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「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について 
 
 
「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項

６２第１１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 
 

附 則 
この通達は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、２－１－１（５）の

表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８

年法律第１１７号）第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の左欄

に係る改正規定は、平成３０年１０月１日から施行する。 



（別紙） 
「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号） 

改正後 現行 

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 
（１）～（４） （略） 
（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、次の表の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項につい

て、それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈を要す

る語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、

「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中解釈を要す

る語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くも

のとして解釈するものとする。ただし、輸出令別表第２の中欄に掲げる貨物であっても、

次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別表第２品目に含まれないものとする。 

（イ）～（ハ） （略） 

輸出令 

別表第

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈

を要する語 

解        釈 

２９～

３５ 

（略） 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

２，４，５－Ｔ、２，４，５－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔのエス

テル化合物、アラクロール、アルジカルブ、アルドリン、アジ

ンホスメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別

名Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチ

ル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル）、クロルデン、クロルジメホ

ルム、クロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ

－オルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナト

リウム塩等）、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル

化合物、１，２－ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファ

ン、１，２－ジクロロエタン、エチレンオキシド、フルオロア

セトアミド、ＨＣＨ（異性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサ

クロロベンゼン、リンデン、水銀化合物（無機水銀化合物、ア

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 
（１）～（４） （略） 
（５）輸出令別表第２の解釈 

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、次の表の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項につい

て、それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈を要す

る語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、

「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中解釈を要す

る語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くも

のとして解釈するものとする。ただし、輸出令別表第２の中欄に掲げる貨物であっても、

次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別表第２品目に含まれないものとする。 

（イ）～（ハ） （略） 

輸出令 

別表第

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈

を要する語 

解        釈 

２９～

３５ 

（略） 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

２・４・５－Ｔ、２・４・５－Ｔ塩及び２・４・５－Ｔのエス

テル化合物、アラクロール、アルジカルブ、アルドリン、アジ

ンホスメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別

名Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチ

ル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル）、クロルデン、クロルジメホ

ルム、クロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ

－オルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナト

リウム塩等）、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル

化合物、１・２－ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファ

ン、１・２－ジクロロエタン、エチレンオキシド、フルオロア

セトアミド、ＨＣＨ（異性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサ

クロロベンゼン、リンデン、水銀化合物（無機水銀化合物、ア



改正後 現行 

ルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化

合物を含む。）、メタミドホス、モノクロトホス、パラチオン、

ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペン

タクロロフェノールのエステル化合物、トキサフェン、トリブ

チルスズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、トリブ

チルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタクリラート、ト

リブチルスズ＝ベンゾアート、トリブチルスズ＝クロリド、ト

リブチルスズ＝リノレアート、トリブチルスズ＝ナフテナート

を含む全て）、トリクロルホン（別名ジメチル＝２，２，２－

トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナート又はＤＥ

Ｐ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する

粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチノラ

イト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレ

モライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテル（ヘキサ

ブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル

を含む。）、商業用ペンタブロモジフェニルエーテル（テトラ

ブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル

を含む。）、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド

及びペルフルオロオクタンスルホニル化合物（ペルフルオロオ

クタンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸ジエタノールアンモニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸テトラエチルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸ジデシルジメチルアンモニウム、Ｎ－エチルペルフルオ

ロオクタンスルホンアミド、Ｎ－メチルペルフルオロオクタン

スルホンアミド、Ｎ－エチルＮ－（２－ヒドロキシエチル）ペ

ルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエ

チル）－Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペ

ルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含む。）、ポリ臭

化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、ポ

リ塩化テルフェニル（ＰＣＴ）、短鎖塩素化パラフィン（炭素

数が１０から１３までのものであって、塩素の含有量が全重量

ルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化

合物を含む。）、メタミドホス、モノクロトホス、パラチオン、

ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペン

タクロロフェノールのエステル化合物、トキサフェン、トリブ

チルスズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、トリブ

チルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタクリラート、ト

リブチルスズ＝ベンゾアート、トリブチルスズ＝クロリド、ト

リブチルスズ＝リノレアート、トリブチルスズ＝ナフテナート

を含む全て）、トリクロルホン（別名ジメチル＝２，２，２－

トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナート又はＤＥ

Ｐ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する

粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチノラ

イト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレ

モライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテル（ヘキサ

ブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル

を含む。）、商業用ペンタブロモジフェニルエーテル（テトラ

ブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル

を含む。）、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド

及びペルフルオロオクタンスルホニル化合物（ペルフルオロオ

クタンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸ジエタノールアンモニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸テトラエチルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸ジデシルジメチルアンモニウム、Ｎ－エチルペルフルオ

ロオクタンスルホンアミド、Ｎ－メチルペルフルオロオクタン

スルホンアミド、Ｎ－エチルＮ－（２－ヒドロキシエチル）ペ

ルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエ

チル）－Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペ

ルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含む。）、ポリ臭

化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、ポ

リ塩化テルフェニル（ＰＣＴ）、短鎖塩素化パラフィン（炭素

数が１０から１３までのものであって、塩素の含有率が４８重



改正後 現行 

の４８パーセントを超えるものに限る。）、四エチル鉛、四メ

チル鉛、トリス（２，３－ジブロモプロピル）＝ホスファート

並びにこれらを含有する混合物又は製剤 

  （略） 

 化学物質の

審査及び製

造等の規制

に関する法

律（昭和４

８年法律第

１１７号）

第２条第２

項に規定す

る第一種特

定化学物質 

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上

のものに限る。）、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、ディ

ルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又はヘプタクロ

ル（クロルデン類）、ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、

Ｎ，Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリ

ル－Ｎ′－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，

Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレンジアミン、２，４，６

－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール、トキサフェン、マ

イレックス、ケルセン又はジコホル、ヘキサクロロブタ－

１，３－ジエン、２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾ

ール－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノ

ール、ＰＦＯＳ又はその塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロベン

ゼン、アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘ

キサン、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テトラブ

ロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテ

ル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェ

ニルエーテル、エンドスルファン（又はベンゾエピン）、ヘキ

サブロモシクロドデカン、ペンタクロロフェノール又はその

塩若しくはエステル、ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１

０から１３までのものであって、塩素の含有量が全重量の４

８パーセントを超えるものに限る。）、デカブロモジフェニル

エーテル並びにこれらを含有する混合物又は製剤 

  （略）  

  ポリ塩化ビフェニルが使用さ

れている以下の製品を含む。 

① （略） 

② 接着剤（動植物系のもの

 

量パーセントを超えるものに限る。）、四エチル鉛、四メチル

鉛、トリス（２・３－ジブロモプロピル）＝ホスファート並び

にこれらを含有する混合物又は製剤 

  （略） 

 化学物質の

審査及び製

造等の規制

に関する法

律（昭和４

８年法律第

１１７号）

第２条第２

項に規定す

る第一種特

定化学物質 

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上

のものに限る。）、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、デ

ィルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又はヘプタク

ロル（クロルデン類）、ビス（トリブチルスズ）＝オキシ

ド、Ｎ，Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－

トリル－Ｎ′－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又は

Ｎ，Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレンジアミン、２，

４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール、トキサフェ

ン、マイレックス、ケルセン又はジコホル、ヘキサクロロブ

タ－１，３－ジエン、２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリ

アゾール－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ブチルフ

ェノール、ＰＦＯＳ又はその塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロ

ベンゼン、アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ

－ヘキサクロロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシク

ロヘキサン、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テト

ラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエー

テル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフ

ェニルエーテル、エンドスルファン（又はベンゾエピン）、

ヘキサブロモシクロドデカン、ペンタクロロフェノール又は

その塩若しくはエステル並びにこれらを含有する混合物又は

製剤 

 

 

  （略）  

  ポリ塩化ビフェニルが使用さ

れている以下の製品を含む。 

① （略） 

② 接着剤（動植物系のもの

 



改正後 現行 

を除く。）、パテ及び閉そ

く用又はシーリング用の充

填料 

③～⑥ （略） 

  （略）  

  ＰＦＯＳ又はその塩が使用さ

れている以下の製品を含む。 

①～③ （略） 

④ 圧電フィルタ又は半導体

の製造に使用するエッチン

グ剤 

 

 

 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 半導体用のレジスト 

⑧～⑩ （略） 

⑪ 業務用写真フィルム 

⑫ （略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 （削除） 

 （削除） 

 

  （略）  

  ポリ塩化直鎖パラフィン（炭

素数が１０から１３までのも

のであって、塩素の含有量が

全重量の４８パーセントを超

 

を除く。）、パテ及び閉そく

用又はシーリング用の充て

ん料 

③～⑥ （略） 

  （略）  

  ＰＦＯＳ又はその塩が使用さ

れている以下の製品を含む。 

①～③ （略） 

④ 半導体（無線機器が３メ

ガヘルツ以上の周波数の電

波を送受信することを可能

とする化合物半導体を除く

。）の製造に使用するエッチ

ング剤 

⑤・⑥ （略） 

（新設） 

⑦～⑨ （略） 

（新設） 

⑩ （略） 

⑪ エッチング剤（圧電フィ

ルタ又は無線機器が３メガ

ヘルツ以上の周波数の電波

を送受信することを可能と

する化合物半導体の製造に

使用するものに限る。） 

⑫ 半導体用のレジスト 

⑬ 業務用写真フィルム 

 

  （略）  

  （新設） 
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えるものに限る。）が使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 生地に防炎性能を与える

ための調整添加剤 

③ 樹脂用又はゴム用の可塑

剤 

④ 塗料（防水性かつ難燃性

のものに限る。） 

⑤ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑥ 皮革用の加脂剤 

  デカブロモジフェニルエーテ

ルが使用されている以下の製

品を含む。 

① 防炎性能を与えるための

処理をした生地 

② 生地、樹脂又はゴムに防

炎性能を与えるための調整

添加剤 

③ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

④ 防炎性能を与えるための

処理をした床敷物 

⑤ 防炎性能を与えるための

処理をしたカーテン 

⑥ 防炎性能を与えるための

処理をした旗及びのぼり 
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（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （新設） 
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（略） 

 

 


