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第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様 中間報告（案）について

１．次期（第6 次）ＮＡＣＣＳ の開発
平成29 年10 ⽉の稼働を⽬途に以下を開発 ンセプトとし 次期（第６次）ＮＡＣＣＳの更改作業を平成29 年10 ⽉の稼働を⽬途に以下を開発コンセプトとして次期（第６次）ＮＡＣＣＳの更改作業を

進めています。現在は、ＥＤＩ仕様を含む詳細仕様の検討を進めています。
【次期（第６次）ＮＡＣＣＳ開発コンセプト】

○ 官⺠共同利⽤の基幹システムとして、安定性・信頼性の⾼いシステムの実現
○ 公共的インフラとして 効率性 経済性の⾼いシステムの実現○ 公共的インフラとして、効率性・経済性の⾼いシステムの実現
○ 総合物流情報プラットフォームとしての更なる機能の充実

２．調達状況
次期（第6次）NACCS のハードウェア／ソフトウェア等開発ベンダーについては、⼀般競争⼊札の結果、次期（第6次）NACCS のハ ドウェア／ソフトウェア等開発ベンダ については、 般競争⼊札の結果、

平成26年6⽉10⽇に株式会社エヌ・ティ・ティ・データが落札しました（約290億円）。また、データセン
ターについても、同年11⽉に公募を⾏った結果、同社以外の者からの応募はありませんでした。

３．詳細仕様の検討体制及び進捗状況
昨年８⽉から、第４回情報処理運営協議会において設置された航空／海上更改専⾨部会 及び ワーキング

グループを中⼼に詳細仕様の検討を進めています。なお、特定業種間に関係する個別検討事案については、
第３回更改専⾨部会において７つのサブワーキングを設置し、実務者レベルによる検討を進めています。

４ 詳細仕様の中間報告(案）に て４．詳細仕様の中間報告(案）について
本年２⽉３⽇の第４回航空／海上更改専⾨部会において、詳細仕様の中間報告（案）が、別冊のとおり

取り纏められましたので、本情報処理運営協議会において了承を得て正式に確定をしたいと考えています。

５ 今後の予定５．今後の予定
本年６⽉を⽬途に詳細仕様の⼤枠を固めるべく引き続き検討を進めます。同⽉にその時点での検討状況を

整理するため第５回航空／海上更改専⾨部会を開催し、その後、本中間報告と共に当該検討状況についても、
ご利⽤のお客様に対して全国で説明を⾏い、円滑な更改に向けてのご理解ご協⼒を賜りたいと考えています。

詳細仕様の最終確定については 当初の予定どおり 来年の情報処理運営協議会において決定させて

1

詳細仕様の最終確定については、当初の予定どおり、来年の情報処理運営協議会において決定させて
いただきたいと考えています。



平成24年 25年 26年 27年 28年 29年

【システム開発 調達】 29年10⽉

参考１．第６次ＮＡＣＣＳ更改に向けた全体スケジュール

【システム開発・調達】
基本仕様検討

詳細仕様検討

29年10⽉
稼働

28年3⽉ 詳細仕様凍結27年3⽉ 詳細仕様⼀部凍結

調 達

設計・製造・試験

25年12⽉ ⼊札公告

29年7⽉〜27年4⽉〜

26年3⽉ ⼊札不調
26年4⽉ 再⼊札公告

同年6⽉ ベンダー決定

26年7⽉〜 28年11⽉〜

26年11⽉ データセンターに関する公募

【更改専⾨部会・ＷＧ】

情報処理運営協議会

29年7⽉
総合運転試験プログラム製造等

追加開催

26年7⽉
基本設計・詳細設計

28年11⽉
接続試験

第6回（26年3⽉）第5回（25年3⽉） 第8回（28年3⽉）第4回（24年3⽉） 第9回（29年3⽉）第7回（27年3⽉）

更改専⾨部会

ＷＧ（ワ－キンググループ）

第1回
（24年5⽉）

第2回
（25年2⽉）

第3回
（26年8⽉）

第6回
（28年2⽉）

基本仕様 G（ 6回） 詳細仕様 G（ 回）

第5回
（27年6⽉）

第4回
（27年2⽉）

詳細仕様WG※⽉1回の開催予定ＷＧ（ワ キンググル プ）

【主な説明会】

基本仕様説明会

基本仕様WG（1〜6回）
24年6⽉〜12⽉

詳細仕様WG（7回）
25年12⽉11⽇

25年4⽉〜6⽉

詳細仕様WG※⽉1回の開催予定

開催時期変更
（第５回部会終了後）

詳細仕様／ＥＤＩ仕様説明会

利⽤申込等説明会
利⽤者研修・ＲＴ説明会

25年4⽉〜6⽉

27年6⽉〜8⽉ 28年4⽉〜5⽉

利⽤者研修・ＲＴ説明会
移⾏説明会
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参考２．検討体制

第６次ＮＡＣＣＳ更改の検討体制 情報処理運営協議会

税関（3） 税関（3）

航空更改専⾨部会 海上更改専⾨部会
（２7） （４7）

税関（3）
航空会社（4）
通関・混載・代理店（9）
保税蔵置場（3）
機⽤品業者（1）
輸出⼊者（2）

税関（3）
船会社（5）
船舶代理店（2）
通関業者（9）
海貨業者（2）
保税蔵置場 （9）
ＣＹ（7）輸 ⼊者（ ）

銀⾏（2）
損害保険会社（1）
ＮＡＣＣＳセンター（2）

ＣＹ（7）
ＮＶＯＣＣ（2）
輸出⼊者 （2）
銀⾏（2）
損害保険会社（1）
船⽤品業者（1）
ＮＡＣＣＳセンター（2）

輸出⼊通関ＷＧ 海上物流等ＷＧ輸出⼊通関ＷＧ輸出⼊通関ＷＧ 航空物流等ＷＧ

船会社（6）
船舶代理店（2）
海貨業者（2）
保税蔵置場 （6）

通関業者（6）
輸出⼊者（2）
銀⾏（2）
損害保険会社（1）

航空会社（4）
保税蔵置場（3）
通関・混載・代理店（9）
輸出⼊者（2）

通関・混載・代理店（9）
輸出⼊者（2）
銀⾏（2）
損害保険会社（1）

ＣＹ（7）
ＮＶＯＣＣ（３）
輸出⼊者 （2）
船⽤品業者（1）
税関

税関
ＮＡＣＣＳセンター

機⽤品業者（1）
税関
ＮＡＣＣＳセンター

税関
ＮＡＣＣＳセンター

ＮＡＣＣＳセンター
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参考３．検討体制（サブワーキンググループの設置）

詳細仕様検討のうち、以下の検討項⽬についてはサブワーキンググループ（個別検討G）を設置し、検討を実施。

情報処理運営協議会

航空更改専⾨部会 海上更改専⾨部会

輸出⼊通関ＷＧ 輸出⼊通関ＷＧ航空物流等ＷＧ 海上物流等ＷＧ

損害保険業務 ACL CY搬出⼊業務 出港前業務 港湾統計⼊出港業務SIR/IVA等
個別検討G（SI/IV） 個別検討G（損保） 個別検討G（ACL） 個別検討G（CY） 個別検討G（⼊出港） 個別検討G（AFR） 個別検討G（統計）

SeaWayBill
（決済機能）

（決済機能）
危険物明細書
提出業務

荷主業務と後続
業務の連携

税関（1） 船会社（4） 船会社（4）税関（1） 税関（1）
国交省（1）

国交省（3）
港湾管理者（1）

税関（1）
船会社（4）

損害保険（2）
通関業者（4）
輸出⼊者（3）
ＮＡＣＣＳ

海貨業者（2）
ＮＶＯＣＣ（2）
輸出⼊者（3）
ＮＡＣＣＳ

ＣＹ （2）
海貨業者（2）
ＮＡＣＣＳ

輸出⼊者（3）
海貨業者（2）
通関業者（4）
ＮＡＣＣＳ

国交省（1）
船会社（4）
船舶代理店（2）
ＮＡＣＣＳ

船会社（4）
船舶代理店（2）
ＣＹ （2）
ＮＡＣＣＳ

船舶代理店（2）
ＮＶＯＣＣ（2）
ＣＹ （2）
ＮＡＣＣＳ

*（ ）内は参加予定⼈数
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参考４．詳細仕様の確定プロセスについて
H26.８.１：第３回更改専⾨部会（詳細仕様検討項⽬の確定 等）

個別検討グル プ（サブワ キング）における検討
H26.８〜H28.１：輸出⼊通関／物流等ＷＧ

個別検討グループ（サブワーキング）における検討
１．ＳＩＲ（船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録）等荷主業務と

後続業務の連携：航空・海上
２．損害保険業務：航空・海上
３．ＡＣＬ（ＳｅａＷａｙｂｉｌｌ、決済機能）：海上
４．ＣＹ搬出⼊・危険物明細書：海上業務詳細フローの検討

Ｅ Ｄ Ｉ 仕 様 の 検 討

個別業務詳細仕様の検討
４．ＣＹ搬出⼊ 危険物明細書：海上
５．⼊出港業務：海上
６．出港前報告業務：海上
７．港湾統計：海上

H27.２.３：第４回更改専⾨部会（中間報告を作成）

H27.３.６：第７回情報処理運営協議会（中間報告の諮問）

中間報告の対象外とな た項⽬についてH27 ５までに検討を実施中間報告の対象外となった項⽬についてH27.５までに検討を実施

H27.６.４（予定）：第５回更改専⾨部会（追加の詳細仕様の整理）

H27.6〜８：第５回更改専⾨部会までに取り纏めたＥＤＩ仕様／詳細仕様の全国説明会の開催

制度改正関係等追加検討項⽬についてH28.１までに検討を実施

定 第 改専 部会（最終仕様書を作成）H28.２予定：第６回更改専⾨部会（最終仕様書を作成）

H28.３予定：第８回情報処理運営協議会（最終仕様書の諮問）
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H2８.４〜５：最終確定版ＥＤＩ仕様／詳細仕様の全国説明会の開催



参考５．これまでの検討経緯

年 ⽉ ⽇ 会議等開催実績 討議・決定事項等

平成 年 ⽉ ⽇ 第 回 情報処理運営協議会 航空／海上更改専⾨部会 設置を承認平成２４年 ３⽉１２⽇ 第４回 情報処理運営協議会 ・航空／海上更改専⾨部会の設置を承認

平成２４年 ５⽉２８⽇ 第１回 航空・海上（合同）更改専⾨部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ基本仕様書の検討開始（主な検討事項の審議）
・基本仕様書の具体的検討はＷＧにおいて実施することの承認

平成２５年 ２⽉ ７⽇ 第２回 航空・海上（合同）更改専⾨部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ基本仕様書（案）の審議

平成２５年 ３⽉２２⽇ 第５回 情報処理運営協議会 ・第６次ＮＡＣＣＳ基本仕様書の承認

平成２６年 ８⽉ １⽇ 第３回 航空・海上（合同）更改専⾨部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様の検討開始（主な検討事項の審議）
・詳細仕様の検討体制の承認

平成24年 25年 26年 27年 28年 29年

平成２７年 ２⽉ ３⽇ 第４回 航空・海上（合同）更改専⾨部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様書 中間報告（案）の審議

（参考）全体スケジュール抜粋

【システム開発】

基本仕様検討

詳細仕様検討

29年10月
稼働

28年3⽉ 詳細仕様凍結27年3⽉ 詳細仕様 部凍結

設計・製造・試験

【運営協議会・更改専⾨部会・ＷＧ】

29年7⽉〜
総合運転試験

27年4⽉〜
プログラム製造等

26年7⽉〜
基本設計・詳細設計

28年3⽉ 詳細仕様凍結27年3⽉ 詳細仕様⼀部凍結

28年11⽉〜
接続試験

情報処理運営協議会

更改専⾨部会
第1回

（24年5⽉）
第2回

（25年2⽉）
第3回

（26年8⽉）
第6回

（28年2⽉）
第5回
（27年6⽉）

第4回
（27年2⽉）

第４回（24年３⽉） 第５回（25年３⽉） 第６回（26年３⽉） 第７回（27年３⽉） 第８回（28年３⽉）

ＷＧ
（ワ－キンググループ）

（24年5⽉） （25年2⽉） （26年8⽉） （ 8年 ⽉）

基本仕様WG（1〜6回）
24年6⽉〜24年12⽉

詳細仕様WG（7回）
25年12⽉11⽇

（27年6⽉）
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（27年2⽉）

※26年8⽉以降、⽉1回の開催予定



開催⽇ 航空合同ＷＧ 開催⽇ 海上合同ＷＧ

利⽤者ＩＤ体系の⾒直し 利⽤者ＩＤ体系の⾒直し

参考６．詳細仕様の検討経過：ワーキンググループ（WG）開催実績（１）

第8回
8⽉27⽇

・利⽤者ＩＤ体系の⾒直し
・ＮＡＣＣＳ専⽤⼝座の廃⽌
・輸出⼊申告業務における多欄数化
・航空保安基準（ＫＳ／ＲＡ）対応
・クレームノーティスのシステム化（１）
・ｅＡＷＢの現状とＮＡＣＣＳ対応

第8回
8⽉28⽇

・利⽤者ＩＤ体系の⾒直し
・ＮＡＣＣＳ専⽤⼝座の廃⽌
・輸出⼊申告業務における多欄数化
・事項登録業務の新設（ＯＬＣ）
・現⾏プログラム変更要望の次期対応

・現⾏プログラム変更要望の次期対応

第9回
9⽉29⽇

・納期限延⻑におけるリアルタイム⼝座対応
・通関⼠審査業務の新設
・１ＭＡＷＢあたりのＨＡＷＢ件数の拡⼤（輸出・輸⼊）
・⾒本持出し関連業務の⾒直し

第9回
9⽉30⽇

・納期限延⻑におけるリアルタイム⼝座対応
・通関⼠審査業務の新設
・⾒本持出し関連業務の⾒直し
・現⾏プログラム変更要望の次期対応（2）⾒本持出し関連業務の⾒直し

・現⾏プログラム変更要望の次期対応（2）
現⾏プログラム変更要望の次期対応（2）

第10回

・利⽤者ＩＤ体系の⾒直し（２）
・ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務の変更
・事項登録業務・確認業務の追加（2）
・海上システムにおける航空貨物取扱の廃⽌ 第10回

・利⽤者ＩＤ体系の⾒直し（２）
・ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務の変更
・事項登録業務・確認業務の追加（2）
・海上システムにおける航空貨物取扱の廃⽌

10⽉21⽇
・海上システムにおける航空貨物取扱の廃⽌
・現⾏プログラム変更要望の次期対応（3） 10⽉21⽇

・海上システムにおける航空貨物取扱の廃⽌
・⾒本持出し関連業務の⾒直し（２）
・Ｂ／Ｌ番号体系変更時のＲＳＳ０１業務の実施可能化
・現⾏プログラム変更要望の次期対応（3）

・サブワーキング（ＳＷ）の検討結果報告
ＳＩＲ／ＩＶＡ関係

・サブワーキング（ＳＷ）の検討結果報告
ＳＩＲ／ＩＶＡ関係

第11回

・ＳＩＲ／ＩＶＡ関係
・損害保険業務のシステム化

・輸出⼊申告における⼊出⼒項⽬の⾒直し（１）
・輸出取⽌め再輸⼊⼿続きのシステム化
・事項登録業務・確認業務の追加（３）
・１ＭＡＷＢあたりのＨＡＷＢ件数の拡⼤（輸出・輸⼊）（２） 第11回

・ＳＩＲ／ＩＶＡ関係
・損害保険業務のシステム化
・ＡＣＬ関係
・ＣＹ搬出⼊・危険物明細書
・港湾統計
・⼊出港（１）第11回

11⽉14⽇ ・現⾏プログラム変更要望の次期対応（4） 第11回
11⽉14⽇ ・輸出⼊申告における⼊出⼒項⽬の⾒直し（１）

・輸出取⽌め再輸⼊⼿続きのシステム化
・事項登録業務・確認業務の追加（３）
・貨物重量項⽬の桁数拡⼤
・１Ｂ／Ｌにおけるコンテナ本数の拡⼤
・汎⽤申請⼿続きの個別業務化汎⽤申請⼿続きの個別業務化
・保税運送承認番号の複数件⼊⼒
・現⾏プログラム変更要望の次期対応（4）

注：航空合同WG：航空輸出⼊通関WG／航空物流等WGの合同開催
海上合同WG：海上輸出⼊通関WG／海上物流等WGの合同開催
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開催⽇ 航空合同ＷＧ 開催⽇ 海上合同ＷＧ

・特例申告納期限延⻑に係る据置担保 個別担保の併⽤可能化 ・サブＷＧ検討結果：⼊出港（２）

参考６．詳細仕様の検討経過：ワーキンググループ（WG）開催実績（２）

特例申告納期限延⻑に係る据置担保、個別担保の併⽤可能化
・通関書類の添付対象⼿続きの⾒直し
・ドキュメント通関（輸出⼊）のシステム化
・蔵⼊・移⼊貨物の後続業務の可能化
・廃⽌オンライン業務・廃⽌管理資料及び⽉報管理資料配信⽇

の変更等
１便あたりの旅客数の拡⼤

サブＷＧ検討結果：⼊出港（２）
・特例申告納期限延⻑に係る据置担保、個別担保の併⽤可能化
・通関書類の添付対象⼿続きの⾒直し
・蔵⼊・移⼊貨物の後続業務の可能化
・廃⽌オンライン業務・廃⽌管理資料及び⽉報管理資料配信⽇

の変更等
業務名称の変更

第12回
12⽉11⽇

・１便あたりの旅客数の拡⼤
・スプリット便数の拡⼤（輸出・輸⼊）
・ジョイント⼊⼒の廃⽌
・スプリット扱いとなる輸⼊混載貨物の搬⼊確認業務の⾒直し
・個数違いによるDiscrepancy Noticeの出⼒条件
・クレームノーティスのシステム化（２）

第12回
12⽉11⽇

・業務名称の変更
・第６次ＮＡＣＣＳにおける接続処理⽅式等
・パッケージソフト（メール処理⽅式）の原則提供終了
・第６次ＮＡＣＣＳにおけるバックアップ機能
・添付ファイル最⼤サイズ及び最⼤電⽂⻑の⾒直し
・ＮＡＣＣＳパッケージソフトの改善

・第６次ＮＡＣＣＳにおける接続処理⽅式等
・パッケージソフト（メール処理⽅式）の原則提供終了
・第６次ＮＡＣＣＳにおけるバックアップ機能
・添付ファイル最⼤サイズ及び最⼤電⽂⻑の⾒直し
・ＮＡＣＣＳパッケージソフトの改善

・利⽤者ＩＤ体系の⾒直し（３）
・第６次ＮＡＣＣＳにおけるセキュリティ対策
・通関⼠審査業務の新設（２）

システム制限値（デ タ保存期間）の変更

・利⽤者ＩＤ体系の⾒直し（３）
・第６次ＮＡＣＣＳにおけるセキュリティ対策
・通関⼠審査業務の新設（２）

システム制限値（デ タ保存期間）の変更
第13回
1⽉15⽇

・システム制限値（データ保存期間）の変更
・ＬＤＲ単位の搬⼊総個数の表記
・関係業界との事前調整の結果実施しないこととした案件
・第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様（案）（第４回更改専⾨部会報告

資料）

第13回
1⽉15⽇

・システム制限値（データ保存期間）の変更
・Ｂ／Ｌ番号の⼊⼒仕様の⾒直し
・関係業界との事前調整の結果実施しないこととした案件
・第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様（案）（第４回更改専⾨部会報告

資料）
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