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ACL業務の見直しについて
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ACL業務については、第3回海上合同WG（令和元年10月9日）において、以下のとおり見直しを進めることとして合意を
得ています。

第3回海上合同WG（輸出入通関ＷＧ、海上保税・貨物ＷＧ）提案内容

区 分 概 要

１．個別検討事項 「ACL情報登録(コンテナ船用)（ACL01）」業務等の改善

２．現行仕様 「ACL情報登録(コンテナ船用)（ACL01）」業務等によりD/R等の作成に必要な情報の登録を可能としている。

３．見直しの経緯
（利用者の要望等）

ヒアリング結果等から、現状下記の３点を主に問題点として抽出。
①品名欄の改行、「＿」（アンダーバー）等の入力
②品名が2つ以上入力された場合の電文分割の改善
③項目および入力チェックの追加

４．次期仕様 ※今回は現状の問題点の把握のみとし、次期仕様の提示については別途実施する。



検討事項
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項番 案件概要 変更内容

1 ACL業務のマーク欄、品名欄の改行 ACL01、ACL02業務のマーク欄、品名欄の改行を可能とする。

2 ACL業務の入力可能文字の改善 「_(アンダーバー)」、及び「~（チルダ）」の入力を可能とする。

3 ACL業務の入力項目の追加 コンテナ番号入力欄に内個数・オーバーハイ・オーバーワイドの入力欄を追加する。

4 ACL業務の入力項目の改善
シール番号欄の繰返し回数を増やす。
荷送人・荷受人・通知先の住所・電話番号欄の文字数を増やす。

5 ACL業務の出力先の追加 オリジンとは別の船会社も出力先として追加できるようにする。

6 ACL業務の電文分割の改善
品名欄、記号番号欄に品名、記号番号が2つ以上に書き込まれた際、電文が2つに分割されな
いように改善する。

7 ACL業務の帳票の改善
基本的に１枚で全項目出力できる標準ACLフォームに変更する。(繰返項目が増えた場合は
別紙の増加を最低限にする。)現在の制限の中で、ECR２件、NVC２件、コンテナ７件以内な
ら１枚で出力できるカスタマイズフォームを改善する。

注：項番1、7はパッケージソフトのみの対応



（検討事項 項番1） ACL業務のマーク欄、品名欄の改行（項番1）
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ACL01業務、ACL02業務のマーク欄、品名欄の改行を可能にする。

＜案件概要＞
ACL01業務、ACL02業務のマーク欄、品名欄の改行可能化。

＜変更概要＞
・対象項目はACL01/02業務の「品名」、「記号番号」の計4項目をパッケージソフトで入力する場合とする。
・改行の入力は「Alt+Enter」とし、既存の「Enter」および「Shift+Enter」で行っているフォーカス移動と干渉しないように
対応する。
・改行を入力してもその行の末尾まで自動的にスペース埋めされ、電文は現状と変わらない状態とする。

＜変更対象＞
・「ACL情報登録(コンテナ船用)(ACL01)」業務
・「ACL情報登録(在来船・自動車船用)(ACL02)」業務



（検討事項 項番1） ACL01、ACL02業務のマーク欄、品名欄の改行
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現行 入力イメージ 次期変更後 入力イメージ

■現行
出力帳票イメージのようにスペースを行末尾まで何回か
入力し調整している。

■次期変更後
「Alt+Enter」を入力する事でスペース埋めをできる様
にする。

Space

スペース

Alt Enter＋

スペース

スペースを自動入力し、次の行の
先頭にカーソルが移動

＜SWG結果＞
提案の通り、実施させていただきます。



（検討事項 項番2、３） ACL業務の入力可能文字の改善/入力項目の追加

5

＜入力項目 追加イメージ＞

①「_(アンダーバー)」、及び「~（チルダ）」の
入力可能化

②コンテナ番号入力欄に内個数・オーバーハイ・オーバーワ
イドの入力欄を追加する

「_」（アンダーバー）、「~（チルダ）」を入力
できるようにする。

内個数、O/H、O/Wの入力欄を追加する

＜入力項目イメージ＞

「_」（アンダーバー）、
「~（チルダ）」の入力可能化

＜SWG結果＞
利用者側のシステム影響を確認の上、実施の可否を検討いたします。
メールアドレス欄を増やせるかについて、別途検討いたします。

＜SWG結果＞

内個数については、荷姿の入力が可能となるよう検討いたします。
単位項目の追加、前後左右でオーバーするサイズの入力が可能となるよ
う項目追加を検討いたします。



（検討事項 項番4） ACL業務の入力項目の改善
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ACL業務の入力項目を改善する。

＜変更概要＞

1. 入出力項目にシール番号欄を、4欄から6欄に増やす。

入力項目追加イメージ

シール番号欄を4欄
から6欄に増やす

世 代 欄 数

第5次NACCS ３欄

↓ １欄増加

第6次NACCS ４欄

↓ ２欄を増加

第7次NACCS ６欄

参考

＜SWG結果＞
提案の通り、実施させていただきます。



（検討事項 項番4） ACL業務の入力項目の改善
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ACL業務の入力項目を改善する。

＜変更概要＞

2. 荷送人・荷受人・着荷通知先の住所・電話番号欄の入出力項目における桁数を変更する。

入力項目イメージ

文字数を現行の
175桁から245桁
へ70桁増やす

世 代 桁 数

第5次NACCS １０５桁

↓ ７０桁増加

第6次NACCS １７５桁

↓ ７０桁を増加

第7次NACCS ２４５桁

参考

＜SWG結果＞
船会社側のシステム影響を確認した結果、現行175桁が表示限界とする船会社が多数あり、現行桁数の維持を強く要望さ
れている事を踏まえ、実施の可否については、改めて検討いたします。



（検討事項 項番5） ACL業務の出力先の追加
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＜案件概要＞
オリジンとは別に船会社を出力先として追加できるようにする。

＜変更概要＞
・出力先の船会社(2)を入力する項目を新規追加する。
・追加項目に入力された船会社コード宛に帳票出力する機能を追加する。

変更イメージ

船会社(2)  XXXX

※項目の追加位置は今後検討

ACL情報
(コンテナ船本情報)

出力

船会社AAAA

船会社(2)XXXX

＜SWG結果＞
船会社側にて、変更内容を確認いただいた結果、想定した運用での対応策とならない旨の意見もあることから、改めて実施の
可否について検討いたします。

追加



（検討事項 項番6） ACL業務の電文分割の改善
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変更イメージ

入力画面

ORANGE品名 1

APPLE品名 2

品名 3

・
・
・

・
・
・

品名 10

○○○記事

ACL情報(コンテナ船本情報) SAT140

荷送人コード P005A5550000
・
・
・

品名 SEE ANOTHER ACL DATA

記事 ○○○
・
・
・

統合

ACL情報(コンテナ船本情報) SAT140

荷送人コード P005A5550000
・
・
・

品名 1 ORANGE

品名 2 APPLE

品名 3
・
・
・

品名 10

記事 ○○○
・
・
・入力がなくても品名 3～10欄のラ

ベルが出力
※出力レイアウトについては要調整。

品名 1

品名 2

ORANGE

APPLE

ACL情報(記号番号情報) SAT141
ACL情報(品名情報)SAT142

品名 3欄以降のラベ
ルが出力されない。
※欄部にすることで無
駄な空ページが表示
されない

＜変更概要＞
・分割帳票（品名情報、記号番号情報）を
廃止して本帳票に統合する。
・本帳票への統合は、現在の項目構成のまま
統合する。（繰り返し項目は入力がない
場合スペースが出力される）

＜SWG結果＞
使用していない項目ラベルを出力する等、デメリット面もある事から、改めて実施可否を検討いたします。



（検討事項 項番6） ACL業務の電文分割の改善

処理区分 現行 出力情報

8：仮登録

ACL情報(コンテナ船本情報)(仮登録)：SAT135

ACL情報(記号番号情報)(仮登録)：SAT136

ACL情報(品名情報)(仮登録)：SAT137

次期 変更後

ACL情報(コンテナ船本情報)(仮登録)：SAT135
統合

次期 変更後

ACL情報(コンテナ船本情報)(仮登録)：SAT135
統合

次期 変更後

ACL情報(コンテナ船本情報)：SAT140
統合

次期 変更後

ACL変更情報(コンテナ船本情報)：SAT145
統合

ACL01業務で品名、記号番号を2欄以上入力した場合

処理区分 現行 出力情報

7：仮登録訂正

ACL情報(コンテナ船本情報)(仮登録)：SAT135

ACL情報(記号番号情報)(仮登録)：SAT136

ACL情報(品名情報)(仮登録)：SAT137

処理区分 現行 出力情報

9：登録

ACL情報(コンテナ船本情報)：SAT140

ACL情報(記号番号情報)：SAT141

ACL情報(品名情報)：SAT142

処理区分 現行 出力情報

5：訂正

ACL変更情報(コンテナ船本情報)：SAT145

ACL変更情報(記号番号情報)：SAT146

ACL変更情報(品名情報)：SAT147

10



（検討事項 項番6） ACL業務の電文分割の改善

処理区分 現行 出力情報

8：仮登録

ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)：SAT138

ACL情報(記号番号情報)(仮登録)：SAT136

ACL情報(品名情報)(仮登録)：SAT137

次期 変更後

ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)：SAT138
統合

次期 変更後

ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)：SAT138
統合

次期 変更後

ACL情報(在来船・自動車船本情報)：SAT143
統合

次期 変更後

ACL変更情報(在来船・自動車船本情報)：SAT148
統合

ACL02業務で品名、記号番号を2欄以上入力した場合

処理区分 現行 出力情報

7：仮登録訂正

ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)：SAT138

ACL情報(記号番号情報)(仮登録)：SAT136

ACL情報(品名情報)(仮登録)：SAT137

処理区分 現行 出力情報

9：登録

ACL情報(在来船・自動車船本情報)：SAT143

ACL情報(記号番号情報)：SAT141

ACL情報(品名情報)：SAT142

処理区分 現行 出力情報

5：訂正

ACL変更情報(在来船・自動車船本情報)_SAT148

ACL変更情報(記号番号情報)_SAT146

ACL変更情報(品名情報)_SAT147
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（検討事項 項番7） ACL業務の帳票の改善
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＜変更概要＞
初期の帳票レイアウトを、基本的に１枚で出力できるよう変更する。(繰返項目が増えた場合は別紙の増加を最低限にする)
現在の制限の中で、輸出貨物情報２件、ハウスB/L2件、コンテナ７件以内なら１枚で出力できるレイアウトに変更する。

現行帳票レイアウト

帳票レイアウトについては入出力項目の追加と合わせて調整させていただきたいと考えております。

＜SWG結果＞

項番6を実施した場合、実施不可となります。
初期の帳票レイアウトが大幅に変更となるため、改めて実施可否を検討いたします。



第1回SWG検討結果一覧
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項番 案件概要 変更内容 第1回SWG結果報告

1 ACL業務のマーク欄、品名欄の改行
ACL01、ACL02業務のマーク欄、品名欄の改行を
可能とする。

提案の通り、実施させていただきます。

2 ACL業務の入力可能文字の改善
「_(アンダーバー)」、及び「~（チルダ）」の入力を可
能とする。

利用者側のシステム影響を確認の上、実施の可
否を検討いたします。
メールアドレス欄を増やせるかについて、別途検討
いたします。

3 ACL業務の入力項目の追加
コンテナ番号入力欄に内個数・オーバーハイ・オー
バーワイドの入力欄を追加する。

内個数については、荷姿の入力が可能となるよう
検討いたします。
単位項目の追加、前後左右でオーバーするサイズ
の入力が可能となるよう項目追加を検討いたしま
す。

4 ACL業務の入力項目の改善
シール番号欄の繰返し回数を増やす。
荷送人・荷受人・通知先の住所・電話番号欄の文
字数を増やす。

シール番号欄は提案の通り、実施させていただきま
す。
住所、電話番号欄については、船会社側のシステ
ム影響を確認した結果、現行175桁が表示限界
とする船会社が多数あり、現行桁数の維持を強く
要望されている事を踏まえ、実施の可否については、
改めて検討いたします。



第1回SWG検討結果一覧
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項番 案件概要 変更内容 第1回SWG結果報告

5 ACL業務の出力先の追加
オリジンとは別の船会社も出力先として追加できるよ
うにする。

船会社側にて、変更内容を確認いただいた結果、想
定した運用での対応策とならない旨の意見もあることか
ら、改めて実施の可否について検討いたします。

6 ACL業務の電文分割の改善
品名欄、記号番号欄に品名、記号番号が2つ以上
に書き込まれた際、電文が2つに分割されないように
改善する。

使用していない項目ラベルを出力する等、デメリット面
もある事から、改めて実施可否を検討いたします。

7 ACL業務の帳票の改善

基本的に１枚で全項目出力できる標準ACLフォー
ムに変更する(繰返項目が増えた場合は別紙の増
加を最低限にする)現在の制限の中で、ECR２件、
NVC２件、コンテナ７件以内なら１枚で出力できる
カスタマイズフォームを改善する。

項番6を実施した場合、実施不可となります。
初期の帳票レイアウトが大幅に変更となるため、改めて
実施可否を検討いたします。

注：項番1、7はパッケージソフトのみの対応


