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CBP International Trusted Travelers Programs 

CBPインターナショナルトラステッドトラベラーズプログラム ズ 

 Designed to expedite CBP processing for pre-approved, “low-risk”, trusted travelers by providing 

dedicated inspection processes.    

事前に審査認証済みで“危険度の低い”、また信頼度の高い渡航者に対して優先的な審査プロセスを提供し、
CBP出入国プロセスの迅速化を図るために構築されました。 

 Allows CBP to focus on unknown, potentially higher risk travelers. 

CBPが身元不明、危険度の高い渡航者にターゲットを絞る事を可能にします。 

 Participation is voluntary. 

参加は任意です。 

 Fee based.  

料金制  

 All applicants are subject to background checks, collection of biometrics, and interview with CBP officer. 

全ての申請者は履歴調査、生体認証情報の提出、CBP審査官との面接が必要になります。 

 Database checks performed every 24 hours and at each arrival into the US.  

 24時間毎、米国到着時毎にデータベース確認が実行されます。 
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“Registered” vs. “Trusted”  

“レジスタード” vs. “トラステッド”  
Registered / レジスタード: 

 Identity fixed through use of biometrics and secure documents 

生体認証情報と保管文書を通して身元が確認されます。 

 Ideal for facilitating confirmation of identity or citizenship 

身元または国籍確認の迅速化に理想的です。 

Trusted / トラステッド:  

 Identity management plus background check and interview 

身元管理に加え、履歴調査、面接が必要になります。 

 Risk based judgment of future compliance 

将来的な順守に対するリスクベースでの判断がされます。 

 Allows for expedited processing through entire border control process to include immigration, 

customs, agriculture, and other agency’s regulations/procedures. 

移民、税関、農業、そしてその他の省庁の規則/手続きを含む全ての国境管理プロセスを通しての迅速化
を可能にします。 
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CBP International Trusted Travelers Programs 

CBPインターナショナルトラステッドトラベラーズプログラム ズ 

 Secure Electronic Network Travelers Rapid Inspection (SENTRI) 
セキュアー エレクロニック ネットワーク トラベラーズ ラピッド インスペクション (SENTRI) 

 Free and Secure Trade (FAST) / フリー アンド セキュアー トレード (FAST) 

 NEXUS /ネクサス 

 Global Entry /グローバル エントリー 

 Fast Low Risk Universal Crossing (FLUX) Arrangement – Netherlands/US pilot. 
ファースト ローリスク ユニバーサル クロシング (FLUX) アレンジメント– オランダ/米国パイロット 

 Average of 600-800 applications received per day. 
現在一日平均で600から800件の申請があります。 

 Over 695,000 members in existing programs. 
現在のプログラムでは695,000人以上の会員がいます。 
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Application Data Collected  

申請に必要なデータ 

 CBP collects: 

 Name, gender, eye color, height, date and place of birth, contact information, citizenship 

information, admissibility documents, residency, legal guardian information, driver license, 5-year 

address history, 5-year employment history, 5-year travel history, conveyance information, and 

responses to potential violations of law.  

 

 CBPは以下のデータを必要とします: 

 名前、性別、目の色、身長、生年月日、出生地、連絡先、国籍、渡航文書、居住権、法的保護者情報、運
転免許書、過去5年間の住所、過去5年間の雇用先、過去5年間の渡航歴、旅客運送機関情報、過去の
法違反の可能性の有無。 
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Vetting/Risk Assessment 

審査/リスク評価  
 All applicants are subjected to a risk assessment by CBP officers in a centralized location using 

multiple law enforcement databases.   

CBP審査官は一元化された場所で多様な法執行データベースを使用し、全ての申請者のリスク評価をし
ます。 

 Risk assessments/background checks are conducted on all applicants regardless of citizenship.  

リスク評価/履歴調査は国籍に関わらず全ての申請者に行われます。 

 CBP cross checks information against the FBI’s database on wanted persons or vehicles, license 

plates, articles, guns, securities, boats and criminal histories, and the International Justice and 

Public Safety Information Sharing Network. 

CBPはFBIデータベースの指名手配者、車両、車ナンバープレート、物品、証券、銃、船舶、犯罪暦情報、
また国際裁判所と公安情報共有ネットワークと情報を照合します。 

 To continuously ensure program participants maintain their assigned low-risk status, a re-vetting is 

performed every 24 hours.  A real-time enforcement check is also performed each time a 

participant makes entry into the United States. 

継続してプログラム登録者が危険度の低いステータスを維持するために、再審査が24時間ごとに行われ
ます。プログラム登録者が米国入国の際に毎回、即時の法執行チェックが行われます。 
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Qualifications/資格  
 To qualify for membership an applicant cannot have any: 

メンバーの資格を得るには、申請者は以下の項目に該当してはいけません。 

 Customs, immigration, agriculture penalties, violations, arrests, criminal convictions, or pending 

law enforcement investigations in their backgrounds;   

税関、移民、農業関連の罰則、違反、逮捕、刑事上の有罪判決を受けた経歴がある、また履歴調査
の法執行捜査が継続中である。 

 Positive encounters with state, federal, and local law enforcement, border agencies, military 

authorities, etc.  

州、連邦政府、地域法執行機関、国境警備機関、軍事機関などと問題がある。 

 In the case of pending or dismissed charges, certified court records will be required before 

consideration of entry into the program.   

審査中あるいは免訴済み告発がある場合、証明済の裁判所記録がプログラム参加前に必要になります。 

 At its discretion, CBP may also deny applicants who are determined to potentially pose a future risk 

to violating laws, regulations, or other program requirements, or anyone who can not sufficiently 

demonstrate they meet the “low-risk” nature of the program. 

CBPはその自由裁量により将来的に法規則に違反する可能性がある申請者、あるいは他のプログラム条
件、またはプログラム本来の“危険度の低い”という条件を満たさない申請者を拒否する事が出来ます。 
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How to Apply / 申請方法 
Two-Step Enrollment Process: 
登録の二つの手順 

1) Application: 申請 

 Submitted online through CBP’s Global On-Line Enrollment System at www.cbp.gov 
CBPのグローバル オンライン登録システムwww.cbp.govから提出して下さい。 

 Data is stored in the Global Enrollment System, CBP’s database containing all Trusted Traveler 
Program enrollment information.  
データはグローバル登録システムに保管され、CBPデータベースには全てのトラステッド トラベラー プログ
ラム登録情報が保管されています。 

 Data is run through law enforcement, intelligence, customs, and immigration databases, and against 
watchlists. 
データは法執行、情報機関、税関、移民データベースを検索し警戒リストと照合します。 

 If any derogatory or criminal information is found, applicant may be denied entry into the program, 
and electronic notification is sent back to the applicant. 
申請の際にもし何らかの不正、犯罪情報が発見された場合、申請者はプログラム登録を拒否され、E-mail
で告知が送信されます。 

 Non-refundable enrollment fee paid at time of submission. 
提出の際に徴収される登録料は返金されません。 

http://www.cbp.gov/
http://www.cbp.gov/
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Global Online Enrollment System  

グローバルオンライン登録システム 
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Enrollment / 登録 

2) In-depth Security Threat Assessment: 保安脅威に対する綿密な評価 

 

 Applicant receives electronic notification to schedule an interview at a local port of entry 
Enrollment Center.   
申請者は各入国地域にある登録センターでの面接日をE-mailで受け取ります。 

 Appointment is scheduled on-line, via the Internet. 
予約はインターネットで出来ます。 

 In-person interview with a CBP officer confirms identity and immigration status; verifies 
travel documents and personal information; and confirms “low-risk” status. 
CBP審査官が直接面接する事によって、申請者の身元、移民ステータスを確認し、渡航文書と個
人情報を検証し、申請者が“危険度が低い”事を裏付けます。 

 Full set of 10 fingerprints are electronically captured and submitted for law enforcement 
queries. 
10本の指紋採取が電子的に行われ、法執行検索に提出されます。 

 If any derogatory information is found or suspected, the applicant may be denied entry into 
the program. 
不正な情報が発見された、あるいは疑われた場合は、申請者はプログラムへの参加を拒否される
可能性があります。 
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 Initial Membership limited to US citizens and US Lawful Permanent Residents. 

当初のメンバーシップは米国市民と米国永住者に限定されていました。 

 

 Expanded on April 23, 2009 to allow citizens of the Netherlands that are Privium members. 

2009年4月23日にプリビウムメンバーに登録しているオランダ国民にも認可されました。 

 

 Denial by either country will result in the applicant being denied membership in FLUX.  

Each country may still consider the applicant for their own program. 

一方の国によって拒否された場合、その申請者はフラックスメンバーへも拒否されます。 

各国は現在もそれぞれのプログラムで申請者の参加を判断します。 

 

 Expansion to other countries would be through independent bi-lateral agreements with 

those specific countries. 

他国へのプログラム拡張はそれぞれの特定国との独立した二国間同意によって行われます。 
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 $100 application fee. 

申請料金 100米国ドル 

 

 30 locations: Atlanta, Boston, Charlotte-Douglas, Chicago (O’Hare), Dallas, Denver, Detroit, 

Fort Lauderdale, Guam, Honolulu, Houston (Intercontinental), Las Vegas, Los Angeles, Miami, 

Minneapolis (St. Paul), Newark, New York (JFK), Orlando (International), Orland (Sanford), 

Philadelphia, Phoenix, Raleigh-Durham, Saipan, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San 

Francisco, San Juan, Seattle-Tacoma, Washington (Dulles) 

30の地域で申請可能です。アトランタ、ボストン、シャルロット ダグラス、シカゴ（オヘア）、ダラス、デン
バー、デトロイト、フォート ローデルダール、グアム、ホノルル、ヒューストン（インターコンチネンタル）、
ラスベガス、ロスアンゼルス、マイアミ、ミネアポリス（セントポール）、ネワーク、ニューヨーク（JFK)、オ
ーランド（インターナショナル）、オーランド（サンフォード）、フィラデルフィア、フェニックス、ラレイ-ダー
ハム、サイパン、ソルトレークシティ、サン アントニオ、サン ディエゴ、サンフランシスコ、サンフアン、シ
アトル-タコマ、ワシントン（ダレス） 

 

 Over 28,524 applications received (16,100 fully enrolled). 

現在28,524以上の申請が提出されています（16,100件が登録済）。 

 

 Over  69,000 passages through kiosks to date.  

現在まで69,000人以上の渡航者がキヨスクを通過しました。 

 www.globalentry.gov  

 

http://www.globalentry.gov/
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Global Entry Kiosk Process 
グローバル エントリー キヨスク プロセス 3. Live image is 

taken of the 

traveler 

渡航者の実際のイメ
ージが撮影されます。 

4. Traveler validates APIS 

flight data and answers 

Declaration questions via 

touch-screen 

渡航者はAPISフライトデータを確

認し、タッチスクリーンの申告質問
に答えます。 

6. Receipt is printed 

領収書が発行されます。  

2. Fingerprints are taken 

指紋が採取されます。 

1. Traveler inserts 

passport into reader 

and enrollment is 

validated 

  渡航者はパスポートを読

取機に挿入し、登録が確
認されます。 

5. Data is sent for 

processing against law 

enforcement databases 

 データは法執行データベース
に送信されます。 
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Operations / 実施方法 
CBP processing upon arrival into the U.S. will be at an automated kiosk. 

米国到着時のCBP入国プロセスは自動化キヨスクにて行われます。 

No separate membership card will be issued.  Traveler will use Machine Readable Zone (MRZ) on passport or Lawful 

Permanent Resident Card. 

別途メンバーシップカードは発行されません。渡航者はパスポートの機械読取式部分あるいは永住者カードを使用します。 

 

Through the fingerprint biometrics and passport data, the kiosk will: 

キヨスクは指紋認証情報とパスポート情報を通して以下の項目を実行します。 

 

  Validate membership eligibility and APIS information. 

  メンバーの適格性とAPIS(事前搭乗者情報システム）情報を認証します。 

  Perform real time, law enforcement database queries. 

  即時の法執行データベース検索を実行します。 

  Complete CBP Declaration questions via touch screen. 

  タッチスクリーンにてCBP申告質問に答えます。 

  Complete US-VISIT requirements (if applicable). 

  US-VISIT条件を満たします（該当する場合）。 

The kiosk takes digital photo as part of the transaction record. 

キヨスクは処理記録としてデジタル写真を撮ります。 

Completion of kiosk processing provides a receipt to allow member to proceed to an expedited exit or to proceed to 

inspection area for additional inspection. 

キヨスクでの処理を終了後、領収書が発行され迅速に出口へ進むか、あるいは追加審査のために審査室に呼ばれます。 
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 Joint Statement of Cooperation. 

協力共同声明 

 Framework similar to NEXUS program with Canada. 

カナダのネクサスプログラムと同様の枠組み作成 

 Mutually agreed vetting standards and databases 

審査基準とデータベースに関する相互同意 

 Membership criteria 

メンバーシップの条件 

 Program administration 

プログラム運営 

 Must be approved and deemed “low-risk” by both countries.  

両国において承認され、“危険度が低い”と判断されなければならない。 

 Both countries will exchange program status changes on an “approval/disapproval” basis. 

両国の間で“認証、拒否”ベースでのプログラムステータスチェンジを交換する 

 Will allow for US Citizens to apply to other countries automated entry programs (e.g.PRIVIUM in 

Netherlands). 

米国市民が他国の自動化入国プログラムに申請出来るようにする（例：オランダ、プリビウム）。 

Trusted Traveler Bi-lateral Pilot Framework 

トラステッドトラベラー二国間試験的枠組み 
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Bi-lateral Pilot Framework Requirements 

二国間試験的枠組み条件 
 A single government authority is identified within the Government to coordinate background 

checks and exchange of information with the US. 
政府内で単一の政府機関が指定され米国と協力し履歴調査と情報交換を実施する。 

 The Government has an automated system in place to collect data, perform vetting and 
communicate results electronically. 
政府は自動化システムを設置し、データ収集、審査、結果報告を電子的に行う。 

 The Government must have a secure, accredited databases that contain: 
政府は安全で認可されたデータベースを設置し、以下の記録が含まれている必要がある。 

 Criminal arrests and convictions – federal, state and local  
逮捕、有罪判決記録－連邦政府、州、地域  

 Customs violations/penalties 
税関違反/罰則 

 Immigration violations/penalties 
移民違反/罰則 

 Agriculture violations/penalties 
農業関連違反/罰則 

 Intelligence records 
機密情報記録 

 Investigatory records 
捜査記録 

 Any other databases or watch lists that indicate a person is a risk for terrorism, smuggling, 
criminal activity, or violation of law. 
その人物に対してのテロ、密輸、犯罪行為、法違反などの危険性の有無を示すデータベース、ある
いは警戒リスト。 
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Bi-lateral Pilot Framework Requirements 

二国間試験的枠組み条件 

 Using the information found in the accredited databases a Government must be able to 

designate a person as “low risk” for terrorism, smuggling, criminal activity, or any other violation 

of law. 

認可されたデータベースで発見された情報を使用し、政府はその人物がテロ、密輸、犯罪行為、あるい
はその他の法違反を犯している“危険度が低い”事を確認しなければならない。 

 A biometric-based (e.g. fingerprints, iris, facial recognition) record search must be available. 

生体認証ベース（例、指紋、目の色、顔判別）記録検索が可能でなければならない。 

 The Government must have an existing trusted traveler entry program  similar to Global Entry 

that would allow US citizens to enter another country  on a reciprocal basis.  

政府には相互ベースで米国市民が入国する事が出来るグローバルエントリーと同様のトラステッドトラ
ベラーエントリープログラムが現在なければならない。 

 When all of the framework requirements are met by another Government, the United States will 

enter into discussions with a foreign government to formulate a joint statement of understanding.  

全ての枠組み条件が政府によって満たされた場合、米国は政府と共同声明作成の協議に入る。 
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Questions or Comments? 

質問またはコメントがありますか。 

 


