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1 概要
データ共有は TradeLens プラットフォームの核心です。貨物がサプライ・チェーンのソースから目的地へ移動するのに
合わせて、その貨物の輸送と物流に関わる TradeLens の参加者は、物流のマイルストーン、移動情報、取引ドキュメン
トなどのデータをプラットフォームに提供します。TradeLens プラットフォームは、堅固な許可とアクセス権のモデル
によって、そのデータへの他の参加者によるアクセスの有効化や制限を行います。モデルはサプライ・チェーン情報へ
の安全で迅速なアクセスを促進するとともに、商業的な機密情報を競合他社やその他の無許可の当事者が利用できない
ことを保証します。

図 1: データ共有の概念
TradeLens データ共有仕様書 (DSS) は、TradeLens データ共有を管理する規則を定義します。DSS は以下のもので構成
されています。
1.

DSS データ共有モデル。主要なデータ共有原則を示し、参加者と役割を特定し、データ・モデルとプラットフ
ォームで交換されるデータを説明し、個々のデータ項目に直接適用されない特殊な規則も含めてデータ共有規
則を説明します。

2.

DSS 共有シート。スプレッドシート形式 (Microsoft Excel) で維持管理され、個々のデータ項目を、そのデータ
の提供の義務がある役割またはそのデータへのアクセス権を持つ役割にマップします。

2 データ共有原則
次のようないくつかの主要な原則がモデルをガイドします。
⦿

当事者が TradeLens の参加者 1(つまり既知のお客様またはネットワーク・メンバーで、TradeLens の使用条件
に同意しており、オンボードしている) でない限り、その当事者はデータを使用できません。

⦿

TradeLens は特定の出荷 / 送り荷 (下記の定義を参照) に関連するデータへのアクセスをその出荷 / 送り荷に関与
する他の参加者にのみ提供します。例えば、船会社は自社が運用するコンテナーのデータにアクセスできます

1

販売デモンストレーションまたは制限付き試用の目的でのみの参加見込者や、それ以外で関与する政府 / 規制機関とし
てのアクセス権がある場合を含みます。
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が、他の船会社はそのデータにはアクセスできません。荷主はその出荷のデータにアクセスできますが、他の
荷主の出荷データにはアクセスできません。
⦿

指定の出荷 / 送り荷で参加者が担う役割に従って、参加者はデータを利用できます。

⦿

現在一般にアクセス可能な機密以外のデータ (イベントのカテゴリー内) は、その出荷 / 送り荷に関与する他の参
加者が広く利用できます。

⦿

機密性のより高いデータ (取引ドキュメントのカテゴリー内) は、出荷 / 送り荷に関与する参加者のアクセス権が
より厳格になっています。

⦿

データ共有モデルでは、現在一般的なさまざまな商業と物流の関係、特に出荷が別々の当事者と契約された複
数の送り荷から構成されていることが多く、それらの送り荷がさらに他の当事者に外注されていることが多い
のを認識しています。例えば、フレイト・フォワーダーが出荷者の貨物をハウス船荷証券に基づいて移動して
海上輸送を外注すると、ハウス船荷証券 (およびそれに含まれる機密データ) を船会社は確認できず、海洋船荷
証券 (およびそれに含まれる可能性がある貨物データ) を出荷者は確認できません。

⦿

集約または要約したデータに関するレポートでは、その情報の受領者がその基礎となるデータ表示を既に許可
されていない限り、個々の TradeLens 参加者の識別情報を開示しません。

これらの原則が、基礎となるデータ共有モデルの手引きとなっています。データ共有に関する具体的な規則は、DSS 共
有シートのセクション 5 に記載されています。

3 TradeLens の参加者
TradeLens の参加者とは、TradeLens プラットフォームで情報を提供および/または交換する、出荷者、船会社、ターミ
ナル業者、3PL 提供者、内陸輸送提供者、政府機関、およびその他のサプライ・チェーン関係者です。参加者は、特定
の参加者タイプとしてプラットフォームに参加します。
参加者の役割は、個々の出荷または送り荷 (下記の定義を参照) に適用され、その出荷または送り荷で参加者が行う機能
、例えば貨物の輸送または輸入時の通関サービスの実施などに関連します。
以下の表に、サポートされる参加者タイプと役割をリストしています。定義は DSS 共有シートの「タイプと役割」の中
の対応する表に記載されています。
Participant types

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cargo Interest,
3PL Agent,
State Agent,
Ocean Carrier,
TSI / NVOCC,
Rail Operator,
Truck Operator,
Barge Operator,
Feeder Operator,
Terminal Operator,
Depot Operator,
Data Aggregator,
Customs Authority,
Port Authority,
Financial Institution

参加者のタイプ
貨物利害関係者、
3PL エージェント、
ステート・エージェント、
船会社、
TSI / NVOCC、
鉄道業者、
トラック業者、
はしけ業者、
フィーダー業者、
ターミナル業者、
デポ業者、
データ統合事業者、
税関当局、
港湾当局、
金融機関

表 1: TradeLens 参加者のタイプ
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Participant roles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seller,
Buyer,
Exporter,
Importer,
Transport Service Buyer,
Consignor,
Consignee,
Origin 3PL Agent,
Destination 3PL Agent,
Export Customs Broker,
Import Customs Broker,
Request Party,
Notify Party,
Transport Service Provider,
Origin Marine Terminal,
Destination Marine Terminal,
Trans-shipment Terminal,
Origin Inland Terminal,
Destination Inland Terminal,
Depot,
PCS,
Inland Aggregator,
Export Authority,
Import Authority,
Buyer's Bank,
Seller's Bank,
Insurance Provider

参加者の役割

販売者、
購入者、
輸出者、
輸入者、
輸送サービス購入者、
荷送人、
荷受人、
出発地 3PL エージェント、
目的地 3PL エージェント、
輸出通関業者、
輸入通関業者、
要求当事者、
通知当事者、
輸送サービス提供者、
出発地の海上ターミナル、
目的地の海上ターミナル、
積み替えターミナル、
出発地の内陸ターミナル、
目的地の内陸ターミナル、
デポ、
PCS、
内陸統合事業者、
輸出機関、
輸入機関、
購入者の銀行、
販売者の銀行、
保険業者

表 2: TradeLens 参加者の役割

参加者は複数の役割を行う場合があります。例えば、船会社は一般に輸送サービス提供者ですが、内陸の行程を外注に
する場合には輸送サービス購入者と荷送人にもなります。政府機関は輸出品の輸出税関当局、および輸入品の輸入税関
当局として行動します。貨物利害関係者は出荷と販売の条件に応じて、荷送人、荷受人、購入者、販売者、またはこれ
らの役割の組み合わせになる可能性があります。

4 TradeLens のデータ
4.1

TradeLens のオブジェクト・モデル

データ共有モデルを説明するのに、まずデータがプラットフォームでどのように編成されるかを理解することが重要で
す。実際に、業界で普及している商業的調整や物流のシナリオの多数をサポートする高レベルのオブジェクト・モデル
です。
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TradeLens プラットフォームは、UN-CEFACT サプライ・チェーン参照データモデル基準により定義された相互に関係
する 3 つの取引オブジェクト、つまり出荷、送り荷、輸送設備に関連するデータの共有を管理します。
取引オブジェクト
Shipment

定義
販売者から購入者にまとめて輸送される (輸送が可能な)、別個に識別可能な品物の集合。輸送方法や
契約 /外注関係にかかわらず、出荷手配と、発送と配送を含む商品の移動を含みます。

出荷
Consignment

単一の輸送契約で指定された、荷送人から荷受人へ 1 つ以上の輸送方法によってまとめて輸送される
、別個に識別可能な品物の集合。

送り荷
Transport Equipment
輸送設備

物流目的のために貨物を保持または保護するために使用される物理的設備に関連するもの。現在、
TradeLens ではコンテナーを輸送設備としてサポートしています。一部のタイプの輸送設備は再使用
されるため、TradeLens での輸送設備はさらに、出荷のコンテキスト内での設備の使用のインスタン
ス、または出荷のエンドツーエンドの輸送に関連する送り荷のセットに制約されます。

表3: TradeLens の取引オブジェクト
出荷に関与する参加者は、一般に取引に関与する商業当事者とそのエージェントですが、送り荷と輸送設備に関与する
参加者は、商業当事者と、ソースから目的地までの品物の移動に関与する輸送と物流の当事者の両方です。特定の参加
者タイプが出荷、送り荷、および輸送設備に関連して実行できる役割は、DSS 共有シートの「タイプおよび役割」の中
の「参加者のタイプと役割」の表に記載されています。

4.2

取引オブジェクト関係

TradeLens は取引先間の幅広い商業的調整をサポートするよう意図されているため、1 つの出荷に関連して複数になる場
合がある送り荷の間の関係はさまざまです。
⦿

送り荷間の階層関係 (つまり親-子) は輸送行程の外注をサポートするために有効化されます。例えば、販売者が
船会社に戸口から戸口への品物の移送を手配し、船会社は内陸の輸送を地域のトラック業者に外注します。船
会社との輸送契約に関連する送り荷は、トラック輸送の輸送契約に関連する送り荷の「親」となります。それ
らの送り荷の当事者とその担う役割は、異なります。

⦿

「兄弟」の送り荷も発生します。例えば、販売者が船会社に品物を輸入ターミナルまで移動するよう手配し、
購入者が地域のトラック業者に貨物を内陸に移動するよう手配します。

⦿

これらのシナリオでは、同じ 1 つの輸送設備 (コンテナー) が親子両方の送り荷と兄弟両方の送り荷に関係する
場合があります。

複数の送り荷の出荷の例が以下に示されています。
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Shipment
Seller

Buyer
Consignment 2
(Freight Forwarder)

Consignment 1
(Origin Inland)

Warehouse

Port

Port

Consignment 3
(Ocean)

Warehouse

Consignment 4
(Destination Inland)

Transport Equipment

図 4: 階層の例
この例では以下のようになっています。
⦿

倉庫から出発地の港に貨物を輸送する内陸の行程と、出発地の港から倉庫へと貨物を輸送するフレイト・フォ
ワーダーへの第 2 の行程を、購入者および/または販売者が別々に契約しているので、送り荷 1 と 2 は兄弟の送
り荷です。

⦿

フレイト・フォワーダーが海上輸送を船会社に、目的地の内陸の行程を内陸の運送業者 (例えば鉄道) に別々に
外注しているので、送り荷 3 と 4 は送り荷 2 の子送り荷です。

⦿

すべての送り荷は、同じ単一のコンテナーに関連しています。

一般に、取引オブジェクト間の関係は以下のように要約されます。
1.

送り荷は出荷なしで存在することがあります。実際に、これは現在の TradeLens で最も一般的なシナリオです
。参加している船会社が、運搬するすべての貨物の送り荷を作成するからです。TradeLens の参加者である商
業当事者が明示的に作成する場合のみ、出荷が作成されます。

2.

出荷は複数の送り荷の親になることがあります。つまり購入者、販売者、またはそれらのエージェントは、品
物のエンドツーエンドの輸送に複数の提供者と契約することがあります。

3.

出荷は、他の出荷の親または子になることはできません。

4.

送り荷は複数の送り荷の親になることがあります。上の例に示されているように、フレイト・フォワーダーが
海上の行程と内陸の輸送を別々の輸送提供者に外注する場合に、このシナリオが起こることがあります。

5.

送り荷は複数の出荷の子になることがあります。例えば、同じ販売者が 2 つの異なる購入者の出荷を海上の行
程で単一のコンテナーに統合するが、目的地で統合解除する場合です。

6.

送り荷は複数の送り荷の子になることがあります。例えばフレイト・フォワーダーが複数の LCL 送り荷を単一
の海上コンテナーに統合する場合です。

7.

輸送設備は出荷のコース内で複数の連続した送り荷 (例えば出発地の内陸、海上、目的地の内陸) に関連するこ
とがあり、階層の親送り荷とも関連することがあります。

サプライ・チェーン全体をとおしてさまざまなエンティティーがこのモデルの選択された部分を実行します。TradeLens
は個々のベンダーとお客様の関係をサポートして機能し、取引オブジェクトのインスタンスが使用可能な場合にそれら
をリンクします。すべてを網羅した階層がサポートされますが、必須ではありません。
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4.3

プラットフォームで交換されるデータ

参加者により提供され、参加者が使用できるプラットフォーム上のデータは、以下の表のいずれかのデータ・タイプに
分類されます。このデータはそのデータ・タイプに基づいて、上記のオブジェクト・タイプの 1 つ以上と関連します。
つまり、プラットフォームにパブリッシュされたデータは、該当する取引オブジェクトに割り当てられるということで
す。
データ・タイプ

Admin Event
管理イベント
Planned Event
計画イベント

Estimated Event
予想イベント

Actual Event
実際のイベント

Other Event
その他のイベント
Trade Document
取引ドキュメント

定義

該当する取引オ
ブジェクト

例

許可された当事者によって行われる、出荷、送り荷、または輸送
設備のセットアップ、関係の確立、許可の付与、その他の管理ア
クティビティーの指示要求。

出荷、送り荷、輸
送設備

送り荷追跡の開始
、参照番号の追加

輸送サービスを実施し、多くの場合仮スケジュールと調整するた
めに実行される計画されたイベント。輸送サービス提供者が計画
の責任を持っており、計画イベントを発行および変更できる唯一
の当事者です。輸送サービス提供者に送り荷の外注部分がある場
合 (例えばトラックまたは鉄道)、それらの外注された送り荷の計
画と予想にも (外注業者により提供されている場合に) アクセスで
き、「親」計画をそれに従って更新することが推奨されます。

送り荷

計画ゲートイン、
船舶の到着予定、
鉄道の出発予定

特定の輸送設備に関連して発生するイベントの予想。輸送計画の
実行に関与するどの参加者も、輸送におけるその役割に関連する
予想イベントを発行できます。計画イベントと予想イベントの違
いに注目するべきです。予想イベントによって示される遅延によ
り、計画が無効になることがありますが、自動的に計画を更新し
ません。輸送サービス提供者が最初に予想に反応し、再計画し、
適切な場合には新しい計画イベントのセットを発行する必要があ
ります。それが行われるまでは TradeLens に新しい計画は提示さ
れません。

輸送設備

予想ゲートイン、
船舶の到着予想、
列車の出発予想

特定の輸送設備に関連して実行されたイベントの発生。輸送計画
の実行に関与するどの参加者も、実際のイベントを発行できます
。予想イベントと同様に、実際のイベントは輸送計画の残りの部
分がもう有効ではなく、輸送サービス提供者が再計画して計画イ
ベントの新しいセットを発行することが必要なことを示す可能性
があります。

輸送設備

実際のゲートイン
、実際の船舶到着
、実際の列車出発

ドキュメント関連のイベント、通関関連のイベント、IoT データ
などのその他の輸送と物流イベント。ドキュメント関連のイベン
トは特定のドキュメントのアクション (例えばドキュメントの提
出) を通知します。

出荷、送り荷、輸
送設備

通関許可、VGM
受領

船荷証券などのドキュメントで、構造化または非構造化フォーム
で維持管理されます。現在サポートされるドキュメントのリスト
は、https://docs.tradelens.com/documents/document_sharing/ に
あります。

出荷、送り荷、輸
送設備

船荷証券、危険物
申告、輸入申告

表 5: TradeLens のデータ・タイプ
TradeLens 内のイベントはそれ自体がデータではなく、現実に起こるアクティビティー (またはその計画または予想) ま
たは参加者による指示要求を表しているということに注意することが重要です。イベントは、現実のアクティビティー
の発生の時間またはロケーションなど、基礎となる関連するデータのセットをカプセル化します。技術レベルでは、イ
ベントは TradeLens プラットフォームのイベント・モデルに対応する実装があります。
計画、予想、実際、管理、およびその他の各イベントの完全なリストとそれらの定義は、DSS 共有シートに記載されて
います。TradeLens Swagger にはデータ属性 / フィールドの詳細が、それらのフィールドが必須かオプションかも含め
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て、含まれています。プラットフォームにデータを提供する場合には、参加者は Swagger のこれらの仕様も満たす必要
があります。
プラットフォームでサポートされる取引ドキュメントのリストは、DSS 共有シートに記載されています。構造化フォー
ムの取引ドキュメントの詳細は、TradeLens ドキュメント共有 Swagger にあります。
TradeLens Swagger は https://platform.tradelens.com/documentation/swagger/ にあります。

4.4

取引オブジェクト・インスタンスの開始

輸送サービス提供者 (ほとんどの場合船会社) によって船腹予約または作業指示書が確認されたときに送り荷が作成され
ます。次に輸送サービス提供者は、船腹予約に関連するコンテナー ID がわかったらすぐに、関連する輸送設備を作成し
ます。これが発生するのは、例えば、船会社がターミナル / デポからゲートアウトする空のコンテナーを通知されたとき
、倉庫から満載のコンテナーがゲートアウトするとき、それが満載でターミナルに戻ってゲートインするときなどです
。
出荷は貨物利害関係者 (購入者、販売者、輸入者、輸出者) またはそれらのエージェント (出発地または目的地の 3PL エ
ージェント) が明示的に出荷を開始したときに作成されます。

5 データ共有規則
5.1

個々の出荷、送り荷、または輸送設備内でのデータ共有

プラットフォームで追跡される出荷、送り荷、または輸送設備に関与する参加者にはデータにアクセスする権限があり
、その出荷、送り荷、または輸送設備で担う役割に基づいて、データを提供する義務がある場合があります。例えば、
輸送サービス提供者としての船会社には、輸送計画と修正を提供する義務があり、出発地の海上ターミナルとしてのタ
ーミナル業者にはコンテナーのゲートインを提供する義務があります。どちらも内陸運送業者により提供された ETA デ
ータにアクセスするデフォルトの権限があります。
DSS 共有シートはグリッド形式で以下のものを示しています。
⦿

グリッドの行として、プラットフォームで追跡されるそれぞれの個別のデータ項目

⦿

グリッドの列として、出荷、送り荷、または輸送設備のインスタンスに関連してさまざまな参加者が担う役割

⦿

個々のセル内に、出荷、送り荷、および輸送設備別の、各データ項目に関連して各役割が持つ義務と権利。義
務および/または権限を示すのに、以下のコードが使用されます。

アクセス・コード

意味

M

参加者がすべての該当するシナリオでデータを提供することが必須である。

C

条件付きで参加者がデータを提供する。データおよびシナリオが出荷 / 送り荷 / 輸送設備に関連して該当
する場合、およびデータを参加者が使用可能である場合には、参加者は提供する必要がある。

O

オプション。データは参加者の自由裁量によってプラットフォームにパブリッシュできる。

R

参加者にはデータの表示 / 読み取り (つまりサブスクライブ) の権限がある。

[ブランク]

参加者はデータへのアクセス権限がない。

表 6: データ共有アクセス・コード

5.2

取引オブジェクトのインスタンスに役割が割り当てられる方法

参加者が担う役割によって義務とデータへのアクセス権限が決まることから、個々の送り荷、出荷、または輸送設備内
で参加者に役割が割り当てられる方法を説明するのが重要になります。役割は暗黙的あるいは明示的に追加されます。

暗黙的に割り当てられる役割
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暗黙的に割り当てられる役割は自動的にアクセス権が付与され、どの当事者も明示的なアクションを行う必要がありま
せん。
⦿

輸送サービス提供者は、送り荷を確立することにより、常に自動的に役割として追加されます。

⦿

海上ターミナルと税関当局は、送り荷の輸送計画に基づいて、その管轄区域を通過する送り荷への暗黙的なア
クセス権が付与されます。

⦿

輸送計画が変更された場合には、海上ターミナルと税関当局は新しい輸送計画に基づいて再決定され、アクセ
ス権は必要に応じて付与または削除されます。

明示的に割り当てられる役割
明示的に割り当てられる役割は、オブジェクトに許可された当事者がその役割を割り当てるまでは、そのオブジェクト
と関連付けられません。

5.3

⦿

送り荷の可視性は、輸送サービス提供者または輸送サービス購入者により、送り荷の可視性の追加イベントに
よって明示的に付与されることができます。このイベントは、送り荷内でアクセス権を付与される組織、付与
される役割を指定するものです。

⦿

輸送サービス購入者は、輸送サービス提供者がアクセス権を付与する (通常船会社が送り荷を作成するとき) ま
では、送り荷へのアクセス権がありません。同様に、輸送サービス提供者または輸送サービス購入者がアクセ
ス権を付与するまでは、他の当事者にはアクセス権はありません。

⦿

当事者は、その当事者を追加した輸送サービス提供者または輸送サービス購入者によりアクセス権が取り消さ
れることがあり、その後はその送り荷へのアクセス権はなくなります。

⦿

輸送サービス購入者のアクセス権が取り消された場合には、その輸送サービス購入者が送り荷のアクセス権限
を提供したすべての組織でもアクセス権が取り消されます。

関連する取引オブジェクト間でのデータ共有

DSS 共有シートは単一の出荷、送り荷、または輸送設備の義務と権限を反映しており、関連する取引オブジェクトのも
のは表していないことに注意することが重要です。関連する取引オブジェクトとは、(たとえプラットフォームで追跡さ
れる明示的な出荷オブジェクトがない場合でも) 同じ出荷に関与するものです。これらの関連する取引オブジェクトの当
事者は多くの場合で異なるので、TradeLens は関連する取引オブジェクトの当事者間でのデータの共有に関する規則の
セットを定義しました。
以下の表は、関連する取引オブジェクト間にある共有規則を定義します。
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データがパブリ
ッシュされる対
象の取引オブジ
ェクト

Shipment
出荷

Consignment

パブリッシュ
されたデータ
のデータ・タ
イプ
管理イベント

なし。出荷の当事者のみにアクセス権がある。

その他のイベン
ト

なし。出荷の当事者のみにアクセス権がある。

取引ドキュメン
ト

なし。出荷の当事者のみにアクセス権がある。

管理イベント

送り荷に直接関連する輸送設備のすべての当事者に、追加のデータ共有規則の制限に従っ
て、読み取りアクセスが付与される。実際には、これは同じ輸送設備を共有するすべての
送り荷のすべての当事者に、それらの送り荷の管理イベントへの読み取りアクセスがある
ことを意味します。

計画イベント

なし。送り荷の当事者にのみ、追加のデータ共有規則の制限に従って、読み取りアクセス
が付与される。実際には、これは子送り荷からの計画イベントは、(子送り荷の当事者であ
る場合を除き) 親送り荷の当事者には表示されないことを意味します。

その他のイベン
ト

送り荷に直接関連する輸送設備のすべての当事者に、追加のデータ共有規則の制限に従っ
て、読み取りアクセスが付与される。実際には、これは同じ輸送設備を共有するすべての
送り荷のすべての当事者に、それらの送り荷のその他のイベントへの読み取りアクセスが
あることを意味します。

取引ドキュメン
ト

なし。送り荷の当事者のみに、送り荷の取引ドキュメントへのアクセス権がある。

管理イベント

輸送設備に直接関連する送り荷のすべての当事者に、追加のデータ共有規則の制限に従っ
て、読み取りアクセスが付与される。実際には、これは同じ輸送設備を共有するすべての
送り荷のすべての当事者に、それらの送り荷の管理イベントへの読み取りアクセスがある
ことを意味します。

予想イベント

輸送設備に直接関連する送り荷のすべての当事者に、追加のデータ共有規則の制限に従っ
て、読み取りアクセスが付与される。実際には、これは同じ輸送設備を共有するすべての
送り荷のすべての当事者に、それらの送り荷の予想イベントへの読み取りアクセスがある
ことを意味します。

実際のイベント

輸送設備に直接関連する送り荷のすべての当事者に、追加のデータ共有規則の制限に従っ
て、読み取りアクセスが付与される。実際には、これは同じ輸送設備を共有するすべての
送り荷のすべての当事者に、それらの送り荷の実際のイベントへの読み取りアクセスがあ
ることを意味します。

その他のイベン
ト

輸送設備に直接関連する送り荷のすべての当事者に、追加のデータ共有規則の制限に従っ
て、読み取りアクセスが付与される。実際には、これは同じ輸送設備を共有するすべての
送り荷のすべての当事者に、それらの送り荷のその他のイベントへの読み取りアクセスが
あることを意味します。

取引ドキュメン
ト

なし。輸送設備の当事者のみに、輸送設備の取引ドキュメントへのアクセス権がある。

送り荷

Transport
Equipment
輸送設備

関連する取引オブジェクトの当事者のデフォルトの権限

表 7: 関連する取引オブジェクト間のデータ共有規則
図 2 の例では、出荷の当事者、4 つの送り荷の当事者、1 つの輸送設備の当事者が存在します。上記のデフォルトの共有
規則に基づいて次のようになります。
⦿

送り荷または輸送設備の当事者には、出荷データへのアクセス権はありません (出荷の当事者でもある場合を除
く)。

⦿

4 つの送り荷のどの当事者にも、他の送り荷の計画または取引ドキュメントへのアクセス権はありません (それ
らの送り荷の当事者でもある場合を除く)。
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⦿

5.4

4 つの送り荷すべてと出荷のすべての当事者には、送り荷すべてが同じコンテナーに関連するため、輸送設備の
予想イベントと実際のイベントへのアクセス権があります。

追加のデータ共有規則

データ共有表に直接取り込まれていないデータ共有規則が他に多数あります。
1.

ロケーション情報の表示抑止。貨物利害関係者、当局、金融機関、船会社を除く、読み取り特権を持つすべて
の組織には、番地アドレス・レベルのロケーション・データは表示が抑止され、 UN/LOCODE とターミナル・
レベルのロケーションのみが表示されます。

2.

パブリッシャーの識別情報の非公開。貨物利害関係者、当局、金融機関、および船会社を除く、読み取り特権
のあるすべての組織には、貨物利害関係者、3PL エージェント、ステート・エージェント、鉄道業者、トラッ
ク業者、はしけ業者、またはフィーダー業者によりパブリッシュされたイベントでは、オリジネーター名フィ
ールド、オリジネーター ID フィールド、およびパブリッシュした組織の名前は表示が抑止され、パブリッシュ
した組織タイプに置換されます。

5.5

デフォルトの権限のオーバーライド

プラットフォームは DSS 共有シートの権限を施行しますが、送り荷のデフォルトは (輸送サービス契約の規定で輸送サ
ービスの購入者として定義されている) 輸送サービス購入者によってオーバーライドすることができます。輸送サービス
購入者には、貨物利害関係者、船会社 (内陸輸送など 1 つ以上の行程を外注している場合)、または輸送サービス仲介者 (
例えば NVOCC) があります。

6 変更
TradeLens データ共有仕様書および TradeLens Swagger は、TradeLens プラットフォームの新バージョンのリリースに
合わせて特に、定期的に変更される場合があります。参加者はこのデータ共有仕様書と TradeLens Swagger の最新版に
準拠するデータ提供義務を満たし続ける必要があります。参加者はデータ共有仕様書と TradeLens Swagger を定期的に
確認することが推奨されます。
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