を取

ることが重要なことを示している。ISF／AMSなどの新

しい規制により結果的には市場でそぎ落とされる企業も

生まれるかも知れない。しかしながら、同時にそうした

状況を超えるNVOやフォワーダー事業者が信頼と共に

生き残るように感じる。その意味からは官も民もなく、

貨物の安全対策を含めて規制強化に対する考え方を前向

きに見直し、変える時期に来ているのかも知れない。

図B

図B


