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第 1 章  本事業の目的及び実施内容 

1.1  本事業の背景と目的 

1.1.1 本事業の背景 

  近年、人口減少にともなう国内市場の縮小が予想されるなか、企業規模を問わず海外マ

ーケットに活路を求めるケースが相次いでいる。民間調査会社１によると 2019 年 8 月におい

て、製品やサービスを直接・間接的に輸出を行う中小企業は全国に約 35,000 社あるといわれ

ている。 

  グローバルな取引が拡大している昨今において、海外へ軍事転用が可能な貨物や企業

が保有する機微技術が流出するリスクが増加している。我が国の安全保障貿易管理や技術

流出の防止を確保していくにあたり、企業の大多数を占める中小企業への普及・啓発及び輸

出管理等の必要性の認識や管理体制は不十分である。 

1.1.2 本事業の目的 

  本事業は、輸出管理において中小企業が置かれている現状とのギャップを埋めるため

に、安全保障貿易管理及び技術管理の重要性を発信し、専門家による輸出管理体制の構築

支援等を通じて、国際平和を目指して中小企業における安全保障貿易管理の定着と技術流

出の防止を目的とする。 

1.2  本事業の実施内容及び実施方法 

1.2.1 実施内容 

  本事業を実施するにあたって、事務局を設置し、運営業務全般のとりまとめを行った。ま

た、安全保障貿易管理課（以下、「安保管理課」）との事業に係る連絡・調整を遂行できる体

制を構築し、以下の事業を実施した。 

(1) 説明会の開催

(2) 輸出許可申請に関する支援業務

(3) 輸出管理体制構築支援

(4) アドバイザー連絡会議の開催

なお、事務局は、本事業の目的を達成するため、事業実施に対応できる体制を整え、必

要なアドバイザー確保のための面談を実施し、採用したアドバイザーと秘密保持契約を締結

した。また、説明会、安全保障貿易審査課（以下、「審査課」）の輸出許可申請に関する支援

業務、輸出管理体制構築支援を行うにあたって、それぞれアドバイザーの派遣を行うととも

に、説明会や輸出管理体制構築支援の実施に必要な説明資料等の作成を行った。 

1. 帝国データバンク https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p190805.html より引用

2. アドバイザーとは、事務局が本事業を実施するにあたって採用した専門家のことをいい、アドバイザーは安全保

障貿易管理に関する豊富な知見及び実務経験を有し、説明会で安全保障貿易管理についての講演、輸出許

可申請に関する指導・助言及び企業への輸出管理体制の構築支援が可能であるものとする。
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1.2.2 実施方法 

各事業は以下の方法に従って、実施した。 

(1) 説明会の開催

  3 つのテーマ（（①安全保障貿易管理（外為法関連）、②技術等情報管理（産業競争力強

化法関連）、③営業秘密管理（不正競争防止法関連））を組み合わせた説明会を全国で開催

した。実施にあたっては、経済産業省はもとより、地方局、商工会議所等の中小企業団体、業

界団体等を主催者とし、開催時期・場所や参加者の募集方法等、適宜安保管理課と相談の

上、実施した。 

（2） 輸出許可申請に関する支援業務

アドバイザー2 名を審査課に派遣し、外為法の解説、申請書類の準備や該非判定に関す

る電話、メール、窓口での相談に応じ、相談者のサポートを行った。また、サポートで得られた

知見について資料作成を行った。 

（3） 輸出管理体制構築支援

  事務局は、管理体制の構築やその運用改善を希望する企業に対して、適切なアドバイザ

ーを割り当て、現地訪問、メール、電話等の方法を組み合わせて支援を実施した。事業実施

にあたり、アドバイザーと緊密に連携し、定期的に指導実績を安保管理課に報告した。 

（４） アドバイザー連絡会議の開催

  効果的な事業の実施を図るために、本事業に係る実施状況の報告等をアドバイザー、安

保管理課等を対象に 3 回実施した。 

1.2.3 実施体制 

本事業目的達成のために図表 1-1 の体制にて、業務を遂行した。 

図表１－１ 本事業における実施体制 

（資料）有限会社ビジョンブリッジ（以下、「ＶＢ」という。）作成。  
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1.2.4 実施スケジュール 

本事業目的達成のために下記のスケジュールにて、業務を遂行した。 

図表１－２ 本事業におけるスケジュール 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

◆説 明会

従来型説明会

新型説明会

ライブ配信

【開催回数目標】

70～100回

◆体制構築支援

【4月設定目標】

派遣回数:300回

6/11 支援開始

広報活動強化

◆活動・広報

第3回ADV会議

2/28
▼

第2回ADV会議

12/6
▼

第1回ADV会議

9/30
▼

●対 団体向け広報活動

選定1600社DM送付

展示会出展

選定146社DM送付

支援企業数

目標 100社

◆プル型（説明会受講者からの申し込み待ち／受動的アプローチ）

◆プッシュ型（積極的アプローチ）

●対メディア向け広報活動

説明会

録画配信
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第 2 章  説明会について 

2.1  初級編説明会、入門編説明会の趣旨と開催状況 

2.1.1 初級編説明会、入門編説明会の趣旨 

中小企業に安全保障貿易管理や技術情報管理の重要性を正しく理解してもらうために、

年間 70～100 回を目標として以下のテーマについて説明会を開催した。そのために協力団

体と連携して説明会開催告知を行った。 

なお、初級編は従来から地方局等が主催となり開催しているものである。今年度、事務局

は輸出管理実務に不慣れな中小企業に、どのような業務が安全保障貿易管理に関係するか

をケーススタディで紹介するエピソードを取り入れた資料を新たに作成し、入門編を開催し

た。 

 また、説明会のライブ配信を実施することにより、遠隔からの参加を可能とするともに会場ま

での往復時間を削減し、多忙で時間のない中小企業のニーズに即した取り組みを行った。ま

た、ライブ配信は企業内の社内研修としても有効活用された。 

初級編「安全保障貿易管理説明会」 

安全保障貿易管理について 

法令遵守のポイント 

入門編「技術流出防止管理説明会」 

安全保障貿易管理（入門編） 

秘密の情報漏えい対策等について 

技術等情報の管理に係る認証制度 

2.1.2 初級編説明会、入門編説明会の開催状況 

(1) 説明会の運営

(a) 説明会の運営手順は以下のとおり。(別添 4 説明会フロー参照)

① 説明会を企画して日時・プログラム・会場を調整して決定する。

② 説明会の開催案内を作成して広報・参加申し込み受付を開始する。

③ 経済産業省に講師派遣を依頼する。

④ 説明会資料を印刷・発送する。

⑤ 説明会を開催する。

⑥ アンケートを集計して経済産業省に報告する。

(b) 事務局は地方局の安全保障貿易管理担当課への訪問を通じて、中小企業課や産業

振興課等に本事業を紹介するとともに協力依頼を行った。経済局から地域の商工会議

所、JETRO 支部、貿易協会、中小企業診断協会等の紹介を受けることができた。ま

た、全中政策推進部には都道府県中央会に展開していただいた。

(c) 60 団体(別添 5 協力団体一覧参照)に主催・共催を依頼し、会場準備・集客において

協力いただいた。事務局より随時、案内の送付、参加者集約、説明会の開催、アンケ

ートとりまとめを行った。
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(d) 下記 3 団体の後援を受け、集客等広報活動において協力いただいた。

① 東京商工会議所 （事務局主催説明会を後援）

② 全国中小企業団体中央会（県中主催または事務局主催説明会を後援）

③ 大田区産業振興協会

(2) 広報・集客方法

(a) 以下の主催・協力団体が説明会開催日までの期間に定期的にメールマガジンを配信

することにより効果的に集客できた。

① 地方局

② 東京商工会議所

③ 仙台商工会議所：2,400 名（メールマガジン）

④ 日本機械輸出組合：230 名（組合員）

(b) 以下のように WEB サイトによる情報提供を行った。

① 協力団体ホームページと相互リンクを張った。

② 説明会の研修資料を WEB サイトに掲示した。

③ 説明会録画ビデオを WEB サイトで提供した。

(c) 中小企業経営者層向けチラシ（別添 11）を協力団体に所属会員への配布を依頼し

た。

(d) 入門編説明会では取り上げる 3 テーマの関連性を明確にして説明会の目的及び要点

理解を助ける動画を作成し、説明会開催前に上映した。

(3) 実施結果

 説明会の開催実績を初級編管理表（別添 6）、入門編管理表（別添７）に示す。これをまとめ

ると以下の図表 2-1 になる。ライブ配信は両説明会で 9 回行われた。両説明会の模様を説明

会記録写真（別添 8）に示す。 

図表 2－１ 説明会実施回数内訳 

開催数 (うち配信) 参加者数 配信視聴数 

（初級編）安全保障貿易管理説明会 38 回 (3 回) 5,913 名 148 名 

（入門編）技術流出防止管理説明会 39 回 (6 回) 836 名 525 名 

合計 77 回 (9 回) 6,749 名 673 名 

(86 拠点) 
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図表 2－2 各月における説明会開催数 

図表 2－3 各月における説明会種別開催数 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

0
4

9

15 15

23

32

47

58

67

77

説明会開催数（累計）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

説明会種別開催数 入門編 初級編 ライブ配信
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  会場での参加者数を定員で割ったものを集客率とするとき、主催者ごとの集客率は以下のように

なる。 

図表 2－４ 主催者と集客率の分布 

主催者 

件数 

入門編の集客率 初級編の集客率 

～30% 30～70% 70%～ ～30% 30～70% 70%～ 

地方局 3* 4 3 0 3 8 

商工会議所 1* 1 2 0 0 1 

JETRO 支部 1 3 0 - - - 

団体 2 5 2 0 1 ６ 

VB 3* 0 1 0 2 0 

CISTEC - - - 0 3 7 

* ライブ配信あり 

  

2.2  参加者のレスポンス、アンケート結果の分析 

  

2.2.1 初級編説明会アンケート結果及び分析 

 初級編説明会アンケート結果の概要と業種別内訳をそれぞれ図表 2-5、図表 2-6 に示す。また、

参考までに CISTEC が実施した初級編説明会の春季概要、秋季概要、業種別アンケート結果を

それぞれ図表 2-7、図表 2-8、図表 2-9 に示す。 

 

図表 2－5 安全保障貿易管理説明会（初級編） 参加者アンケート結果（概要） 
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図表 2－6 安全保障貿易管理説明会（初級編） 参加者アンケート結果（業種別） 
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図表 2－7 CISTEC 安全保障貿易管理説明会（初級編・春） 参加者アンケート結果（概要） 
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図表 2－8 CISTEC 安全保障貿易管理説明会（初級編・秋） 参加者アンケート結果（概要） 
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図表 2－9 CISTEC 安全保障貿易管理説明会（初級編） 参加者アンケート結果（業種別） 
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以上のことから分析できることを下記に示す。 
(1) 従来から実施されている「安全保障貿易管理説明会」は、広く認知されていることから高い集客

率となっている。また、説明会の評価としては、「満足」「ほぼ満足」の回答が 90%以上となってい

る。

(2) 初回参加者は 65%であるが、5 回以上の参加者も 11%ある。初回参加者にとっては法律用語・

専門用語が頻出するために難解であるとされる。一方、複数回参加者からは、法令改正のポイ

ント、具体的事例など、より高度で専門的な内容についての説明会が求められている。

(3) 自由記述欄の回答では、講演内容（量）に比べて講演時間が不足であるというコメントが目立っ

た。このため、講師が早口になったり、説明を端折ったりすることになり、これらに対しての改善

要望がみられた。

2.2.2 入門編説明会アンケート結果及び分析 

入門編説明会アンケート結果を図表 2-10、図表 2-11 に示す。 

図表 2－10 技術流出防止管理説明会（入門編） 参加者アンケート結果（概要） 
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図表 2－11 技術流出防止管理説明会（入門編） 参加者アンケート結果（概要） 
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自社の輸出管理体制の改善点を知るため

今後輸出の可能性があり、情報を得たいため

その他
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以上のことから分析できることを以下に示す。 

(1) 入門編は初級編に比較して全般的に会場集客率は低くなっている。新しい説明会であり、中

小企業等に十分認知されていない面がある。

(2) 講義については 3 テーマともに「満足」「ほぼ満足」が 90%程度の高い評価となっている。

(3) 参加動機では 64%の参加者が「輸出管理に取り組んでいる」と回答している。一方、初心者と思

われる「輸出管理についてどこから取り組めば良いかを知るため」は約 12%である。

(4) 体制構築支援を希望・検討するのは 28%、関心はあるが希望に至らないものが 51％、関心/必

要性なしが 20%となっている。関心/必要性なしは安全保障貿易管理以外のテーマを目的に参

加としたためと思われる。

(5) 自由記述欄の回答では、3 テーマの関連について十分な理解が得られていない面がある。ま

た、「秘密情報の漏えい対策」では ISMS との関係、「技術情報管理」では認証制度の効果に

ついて理解が得られていない面がある。

(6) 参加者の詳細な業種を問うているが、業種毎での明確な差異を認めることはできなかった。一

方、参加者のプロファイル（経営層/管理職/担当者、輸出管理体制の有無、輸出管理専担/
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20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

卸売業

小売業

運輸・通信・不動産業

サービス業

建設業

繊維工業

化学工業

鉄鋼業

その他

製造業(全体）

飲料・たばこ・飼料製造業

衣服・その他の繊維製品製造業

家具・装備品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

出版・印刷・同関連産業

ゴム製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

一般機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

精密機械器具製造業

プラスチック製品製造業

その他の製造業

全体

７：専門家派遣の活用について

支援を受けたい

支援を受けるか検討したい

自社の輸出管理体制について相談したい

関心があるがまだよくわからない

関心がない、もしくは必要性がない
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兼務、受講回数等）は問われていないため、より詳細な分析には至らなかった。 

2.2.3 ライブ配信アンケート結果及び分析 

ライブ配信の実施結果・アンケート回答を図表 2-12 に示す。ライブ配信の視聴模様をライブ配信

視聴風景(別添 9)に示す。 

図表 2-12 ライブ配信アンケート結果 

(1) ライブ配信は 9 回、86 拠点で実施され、視聴者数は初級編では 148 名、入門編では 525 名

の合計 673 名であり、会場参加者数 6,749 名の 10%に相当する。また、拠点ごとの視聴者数に

ついては、視聴者 1 名が 8 拠点、5 名以内が 43 拠点で全拠点数の半数を占める一方、視聴

者 20 名～50 名も 4 拠点あった。

図表 2－13 ライブ配信受信拠点における視聴者数と拠点数 

拠点視聴者数 ～1 ～5 ～10 ～20 ～50 

累積拠点数 8 43 64 82 86 

(2) ライブ配信は受講者からは概ね有効と評価されている。当初、配信が中断したり、音声・映像が

乱れたりする事象が見られたが、受信時のパスワード設定を変更したことにより接続環境が安

定してからは、良好な配信を行うことができた。ライブ配信を利用して社内研修を全社的に展開

されている事例もあった。

(3) ライブ配信を行った説明会では講師が遠隔視聴者を十分に考慮した説明を行っていないケー
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スがあり、配信先の視聴者が講義に追いつけない事象もあった。また、現在のシステムでライブ

配信中には遠隔視聴者は講師に直接、質問や呼びかけをすることができるが、質問はなかっ

た。 

2.2.4 説明会録画視聴結果及び分析 

 新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、2020 年 2 月 28 日以降開催予定であった説明会（2

月 28 日、3 月 6 日、3 月 12 日）の開催を自粛することにした。そのため、WEB サイトに開催済の説

明会録画を視聴できる環境を構築し、開催中止となった説明会の主催者と参加申込者に視聴の案

内を配信した。2 月 28 日から 3 月 19 日までの録画視聴状況を別添 10 に示す。また、初級編と入

門編の視聴者のアンケート回答をそれぞれ図表 2-14、図表 2-15 に示す。 

図表 2-14 初級編録画視聴アンケート結果 

参加者数 48、回答数 23 （回答率 48％） 

1. あなたの組織（会社など）について 2. 説明会への参加回数について

3. 録画視聴のご案内方法について 4. 安全保障貿易管理について

5. 法令遵守のポイント 6. 本説明会の評価について：全体

図表 2-15 入門編録画視聴アンケート結果 

参加者数 18、回答数 7 （回答率 39％） 

1. あなたの組織（会社など）について 2. 説明会への参加回数について

メーカー

65%

商社

4%

その他

31%

初回
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２～４

回

31%

５回以

上…

大変分か

りやすい

35%分かり

やすい

65%

満足

44%
まあ満

足…

やや不

満

4%

満足

33%

まあ満

足…

やや不満

3%
満足

48%
まあ満足

52%

メーカー

100%

初回

100%
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3. 録画視聴のご案内方法について 4. 安全保障貿易管理（入門編）

5. 秘密情報の漏えい対策等について 6. 技術等情報の管理に係る認証制度

以上のことから分析できることは下記のとおりである。 

(1) 録画視聴の案内を配信すると、直ぐに説明会録画を視聴される参加者もおり、3 月 19 日までに

182 回の視聴があった。また、既に開催された説明会の参加者も録画視聴をしていた。これらは

説明会に対する関心の高さを示すものと考えられる。

(2) 初級編視聴者の参加回数は会場開催の説明会とほぼ同様の傾向を示している（複数回受講者

も視聴している）。また、説明会への評価も「満足」「まあ満足」が 90%以上を占めている。入門編

の視聴者 7 名は今回が初めての受講であった。入門編の視聴回数は 45 回あったが、アンケー

ト回答は 7 件であった。説明会の評価は「満足」「まあ満足」であった。両説明会の内容につい

ても好評であった。 

(3) アンケートの自由記述・要望では、録画説明会の視聴は有効であると評価され、継続的な視聴

機会の提供を求めている。説明会の講義は約 1 時間あるので、今後の視聴では録画コンテン

ツの提供方法について考慮が必要である。

2.3  課題と考察 

2.3.1 説明会開催・運営の見直し 

今後の説明会の開催・運営にあたっては以下のような取り組みが必要と考える。 

(1) JETRO 支部、商工会議所へのアプローチが遅れ、地方での説明会の展開をタイムリーに進め

ることができなかった。地元の中小企業の実情を把握している地方局/商工会議所/JETRO 支

部と連携することにより、中小企業に確実にリーチするような体制強化とともに、工業集積地を

所管する地方局からの積極的なアプローチが必要と考える。

また、中小企業を支援する様々な対策を展開している中小企業庁の海外展開支援サポート事

業と連携し、より充実した支援の提供に結びつけることを考えたい。

(2) 各団体・機関・企業の説明会開催・研修計画は前年度末から年度当初に確定しているため、

年度途中からの説明会開催要請に対応いただくことが難しかった。そのため、事務局が運営を

一括して行い、各団体に共催・後援いただくことにより説明会を開催した(横浜経営支援企業財

団、川崎市産業振興財団、大田区産業振興財団、日本貿易会主催説明会)。

大変分か

りやすい

14%分かり

やすい

86%

満足

29%

まあ満足

71%

満足

29%

まあ満足

71%

満足

14%

まあ満足

86%
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(3) 当初、地方の説明会、特に、技術流出防止管理説明会の集客は芳しくなかった。しかし、12 月

以降、説明会開催のプレスリリースを出すことにより、集客数を伸ばすことができた(東北地方

局、川崎市産業振興財団主催説明会)。主催者からの説明会開催告知だけではなくプレスリリ

ースにより開催地周辺にもリーチすることが有効と考える。

(4) 当初、技術流出防止管理説明会はその意図が参加者に十分理解されず、反応は芳しくなかっ

た。11 月からは説明会の最初に、その骨子を説明する動画を上映することにより説明会を構成

する 3 テーマの関連性を説明するようにした。説明会開催の案内においてもこの説明動画を視

聴できるようにして、認識を高めることが必要である。

(5) 事前申込制の個別相談付き説明会を 3 回開催したが、相談の申込みは 1、2 件しかなかった。

それに対して、説明会後に講師に質問する参加者が多数あり、形式ばった個別相談（相談会）

よりは気軽に相談できる環境を準備することが望ましいことがわかった。

2.3.2 初級編説明会の改良 

初級編説明会は実務初心者を対象としているが、同じプログラム構成で長期間開催されている。

対象者を明確に分けた説明会に改良する必要があると考える。 

(1) 全くの初心者を対象とするならば、法令等の詳細についての説明に終始するのではなく、中小

企業の日頃の実務の中で、輸出管理で何をしなければならないかを実習するような体験型研

修が必要と考える。

(2) 一方、実務経験者を対象とする説明会に関しては、工業会等と連携して参加者が属する業界

に特化したテーマを取り上げ、日頃疑問を抱いている課題に対して具体的な対策・取り組みを

検討するワークショップを行うような研修が有用と考える。

2.3.3 説明会の形態見直し 

従前からの集合型に加えて、インターネット環境を利用した説明会に拡大し、中小企業経営者や

従業員が自身の都合の良いタイミングで、自身が望む形態で参加できる説明会を開催し、受講者の

参加機会を提供するのが望ましい。 

(1) 集合型

講師の話を直接聞くことができる形態である。説明会後に対面相談できる相談会を併設して受講

者の輸出管理に関する悩みを解決したり、体制構築を支援したりする。

(2) ライブ配信

説明会開催地が遠く離れているような場合、自社オフィスで説明会会場の映像配信を受けるよう

な形態である。会場までの移動時間を有効活用することができる。事前に質問を提出することに

より、講師が講演中に回答することも可能となる。

(3) Webinaｒ

講師が説明する資料と音声を配信し、遠隔の受講者はチャットにより講師に質問できるような形

態である。リモート環境からの受講、かつ、チャットにより講師とインタラクティブに会話（質問と回

答・説明）できる。

(4) ビデオ研修

予め事務局が講義の映像コンテンツを WEB サイトに掲載し、受講者が都合の良い時間に配信

を受ける（eLearning/受講）する形態である。受講者が自身の都合に合わせて受講できる。適切
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な長さのコンテンツを提供することにより、受講者は自身の都合の良い時間に、受講可能な分量

の講義を受講できる。 

2.3.4 ワンストップ窓口・安保貿易管理目安箱の設置 

 中小企業の経営者が経済産業省の安全保障貿易担当課室に直接、相談するのはハードルが高

い。その障害を除去する取り組みが必要と考える。 

(1) 説明会による啓蒙に加えて、輸出者の疑問に即応するワンストップ窓口を地方局/商工会議所

/JETRO 支部等に設置し、輸出者が必要とする時に負担なく相談できるような体制を作る。

(2) WEB に『安保貿易管理目安箱』（化管法 SDS 目安箱：製造産業局 化学物質管理課 化学物

質リスク評価室主管と同様） を設置し、翌営業日には事務局が適切な窓口担当者に振り分

け、相談内容に対応するような仕組みを作る。また、その相談内容等を WEB サイトに Q&A とし

て掲示して展開する。
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第 3 章  審査課の問い合わせ対応について 

3.1  問い合わせ内容と対応 

(1) 審査課に配置された 2 名の常勤アドバイザーが各問い合わせに対応した。図表 3－1 にあ

る通り、4 割強が該非判定に関するものであった。次に多いのはキャッチオール関連、申請手続

き関係、特例関係、その他となっている。 

  特筆すべき点としては、7 月 1 日に経済産業省より出された「大韓民国向け輸出管理の運用

の見直しについて」のニュースリリースを受けて、韓国関連の問い合わせが、7 月、8 月と急増し

た。 

図表 3-1 審査課への 電話およびメールによる問い合わせ内容 

2020 年 3 月 4 日現在 

相談内容* 
期間：2019 年 9 月～2020 年 2 月 

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 小計 割合 

外為法概要 0 5 1 4 2 3 0 0 2 6 23 1.9% 

該非判定関連 36 74 85 47 59 67 83 89 100 72 540 45.4% 

申請手続き 

関連 
3 21 19 11 10 11 13 15 17 15 135 11.3% 

特例関連 2 7 9 8 10 7 6 9 12 7 77 6.5% 

包括許可関連 1 3 6 2 3 4 1 6 4 3 33 2.8% 

キャッチオール

関連 
12 18 25 27 20 23 32 35 31 18 241 20.3% 

韓国関連 0 0 15 17 7 1 1 0 1 0 42 3.5% 

その他 0 0 7 1 1 8 11 5 15 6 54 4.5% 

合計 54 128 167 117 112 124 147 159 182 127 1190 100.0% 

＊重複項目での質問あり 
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第 4 章 体制構築支援の活動について 

4.1  体制構築支援概要 

中小企業における安全保障貿易管理への意識の啓発を起点とする本事業の中で、実際に

社内に管理体制を構築して運用し、定着させる部分は中心的な役割を担っている。この業務

に積極的に取り組むため、支援の対象となる中小企業の選別、個別の企業にアプローチして

訪問、そして具体的な体制構築支援活動などの取り組みを行った。本章ではこの活動の内容

について報告する。 

 安全保障貿易管理の理念は、「形だけの貿易管理」ではなく、「各企業が輸出管理の重要

性を認識して、違法な輸出や事故を起こさないように抜かりない管理を行う」ことにある。そのた

め、本業務の目標として、年度当初は「体制構築を担当するアドバイザーの派遣回数 300回以

上」を掲げたが、経済産業省の指示により、9 月から、より具体的な目標である「体制構築着手

企業 100 社以上」に切り替えて活動した。 

(1) 支援企業の抽出・選別について

 多数の中小企業から「輸出管理体制構築が必要な事業ステージ」にある企業を選別することは

容易でない。また、企業側から個別に問い合わせや支援要請して来るケースもあるが、それほど数

多いものではない。そこで、客観的な基準で幅広く支援企業を抽出・選別できる手法として、(a) 企

業データベースから抽出、 (b) 説明会参加企業に体制構築支援サービスを案内して周知、 (c) 

大学発ベンチャー企業にアプローチ (d) 企業への個別対応 (e)展示会出展による紹介/案内等

の取り組みを試みた。 

(a) 企業データベースの活用

① 経済産業省から提供された企業データベースを切り口として、支援を必要とするで

あろう企業の洗い出しを行った。3,000 社以上の企業から、企業規模、事業内容、

企業系列等をチェックして、本事業の趣旨に合いそうな約 1,600 社を抽出した。

② 上記の約 1,６00 社に輸出管理体制構築を促すダイレクトメールを送付して、7 社から

レスポンスを得た。この 1,600 社中の 7 社の回答について図 4-1 にまとめる。

図 4-1 輸出体制構築支援 ダイレクトメール回答 

No. 所在地 窓口 問い合わせ内容 

1 
東京都 WEB 国内・海外向けに販売しているが、現状で問題ないか専門家に判断いただきた

い。 

2 
長野県 WEB 支援申込あり 属人的な仕事から管理の見える化ができる体制構築の必要性を感

じている。 

3 京都府 E-mail 申込みの期限やご相談できる期間等は決まっているのか、具体的な内容を知りた

い。 

4 大阪府 TEL 輸出 8 割。社内規定などはなし。製品が限られているので担当者（技術）が該非

判定してそれを提出しているが、中国向けの輸出が増えてきており、ユーザー確

認などが心配なので体制を整えたい。 

5 兵庫県 TEL 蓄熱材を開発。輸出はなし。海外から輸出の依頼や、技術の説明を求められた。

外国語対応ができないため、明確に回答していないのだが、問題はないか。 
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6 鳥取県 TEL CP はあるが経済産業省への届け出はなし。 

7 鳥取県 TEL 現在、海外との取引に向けて段取りをしている。輸出管理に抜け漏れがないように

したい。 

③ 約 1,600 社から 7 社のヒット率は、この種のアプローチとしては、特に低いものではな

いかも知れない。しかし、中小企業アウトリーチ事業を始めたばかりで知名度の低い

現段階では、効率的な手法といえないだろう。今後、本事業が発展して、全国津々

浦々の中小企業から支援対象企業を網羅的にピックアップする段階になったところで

改めて検討するのが望ましい。

④上記データベースの他、経済産業省が選定した企業 146 社に同様のアプローチを試

みている。

b) 説明会参加企業にアプローチ

① 説明会には、基本的に安全保障貿易管理に何らかの関心のある企業が参加している

はずである。これまで、開催数計 73 回、参加者計 6,749 名の説明会をとおして体制構

築支援の呼びかけを行い、その中で実際に支援対象となった企業は、17 社である。

② 説明会では、安全保障貿易管理の体制構築の重要性や支援サービス提供を強調し

た説明を行った。このような説明会自体でのアピールに加え、参加者への事後ケアを

十分に行えば、さらにヒット率が上がることが期待される。

(c) 大学発ベンチャー企業へのアプローチ

① 大学発ベンチャー企業は、国際的に活動している人材が関与していることが多く、

一般に製品や技術の輸出への関心が高い。その一方で企業活動の基盤はまだ立ち

上げ中で、整備されてないとみられる。 

② この大学発ベンチャー企業約 200 社に、ダイレクトメールを送付して本支援活動をアピ

ールしたところ、約 10 社から積極的な反応が得られ、支援を開始した。

(d) 企業への個別対応

① 上記以外のルートで体制構築支援に着手できた企業は、経済産業省から直接ご紹介

いただいた企業、元々アドバイザーと何らかのパイプがあって支援を開始したり、また

地域の企業活動を支援あるいは統括する団体（例えば商工会議所など）から紹介の

あった企業が多い。 

② 当然のことながら、これらの企業への支援活動で、成功例が多くみられる。このこと

から、今後は地域のビジネス・ネットワークの中で活動している団体や人材の活用が

重要であろう。 

(e) その他

展示会 INCEM2019 に出展、会場のブース内及び個別の出展企業ブースに出向いた

プッシュ型の案内を行った。このような、草の根的な活動を継続することにより、本事業が

徐々に浸透していくことが期待される。 

4.2  アドバイザー活動内容 

上述の、体制構築支援サービスの積極的なアウトリーチをとおして、実際に体制構築支援に

申込のあった企業は 54 社あった。うち次年度に支援着手予定は 7 社となっている。（別添 12
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体制構築支援進捗状況参照）昨年秋に掲げた目標 100 社のほぼ半ばであるが、現在のアド

バイザーのリソースで短期間に対応した結果としては、妥当といえる。 

(1) 支援の実務を担当したアドバイザー

アドバイザーは、経済産業省に常駐する２名、非常駐の４名の計６名である。いずれも豊富

な実務経験を通じて安全保障貿易管理に詳しく、また企業の業務管理の内情にも精通してい

る専門家である。 

(2) 支援の進捗について

各企業の支援の進捗について、下記に示すように、以下の「ステータス」で分類した。 

（CP : Compliance Program） 

ステータス 1:企業情報・事業内容確認中  1 社 

2:相談開始・輸出管理体制詳細確認中  5 社 

3:訪問済み 輸出管理体制・CP 案作成中 10 社 

4:輸出管理体制・CP案策定済み 運用検討中   6 社 

5:輸出管理体制・CP案策定済み 運用段階 22 社 

X:企業側の事情等により、CP策定に至らずクローズ  2 社 

（その他 年度末近くに支援要請があったため、まだステータスを 

つけられないものなど 計 8 社） 

支援活動のマイルストーンとみなせる「ステータス５」に到達した企業は 22 社。これは、企業

側の状況やニーズとアドバイザーの支援が上手くマッチしたことによるもので、大きな成果とい

える。 

しかし、当初から予想されたように、多様で様々な事情を抱える中小企業を啓発し、経営幹

部から業務管理担当、技術担当などを巻き込んで安全保障輸出管理体制を構築、そして CP

策定まで持ち込むのは容易ではない。体制構築支援活動の現場において上記の支援のステ

ータスを上げていくという、この困難な課題にどのように取り組んで来たか、以下に典型的なプ

ロセスを示す。（別添 12 体制構築支援進捗状況の「直近のご相談内容」の欄に具体的な事例

が上げられている。） 

(1) 説明会等の活動により、企業側から「体制構築支援に関心有り」との問い合わせがあり、ア

ドバイザーが E メールまたは電話にて当該企業にコンタクトする。（中小企業の大半は、本

音のところで「安全保障貿易管理に関わる官庁の規制」を避ける傾向にあり、この最初のコ

ンタクトで中小企業を引き込むことはたいへん重要である。）

(2) アドバイザーは中小企業の「本気度」をみながら、現地訪問、打合せ等により、少しずつ企

業の貿易管理担当者や経営幹部からの信頼を得ていく。

(3) アドバイザーは、当該企業の貿易管理の現状と問題点を把握して、改善点を提案する。

また、現在の安全保障貿易管理に則った管理体制構築に導けるよう、CP を紹介し、策定

を促す。（中小企業では貿易管理業務に割ける人材が不足しがちであり、アドバイザーは

その実情を理解した上で、実現可能な体制構築を提案する。）

(4) 企業側ではアドバイザーの意見を取り入れて管理体制を構築し、CP 案を作成、アドバイ

ザーに提示して意見を求める。アドバイザーは企業内部の動きを確認しつつ、CP 案の修
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正等についてコメントする。 

(5) 企業側では、アドバイザーの意見を取り入れて管理体制や CP の修正を行い、それに添

った輸出管理の運用を開始し、ステータス５に至る。その後も、アドバイザーは管理体制が

維持され、企業の業務プロセスの中で定着しているか、チェックする。（企業側では CP を

策定して管理体制を構築・運用している旨、経済産業省に届け出を行うことができる。経済

産業省では、それらの企業のリストを公開している。）

このような難しい課題への取り組みの中で明らかになった点を以下にまとめる。 

（１）企業側で、輸出管理や安全保障の知識がないまま、漠然とした不安を持ちつつ、輸出

業務に携わっている担当者はたいへん多い。企業活動のグローバル化の中で安心して

国際ビジネスを展開し、健全に成長していくため、先ずこの不安や疑問を払拭させ、法令

を遵守して輸出を行う土壌を醸成することが肝要である。

（２）体制構築支援の実務にあたるアドバイザーは説明会の講師を兼ねていることが多いため、

説明会での導入に沿って、基本的に CP 策定を目標として活動している。

しかし、実際に企業にコンタクトして内情を知ると、「輸出管理に不安はあるが、CP の

届出までは考えてない」「安全保障貿易管理の知識がほとんどなく、危機意識がない」

という状況も多々ある。（このような実情に鑑みて、CP 策定は大切であるものの、必ず

しもそれにこだわらなくても良いかも知れない。）

（３）支援活動のマイルストーンである「CP 策定と届出」に加え、「法令遵守の下、輸出に

関わるビジネス・リスクを軽減し、国際ビジネスを安全に推進できる土壌を培って、企業の

健全な成長を実現する」という意識が、企業側とアドバイザー側の双方にとって、支援の

成功に不可欠である。

（４）このため、支援担当のアドバイザーには、相手（中小企業）の懐に跳び込んで、相手方の

事情、状況を理解した上で、カスタマイズした支援を提供するスタンスが必要である。

この業務をこなすには、安全保障貿易管理に関する「専門知識」に加え、「人間的な

深さ」と「粘り」が重要である。

(5) 一方、支援企業側からみた本事業やアドバイザーへの評価について、図表 4-2 に示す。

例えば、「アドバイザーによる相談事への対応について」の設問について、26 社中 22 社

（ = 85% ）が「良かった」と回答するなど、アドバイザーの評判はかなり良く、中小企業に

寄り添う姿勢を基本として支援を行ったことをうかがわせる。
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図表 4-2 体制構築支援 企業アンケート 
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4.3  課題と考察 

(1)支援対象企業の抽出とアプローチ

体制構築支援対象企業の抽出や選別に関わる今年度の取り組みは、一種のトライアルで

あり必ずしもすべて期待通りに運んだわけではない。しかし、様々な取り組みによって顕在

化した問題点は、今後の本事業を効果的に進める上で役立つものも多い。それらについ

て、以下にまとめる。

① 事業がまだ認知されてない初期の段階で、全国の中小企業から網羅的に対象企業を

抽出してアプローチすることは、あまり効率的なものとはいえない。

② 説明会を行うだけで、参加者が積極的な関心を持ってくれるとは限らない。その後の

フォローがないとその場限りの関係になってしまう。

③ 展示会出展などの活動も、ただ一回の出展で支援を必要とする中小企業を掴まえる

のは難しい。継続的で積極的な活動を経て初めて広く認知される。

④ 中小企業は、地域のビジネス・ネットワークや研究ネットワークの中から発展して来たも

のが多い。これらのネットワークの中に入り込んで、またネットワークを統括する団体の

協力を得て、支援対象企業を選別してアプローチするのが効率的である。本事業の

発展段階からみて、優先的に取り組むべきであろう。

(2)個別の支援活動

今年度、対象企業の懐に跳び込んで支援活動を行ったアドバイザーの生の体験から得られ

た教訓を以下にまとめる。 

⑤ 予想されたことながら、中小企業の置かれている状況は企業ごとに異なり、種々雑多

であり、とても一つのカテゴリーで括りきれるものではない。
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⑥ したがって、個々の企業を尊重して、カスタマイズした支援を行うことが望まれる。

⑦ 構築すべき体制や策定すべき CP も、一律なものでなく対象企業に応じたパターン

をいくつか準備しておく必要がある。

(3)アドバイザー人材の供給と養成について

上記の支援活動を行うには熟練したアドバイザーが多数必要となる。また中小企業の懐に

跳び込むには、様々な経験を積んだ方が望ましい。以下、その要件について記す。 

① 幸い現在の日本の社会には、これらの要件を満たし得る人材として、「大企業におい

て輸出管理を担当され、退職年齢にさしかかった方々」がいる。アドバイザーとしてこ

れらシニア人材を活用できれば、高齢化社会の活性化にも繋がり、国の方針にも合致

する。

② また、地域ネットワークとの関係の深い企業の支援には、その地域の特徴を熟知した

アドバイザーが適している。地域で企業のコンサルタント的業務をこなして来た方は、

最初から対象企業の懐の中で育っており、初期アプローチを省いて支援できる、という

強みがある。 

③ 本事業を成功させるため、アドバイザーには安全保障貿易に関わる種々の業務を経

験するとともに、中小企業の悩みや苦しみを実感できる人材が望まれる。例えば、審

査課のアドバイザーも問い合わせ対応業務の枠内に留まらず、体制構築支援業務に

関わることで、動機付けの底上げが期待される。また、担当業務の流動化を積極的に

推進し、優れた人材を醸成したい。

④ 本年度の事業を振り返ると、現場の担当者であるアドバイザーへの情報提供が不十分

で、またアドバイザー間の情報共有が不十分であったため、業務が非効率なものとな

った、という反省がある。今後、情報共有と情報交換を促し、支援業務のノウハウ共有

をとおして、個々のスキルや心構えの向上を図りたい。
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第 5 章 アドバイザー連絡会議 

5.1  実施概要 

アドバイザー連絡会議を経済産業省内にて、下記のスケジュールにて実施した。（各回議事

録については、本報告書別添参照。） 

(a) 令和元年 9 月 30 日(月) 13:30-15:00

(b) 令和元年 12 月 6 日(金) 13:30-15:00

(c) 令和 2 年 2 月 28 日(金) 13:30-15:00

5.2  課題と考察 

アドバイザー連絡会議の本来の目的は、各アドバイザーがそれぞれの責務において、遂行し

た実施内容の共有化を図り、意見交換を行い、それを通じて、各自の対応に反映させていくこと

である。当初は手探り状態であったため、体制構築支援においても、各企業へのアプローチ方

法、個別課題、解決方法等の議論にまで及ばず、事務局中心の報告がなされたが、第 2 回、第

3 回と回を重ねるごとに、アドバイザーより意見が出されるようになった。また、連絡会議だけで

は、アドバイザーの声を広く網羅的に拾うことが困難であったため、事務局が中心になり、定期

的に非公式の打ち合わせを開催した。それにより、アドバイザーと事務局の連携が、事業後半

少しずつスムーズに進むようになった。 

 また、アドバイザーは、体制構築等支援を求める中小企業に直接対応することから、企業に寄

り添い、課題に耳を傾け、適切なアドバイスができるよう、事業着手時にオリエンテーション等を

通じて、本事業の狙いやアプローチのノウハウ等共有化を図ることが肝要である。 
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第 6 章 普及啓発・広報戦略について 

6.1  展示会出展 

  INCHEM Tokyo 2019 には設備機器、化学工業等輸出に携わる企業が多数出展することか

ら、アウトリーチ事業の PR 活動とともに、各出展企業ブースを個別に訪問した。中小企業が置

かれている状況を個別具体的に理解し、体制構築支援に結び付けていくための活動の一環とし

て実施した。 

(1) INCHEM Tokyo 2019 出展概要

(a) 【日時】令和 元年 11 月 20 日(水)～22 日(金) 各日 10：00～17：00

(b) 【会場】幕張メッセ（ホール：３、４、５）（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）

※ 経済産業省協賛により、中小企業等アウトリーチ事業としてブース番号「4B-10」に出展。

(c) 【主催】公益社団法人化学工業会、一般社団法人日本能率協会

(2) 本出展ブースでの活動内容（中小企業等アウトリーチ事業 出展ブース 4B-10）

(a) ビデオ放映（説明会講演記録版、JETRO 安全保障貿易管理、その他）

(b) 関連パンフレット ブース前配布、中小企業への無料支援活動 PR

(c) 入場者への活動紹介パンフレット配布

(d) 出展各企業ブース個別訪問による出展ブースでの相談受付と中小企業への無料支援活動

PR

(e) ブース内での具体的相談対応

(2) 出展結果

(a) 全体入場者数：約 15,843 名／3 日間合計に対して、下記の出展結果となった。

①出展企業への訪問 PR：195 社／出展 320 社（内中小企業 208 社）

②参加企業へのブース前 PR：22 社

③ブース内受付相談：8 件

(3) 考察

(a) 従来、開催してきた全国各地開催の説明会は教育あるいは説明が中心であり、各中小企業か

らの「具体的な実務相談や安全保障貿易管理の組織･体制づくり支援」あるいは「CP の整備･

施行･運用への支援」等の受付に至る道筋がなかなか作れなかった。

(b) ブース内で輸出管理経験者がアドバイザーとして対応する経済産業省内相談コーナーを設

置した。また、説明会や体制構築支援についても、訪問者に説明する機会が持てた。

(c) 今回、業界関係者及び関連する中小企業が出展する展示会に出展ブースを構え、来場者だ

けでなく出展企業への直接ＰＲを積極的に行った。開催期間中、開催期間後の問い合わせや

相談ならびに支援要請等の増加を図った。

(d) 会場内で出展ブースへの相談持ち込みが 8 件あり、輸出管理で困っていること/疑問に思っ

ていることが少なくないことが分かった。

(e) 出展企業への直接訪問により、各企業の管理状況概要を把握することができた。

(f) 経済産業省の関係者にも出展活動を視察いただくことで、今後の進め方における工夫点など

共有することができた。

(g) 相談持ち込み企業あるいは出展企業へのフォローとともに、今回の出展で得られた経験・知

識を活かし、今後の広報活動を加速させる。
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6.2  WEB サイト 

 当事業の広報、および参加申込管理、説明会情報提供等のため、政府ドメイン

(metioutreach.go.jp)  を取得し、中小企業等アウトリーチ事業のポータルサイトを構築した。 

(1) WEB サイトの目的・コンテンツ構成

① 中小企業等アウトリーチ事業 概要の広報、周知

② 開催説明会の情報提供、集客、参加申込管理

・説明会情報（安全保障貿易管理説明会・技術流出防止管理説明会）

・説明会参加者申込（安全保障貿易管理説明会・技術流出防止管理説明会）

・説明会ライブ配信の案内・参加申込

③ 専門家派遣事業の広報、申込受付

・輸出管理体制構築のための専門家派遣

・専門家派遣問い合わせフォーム

④ 安全保障貿易管理についての啓発、教育コンテンツの提供

・説明会資料ダウンロード

・説明会録画視聴ページ

・あなたの会社はダイジョウブですか？1 分間チェック

・専門家のつぶやき

・思い当たることはありませんか？安全保障貿易管理に係るエピソード 7 話。

(2) WEB サイト構築スケジュール

①2019 年 5 月 29 日 説明会参加申込サイトオープン。参加登録開始。

②2019 年 6 月中 事業概要、専門家派遣、資料掲載ページ作成

③2019 年 7 月 2 日 体制構築支援のための専門家派遣申込フォームオープン。

④2019 年 8 月 WEB サイトのリニューアルを検討。デザインイメージ作成

⑤2019 年 8 月 17 日 安全保障貿易管理知識の 1 分間チェック 設置

⑥2019 年 9 月 20 日 リニューアルサイトオープン

⑦2019 年 9 月 26 日 「専門家のつぶやき」開始。

⑧2020 年 2 月 28 日 説明会録画視聴ページ作成

(3) 考察

中小企業等アウトリーチ事業が始動してから、ゼロからの構築となり、また説明会の参加

申込を稼働させるため、構築しながらの運用となった。当初は「１分間チェック」により中小

企業経営者への気付きを促す構成をとった。しかし、イメージデザインの作り込みや全体

の情報が足りず、集客効果が低いサイトであった。そこで 9 月にリニューアルオープンし、

主となるイメージのもと、新たなコンテンツを増やした。「専門家のつぶやき」は輸出管理に

関連する話題について、『つぶやき』という形態により解説するコラムとした。コンテンツを継

続的に更新したり、説明会録画視聴を提供したりすることにより一定の情報提供はできたと

考える。 

参加申込ページをオンラインにすることにより、参加者情報の連携、説明会後の情報提

供などを効率的に行うことができるようになり、体制構築支援申込につなげた例もある。ま

た、説明会の録画視聴は、希望時間に場所を選ばず、繰り返し受講することができ、参加

者から来年も継続してほしいと要望をいただいた。（2.2.3 参照） 

35



サイトの知名度についてはまだ低く、やっと認知が高まりつつある段階にある。引き続き

同サイトにて、広報活動を継続するのが望ましいと思われる。 

6.3  メディアを活用した広報戦略 

2019 年 12 月から広報戦略担当のスタッフを投入し、メディアを活用した説明会の集客に着 

手した。開催地域に合わせた参加者募集のリリースを作成し、地方紙や全国紙の地方版のほか、業

界紙（建築、食品、農業、水産などを除く）にも配布（配信）して掲載促進活動を展開した。記事掲載

により参加者の増加につなげることができた。 

(1)リリース配布エリアと配布件数

(a) 仙台 1 回目 12 月 6 日  23 件配布 

(b) 仙台 2 回目  1 月 17 日  23 件配布 

(ｃ) 川崎 1 月 10 日  29 件配布 

(d) 横浜 1 月 31 日  27 件配布（新型コロナウィルスにより説明会は中止） 

(e) 多摩信金 2 月 14 日  29 件配布（新型コロナウィルスにより説明会は中止）

(2)掲載記事件数

(a) 仙台 1 回目 2 件掲載 

(b) 仙台  2 回目 2 件掲載 

(ｃ) 川崎  4 件掲載 

(d) 横浜 10 件掲載（説明会は中止） 

(e) 多摩信金 1 件掲載（説明会は中止）

(3)メディアからの反応

①経済産業省が中小企業を対象としたこのような事業を展開しているとは知らなかった。地域

で説明会をやることはとても重要だと思うので、参加者を募るとなるともう少し早めに情報をいた

だきたかった。（日刊自動車新聞） 

②事業の年間を通したビジョンが見えない。どのような人を対象にどんな情報を出してくれる

のかを具体的に示してほしい。（日刊工業新聞） 

③輸出となるとそれに関係する企業は限られてくると思うが、情報や技術の流出防止となると

様々な企業が関係してくる。企業の実態に合わせた個別の相談などはどこがやっているのか。 

（包装タイムス） 

(4)考察

(a) 広報戦略を導入した時期が遅かったため、事業の存在をより多くの中小企業の経営者や

従業員に認知させることができなかった。メディアには事業スタート時に概要をきちんと伝えて 

いくことが大切であり、キックオフの記者発表会を実施して関係者への認知度を高めたい。 

(ｂ) 業務遂行にあたって途中の経過報告がなかったので、定期的にニュースリリースを発行して

情報発信をすることで事業の存在と活動の様子をしっかりとメディアに伝えていくことが重要と考

える。 

6.４  チラシ・ポスター制作 

 参加者募集並びに各協力団体への広報活動ツールとして、中小企業経営者層向けチラシ

「社長！うちは輸出管理大丈夫ですか？」（別添 11 中小企業経営者層向けチラシ）を作成した。

また、ポスターを作成し、各協力団体への広報協力を依頼した。 
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第 7 章．活動の総括と考察 

7.1 活動の総括 

7.1.1 説明会 

(1) 目標の達成

(a) 結果、実績

② 説明会を 73 回開催し、初期目標（70～100 回開催）を概ね達成できた。 (図

表 2-1 参照。)

② 延べ合計 6,749 人 の参加があった。 (図表 2－1 参照。) 

(b) 提言・アイデア

① 今後は、目標回数や募集人数・集客数を目標とするのではなく、知識が必要な方が

どのような執務環境や立場にあるか掘り下げを行って広報戦略を立てることで、

参加者にさらに喜ばれる説明会にすることができる。

② 学んでいただく法令は逐次改正される上、受講する企業側でも組織改編や人事異

動あるいは新入社員など新陳代謝がある。そのため、現在の本活動事業の次段階

として継続的・永続的な中小企業向け説明会開催の仕組みが必要である。

(2) カリキュラムの工夫

(a) 結果、実績

① 従来の初級編 2 時間コースに対して、より初歩的な入門編の新カリキュラムを追加

した。

制作物一覧「１．入門編資料」参照【参考】 

・初級編：輸出管理の実務者向けに細かい個々の規制法令を解説する説明会。

・入門編：基礎編内容よりも、さらに初歩的な入門レベルの内容を解説する説明会。

(b) 提言・アイデア

① 後述「(3) コンテンツ、媒体の工夫」に報告するように、基本的なテキスト資料や動画

のベースを本年度に整備した。今後は、当該ソフト財産をさらに細かく編集した「経

営者向け」、「管理窓口者向け」、「実務者向け」等への細分化もより効果的である。

(3) コンテンツ、媒体の工夫

(a) 結果、実績

① 講師による説明が開始される前に会場で放映する短時間の動画を作成した。これ

により、本事業のコンセプトや当該説明会の目的及び要点理解をサポートすること

ができた。

(制作物一覧「2. 入門編説明会用動画」参照。) 

② 説明会会場をひとつの会場に限定せず、遠隔地でも聴講できるライブ配信を事情

に応じて開催できるようにした。また、説明会動画の提供は、当該説明会を聴講した

企業内での追加開催希望時の対応策として合理的かつ効果的な教育手段となっ

た。

(制作物一覧「3. 説明会動画」参照。) 

③ 年度後半の一部の説明会では前述の「入門編」をさらにかみ砕いた「簡易版」テキ
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ストを準備した。具体的に学術団体の管理窓口担当者のような「全く輸出管理を知

らないし実務を行うこともないが、事業活動の窓口担当者として会員企業等側での

必須管理事項として意識づけが必要な立場」の方への説明用として活用した。 

(制作物一覧「4. 安全保障貿易管理基礎学習スライド」参照。) 

④ 正式な公開と運用開始には至らなかったが、WEB サイトに掲載する短時間(約 90

秒)の動画を制作した。 このコンテンツは説明会参加あるいはアドバイザー派遣申

込への呼び水的な役割を持たせた。 令和 2 年度の本事業スタート時に公開・活

用される予定である。

(制作物一覧「5. 公開用動画 2 種類」参照。) 

(b) 提言・アイデア

① 基本的なテキスト資料や動画のベースを本年度に整備した。今後は、当該ソフト財

産をさらに細かく編集した「経営者向け」、「窓口担当者向け」、「実務者向け」等へ

の細分化も効果的である。

(4) アンケートの工夫

(a) 結果、実績

① WEB での説明会申し込み情報を活用し、追加案内やアンケート回答回収等の効

率化と作業改善ができた。

(b) 提言・アイデア

① アンケートの電子化は事務局の集計作業や分析に係る作業負担を軽減するだけで

なく、参加者からも紙回収のアンケートより概ね高評価を得ている。

(5) 組み合わせ内容の課題

(a) 結果、実績

① 本事業は中小企業に対する下記 3 要素の支援内容から構成されており、

説明会も 3 要素から構成されていた。 

・安全保障貿易管理(外国為替及び外国貿易法(外為法) 関連)

・営業秘密の管理(不正競争防止法(不競法) 関連)

・技術情報管理の認証（産業競争力強化法 関連）

「輸出管理（安全保障貿易管理）」については支援活動をする専門家アドバイザーと

連携して積極的に推進できた。 

一方、「技術情報管理の認証」と「営業秘密の管理」については事務局との業務契約

関係がなく十分な管理推進ができなかった。 

(b) 提言・アイデア

① 後述「(6) (b)」参照。

(6) 認証制度のメリット説得性不足

(a) 結果、実績

① 「技術情報管理の認証」については、ISO(国際標準規格)や ISMS(Information

Security Management System)との違いやメリットについて参加者の理解が得られて

いない。
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(b) 提言・アイデア

① 「輸出管理」分野においては、通商産業省から現在の経済産業省に至る期間を通

じて、複数の輸出管理業界団体や日本安全保障貿易学会との連携を通じて大企

業あるいは大学・研究機関への指導が長年続けられてきた。

本年度事業では、それをさらに中小企業へと展開することが主目的である。

「技術情報管理の認証」については、残念ながら、そのような国内展開活動の土壌

がなく大企業での認証取得等が進まない中での中小企業への浸透活動であり、基

本戦略の見直しが必要である。

② 一方、「輸出管理」では管理対象が「貨物・技術」である。

その「技術」という範疇からの話を展開させて「営業秘密の管理」や「技術情報管理

(の認証)」への拡大説明をすることにより、中小企業側での理解も比較的スムーズ

であった。今後の戦略検討の参考にしていただきたい。

(7) 長時間に及ぶ講義と消化不良

(a) 結果、実績

① 長時間に及ぶ専門的な講義が初心者にとって消化不良となる状況があったが、十

分に改善できなかった。

② 反面、説明会参加者は入門者だけに限定されているわけではなく、ある程度の経験

者が含まれている。実務経験者からは「もっと最新の実務話が欲しい」との声がある。

(b) 提言・アイデア

① 講義内容とテキストが、「輸出管理の入り口」というより、「事細かな法制度や使用書

類の様式」などの「具体的な輸出時の該非判定や取引審査などの手続き説明内容」

であることが、消化不良におちいる大きな要因と考えられる。

② 前述「(3) コンテンツ、媒体の工夫」の「(b) 提言・アイデア」で紹介した対応を進める

ことにより、受講者側の多様な立場や要望に応えることは可能である。

7.1.2 体制構築支援 

(1) 目標の達成

(a) 結果、実績

① 年度半ばの経済産業省の要請目標「体制構築支援 100 社」が達成できなかった

ものの、過半数の 54 社の対応を行った。

(別添 12. 体制構築支援進捗状況参照。) 

② 中小企業への聞き取りの結果、CP (輸出管理社内規程)の登録と多人数の管理体

制構築ではなく、簡易的な手順書や最小限の人数で実現できる体制構築を望んで

いることがわかった。

（CP 登録による事業報告提出義務等の管理負担増は望んでいないことが理由）

③ 個別に支援する中小企業及び業界団体等との意見交換にて、簡易的な業務基準

書等のレベルで遵法管理面の強化に効果があることがわかった。

※業務基準書等：

・モデル CP 様式ではない「簡易的な具体的な管理項目を記述した手順書」、任

命状形式で社内の役割・責務分担を定め管理可能とする「任命兼体制表」。
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(制作物一覧「6 簡易版輸出管理規程・任命書件輸出管理体制表」参照。) 

(b) 提言・アイデア

① 大企業同等の CP 整備や体制構築への対応と実現が可能な管理マンパワーを有

する準大手レベルの中小企業はそのままの支援活動継続が可能である。

② 前述「(a) 結果、実績」の「②、③」のゾーンに位置する中小企業には、別途準備した

簡易的な業務基準書等をそれぞれに紹介することで実務の定着と整備と構築、そし

て継続的な運用が可能である。

(2) 中小企業のニーズ

(a) 結果、実績

① 「CP 登録と体制構築支援」を活動の軸足にしてきたが、実際は、日常の輸出管理実

務相談への無料支援への期待及び感謝の方が多かった。

② 実際、審査課に持ち込まれる相談の多くは、「取り扱い品目（貨物・技術）の該非判

定」であり、国際情勢の複雑化の影響を受けての「取引における需要者と用途（いわ

ゆるキャッチオール規制）に関する相談」が次点となっている。

② 見方によっては、「輸出事業に取り組む事業体」においては、中小企業といえども

「管理規則の整備・実運用」と「実管理分担を明確にした体制構築と維持」それぞれ

の重要性及び必要性が理解されていない、浸透していない と 受け止めることもで

きる。

(b) 提言・アイデア

① 本年度の支援先となった中小企業は、開発・設計あるいは製造業が主な事業分野

であった。 主な要望も把握できたことにより今後さらに効率的・効果的な支援が可能

である。

② 支援過程で協力いただいた各種団体とも連携することで、当該地域の他、当該団

体のネットワークを活用することにより、さらなる全国展開が期待される。

③ 各種団体は経済産業省あるいは文部科学省の管轄下・管掌下にある組織が多

い。今後、両省間及び推進事務局との連携により、各種団体をベースとしたアドバ

イザー育成の道筋も見えてきた。

(3) ニーズに応える簡易版の提供

(a) 結果、実績

①中小企業側の実態と具体的ニーズ、それらを満足・クリアする真に必要な内容レベル

のコンテンツについて、中小企業への具体的支援活動を通じ認識・把握ができた。

② 「CP 登録と体制構築支援」は究極の目標地点である。事業規模と管理マンパワー

に限界のある中小企業を対象としたからこそ、大企業以上にシンプルかつ遵法要素

を盛り込んだ実効性の高い輸出管理の手順ひな型を作成することができた。

(b) 提言・アイデア

① 起案版の簡易手順書をベースに、業態別のバリエーションや企業経営者等におけ

る心得帳などコンテンツ展開が期待できる。

(4) 経済産業省との連携
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(a) 結果、実績

① 一般的な相談あるいは体制構築支援の申し込みがあった中小企業に対してアドバ

イザーによる支援を推進することができた。 経済産業省からは対象となりそうな企

業の探し方などに関するご指導を受けることができ、大変ありがたかった。 

② 一部 「規程整備と体制構築への支援・指導を申し込んだが、ハードルが高すぎる

ので辞退したい」と申し出をした企業も中にはあったが、大きなトラブルはなかった。

(b) 提言・アイデア

① 輸出管理業務で不都合な場面に出会った企業については、現在の支援に従事して

いる民間側のアドバイザーだけの情報や力量だけでは届かないところがある。引き

続き、経済産業省及び各地方局のご支援あるいは二人三脚で支援先企業と接触す

る工夫が必要である。

7.1.3 広報活動 

(1) 新規ルート開拓

(a) 結果、実績

① 中小企業のリストアップ過程で、業界あるいは協力団体を新規開拓し、広報ルートの

構築ができた。

② 各種メディアとのコンタクトを図り、説明会等のリリース等を行った。 特に、早めに開

催案内リリース発行に協力いただけるようになってからは一段と広報活動が活性化

した。

③ イベントや業界団体等、中小企業関係者が集まるところや接触した企業に向けた支

援事業の案内が効果的で成果につながった。

④ 経済産業省選定企業 1,600 社への支援事業案内送付に対し「問い合わせ：18 件」

があり、「体制構築支援申し込み：9 社」につながった。

(b) 提言・アイデア

① 上記「(a)」でつながった広報ルートの縁は大きな財産である。

② 今後は、新しいルート開拓とともに、財産となった縁の関係先とは、一歩進化させた

後述「下記(2)」の取り組みにより支援先企業数の UP が可能である。

(2) ニュースリリースの発行、メディアとの連携

(a) 結果、実績

① 5 回リリースを流し、延べ 19 回メディアに掲載された。

(別添 13. メディア掲載記事一覧参照。)

(b) 提言・アイデア

① コンタクトしてきたメディアの定期的な電子配信情報に本支援事業を掲載・紹介して

いただくことも可能である。

(3) ターゲット企業が集まる場への活動集約

(a) 結果、実績

① 2019 年 11 月 20 日～22 日の期間に開催された「INCHEM 2019TOKYO」展示会

に経済産業省後援にてブースを出展した。 同ブースには会期中にわたり輸出管

理支援を担当するアドバイザーが常駐し、事務局メンバとともに各出展ブースを巡
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回。 チラシ等を配りながら支援事業を PR するとともに出展ブースでは相談を受付

け対応した。 

(b) 提言・アイデア

① 今後も、全国各地で開催される展示会等の開催日程を事前に調査し、中小企業関

係者が集まる開催イベントにも積極的にアプローチすることが効果的である。

7.1.4 支援先企業からの評価 （図表 4-2 「体制構築支援企業アンケート」参照） 

(1) 主な評価

① 支援全体については、概ね好評価を得た。

② 担当するアドバイザーの対応についても全体的に好評価をいただいた。

(2) 質問等への対応評価

① 質問への対応や訪問等、派遣したアドバイザーによる対応・支援は概ね好評価を得

た。

(3) 支援内容・レベルへの評価

① 全体的には適切であるとの評価が得られた。

② 一部の企業から「支援内容が専門的すぎる、レベルが高すぎる」、「一方的な指導」、

「具体的改善への指導が不足している」等の不満の声があった。

7.1.5 アドバイザーの所感、支援先企業の実情 

(1) 初回訪問時

① 事業内容等の質問への回答で、支援先となる会社の考え方や担当者のスキル等があ

る程度把握できる。

② それにより、訪問前に支援先企業に合った計画が立案できる。

(2) 企業側担当者の実情

① 兼務者が多く、本来業務だけでも多忙であり、輸出管理まで手が廻っていない。

(3) 会社側の実態

① 輸出管理に対する重要性について、会社としての認識が希薄である。

② 事故を起こしてしまったにもかかわらず、再発防止に取り組んでいない企業がある。

③ 好ましくない管理状況にある企業として次のような事例があった。

【参考１】 

・社内規定整備と体制構築に至っていながら窓口兼管理実務担当者が突然退職し、後

任が不在で、経営者とも連絡がとれない状態の企業があった。

【参考２】 

・リスト規制品の無許可輸出の法令違反を起こした企業では「該非判定への再発防止対

策」が必要であるが、キャッチオール規制の中でも、特に用途管理面からの事故防止に

向けた支援も重要と思われる。（キャッチオール規制に関わる身近な事故情報について

は、経済産業省からの情報提供が必要である。）

④ 一方、法で要求する管理レベルよりも高い視点から安全保障上のリスク対策に取り組

む企業があった。
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【参考３】 

・支援先企業の中には、キャッチオール規制として法令で求められる確認を必要としない

製品（非該当と判定している製品）についても、さらにリスクを削減する目的で、あえて法

的には不要である手続き（キャッチオール規制の「需要者、用途に関する懸念確認」）を

自発的・積極的に実施している企業もあった。

(4) 上司（役員等含む）の実態

① 上司あるいは役員等は、輸出管理を優先して取り組むことは考えていない模様であ

る。

(5) 派遣するアドバイザーの間での情報共有が不十分

① 本年度は、個々の支援活動が業務の中心であり、アドバイザー間での情報共有が不

十分であった。

② 支援にあたる各アドバイザーに対し、レクチャーなど一定の基本方針の提示が必要で

ある。

7.2 考察 

7.2.1 説明会 

(1) 新しい知識を得て、深い学びを得る場にする

① 国際情勢の変化、法令改正のタイミングを逃さず、過去の参加者からの意見あるいは

講師陣の継続的フィードバックにより、常にツールとなる教材を更新する。

② 知識レベルや業種別に対応する説明会フォーマット(開催形式、媒体、教材等)を整備

する。

③ 説明会はターゲットを明確にした募集を行い、刺さる(参加者の期待に沿った) 内容で

開催する。

④ ワークショップ形式の「身につく説明会・研修会」とする。

(2) より多くの人たちに学びの場を提供する。

① WEB によるライブ配信、e-ラーニング等、広く学習機会を提供する。

② 業界団体と共催で、専門性のある説明会等を開催する。

③ 学習ツールやブログ等、WEB コンテンツを拡充する。

7.2.2 体制構築支援 

(1) 派遣するアドバイザーを核とした体制強化を目指す。

① 経済産業省と事務局との連携体制、指示系統の整理と強化を図る。

② 企業ごとの支援を平準化(レベル差をなくす)ため、担当するアドバイザーのための研修

が必要である。

③ 活動の要となる専門家を(長期的視点で)継続的に採用・育成し、各地方・各団体に配

置する。

④ 活動するアドバイザーを中心とした有識者組織を作り、制度の発展に役立てる。

(2) 企業が苦手意識なく、輸出管理に向き合える仕組みを作る。

① 一定の手順や活動指針を作り、活動するアドバイザー間で共有する。

43



② 体制構築支援活動の好事例等をアドバイザー間で共有し、WEB サイト等でも紹介す

る。

③ 支援活動を行っているアドバイザーの情報を WEB サイト等で紹介する。

(3) 気軽に相談できる場と機会を提供する。

① 説明会等との同時開催で、相談会を実施する。

② 地方の商工会議所や業界団体等にて、予約相談回答を実施する。

③ 遠隔地や希望者に対して、WEB 相談会の機会を設ける。

7.2.3 広報活動 

継続的な活動で中小企業の改革を目指す 

(1) 啓発活動は広く知らせて、小さきを “すくう（救う）” 。

① キックオフ時のメディアへの発表、各活動開催前のプレスリリース配信などを行う。

② 企業の経営者などを招き、啓発イベントを開催する。

③ 各団体等に、チラシ配置やポスター掲示等を依頼し事業の紹介ネットワークを広げる。

④ 業界紙、経済誌などへ連載企画を提案する。

(2) 必要な時に “すくい（救い）” の手が見えるように。

① メディアへニュースレターを発信する。

② 法令改正や情勢の変化など最新情報を発信する。

③ 広報誌などで各団体や説明会参加企業等に、定期的な情報を提供する。
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第 8 章  提言 

第 7 章でまとめた「活動の総括と反省」に立脚して、これまで蒔いた種をどのように育て開

花させるか、以下、本事業のミッション達成へ向けた今後の施策について提言する。 

8.1 事業全体について 

本事業の目標は、数多い中小企業にリーチし、さらにアウトリーチして、安全保障貿易管理

について理解を深めてもらい、その運用を定着させることにある。日本の産業基盤を根幹で

支える中小企業において輸出管理への意識付けと実運用が達成されれば、近隣諸国の動

向から緊急課題となっている安全保障の施策として有効であるのみならず、「技術立国日本

再生」の国益への貢献は極めて大きい。 

本事業を成功させるため、以下の取り組みが重要である。 

(1) 中小企業の個別的な状況を尊重しつつ、プロアクティブなスタンスでアプローチと支援を行

う。

(2) 中小企業と日常的な交流のある組織・団体との協力・連携の下に、効率的に支援する。

(3) 支援の実務にあたるアドバイザーには事業全体の状況の情報を提供し、また相互の情報

交換と共有を促し、動機付けの維持と強化を図る。

(4) 本事業の安定的な継続と発展のため、アドバイザーの経験とノウハウを蓄積して将来にわ

たり有効に活用する。

8.2 説明会 

(1) 地元の中小企業を把握している地方局・商工会議所・JETRO 支部等にワンストップ窓口機

能を持たせるとともに、各機関と連携して中小企業のニーズに即した説明会の企画、開催

を推進する。また、業界団体との共催により、業界固有のテーマを深堀した説明会を開催

する。

(2) 講師の説明を聴講するだけの座学ではなく、初心者が輸出管理実務を実習する体験型説

明会や輸出管理実務について議論できる説明会を開催する。

(3) インターネットを活用した説明会のライブ配信に加えて、Webinar によるインテラクティブな

遠隔説明会を開催する。WEB サイト上に多種・多様な資料、映像コンテンツを提供し、受

講者に eLearning 等の学習機会を提供する。

(4) 受講者のニーズ、レベル、職務（輸出管理担当、営業担当、開発担当、経営者等）に合わ

せた資料や説明ツールを準備してきめ細かい説明会を実施する。受講者からの意見取り

込みのために WEB サイトに「目安箱」を開設する。

(5) 国際情勢、法令改正など時宜に合わせ、また参加者や講師のフィードバックを取り入れ

て、説明ツールを適宜更新して鮮度の良い説明会を開催する。

8.3 体制構築支援 

(1) 本事業の目標は、中小企業に安全保障貿易管理の活動を根付かせることで、 体制構築

支援のゴールとされる CP の策定と定着は、その一つのマイルストーンである。

今後は、各企業の状況に即したゴールを目指す。

(2) 審査課の窓口対応や、説明会参加社対応の業務と連携して体制構築支援に誘導する仕
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組みを整備して組織化する。 

(3) 中小企業の懐に跳び込んで支援できる、本事業に適したアドバイザーを育成強化。

(4) アドバイザーは長期的視点で継続的に採用、育成して地域の地方局や団体に配置。

(5) 安全保障貿易管理のアドバイザーが希少な中で、アドバイザーとして、大企業等で輸出管

理を担当して来た人材や、地域の中小企業支援に携わってきた有為の人材を活用する。

(6) 個別のアドバイザーの成功失敗体験を情報共有して、相互に支援スキルを向上する。

(7) 「顔が見えるアドバイザー情報」を WEB サイトに掲載して、中小企業の関心を喚起する。

8.4 広報活動 

(1) 本事業の諸活動について、プレスリリース配信、ニュースレター発信などメディアを活用

する。

(2) 協力団体を活用して広範にチラシを配布、ポスターを掲示する。

(3) 業界紙などで安全保障貿易管理の解説記事を連載する。

(4) 中小企業の経営者などキーパーソン向け啓発イベントを開催する。

(5) 説明会参加企業等に定期的かつ継続的に情報を提供する広報誌を発行する。

(6) 今年度立ち上げた WEB サイト metioutreach を中小企業の安全保障貿易管理に必須の

サイトに発展させる。

8.5 その他 

(1) 貨物と技術の輸出管理にとどまらず、企業の情報管理強化への展開も重視して活動する。

(2) 「中小企業に優しい支援サービス」の一環として、関連組織・団体（中小企業庁、商工会議

所、JETRO、工業会等）との連携の下に、ワンストップ相談・支援窓口（対面）/遠隔窓口

（ネット経由）を設置する。

(3) 輸出者にとって第一関門は「該非判定」である。経済産業省による貨物・技術の該非判定

への支援強化が肝要である。
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別添資料 
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別添１ 第 1 回アドバイザー連絡会議 議事録 

１．日  時： 令和元年 9 月 30 日（月）13:30-15:00 

２．場  所： 経済産業省 13 階西８会議室 

３．出席者： 添付のとおり 

【議事】 

（１）開会

（２）事業実施報告

①事業全体説明

②説明会開催

③輸出管理体制構築支援

④安全保障貿易審査課問い合わせ状況

（３）閉会

【議事要旨】 

１．事業実施報告 

事務局より資料３に基づき、①事業全体説明、②説明会開催、③輸出管理体制構築支援、④

安全保障貿易審査課問い合わせについて進捗状況報告があった。 

①事業全体説明（資料３事務局）

事務局のミッションとしては、以下の 3 点である。 

・協力団体の支援のもと説明会を開催し、輸出管理に関するリテラシーを高めること

・各社の事業環境に適した CP を策定し、社内に根付かせて行くための体制構築支援を行うこ

と

・両輪の関係にある説明会開催と体制構築支援を、協力団体との連携、各種広報活動を通し

て、推進すること

実施体制としては、経済産業省と連携のもと、事務局が実行部隊として稼働している。事務局の構

成として、管理課、審査課に各 2 名の常勤アドバイザーを派遣し、説明会講師及び体制構築支援、

問い合せ対応を実施している。下期計画において、説明会、体制構築支援の需要増加も想定され

ることから、3 名の非常勤アドバイザーを新たに採用し、支援体制を拡充している。地方経済産業

局をはじめ、商工会議所、JETRO などすでに協力関係を構築できている団体を中心に、全国中小

企業団体中央会、大田区産業振興協会など新たに協力団体を開拓している。 

説明会については、９月 20 日時点において、目標の 70 回の説明会開催の目途がつき、参加者

は延べ 3,175 名である。9 月 24 日東京商工会議所主催説明会においては、初の試みとして 10 拠

点を結んでのライブ配信を実施した。また、事務局主催、東京商工会議所、全国中央会、大田区

後援説明会を 7 回予定している。 

体制構築支援については、現時点で 12 社である。管理課 2 名のアドバイザーが対応している。輸

出許可申請に関する支援についても、審査課の 2 名のアドバイザーで対応している。広報活動に

おいては、WEB サイトをリニューアルオープンし、経営者層向けチラシが完成した。 

今後の取り組みとしては、体制構築支援の強化をトッププライオリティで推進していく。企業選定手

法としては、従来からの説明会での申し込み、協力団体からの紹介に加えて、各種リストの活用に
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よるアプローチを行っていく。地方経済産業局等の協力を受けながら、電話や訪問を通じて、支援

に結び付けていく。例えば、民間調査会社調べのリスト（中国・韓国向け輸出を手掛け、東京、宮

城、長野、広島、山口、福岡に本社を置く約 1,300 社）については、説明会への誘導を行いつつ、

体制構築支援に結び付く企業を洗い出し、アプローチする。 

体制構築支援の強化に伴い、アドバイザーの増強を図る必要がある。アドバイザー追加募集を視

野に経済産業省と相談の上、進めていく。 

②説明会開催（資料４ 事務局）

資料 4 に基づき、説明。本年度より（１）入門編である「技術流出防止管理説明会」を開催。これは

安全保障貿易管理と、秘密情報の漏えい対策、技術情報の管理の 3 部構成となっている。 

従来の（２）初級編の「安全保障貿易管理説明会」では、入門編からステップアップできる内容にし

た。 

説明会まで足を運べない人々や社内研修を目的とした（3）ライブ配信を提案し実施。9/24 東京商

工会議所主催の説明会で初回配信を行い、ライブ配信での参加者数は約 120 名と本会場の参加

者数の倍となった。 

実施（予定）回数 （9 月末日現在: 70 回予定） 

（1） 入門編   30 

（2） 初級編   30 

（3） ライブ配信 10

協力団体は、地方経産局への訪問活動を通じて、各局の中小企業課や産業振興課等、他の課に

も本事業を紹介し、協力を依頼中である。商工会議所、ジェトロ、貿易協会、中小企業診断協会等

の紹介により、輸出管理体制構築支援に結び付いたケースもある。大田区や東大阪などものづくり

企業が集積している地域へのアプローチを行い、共催・後援を依頼する。全中からは、各都道府

県経由の会員への周知活動に加えて、勉強会・研修会との合同開催の同意を得た。 

広報・集客方法は各主催者・協力団体所有「メールマガジンの配信」を主な手段としている。 

また、日本政策金融公庫・商工会議所等でチラシ・リーフレットを置き、山口県中小企業診断協会

で類似セミナーにおいて、本事業の紹介、チラシの配布を実施している。個別企業へのアプロー

チは電話、メール、ダイレクトメールと定期的に複数回行うことにより、説明会への参加につなげて

いる。

広報ツールとして、WEB サイト、経営者層向けチラシを新たに制作した。WEB サイトは安保管理と

いう堅いイメージから少しソフトなイメージにし、わかりやすいデザインにした。また、コンテンツの充

実を図り、今後具体的な事例や、専門家コラム掲載により、輸出管理への意識を高め、各自のリテ

ラシー向上に役立つようなサイトを目指す。

アンケート結果及び分析に関して、説明会は「入門編」と、従前から開催されている「初級編」の 2

種類となる。

それぞれ、経産局主催、商工会議所が主催・共催する一般向けのもの、CISTEC・日機輸が主催

する一般向けのもの、また団体が主催する会員向けのものが開催。説明会の認知度・規模から現

段階では、入門編よりも初級編の説明会ほうが集客が良い傾向にある。 

主な特徴は下記の通り。 
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・参加者数：輸出管理の必要性が十分認識されている工業会の合同開催はほぼ定員の参加者が

ある一方、経産局主催の説明会は定員の 50～60％である。

・参加動機：参加者の所属組織の２/３は既に輸出管理に取り組んでいる。

・支援要望：積極的な支援を求めるものは 10%程度ある。また、関心があるがよくわからないという回

答多数。

7 月 26 日九州にて開催の初級編説明会は、航空機部品関連の協議会に相乗りした形式の 1 時

間短縮版で行った。アンケートも他の会場とは異なり、海外取引状況や社内体制の質問を行うとと

もに、専門家派遣を要望する理由を質問した。主な特徴は下記の通り。 

・「初級編」における参加者は、メーカーや商社が大半をしめ、安定的な参加者を確保している。

・複数回受講している参加者が 40％存在しており、より深い内容を求める声も挙がっている。

・自由記述部では、メディアで広く取り上げられた韓国に対する輸出規制強化についての説明を

求めるご意見が多数あった。CISTEC・日機輸主催の初級編説明会の参加者はメーカーや商社が

殆どである。参加者の参加回数は先ほどの初級編説明会と同様の傾向を示している。

地方での集客が入門編の課題である。主な理由として以下の点が考えられる。 

・説明会名称の認知度が低い。対策として、「技術流出防止管理説明会（安全保障貿易管理 入

門編）」と表記し、また経済産業省 HP 上でも初級編の「安全保障貿易管理説明会」の開催一覧に

入門編のリンクを貼った。

・参加者の興味の対象が、安保のみと第 2、第 3 セッションの認証制度と情報漏えいに分散してい

る。

・時間が長すぎる。今後は三つのテーマの関連性の事前周知を行うと同時に、主催者からも要望

のある短縮版、安保管理に特化した説明会版等を検討する。

初級編の今後の進め方については、前年度との違いをどのように盛り込んでいくか、公表できる新

しい事例があるかなどが課題である。また、初級編説明会のアンケートも入門編同様に中小企業

の参加者に体制構築支援の利用を促すような内容へ変更も必要である。初級編のライブ配信日程

を組むように手配しており、遠隔地の企業の人々にも聴講してもらえるように、各地方経産局や、地

方商工会議所、ジェトロ、貿易協会などとも引き続き連携を取って行く。 

③輸出管理体制構築支援 （資料５ 識名 朝惠、太田和 久雄）

資料 5 に基づき、説明。6 月より着手開始し、9 月末時点で 12 社の支援を行っている。担当者は、

常勤アドバイザーの識名、太田和を中心に、臨時アドバイザーの伊津野、齊藤の 4 名体制で進め

ている。 

各企業の各企業個別支援状況（参考資料⑩参照）については、業種は、8 社が製造業で、4 社が

卸売業である。申込経緯としては、経済産業省からの紹介、説明会、経済産業省発信のメルマガと

なっている。 

各企業の課題は企業状況により異なり、解決策もそれぞれ異なることから、企業のニーズに合わせ

て、対応している。  

④安全保障貿易審査課問い合わせ（資料６ 川島 純子）

資料６に基づき、説明。5 月 16 日より着手開始し、川島、米満の 2 名の常勤アドバイザーで対応し

ている。開始から 8 月末まで、466 件の問い合わせに対応している。 

問い合わせ内容を、外為法概要、該非判定関連、申請手続き関連、特例関連、包括許可関連、キ

ャッチオール関連、韓国関連、その他に分類し件数の記録をした。7，8 月は韓国問題が連日メデ

ィアを賑わせてこともあり、問い合わせが急増した。 
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２．報告後の質疑 

事業実施報告を受けて、経済産業省より下記のコメントがあった。 

〔初沢課長補佐〕 

 別紙に基づき、説明会開催に関して協力機関を開拓している。説明会で中小企業から支援

要望を受ける受身型だけではなく、こちらから中小企業を訪問する能動型（プッシュ型）で支

援対象企業を開拓して欲しい。また、大企業からその取引先/サプライヤに説明会や支援に

周知協力を依頼する間接的なアプローチにも取り組んで欲しい。 

 体制構築支援では 300～400 回の支援を計画していたが、現在までに 12 社の支援に留まっ

ている。経済産業省から提供したリストや、これまでの事業で得られた情報を基にプッシュ型

でアプローチをして欲しい。説明会経由、JETRO 等の紹介など、支援が必要な中小企業を掘

り起こして欲しい。 

 経済産業省の課題にもなるが、将来的に、財源（政府支援）がなくても、中小企業が安保貿易

管理ついて相談できる仕組み作りを検討する必要性がある。 

〔大澤室長〕 

 走りながら対応しているので体制構築支援が捗々しくないのは致し方ない面もある。安保貿易

管理で事故を起こしてしまう中小企業をなくすようにしたい。 

 予算がなくても実施できるサステナブルな体制が必要である。現在の業務と並行して議論を

行いたい。本日はその頭出しと位置付けられる。 

〔相川課長補佐〕 

 米国で技術提供に関して規制強化が進められている。経済産業省でも全省的な動きとして

（貿易管理部に）技術調査室を設置して国内企業が保有する機微技術の把握を行った。 

 技術管理については審議会を開催して検討している。優れた技術を保有する企業をターゲッ

トとして進めたい。

 体制構築支援については、100 社（3 桁）を目指したアプローチをして欲しい。スピード感をも

って、早期に、課題を抽出した後に改善し、そして結論を得るようなイメージである。電話・メー

ルなども活用しながら 100 社を目標にして欲しい。コネクション・知識については経済産業省も

協力する。／100 社は体制構築を完了に至らず、着手であっても認めていただけるか？ 〔橋

本〕／CP を策定したとか、ミスへの改善策を講じたなどの改善が必要である。改善に着手する

動機付け（とっかかり）を与えたい。

 100 社の支援を完了することが望ましいが、（中小）企業にアプローチして改善の動機付けを

与えて、CP を策定した/ミスの改善策を実施した等に繋がれば、それは評価できる。

 知財のビデオ講演へのコメントが出ているが対応できないか？ ／近場の場合には対応して

いるが、遠方までは対応が困難な状況である。〔望月補佐〕／来年度は対応して欲しい。

３．閉会 

本日の議事録は事務局にて速やかに作成して出席者にご確認いただく。アドバイザー連絡会議

は 3 回開催する。次回は 12 月上旬に中間報告会として開催する。 

了 
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【添付】 

【出席者】 

安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー（常勤） 識名 朝惠 

安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー（常勤） 太田和 久雄 

安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー（非常勤） 齊藤 忠義 

安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー（非常勤） 伊津野 仁一 

安全保障貿易審査課アドバイザー（常勤） 川島 純子 

安全保障貿易審査課アドバイザー（常勤） 米満 啓 

経済産業省安全保障貿易管理課 課長補佐 相川 祐太 

経済産業省安全保障貿易管理課 係長 石橋 弘嗣 

経済産業省安全保障貿易管理課 係長 大木 章弘 

経済産業省安全保障貿易管理課  鈴木 祐麻 

経済産業省安全保障貿易検査官室 室長 大澤 活司 

経済産業省安全保障貿易検査官室 統括安全保障貿易検査分析官 横沢 富士男 

経済産業省安全保障貿易検査官室 課長補佐 椎名 隆亮 

経済産業省安全保障貿易検査官室 課長補佐 初沢 浩樹 

経済産業省安全保障貿易審査課 課長補佐 大崎 友和 

経済産業省安全保障貿易審査課 調整係長 吉田 菜穂 

経済産業省知的財産政策室 室長補佐  望月 孝洋 

経済産業省知的財産政策室 不正競争防止法調査員 関 優志 

事務局 有限会社ビジョンブリッジ 取締役社長 橋本 美智子 

事務局 有限会社ビジョンブリッジ 会議ホスピタリティ事業部 チーフコーディネ 髙垣 由美子 

事務局 有限会社ビジョンブリッジ 遠隔配信事業部 チーフコーディネーター 中村 麻友 

事務局 有限会社ビジョンブリッジ 遠隔配信事業部 前川 紀子 

事務局 有限会社ビジョンブリッジ 技術顧問 藤森 進 

事務局 有限会社ビジョンブリッジ 技術顧問 川嶋 伸夫 
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別添 2  第 2 回アドバイザー連絡会議 議事録 

令和元年度安全保障貿易管理対策事業（中小企業等アウトリーチ事業）
第 2回 アドバイザー連絡会議 

議事録案 
【開催日時、場所】 

１．日 時： 令和元年 12 月 6 日（金） 13：30～15：00 
２．場  所： 経済産業省 13 階西８会議室 
３．出席者： 添付のとおり 

【議事】 
１．開会 
２．事業実施報告 

（１）事業全体説明
（２）説明会進捗報告
（３）輸出管理体制構築支援報告
（４）支援報告展示会出展報告

・体制構築支援
・広報戦略

３．今後の取り組み 
（１）企業への積極的コンタクト／アプローチ
（２）広報戦略

４．その他・質疑 
５．閉会 

【議事要旨】 
１．事業実施報告 

以下、伊津野 から報告する。 

（１）事業全体説明（資料１ ｐ1/5：事務局）

本日の報告全体について、「資料１」の「p1/5」にて説明する。 
報告は４つの要素で構成している。主に取り組んできた「説明会」と「体制構築支援」、そして本
プロジェクトをより広く紹介する場としてチャレンジした「展示会出展」、最後にこれらの活動結果
として「今後の取り組み・広報戦略」の４つである。 

（１）説明会と体制構築支援
「説明会」の目標回数を通年で 70～100 回と設定し、「体制構築支援」については通年で派

遣回数 300 回を目標として開催してきたが、「(*1)」印部に示すように「説明会への参加、その
結果としての相談申込み、支援要請が少ない」という状況であった。

（２）展示会出展
そこで、「(*2)」印部に示すように「派遣回数目標値 300 回」を「体制構築支援企業数 100 社」

と変更した前回 9/30 開催第１回アドバイザー会議以降、「受け身の説明会開催」から「積極
的なアプローチの広報活動」として「(*3)」印部に示す「展示会出展」を試みた。

（４）今後の取り組み・広報戦略
上記「説明会」「体制構築支援」及び「展示会出展」を通して得られた成果と課題について

「今後の取り組み・広報戦略」の部分で説明する。 

（２）説明会（資料１ ｐ2/5：事務局）

 以下、「説明会」「体制構築支援」「展示会出展」について、「(a)目的」から「(d)分析・課題」
までの４つの項目に区分して報告する。 
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(a)目的 
・記載のとおり、協力団体を開拓・連携して開催し、体制構築支援に繋げ、本事業の認知

度を高め支援が必要な企業を募ることが目的としてきた。

(b)今年度目標
・プロジェクト開始 4 月時点で、通年で 70～100 回と設定している。

(c)12 月現在実績
・現時点で 57 回開催、今後の開催予定が 27 回、通年で合計 84 回開催予定である。

(d)分析・課題
・記載のとおり、「①～④」の課題がある。
①地方では、輸出需要のある中小企業が少なく、説明会開催のハードルが高い。
②業界団体と行政を通じての広報では関係企業にしか認知が広がらない。
③WEB サイトの利用・閲覧が少なく、集客につながらない。
④輸出管理体制構築のハードルが高く感じられ、支援につながらない。

これらの具体的な対策・今後の取り組みについては、続いて報告する「体制構築支援」及び「展
示会出展」のあとにまとめて「今後の取り組み・広報戦略」で報告する。 

（３）輸出管理体制構築支援報告（資料１ ｐ3/5：事務局）

(a)目的 
・輸出管理体制を構築・強化し、安全保障貿易管理の定着支援を目的とする。

(b)今年度目標
・100 社の支援を目標としている。

(c)12 月現在実績
・11 月末時点で２５社である。

(d)分析・課題
・２つの課題がある。
①該非判定や取引審査等への無料相談・アドバイスを歓迎する声は多いが、管理規則や

管理体制構築を必要とすると思われる企業でも、それを求めていない企業が多い。
②規則整備や体制構築、その後の維持管理への負担に割くマンパワー余裕がない。

・その背景には、「＜参考＞」部分に示すとおり、中小企業においては、「大企業における従
業員数に対する従事人数比率」と同程度の割合で確保する人材人数が「１人」を大きく
下回り、「ほとんど、マンパワーをかけることができない」という事情が大きく影響していると
思われる。 

（４）展示会（資料１ ｐ4/5：事務局）

(a)目的 
・中小企業が集まる確率の高い展示会への出展により効果的に誘致につなげ、事業認

知度を拡大させることが狙いである。

(b)展示会概要
・11/20～22 の３日間にわたり、複数の業界団体が共催する「INCHEM TOKYO 2019」

に出展した。

(c)開催実績
・出展企業数 320 社のうちの中小企業 208 社に対し、195 社訪問。

（差数は、何度出向いても出展者が接客中で切り出せなかったためである。）

(d)分析・課題
・４つの点について実態と課題把握ができた。
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①すでに輸出管理体制が整っている企業と、輸出を行っていないあるいは輸出量が少
なく管理体制まで必要としない企業の２極化がみられた。

②体制構築支援を必要と知る企業に確実にアクセスするためには情報収集が必要。
③体制構築支援を必要とする企業が相談しやすいような仕組みが必要である。
④経済産業省からも来展いただき、今後進める上での工夫点について情報共有ができた。

２．今後の取り組み（資料１ ｐ5/5：事務局） 

前述の報告3項目それぞれに示した「(d)分析・課題」に関する今後の取り組みについて、
以下、「(1)」「(2)」の２つの視点から報告する。 

（１）企業への積極的コンタクト／アプローチ（資料１ ｐ5/5：事務局）

(a)目的 
・展示会出展で得た「つかみ」を活かし、企業に対する積極的アプローチ展開と各業界

や団体との連携強化を通して、一段と認知度を加速させる。
具体的には、下記３つの項目を進める。 

なお、表中の「①」等の番号は、前述の報告各要素における課題番号を示す。 

（１）経済産業省選出企業
・経済産業省にて我が国として重要な技術などに取り組む企業を選出いただき、

すでに具体的コンタクトを開始していただいている。
・推進事務局も連携し、コンタクト／アプローチを加速させる。

（２）説明会参加企業
・過去、説明会に参加した企業について、引き続きアフターケア／フォローする。 ・

（３）各業界、各団体 範囲拡大
・ＪＥＴＲＯあるいは商工会議所等については今後も連携を続ける。
・今回、「投資機関」など従来の産業界とは分野が異なる組織とのコンタクトにも視野範囲を

拡大していく。

（２）広報戦略
今回、広報担当として(武神)からご報告する。 

(a)目的 
・資料のとおり、本事業の認知度を上げ、様々な媒体を通じて情報発信を促進させるこ

とを目的としている。
・これまで広報活動として、相談対応及び体制構築支援依頼につなぐための説明会開

催を主な活動としながら、WEB サイトの構築やチラシの作成・配布、さらに視野を広
げて先に報告したとおり展示会へのブース出展などを展開してきた。 

・しかし、中小企業事業者の本事業に対しての認知度はまだまだ低い状況下にあるこ
とがわかった。

・そこで、認知度をさらに上げていくためにまずできることとして、新聞や雑誌、 WEB な
どのマスメディアを活用して本プロジェクトそのものに関する情報の発信をしていくこ
とが必要だと考えている。お手元の配付資料 6 をご参照願いたい。 

具体的な提案内容を下記に示す。 
なお、表中の「説明会」、「体制構築支援」、「展示会」各項欄の番号表示「①～」の 
意味は、先程報告された前述「きぎょうへの積極的コンタクト／アプローチ」と同 
様、各項目の課題番号を示す。 

（１）ニュースリリースの作成と配布
その手法の一つとして、事業の概要をまとめたリリースの配布や事業の成果などを総
括したリリースの配布、説明会開催告知のニュースリリースの配布などを進めていき
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たいと考えている。特に年度初めのキックオフリリースや、年度終わりの総括リリース
はメディアの関心を引くことが多いので重要な位置づけと考えている。 

（２）説明会開催告知ニュース／リリースの発行と配布
また、説明会開催告知リリースは、開催する地元のメディアにとっても重要な位置づ
けになることが予想されるため、地方の産業局と連携を取りながら展開したい。

早速であるが、来週 13 日に東北経済産業局が開催する説明会の事前周知目的で
リリースを本日配布する。初めての試みであるが、マスコミに事業の紹介をするいい
機会になると思われる。

（３）ニュースレターの発行と配布
ニュースレターのほかには、取り組み事例などや説明会に参加した人のアンケート
結果などをまとめたニュースレターを作成し、マスコミに配布することで今後の記事
化や露出のきっかけになる基盤を作っていきたいと考えている。

（４）WEB サイトの活用とコンテンツの拡充
そのほか、現在ある WEB サイトの活用を促進するため、または見てもらえるためにコ
ンテンツの充実を図る。

（５）関係先とのジョイントイベント
さらには中小企業の実態把握や更なる事業の認知促進を行うため、必要に応じて
先程一例としてご報告した展示会等への出展や関係先とのジョイントイベントなども
引き続き検討し経済産業省と連携しながら判断を行っていきたい。

最後になるが、 
広報は「生もの」でありタイミングを逃さないことが大切である。 
また、リリースは送りっぱなしにせず、重点媒体を中心に事務局からコンタクトをとること
で記者に対しきちんと説明して興味を喚起し、継続的な広報活動としていきたいと考え
ている。 

３．その他・質疑 （※敬称略） 

Ｑ(太田和)：今後の取り組み（資料１ ｐ5/5）についての表の見方がわからない。 
⇒Ａ(伊津野)：（①，②の番号について説明。）

Ｑ(太田和)：展示会に出展した効果は？ 
⇒Ａ(伊津野)：説明会の参加者アンケート等で見えてこなかった体制構築支援に関する中小企業の姿

勢が見えてきた。 
大企業とは違い、マンパワーを割くことができない、中小企業の実態の把握ができたと思う。 

⇒Ａ(識 名)：INCHEM の前にやっていた武器の展示会のほうがよかったのではないか。
INCHEM に来ている人は営業がほとんどで、自社に輸出があるのかどうかも分からない方
が多く、あやふやな状況で情報収集も余りできなかった。 
出展する展示会を選んだほうが良い。 

⇒Ａ(藤 森)：武器の展示会の出展者は中小企業が少ないのではないか。
⇒Ａ(伊津野)：展示会で中小企業の社長、幹部あるいは国内営業担当者等いろいろな対応

者に話ができて、輸出管理について社内に広げていただくよう話ができたのは 
よかった。 

今回はアプローチの視点を変えようという意図で、複数の事業分野で中小企 
業がたくさん出展し、集客上でも多くの中小企業の来展が予想される展示会と 
して急遽決定したため、じっくりと選定することはできなかった。 

本年度もあといくつかの展示会への出展も検討事項とはしているが、次回以 
降はご意見をいただいたとおり、出展が効果的かどうかもう少し検討してやり 
たい。 

今回、中小企業側の実情を肌で感じ取ることができ、その感度が分かった。 
支援対象先となる中小企業と直接コンタクトすることで輸出管理の推進をして 
いる経済産業省の苦労が事務局側として分かったこと、また、これらのことを 
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本展示会に来展された経済産業省メンバと共有できたことも効果・成果として 
大きかった。 

⇒Ａ(米 満)：展示会出展企業訪問対応においては、私も余り食い込めなかった。
話を聞いたが、該非判定をしている、危ないところには出さないといったこと 
をしている方が多かった。 

今やっていることを制度化して継続的に実践していただければと思うが、 
CP というとハードルが高くなる。法令遵守基準だけでも、50 点くらいのレベル 
でも、必要最小限のことをたくさんの方にやっていただくというのを目標にし 
てもよいのではないか。 

⇒Ａ(橋 本)：中小企業経営者の立場として、川島アドバイザーと共にブース訪問した。
本事業を受託した当初は、無料の体制構築支援に多くの企業が殺到したらどう 
しようかと心配していたが、実際は手を挙げ支援を希望するところが少ないと 
いうのが実態。展示会に行ってよくわかった。 
商社を使っている、親会社にやってもらっている、わかっているが大変なので 

 手を付けていないという企業が多かった。 
中小企業といっても大学のように一様ではなく、資本、従事する業界等でも 

かなりの幅がある。出展企業訪問中小企業は 200 万から 300 万社といわれてい 
る中から、一定のゾーンで水とスポットを探し、本当に輸出管理を必要とする 
企業にベストマッチングすることがいかに重要で大変かと感じた。 

砂漠に水をまき探し出すようなものにせず、ストライクゾーンがあるという 
意識で今後は先方からノックしてもらえるよう、効果的な広報をしてきたい。 

(大 澤)：準備期間が短い中、仕方がなかったと思うが、先が最初からわかっている事業の進め方はよろし
くない。中小企業にどのようにPRするか、どのようなタイミング、どのようなトーンで話を進めるか、
もう少しシステマティックに進めていただきたい。 

例えば中小機構の経営指導員の中小企業へのアドバイスの仕方を聞いた方がよい。大企業
出身のアドバイザーが多い中、中小企業の指導をしてきた方々の意見を聞きながら、今後の取り
組みをやっていいかないと、結局は空回り。 

発表には来年度の話もあったが、この 1 年間の取り組みを年度末に評価していただかなくて
はならない。来年度もありますという考えはよくない。 

⇒拝承いたしました。／事務局

(川 嶋)：今回出展した INCHEM の 1 週間後に中小機構主催の新価値創造展が開催された。 
出展者は 380 社の中小企業である。今後、中小企業をテーマとした展示会を狙った出展を検討
してはどうか？ 

(大 澤)：中小企業には下町ロケットで有名になった佃製作所のような、従業員 145 人の会社もあり、父ち
ゃん母ちゃん息子でやっている 10 人未満の会社もある。違反を起こしてしまった 10 人未満の会
社への再発防止策として、CP を作れということではない。どんな体制でもいから、事故を起こさな
いためには何を行うのかが最善なのかを指導していくしかない。 

Ｑ(初 沢)：配布資料には 2 社ほど、比較的状況が進んでいるケースが取り上げられているが、室長のコメ
ントにもあるように、どのように工夫してやっていったのか、アドバイザーで共有してほしい。また、
着手しかかりで思うように進んでいない企業の理由についても共有してほしい。資料掲載の２つ
のケースについて説明願いたい。

⇒Ａ(伊津野)：
①「ケース１」の A 社は従業員 4 人だが、全員大学卒の優秀な方。その他アルバイトが 3 人。海外

で活動するために調査をするにあたって、JETRO 広島を通じて当事業支援先として当社を紹
介いただいた。支援・訪問にあたり CP、体制など、先方に質問をするのではなく、当方の過去
の経験を生かして、どのようにすれば許可印がもらえるのかの勘所をまとめて事前に情報提供
した。訪問ではホワイトボードに書き出し、1 時間くらいの説明であったが魅力的に感じていた
だき、12 月には体制と CP の方も頑張ってみると返信いただいた。JETRO 広島にも喜んでい
ただいたと思う。 

②「ケース２」については、初回訪問の時に取締役で企業の輸出管理責任者となる幹部に話をし
て、大事だからやってほしいと伝え、具体的な話を進めた。当該企業に合ったバックアップを
しますというおもてなしの心での行動が受け止められ信頼関係が構築できるとよいと思う。 

(米 満)：先ほど大澤室長からの話もあったが、事故企業の指導にも対応している立場で感じることは、CP
も法令遵守において省令レベル遵守もできていない人が多いという印象。 
CP の大分手前のところの省令レベルのところくらいまででもやっていただけたらと思う。 
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(識 名)：体制構築支援に手を挙げた会社 13 社を担当しているが、規定を作りたいというやる気のある会
社がほとんど。特に事故を起こしたところは再発防止のために積極的に取り組んでいただいてい
る。運用に余り手がかからないように、帳票やその起票方法を工夫するようにフォローしている。
体制構築支援に手を挙げていないところに乗り込んでいくのはテクニックが必要かと思う。 

(伊津野)：報告事例「ケース２」にでは 1 年後、自己監査ができるようにＣＰ制定時の幹部から関係者への
説明・協力要請、実運用のポイント、1 年後の自己監査を考慮した日常の処理・書類の扱いに至
る一連の業務についても情報提供をしてきた。アドバイザーは営業活動でもある。CP はパター
ンがいくつかあるが、CP は「よりどころ」として説明しており、その会社にとって使いやすい何か形
があるものを構築するようにアドバイスしている。また、全国にいる輸出管理の知識を持った方々
のネットワークを作っていってもいいのではないかと広報担当と話している。

Ｑ(齊 藤)：数名しかいない事故企業等には、現行のＣＰパターンや推奨体制など難しいかもしれないが、
モデル規定等、具体的な帳票で話を進めるのが負荷の軽減になるかと思う。
負担軽減という点で、大澤室長、いかがでしょうか？

⇒Ａ(大 澤)：一律にモデル CP を渡しても意味がない。また、我々にとっても厳しいとこ
ろであり残念だが具体的な対応モデルをもっていない。 
ケースバイケースで相談し、対応していただきたい。そういう意味でも、中小機構で中小企業

経営指導のプロのアドバイスを聞く場があったほうが良かった。

Ｑ(地 蔵)：輸出管理体制構築支援企業の目標が 100 社で、今現在着手が 25 社。目標に向かってどうい
うことをやって目標に近づけるのか？ 

⇒Ａ(伊津野)：100 社の具体的な数値が出てきたのが前回の連絡会議。その後、ご報告したとおり展示
会への出展を通して、スイートスポットとなる対象企業のゾーン及びそこに属する企業の事情や
コンタクト時の要点などが把握できた。

また、会場での出展企業や来展者へのＰＲや各地・各種団体を巻き込みながら継続的に行っ
ている説明会などを通じて認知度は少し上がってきているかと思うので、ベストマッチングの機会
をどのように作るのか、検討していきたい。 

地域に散らばっている輸出管理の専門家の輪の構築も考えている。 

(大 澤)：ハンズオン支援というのだが、実情に応じた経営指導をこの輸出管理の世界でもある程度、蓄積
していっていただきたい。アドバイザーでノウハウを共有いただくのが大事だと考えている。 

⇒拝承いたしました。／事務局

(椎 名)：以前、CISTEC の畑さんに話を聞く機会を設けたが、経済産業省としても情報提供が欠けている
点があったので、苦労されていると思う。情報を共有して進めていきたい。 

⇒引き続きよろしくお願いいたします。／事務局

Ｑ(横 沢)：うまく行っていない事例もあるが、どのような状態か。 
⇒Ａ(太田和)：B 社は、輸出管理の人員がいない状況。

総務課長が兼務しているが、非常に多忙でなかなか着手できず、結局降りて 
しまった。 

⇒Ａ(椎 名)：非常に残念。
⇒Ａ(太田和)：こちらから何度もコンタクトを試みたが、進まなかった。

Ｑ(椎 名)：どういうところが問題だったのか。 
⇒Ａ(伊津野)：会社としてちゃんとやらなければならない、という意識が幹部にない

と管理担当者と現場関係者はやってくれない。 
まずトップに話をしなくてはならない。 

また、中小企業トップに意識をもってもらうには、経済産業省のアナウ 
ンスも有効かと思う。

たとえば、2005 年、日本安全保障貿易管理学会が発足するにあたり、
経済産業省が大学のアウトリーチ事業を進めると発表して進めた。 

今回、展示会出展で話をしても認知度が低い状況である現状をまずなん 
とかするには、経済産業省から通知を発していただくことはかなり効果的 
に働くと思う。 

経済産業省と一緒に広報活動を進めていくことで、当該企業がもつ技術や事 
業に期待されていると同時にリスクへの対応を要求されていることを認 
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識してもらうことが大切。 
質問に全部回答しなくてはだめ、というのはハードルが高く、負担感が 

ある。 

Ｑ(齊 藤)：B 社は包括許可をとっているのか？ 
⇒Ａ(太田和)：すべて民生品だとのことで、非該当品であり包括許可証は取得してい

ない。 
言葉は悪いが、過去に武器なども製造する大企業の下請けだった。 

⇒Ａ(識 名)：当該企業は、昨年度、航空機武器宇宙産業課の関連企業に対して行っ
た安全保障貿易管理説明会に参加後、同課のすすめで手を挙げてきた 
企業。結果的に、自らそれほどの必要性を感じていなかったのかもしれ 
ない。 

⇒Ａ(伊津野)：コンタクトする相手の考え方・受け止め方によって予想した進み方が
違うと思われる。 
将来的な展望を示しながら、少しずつレベル、トーンをあげてフォローするやり方
が求められると考える。今回の展示会参加で企業にはバリエーションがあると実
感した。 

本件は、手が挙がったので早速、車を買ってください、といったら、実は自転
車レベルでよかった、と相手が感じてしまうような場合は、ハードルの高さを負担
に感じてしまい、残念ながら取り組んでいただけないことがあると受け止めたい。 

３．閉会 
橋 本：次回のアドバイザー連絡会議は 2 月下旬を予定しています。今回の議事録は 1 週間を

めどに提出予定です。 

了 
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【添付】 

【出席者】 

安全保障貿易自主管理促進アドバイザー 

識名 朝惠 安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー 

太田和 久雄 安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー 

伊津野 仁一 安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー 

齊藤 忠義 安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー 

米満 啓 安全保障貿易審査課アドバイザー 

＜経済産業省＞ 

安全保障貿易管理課 

大木 章弘 係長 

鈴木 祐麻 

地蔵 晃平 

安全保障貿易検査官室 

大澤 活司 室長 

横沢 富士男 統括安全保障貿易検査分析官 

椎名 隆亮 課長補佐 

初沢 浩樹 課長補佐 

下鶴 俊輔 係長 

安全保障貿易審査課 

吉田 菜穂 係長 

知的財産政策室 

望月 孝洋 室長補佐  

関 優志 不正競争防止法調査員 

＜事務局＞ 有限会社ビジョンブリッジ 

橋本 美智子 取締役社長 

伊津野 仁一 部長 プロジェクト統括（兼務） 

武神 正幸 広報戦略担当部長 

角田 雄樹 コーディネーター

前川 紀子 

藤森 進 技術顧問 

川嶋 伸夫 技術顧問 

以上 
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別添 3 第 3 回アドバイザー連絡会議 議事録 

【開催日時、場所】 
・日 時： 令和 2 年 2 月 28 日（金） 13：30～15：00 
・場  所： 経済産業省 13 階西 8 会議室
・出席者： 別紙のとおり

【議事】 
１．開会 
２．事業実施報告 

2-1 事業全体説明
2-2 各項

(1) 説明会
(2) 輸出管理体制構築
(3) 広報
(4) 総括

３．その他 
４. 当年度活動からの示唆
５．閉会

【議事要旨】 
2．事業実施報告 

2-1 事業全体説明（資料 03-1）
活動の内訳構成と各構成要素の要点を紹介。 

2-2 各項

（１）説明会（資料 03-2）

・本年度目標：・開催回数 70～100 回
・実 績： ・開催回数 78 回（うち配信 8回）

・参加者数 7,302 名（うち配信 134 会場 647 名）

上記に加え、COVID-19による開催自粛分＋7回（うち配信＋2回）がある。

・まとめ： ・上半期にて開催回数の目途がついた。次年度も開催計画は効率的に。
・定員に対して集客が不足。引き続き広報活動を行い、都市部の開催を
増やす。

・ライブ配信は大いに活用され、概ね好評。今後も IT 活用が必要。

（２）輸出管理体制構築支援報告（資料 03-3）

・本年度目標：・4月時点： 専門家派遣回数 300回 
・9月時点： 体制構築支援企業 100 社

・実 績： ・49 社（2/28 時点）
・まとめ： ・積極的アプローチにより、12月以降支援申込企業が増加。

・支援企業からは概ね高評価。ただし、CP策定はハードルが高く支援
依頼を取り下げる企業もあった。

（３）広 報（資料 03-4）

12 月から広報専任者を配置し活動を強化。 
・実 績：・説明会開催プレスリリース： 4 会場分について 15 紙に掲載。

・事業案内：・経済産業省選定 1600 社、大学ベンチャー234 社に送付。
うち問い合わせ 20件、体制構築支援 10 社 申込あり。（2/28 時点）

・東京エリア：経済産業省選定企業 40社に電話案内、訪問。
・1 月以降：約 450の業界・地方団体に事業案内(ポスター,チラシ等)を送付。
・2月 18 日：日本工学会の説明会にて傘下の学会事務局 30 団体にポスター等を
配布。
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（４）総 括（資料 03-5）
上記の各活動項目に｢支援先企業からの評価」、｢アドバイザー所感概要｣を加え全体を総括。
≪参考情報≫（伊津野）

2/18 に、日本工学会の要請で「大学・研究機関のヒヤリハット事例集」を中心に安保管理につ
いて各事務局約 30 団体に説明。参加者全員が輸出管理について具体的な話を聞いたことがな
かった実態が判明。2005 年に文科省と経済産業省の連携で発足した日本貿易学会の活動が、
最先端の研究分野に浸透していないことを実感した。 

学会員の大学や研究機関をベースとする地域ベンチャー企業の中には、本事業の対象となる
中小企業も含まれる。各学会については、会員の大学や研究機関、企業とともに、日本の将来を
左右する学生会員に向けて｢社会人になる前段階での指導｣が重要かつ最も効果的である。日本
安全保障貿易学会については、文部科学省と経済産業省の連携を後押しする必要性を感じた。 

３．その他： アドバイザー所感、質疑 （※敬称略） 

（１）アドバイザー所感

（ 米  満 ） ：  INCHEM にて出展企業訪問をして状況を伺った。輸出管理規程はなくても該非
判定をその都度行っているから問題ない、としている企業が多い。体制構築や社
内規程の策定となるといかめしくて及び腰になってしまうのではないかと感じた。 

（ 太 田 和 ） ：  外為法の遵守は国際平和のためというのではなく、リスク管理上の自己防衛の
ためだと経営層には伝えてきた。訪問時には経営層に出席を求め、新たに作成し
た初心者向け資料を用いて、安全保障貿易の必要性を説明してきた。 

（ 識  名 ） ：  今年担当した企業は 17 社。自ら申し込んでいる企業なので、および腰になるこ
となく、体制構築に取り組んでいただけた。モデル CP は細かいところまで示され
てはいないので、企業実態に合わせて補足し、現実的なものを構築していった。 

（ 林 ） ：  物の輸出については認識があるが、役務提供への認識が低いことに気づいた。
支援先では ISO 認証を取得している企業もあり、ISO 審査に輸出管理のチェック
体制が組み込めないか模索している。また、米国の輸出管理規制について認識
のない企業もあり、これらもフォローしていきたい。 

（２）質疑

Ｑ ( 相 川 ) ：  9 月の連絡会議で体制構築支援企業の目標を 100 社に設定していただいた。
結果 49 社の支援申込となった。目標値には届いていないが、当初に比べ加速し
て実績を積み上げていただけた。事務局、アドバイザーの皆様の尽力に感謝した
い。 
 当事業は私自身、企業からの相談を受けて紹介したケースがあり、日々、体制
構築につなげていきたいと考えている。 
 今回「押し売り型」ではないがプロアクティブ(積極的)に、こちらから企業に出向
いて行ったこともあったが、難しかったとの指摘もいただいた。技術力のあるベン
チャー企業など、リソース面でなかなか体制構築に着手できない企業に出向い
て、体制構築に取り組むよう仕向けていきたいと考えている。

プロアクティブな働きかけ方について、指摘、提案があれば伺いたい。 

Ａ （ 識 名 ） ：  プロアクティブな働きかけは、ある程度の権限を有する経済産業省でなければ
できないのではないか。我々アドバイザーの立場では難しい。 

Ａ （ 角 田 ） ：  経済産業省選定の重点企業リストの中で都内企業約 40 社に電話をして、プッシ
ュ型の働きかけを行ったが、担当者までリーチできず、結局訪問アポがとれたのは
1 社だけだった。 
 1 月に、約 1600 社に DM を発信したが、「体制構築だけではなく、輸出に関する
不安があれば問い合わせてください」とのスタンスで発信したところ、多くの企業か
ら問い合わせがあり、体制構築支援に結び付いた企業が数社あった。 

運用している内部規程や輸出管理が正しいのか不安を抱えている企業が多数
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ある。輸出に関する支援窓口が存在している点を周知する活動を続けることが大
切であると感じた。 

Ａ （ 伊 津 野 ） ：  ドローンのベンチャー企業を訪問したが、バックアップしてサポートしていきたい
という姿勢で政府主導の技術支援活動への参加を提案したところ、経営トップの
方に前向きにとらえてもらえた。 
 押し売り(プッシュ型)ではなく、相手の懐に飛び込むような姿勢でアプローチを
すれば相談事も投げかけてもらえる。他の実務質問など気軽に電話相談が入るよ
うになった例もある。 
 また、本日別冊で示した資料「輸出管理 業務基準書(手順書)」は、JETRO に協
力を依頼し、相談しながら作成した工夫例で、企業訪問時に活用した。モデル CP
では理解が及ばない実務場面で、なにをすべきか、モデル CP のどこに対応して
いるのか、また事業規模に合った体制はどうしたらよいか等、具体的に明示した資
料である。 
 規程の整備や体制を構築したいと考えている企業は多いが、求められるレベル
が高すぎると感じている。特に兼務の輸出管理担当者は、CP 整備や登録によっ
て生じる管理負担が大きすぎて敬遠気味だ。遵法管理として満たしつつ、いかに
負担のハードルを下げていくかが今後の課題である。 

Ｑ （ 椎 名 ） ：  別冊資料の「簡易版 輸出管理内部規定書(案)」は中小企業向けのモデル CP
か？一見したところ、大企業向けのモデル CP と大きな違いがないように感じるが。 

Ａ （ 識 名 ） ： モデル CP は大企業向け限定しているわけではない。パターンを選べば十分に中
小企業に使えるものになっている。 

Ａ（伊津野）：  「簡易版 輸出管理内部規定書(案)」はモデル CP の各役割分担者記載部分を明
確にし、各分担に対応する体制表は経営トップによる任命状で兼用できるというア
イデアをセットにし、具体的に企業側へ紹介した資料である。
一方、別途紹介した「輸出管理 業務基準書(手順書)」は、モデル CP の用語や書
きぶりが製造業の営業や実務担当者には取っつきにくいので、現場に馴染みやす
い業務マニュアルや手順書を意識して、具体的に取るべき行動を盛り込み、取り組
みやすいようにした。

（３）その他
（ 大 澤 ） ：  今更ながら、こういう勉強プロセスが大切なのだと感じた。まだ目標までには先が

長いが、年度が変わる際の事業中断は役所の致命的なところである。 
来年度については未定だが、役所が介入しなくても支援ができるような体制づく

りを考え、地域の商工会議所の拠点を利用できないか模索している。地域には経
産局があるので、プッシュ型の窓口については、地方経産局が商工会議所と連携
をとって、相談窓口になれないか、検討を進めているところである。 

４．当年度活動からの示唆 （資料 03-6） 
( 角 田 ) ： 本事業のミッション達成に向けて、次年度への示唆 

①広報
・メディアを通じての情報発信、啓発イベントの開催、業界・経済紙等での

連載企画の提案など、輸出管理と本事業の啓発を強化していく。 
・定期的な発信で、きっかけを作っていく。

②説明会
・説明会の内容を企業目線でブラッシュアップしていく。
・WEB 配信や E-ラーニング、業界団体共催等、学びの場の提供を広げる。

③体制構築支援
・ADV のスキルアップ・次世代の育成のための研修等も必要ではないか。
・企業支援に向けて、手順や活動指針、ツール等、仕組みを整える。

・相談会等の機会を増やし、企業の懸念や不安を払拭できる場を提供する。
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Ｑ （ 椎 名 ） ： 別冊資料の「基礎学習スライド(案)」はどのような背景で作成したのか。 

Ａ （ 伊 津 野 ） ：  本資料は、輸出管理の知識が全くなかった事務局スタッフが、こんな説明ならわ
かりやすいと考える表現で作成した資料である。 

2/18 に訪問した日本工学会の説明会で実際に利用した。 
より多くの人々が学びやすく、経営トップへの説明にも活用できるようなブラッシュ

アップを行い、中小企業向けのヒヤリハット集への展開を関係者と計画していきた
い。

アドバイザーが主役の事業なので、訪問企業の懐にどこまで入り込めるか、人間
関係を作ることが大切。アドバイザーの拡充や適材適所をすすめ、定着するように
したい。 

( 初 沢 ) ：  来年度の事業については、室長の大澤からも言及されたが、着手企業 47 社のう
ち、継続支援が必要な 22 社の企業の方々には丁寧に説明いただくとともに、継続
以外の企業についても、年度事業の旨ご理解いただくよう、丁寧な説明に努めて
いただきたい。 
⇒ 拝承。／（事務局）

５．閉 会 

了 
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【別紙】 

【出席者】 

＜アドバイザー＞ 

識名 朝惠 安全保障貿易管理自主管理促進アドバイザー 

太田和 久雄 〃 

伊津野 仁一 〃 

林 辰幸 〃 

米満 啓 安全保障貿易審査課アドバイザー 

＜経済産業省＞ 

安全保障貿易管理課 

相川 祐太 課長補佐 

鈴木 祐麻 

地蔵 晃平 

大木 章弘 係長 

安全保障貿易検査官室 

大澤 活司 室長 

横沢 富士男 統括安全保障貿易検査分析官 

椎名 隆亮 課長補佐 

初沢 浩樹 課長補佐 

下鶴 俊輔 係長 

安全保障貿易審査課 

吉田 菜穂 係長 

知的財産政策室 

望月 孝洋 室長補佐 

＜事務局＞ 有限会社ビジョンブリッジ 

橋本 美智子 取締役社長 

伊津野 仁一 プロジェクト統括 

角田 雄樹 プロジェクトリーダー 

武神 正幸 広報戦略担当 

藤森 進 技術顧問 

川嶋 伸夫  技術顧問 

中村 麻友 

前川 紀子 
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別添6_初級編管理表
安全保障貿易管理　説明会開催スケジュール（初級編） 開催数︓ 35 5913名 (遠隔配信除く）

※ライブ配信あり説明会 未開催分は申込者数 ⾚字は更新内容

⽉ ⽇ 曜 時間 実施主体／対象者　等 NACCS
⽇ ⼀般

向け
業界
向け

その
他

遠隔
配信

定員 実数 配信
視聴者

安保
管理課 審査課

⼩計 23 12 0 3 5913名 148名
合計

5⽉ 9⽇ ⽊ 13:30-16:20 CISTEC、⽇本機械輸出組合、名古屋地区 1 400名 394名 横沢、初沢

5⽉ 10⽇ ⾦ 13:30-16:20 CISTEC、⽇本機械輸出組合、⼤阪地区 1 800名 518名 横沢、初沢

14⽇ ⽕ 10:00-12:50 CISTEC、⽇本機械輸出組合、東京（午前） 1 750名 293名 横沢、初沢

14⽇ ⽕ 14:00-16:50 CISTEC、⽇本機械輸出組合、東京（午後） 1 750名 642名 横沢、初沢

6⽉ 4⽇ ⽕ 14:00-16:30 炭素協会 1 20名 29名 ②識名 ①濱⼝
10:00-12:50 CISTEC、⽇本機械輸出組合、東京（午前） 1 350名 355名 横沢、初沢

14:00-16:50 CISTEC、⽇本機械輸出組合、東京（午後） 1 350名 348名 横沢、初沢

6⽉ 26⽇ ⽔ 13:00-16:45 中国経済産業局、福⼭商⼯会議所
1 100名 126名 ①識名　②

太⽥和

7⽉ 12⽇ ⾦ 14:00-16:30 神⼾通商事務所、神⼾商⼯会議所、神⼾貿易協会
1 150名 134名 ①⾚⽯

②宇佐美

7⽉ 19⽇ ⾦ 13:30-16:30 四国経済産業局　　（NACCS　居藤） 1 30名 27名 ①②齋藤 居藤
7⽉ 24⽇ ⽔ 13:30-16:30 特殊鋼倶楽部 1 100名 109名 ②太⽥和 ①⼤倉
7⽉ 26⽇ ⾦ 13:30-16:30 京都商⼯会議所　　（NACCS　居藤） 1 200名 168名 ①②識名 居藤
7⽉ 26⽇ ⾦ 10:30-12:00 九州経済産業局 1 50名 32名 初沢

10⽉ 3⽇ ⽊ 13:30-16:00 北海道経済産業局、ジェトロ北海道 1 70名 62名 横沢

10⽉ 8⽇ ⽕ 13:30-16:00 中部経済産業局 1 40名 42名 佐藤　⻑光 永⼭
10⽉ 10⽇ ⽊ 13:30-16:00 近畿経済産業局

1 150名 136名 ①初沢
②横沢 ⽯川

11⽉ 8⽇ ⾦ 13:30-16:20 中部経済産業局（北陸⽀局（富⼭）） 1 50名 50名 初沢 ⽯川

11⽉ 14⽇ ⽊ 13:30-16:30 CISTEC、⽇本機械輸出組合、⼤阪地区 1 800名 446名 ①椎名
②初沢

11⽉ 20⽇ ⽔ 14:00-16:30 ⼀般社団法⼈　⽇本科学機器協会　国際委員会 1 120名 57名 ②増⼭ ①⼤崎

⾦ 10:00-12:50 CISTEC、⽇本機械輸出組合、東京（午前） 1 350名 283名 ①椎名
②横沢

⾦ 14:00-16:50 CISTEC、⽇本機械輸出組合、東京（午後） 1 350名 552名 ①椎名
②横沢

11⽉ 28⽇ ⽊ 13:30-16:20 CISTEC、⽇本機械輸出組合、名古屋地区 1 400名 486名 ①椎名
②初沢

12⽉ 19⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局 1 1 81名 33名 26名 濱

1⽉ 16⽇ ⽊ 13:30-16:00  ⼀般社団法⼈⽇本バルブ⼯業会 1 30名 28名 濱 ①⼤崎

1⽉ 17⽇ ⾦ 13:15-16:50 関東経済産業局　（NACCSなし） 1 1 180名 125名 65名 ①森野
②横沢

1⽉ 24⽇ ⾦ 13:30-16:30 九州経済産業局　（NACCSあり） 1 70名 71名 ①⽯橋
②濱 ⽯川

1⽉ 28⽇ ⽕ 13:30-16:00 ⼀般社団法⼈ ⽇本電気計測器⼯業会(東京） 1 120名 103名 ②識名 ①⼤崎

1⽉ 30⽇ ⽊ 13:15-16:50 東北経済産業局　（NACCSあり） 1 80名 40名 濱 ⽯川

2⽉ 7⽇ ⾦ 13:30-16:30 ⽇本電線⼯業会 1 46名 43名 ②濱 ①吉⽥

2⽉ 14⽇ ⾦ 13:30-16:30 関⻄化学⼯業協会（NACCSあり） 1 40名 31名 ②濱 ①吉⽥ ⽯川

2⽉ 17⽇ ⽉ 13:30-16:30 ⽇本化学⼯業協会（NACCSあり） 1 50名 39名 ①相川
②識名 居藤

2⽉ 20⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局 1 1 36名 17名 57名 濱

2⽉ 28⽇ ⾦ 13:30-16:30 横浜企業経営⽀援財団　◆開催中⽌◆ 70名 中⽌ 濱
3⽉ 6⽇ ⾦ 13:30-16:30 ⽇本分析機器⼯業会(京都）◆開催中⽌◆ 中⽌ 濱
3⽉ 12⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局  ◆開催中⽌◆ 36名 中⽌ ①⾅⽥

②濱
12⽉ 12⽇ ⽊ ⼤塚製薬 1 40名 横沢

1⽉ 23⽇ ⽊ 富⼠通（東京） 1 34名 初沢

1⽉ 24⽇ ⾦ 富⼠通（⼤阪） 1 20名 横沢

7219名 6061名

参加者

延べ参加者数︓

11⽉ 22⽇

2020/3/31

講師

5⽉

6⽉ 13⽇ ⽊

38
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別添7_⼊⾨編管理表

技術流出防⽌管理　説明会開催スケジュール（⼊⾨編） 開催数: 33 836名 (遠隔配信除く）

※ライブ配信あり説明会 未開催分は申込者数 ⾚字は更新内容

⽉ ⽇ 曜 時間 実施主体／対象者　等
⽇ ⼀般

向け
業界
向け

その
他

遠隔
配信

定員 実数 配信
視聴者 安保 技情 知財

⼩計 25 7 1 6 836名 525名

合計

6⽉ 13⽇ ⽊ 16:00-16:30 ⽇本マグネシウム協会 1 - - 経産省
7⽉ 31⽇ ⽔ 13:30-16:30 ⽇本計量機器⼯業連合会、 ⽇本光学測定器⼯業会、

⽇本精密測定機器⼯業会（合同開催） 1 50名 52名 識名 ⼤⽊ 関優志

9⽉ 5⽇ ⽊ 13:30-16:30 北海道経済産業局、ジェトロ北海道 1 30名 19名 識名 ⼤⽊ ビデオ

9⽉ 6⽇ ⾦ 13:30-16:30 九州経済産業局 1 60名 30名 太⽥和 鈴⽊ ビデオ

9⽉ 13⽇ ⾦ 13:30-16:30 中国経済産業局 1 80名 33名 太⽥和 鈴⽊ ビデオ

9⽉ 17⽇ ⽕ 14:10-16:50 沖縄経済産業部 1 50名 10名 識名 ⼤⽊ ビデオ

9⽉ 24⽇ ⽕ 14:00-17:00 東京商⼯会議所 1 1 70名 54名 118名 識名 ⼤⽊ 関優志

9⽉ 25⽇ ⽔ 13:30-16:30 草津商⼯会議所、⼤津商⼯会議所 1 90名 16名 識名 ⼤⽊ ビデオ

9⽉ 27⽇ ⾦ 13:30-16:30 諏訪商⼯会議所、ジェトロ諏訪、諏訪圏ものづくり推進機構 1 30名 25名 太⽥和 ⼤⽊ ビデオ

10⽉ 1⽇ ⽕ 13:30-16:30 ジェトロ福井 1 50名 31名 識名 ⼤⽊ ビデオ

10⽉ 7⽇ ⽉ 13:30-16:30 中部経済産業局 1 40名 31名 ⿑藤 鈴⽊ ビデオ

10⽉ 9⽇ ⽔ 13:30-16:30 近畿経済産業局 1 40名 36名 太⽥和 ⼤⽊ ビデオ

10⽉ 23⽇ ⽔ 13:35-16:35 ジェトロ⼭⼝、中国経済産業局 1 50名 24名 識名 鈴⽊ ビデオ

10⽉ 31⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局、 東京商⼯会議所　後援 1 1 36名 29名 78名 識名 ⼤⽊ 関優志

11⽉ 5⽇ ⽕ 13:30-16:30 ジェトロ名古屋 1 80名 35名 太⽥和 鈴⽊ ビデオ

11⽉ 6⽇ ⽔ 13:30-16:30 ⽇本バルブ⼯業会 1 40名 19名 識名 ⼤⽊ 関優志

11⽉ 7⽇ ⽊ 13:30-16:30 中部経産局（北陸⽀局（富⼭）） 1 50名 37名 濱 ⼤⽊ ビデオ

11⽉ 14⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局、 東京商⼯会議所　後援 1 1 108名 15名 112名 識名 ⼤⽊ 関優志

11⽉ 26⽇ ⽕ 13:30-16:30 Jetro三重　鈴⿅市 1 35名 9名 ⿑藤 鈴⽊ ビデオ

11⽉ 28⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局、 東京商⼯会議所　後援 1 1 81名 13名 58名 濱 ⼤⽊ 望⽉

11⽉ 29⽇ ⾦ 13:30-16:30 ⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞部品⼯業会 1 70名 22名 濱 鈴⽊ 関優志

12⽉ 2⽇ ⽉ 13:30-16:30 ⼤⽥区産業振興協会（後援） 1 80名 31名 ⿑藤 ⼤⽊ 望⽉

12⽉ 3⽇ ⽕ 10:00-17:00 Jetro北九州、北九州貿易協会（他セミナー相乗り） 1 30名 - 識名 なし なし

12⽉ 5⽇ ⽊ 14:00-16:30 浜松商⼯会議所 1 100名 67名 濱 ⼤⽊ ビデオ

12⽉ 9⽇ ⽉ 13:30-16:30 関東経済産業局 1 1 180名 23名 90名 識名 鈴⽊ 望⽉

12⽉ 10⽇ ⽕ 13:30-16:30 主催︓関東経済産業局、東信州次世代産業振興協議会（上⽥
市、⼩諸市、佐久市、千曲市、東御市、御代⽥町、⽴科町、⻑和
町、⻘⽊村、坂城町）
共催︓⼀般財団法⼈浅間リサーチエクステンションセンター、連携協
定⾦融機関（⼋⼗⼆銀⾏、上⽥信⽤⾦庫、商⼯組合中央⾦庫
⻑野⽀店、⻑野県信⽤組合、⻑野銀⾏）

1 50名 14名 ⿑藤 ⼤⽊ ビデオ

12⽉ 12⽇ ⽊ 14:30-17:30 ⽇本貿易会 1 80名 37名 濱 ⼤⽊ 関優志

12⽉ 13⽇ ⾦ 13:30-16:30 東北経済産業局
1 80名 29名 濱 ⼤⽊ ビデオ

12⽉ 16⽇ ⽉ 13:30-16:30 横浜企業経営⽀援財団 1 54名 10名 ⿑藤 ⼤⽊ 望⽉
1⽉ 9⽇ ⽊ 13:30-16:30 事務局、 東京商⼯会議所　後援 1 1 36名 10名 69名 濱 ⽥中※1 ⿊⽊
1⽉ 23⽇ ⽊ 13:30-16:30 関⻄化学⼯業協会 1 50名 26名 ⿑藤 鈴⽊ 望⽉

2⽉ 4⽇ ⽕ 13:30-16:30 川崎市産業振興財団 1 99名 19名 ⿑藤 東野※2 ⿊⽊
2⽉ 18⽇ ⽕ 10:30-11:30 ⽇本⼯学会　※安保のみ　1時間 1 40名 30名 伊津野
3⽉ 4⽇ ⽔ 13:30-15:00 ⼀般社団法⼈ ⽇本電気計測器⼯業会　◆開催中⽌◆ 20名 中⽌ ⼤⽊ ⿊⽊
3⽉ 23⽇ ⽉ 15:00-17:00 多摩信⽤⾦庫　◆開催中⽌◆ 30名 中⽌ 識名 鈴⽊ 望⽉

※1　NPO法⼈ちば経営応援隊　ITコーディネータ、情報処理安全確保⽀援⼠
※2　株式会社Smilebits 代表取締役、 ITコーディネータ

2069名
39 1361名

参加者

延べ参加者数

講師

2020/3/31
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<説明会風景＞

2019年6月26日 2019年7月12日

2019年7月26日 2019年9月6日

2019年9月13日 2019年9月24日

2019年10月7日 2019年10月10日

 別添8　説明会模様
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<ライブ配信視聴風景＞

2019年11月28日 2019年12月9日

2019年11月28日 2020年1月9日

2019年11月14日 2020年1月17日

2020年2月20日 2020年1月9日

別添９　ライブ配信視聴風景
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別添10

（１）作成︓広報スケジュール
日時

2月28日 安保管理説明会　録画視聴ページ整備、2/28説明会参加者に案内配信（32件）
2月28日 安保管理説明会　3/6説明会主催者　日本分析機器⼯業会にご案内
3月3日 安保管理説明会　3/12説明会参加者に案内配信（24件）
3月3日 技術流出防⽌管理説明会　録画視聴ページ整備　3/23参加者（5件）、主催者に案内
3月3日 安保管理説明会・技術流出防⽌管理説明会　過去参加者に案内（1550件）

（２）視聴状況 視聴回数計 安保 137 視聴者数 安保 48
新型 45 新型 18

※申込者1名のID（アドレス）で社内展開している企業もあり。

（３）参加者内訳
安保 新型

2020年2月28日（⾦） 横浜メディアビジネスセンター 37 3 *開催⾒送り説明会
3/12　安保管理説明会ライブ配信 15 2 *開催⾒送り説明会
2020年3月12日（⽊） 日本教育会館 12 0 *開催⾒送り説明会
2019年10月7日(月) 中部経済産業局 6 3
2020年2月20日（⽊） 録画視聴申込 7 1
2020年3月23日(月) たましん事業⽀援センター 0 6 *開催⾒送り説明会
2019年10月10日（⽊） 近畿経済産業局 5 0
2019年10月8日（⽕） 中部経済産業局 4 0
2020年1月24日（⾦） 九州経済産業局 4 0
9/24　技術流出防⽌管理説明会ライブ配信 2 0
2019年11月5日(⽕) 刈⾕市産業振興センター 1 1
2019年7月12日（⾦） 神⼾貿易協会 0 2
2020年1月30日（⽊） 東北経済産業局 1 0
2020年2月20日（⽊） 日本教育会館 1 0
2/20　安保管理説明会ライブ配信 0 1
2019年7月26日（⾦） 九州経済産業局 1 0
2019年7月26日（⾦） 京都商⼯会議所 1 0
2019年12月19日（⽊） 日本教育会館 0 1
その他（業界団体、ライブ配信会場参加者）※ 40 25

137 45
※登録メールアドレスの情報がない視聴者

説明会録画視聴状況

内容

説明会
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別添12_体制構築支援進捗状況

１　企業情報・事業内容確認中
２　相談開始・輸出管理体制詳細確認
３　訪問済　輸出管理体制・CP案作成中
４　輸出管理体制・CP案策定済　運用検討中　
５　輸出管理体制・CP策定済　運用段階

受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

1 6月4日 岐阜県 9,950万円 456人 製造業
航空・宇宙・原子力関連部
品の製作

説明会
（2018年度）

・数年前に作成した社内規程と現在の運用内容とで
差異が生じている

・差異の調整
・規程の見直し

・9/19　社内の実態調査について、現状の実態確認。
社内規定については、国内取引の個所について規定から削除したい、等、メー
ルで相談。
・10/10　体制構築支援辞退の連絡あり。理由:海外取引については民間
航空機に特化して取引をしているため
他の会社と同様に輸出管理体制を求められても難しいため、社内で検討して
進めるとのこと。→本件、close

26 0 X 太田和

2 6月4日 石川県 10,000万円 125人
製造業 -
非鉄金属
製造業

軽合金の鋳造・加工及びそ
の付帯業務

説明会
（2018年度）

・複数の輸出案件を始めようとしており安全保障貿易管理
の社内体制構築のサポートを希望
・トルコからドローン用エンジンのシリンダーブロック試作の引
き合い. 飛行試験用途の他, 軍事用途の可能性有り。貿
易管理の社内体制構築とともに上記案件の進め方につい
てアドバイスして欲しい

・11/8　金沢本社訪問。体制構築を11月末目途にて進める。
・12/4　規程案他、検討結果を受領。内容確認し、改善案を連絡。
・1/31　修正案についての検討結果が送付され、一部、再検討を依頼。
・2/4　依頼した点について帳票以外の対応を確認。
・2/6　架電にて、帳票の最新版送付の趣旨について対応。併せて、該非判定
のダブルチェック体制について照会があり、対応した。
・2/11　規程等の最新版を受領した。改善案を提示。
・2/13　規程等の最新版を受領。1点、修正を要請。修正が完了したため、
支援の一区切りとし、運用段階に入っていただくこととした。
・2/14　架電にて、お礼と次年度の照会があり、もし令和2年度に事業が継続
していれば、経産省のHPから再度登録するよう伝えた。

25 2

該非判定は実施。規
程なし。個別案件の
許可申請要否の確
認と輸出の本格化に
備えて体制・規程策
定を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

3 6月4日 神奈川県  1,000万円
92人

（グループ全
体）

製造業
産業用ディーゼルエンジン部
品、油圧機器部品、航空機
部品の製造・販売

説明会
（2018年度）

・安全保障貿易管理に関する社内規程等の体制構築 ・8/16　訪問。次回訪問の11月までに体制構築を進める。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請するとともに、現状
の進捗を2/6までに報告するよう依頼した。
・1/31現在、規程案のレビュー中であり、期限内に完了するよう取り組む旨回
答があった。

17 1

体制、知識なし。輸
出を検討するため、体
制・規程策定を希
望。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

識名

4 6月27日 広島県 42,000万円
単体:85人
連結:136人

製造業
非接触検査装置の企画・製
造・販売

説明会

・安全保障貿易管理に関する社内規程等の体制構築 ・8/29　帳票等、現状の情報提供を依頼し、受領。先方都合により、安全保
障輸出管理の見直しは10月から着手する旨、回答あり。
・11/1、検討状況をフォローしたところ、同日「未だご指導を受ける段階に至って
いない。機運が高まるまでしばしお待ちください「」との回答。牛歩のごとく進まない
た故、今後は積極的なフォローはしないこととする。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請するとともに、現状
の進捗を2/6までに報告するよう依頼した。
・1/31 他の取組事項に資源をあてており、輸出管理は社内教育に絞って実
施し、体制作りは来期以降の施策予定との回答あり。
→今年度は、本件、closeとする。

9 0 X 太田和

5 7月8日 静岡県 1,500万円 87人 製造業

輸送用機械向けネジ、ボルト
の製造、マイクロネジ・ピンの
製造、医療機器の製造・製
造販売

経産省
メルマガ

・業態拡大のため,輸送用機械部品や医療機器等の輸出
を検討中, 社内の輸出管理体制の構築に関心あり。
・輸出管理の重要性の理解, 該非判定のやり方などの基
礎から, 社内の輸出管理体制の構築までサポートを希望

・7/11　初回訪問　10月末頃報告を受ける。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請するとともに、現状
の進捗を2/6までに報告するよう依頼した。
・2/4規程作成済みだが、運用未とのことで、内容確認の要請があった。体制
表の検討を依頼し、帳票の検討状況を確認したところ、体制表の検討結果とモ
デルCPの帳票で運用する旨回答し、改善案を提示。
・2/10　検討結果について、やりとりし、ほぼ内容が確定したが、出荷管理の記
録については、実務上の可否を含め、適切な方法を検討するとのこと。
・2/17　検討内容にもう少し時間がかかる旨中間報告があった。

14 1

体制、知識なし。輸
出を検討するため、体
制・規程策定を希
望。輸出のある子会
社から開始。

４　輸出管
理体制・CP
案策定済
運用検討中

識名

6 7月29日 東京都 8,000万円 60人 卸売業
輸入医薬品を主な取り扱い
品目

経産省へ
問合せ

・輸入を主とする医薬品関連の商社, 輸出も行っているが
これまで安全保障関連の作業を行ってなかった。
・経済産業省に相談したが, 医薬品、食品等を取り扱って
ほぼ関連法に該当せず, 社内では経産省への登録は必要
ないとの意見　　⇒　最低限必要な書類を知りたい。
・安全保障輸出管理規程（の手続き）は必須か?書類
に則って該当、非該当を判断できれば特に書類手続きは
必須でないのか?アドバイスして欲しい

・8/9、企業訪問の結果、先方にて輸出者等遵守基準のⅠを管理の基本とし
て社内基準書を作成し、11月末を目標に幹部会にて審議する。
・11/1、暫定版のCP添付あり。11/7、先方作成の暫定版CPの内容を検討
し、その見直し版を送付の上、検討を依頼。
・1/15　再度、CP策定状況をフォロー。「社内調整中」との回答受領
・2/14、「安全保障輸出管理チェックシート」を先方から受領。社⾧他に説明
し、輸管実施の必要性は納得された由で、今後、手順書等を作成予定。
・2/14、21、2回に渡り内容検討の上、改善点等を提案。

18 1

体制、CP無し。経産
省へのCP届出は管理
が重く、最低限必要
な管理を目指したい。

４　輸出管
理体制・CP
案策定済
運用検討中

太田和
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受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

7 7月29日 神奈川県 1,000万円 15人 卸売業
半導体、液晶部品の輸入販
売

経産省

・韓国から半導体製造装置, 液晶製造装置部品を購入
し国内の半導体製造メーカー, 液晶製造メーカーに部品を
販売. 部品の修理依頼も多数有り
・修理部品の韓国への輸出にあたり社内で該否判断して
いるが, 体制不十分. 社内体制構築について具体的にア
ドバイスして欲しい

・9/10訪問。10月末を目途に体制、規程の検討を行い報告を受ける。
・9/26　項目別対比表の記載について、見直しするよう提言。
・1/7　キャッチオール規制に関係した質問に対応。また、体制構築についての
現状をpdfで送付するよう依頼。
・3/5　作成済み運用中の規程等を受領し、改善案を提示した。
・3/10　修正案を受領し、再度改善案を提示し、検討をお願いした。
・3/13　修正案を受領し、提案内容に全て対応していることを確認できたので、
支援を一区切りとし、改訂内容にて、運用していただくこととした。
・3/16　支援へのお礼と運用をきっちり行う旨、返信があった。

21 1

該非判定書の入手は
実施。再発防止策と
して、体制構築を希
望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

8 7月30日 大阪府 9,000万円 110人 製造業 電気機械器具製造業 経産省

・輸出に関する社内管理を行いたいが進め方がわからない
・社内規定の作成と運用についてサポートを希望

・10/31作成済み輸出管理内部規程を受領。11/1改善案を送付。
・11/15 修正版の提出があり。11/18修正内容を確認し、追加の改善案の
検討を要請。数日中に修正を行うとのこと。
・11/26提示された規程・帳票、検討内容を確認し、追加の改善事項を指示
した。併せて、管理体制図の作成を要請した。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請するとともに、現状
の進捗を2/6までに報告するよう依頼した。
・2/7　2月末までに現状運用している規程の見直しを行う旨、連絡があった。

19 1

該非判定書の入手は
実施。再発防止策と
して、規程作成を希
望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

9 8月14日 大阪府 4,800万円 48人 製造業 鍛造 経産省

・体制構築支援 ・9/25 訪問　代表取締役、営業、総務にて5～6名出席。
・10/11　先方作成の資料の修正点を連絡。モデルCPに追加すべき項目を連
絡し、社内検討を依頼。
・10/18　CP（仮）、海外輸出先リスト等を受領。内容検討の上、同日、見
直し案を呈示し再検討を依頼。
・10/28、CP（案）等の一連の見直し版資料を受領。
・10/30、上記資料内容を確認し、輸出審査票の起票、承認欄を設けるよう
アドバイスの上、CPに則り日々の輸出管理を実施するよう指導。（体制構築
支援の第1段階終了）
・12/6～12/18、運用段階での照会事項「部品非該当証明書」について、作
成方法を支援。
・1/30 支援事業が3月半ばで終了する旨、協力依頼。

24 1

体制無し。案件毎に
対応しており、体制の
構築やルール策定の
ため、支援を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

太田和

10 8月20日 滋賀県 2,000万円 3人 卸売業
炭素製品・セラミックス製品の
卸売

経産省

・体制構築支援 ・9/3　リスト規制該当判定書とリスト規制該当項番について、回答受領。
・9/19　訪問。１２月末を目途に体制、規程を検討とのこと。
・2/6　来庁。改善事項を協議。2月末までに再度、ご検討いただく。
・3/2 改善点の検討結果が提示され、一部修正を提案した。
・3/4　3/6  規程の修正案と手続フロー図を受領。確認して修正を依頼。再
発防止策案の確認要請があり、案を送付いただくこととした。
・3/9　規程修正案・再発防止策案受領。追加改善点･参考意見を提示
・3/11　再度、規程修正案と再発防止策案を受領。追加の改善点と参考意
見を提示。
・3/12　再度、規程修正案と再発防止策案を受領。提案した事項が全て修
正されたので、一区切りとし、支援完了とした。お礼の連絡をいただいた。

18 2

親会社の体制で管
理。自社の規程なし。
再発防止策として、体
制構築を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

11 9月11日 東京都 700万円 1人 卸売業 商社　（輸出） 経産省

・体制構築支援
・2016年　炭素繊維（カーボンコンポジット）の輸出の
際、東京税関から指摘を受け、経産省へ報告するよう指
摘されたが対応しなかった。
・2か月前、経産省から報告書未提出の指摘を受け、案
件調査票を経産省に提出した際に、事業の紹介を受け
た。

・10/4　経産省にて面会。
・11/11付けmail添付にて、作成CPを受領。今後、内容を検討すると共に、
管理帳票類の提出を求める予定。
・11/15　先方作成のCPに追記事項、修正点を連絡し修正版受領。
・11/20　更に修正漏れ部分を連絡し、帳票類は起案、審査・承認欄を設け
て、日付管理することを指導。
・11/28　CP見直し版、帳票類を受領。内容を確認し、細部修正の上、完
成。12月1日からCPの運用を開始との連絡を受領。
・1/30 支援事業が3月半ばで終了する旨を連絡し、「質問等あれば、期限ま
でに連絡する」旨の返信あり。

15 1
体制無し。事故の再
発防止のため、体制
構築支援を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

太田和

75



受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

12 9月18日 広島県  1,000万円  常勤:4名 製造業
半導体集積回路の受託設
計

説明会
（JETRO
紹介）

半導体集積回路の受託設計を主な業務。現在JETRO
殿の支援を受けて、マレーシアへの会議事業展開中。マ
レーシアか設計等を受託する場合、輸出許可(リスト規制・
キャッチオール規制対象?)が必要なものであるのかの判定
から、必要な場合にどのような体制を整えればよいか、相談
したい。

・10/3　海外事業計画情報への留意点を工程展開(案)上に追記した資料、
留意点を説明した資料を送付。
・10/8　初回訪問。アウトリーチ全体ご理解、次段階ＣＰ整備工程へ。
・10/28時点:CP案と運用のポイント解説資料を送付。
・3/3時点:「年度末支援及び次年度について」の連絡「簡素化手順書(案)
と任命状兼体制表(案)」を提示したところ、｢輸出事業案件について具体的な
契約を進める話まで進展せず｣との状況報告あり。同時に「海外からの問い合わ
せへの対応などについて、気を付けておくべき点等の理解が深まった」、「来年度
も、問い合わせさせて頂くことがあるかと思うので引き続きよろしくお願いしたい」と
の連絡あり。
・3/24時点　その後、特に追加相談はない。

14 1

JETROの支援を受
け、マレーシアへの設
計委託を検討中。輸
出許可要否、必要な
取り組み体制等を相
談したい。

４　輸出管
理体制・CP
案策定済
運用検討中

伊津野

13 10月2日 東京都 154,492万円 130人 製造業
搬送車両、自動運転技術、
測定技術等にまつわる装置、
ソフトなどの開発、販売

経産省
問合せ

・CPを制定するに当たり、CP案のレビューをお願いしたい。
直ちに多くの製品の出荷などの見込まれるものではないの
で、当面は本規定の落し込みに注力し、その後事業の進
捗に応じ届け出の必要性或いは包括等を考えたい。
・リスト規制中の別表第１項と、キャッチオールにおける別
表第１の1の項の中欄、の違いが理解できない。

・10/4　初回訪問
・10/21時点:｢10/7週の稟議を経て、10/17施行完了」
・10/21。10/28、10/31に相談あり。アドバイス済。
・11/24:10/17CP運用開始後､体制表未整備ゆえ参考資料を提示。
・1/8に体制表が提出された。一部の記載不足点の追記をアドバイス。
・1/14 見直し体制表提出あり。支援完了と判断。頼。
・1/27 ｢好事例企業紹介記事掲載を打診。回答待ち。
・3/3時点　再び取締役へ電話し「在席」とのことで電話口で待ったが、取次ぎ
者から「どんな内容を電話やメールで伝えたいのか?」と逆に問い詰められ、途中
で電話を切られてしまった。
・3/24時点　特にリアクションはない。

18 1

社内規程を構築する
にあたり、検討すべき
事項や策定する規程
のレビューをお願いした
い。（CPとしての登録
は後で考えるとの意
向）

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

伊津野

14 10月4日 大阪府 9,600万円 286人 製造業
計装用信号変換器、電子機
器専用避雷器、遠隔測定・
多重伝送・自動制御用等

説明会

該非判定、キャッチオール規制等の輸出管理を実施してい
るが、情報が不足している。
輸出管理に関して、専門家に相談し、社内管理体制の再
確認をしたい。

・10/31　「秘密保持契約書」を締結。  11/22　会社概要等を受領。
・11/28　受領したCP、要領等の内容を検討し、見直し・修正点等を連絡の
上、検討を依頼。併せて、実地訪問の必要性を打診。
・1/2２、大阪本社を訪問し、社内管理について検討。
・2/28、1/22訪問時の要改善・検討事項の検討状況をフォロー。
・3/3、回答受領。（問題点は認識しつつも進展は順調とは言えない状況）
・3/4、需要者要件の確認徹底を再依頼し、3/5に了解の旨回答受領。（但
し、具体的に見直した規程の呈示なし）

22 1

CPは有るが、管理・
運用が適切か等を確
認してもらい、改善し
たい。

４　輸出管
理体制・CP
案策定済
運用検討中

太田和

15 10月7日 広島県 83,559万円 182人 製造業

半導体製造装置に搭載する
高周波電源・整合器・計測
機器等を設計・製造及び販
売

説明会

輸出の際、運送会社の通関士に輸出手続きを委託。
弊社製品はリスト規制品には該当しておりません。運送会
社によっては、非該当証明書は必要ないといわれることもあ
るが、問題ないのか。また、同じ仕向け地に同製品を輸出
する際にも都度、証明書の提示が必要なのか、正しい法
解釈を知りたい。

・10/7 事務局電話入電をその場でアドバイス完了。
・1/30 中国へのマスク送付について注意事項アドバイス要請あり。
・2/27　調達販売代行業者から「貴社の中古品のイランへの代行輸出を頼ま
れた。規制等を教えて欲しい」とのことで、電話相談。
・3/3　次年度について電話。個別相談以外、積極的な支援要請なし。
・3/4　上記2/27相談へのアドバイスに沿った「取引先への確認依頼への回
答」報告あり。①「当該中古品が出荷新品時から改造等されていない前提条
件付きの該非判定」、②「輸出・納品する需要者の審査と用途上の懸念払拭
判断責任が調達代行業者にある」ことの調達代行業者への文書通知をアドバ
イス
・3/24時点　その後、特に追加相談はない。

8 0

規程と分担も決めて
いる。製品はすべて非
該当品ゆえ輸出手続
きは外部へ委託。委
託先から出荷品個々
に非該当証明書は不
要といわれ困惑。どう
対応すべきかアドバイ
スが欲しい。

２　相談開
始・輸出管
理体制詳細
確認

伊津野

16 10月11日 東京都 36,925万円 41人 その他
人工知能による各種アルゴリ
ズム開発、人工知能の機器
実装開発

NEDO紹介

現在人工知能に使われる深層学習の計算量を削減し、
小型の回路に人工知能を搭載できるように自動的に人工
知能を圧縮するツールを開発中。ツールの商品化のため、
11月中旬に中国企業に紹介する予定だが、技術の輸管
手続き等に関しアドバイスが欲しい。

・10/17　ファーストコンタクト。個別案件の許可申請可否の相談であれば、安
保審査課へ相談するように伝え、相談方法等を連絡。
・10/21、22  該非判定の考え方について、照会があり対応。
・10/25　安保審査課へ相談し、公開情報のみ提供しつつ用途、需要者を確
認することとなった旨、架電にて報告あり。
・12/4　架電にて、公開情報を基に中国企業との取引を進めて良いかを判断
するための情報収集が終わり、来週目途に関連情報を整理して、再来週頃、
安保審査課へ相談できるように計画中であるとのこと。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請した。

9 0

現在輸出無し。中国
からの引合があり、許
可申請要否の確認を
希望。

２　相談開
始・輸出管
理体制詳細
確認

識名

17 10月11日 静岡県 10,000万円 4483人 小売業
メガネ・コンタクトレンズ・補聴
器の販売

説明会

海外への出店に伴い商品等の輸出を行う予定。送付物
品はキャッチオール規制の対象ではあるものの可申請は不
要と判断したが、経緯や根拠の書類の必要性を感じてい
る。
具体的な必要書類やCPの策定手順について専門家支援
が欲しい。実務部門として物流を担うロジスティクス部が窓
口。管理としてはコンプライアンス統括部（法務）が担当と
なる為、面会場所は静岡市の事業所を希望。

・10/17　ファーストコンタクト。会社概要を受領
・10/23　策定CPのモデルパターンを照会。訪問時の議題を連絡。
・11/13　静岡本社を訪問。取締役以下3名と面談・検討の結果、輸管体制
を社内検討の上、CP（案）作成を年内、決済完を1月を目標。
・1/4付けにて、CP、細則、審査票の案を入手。内容確認の上、修正点等あ
れば連絡する。2月実行を目指す。
・1/9　CP、細則の見直し結果を先方に送付し、再検討を依頼。
・1/14　修正版入手、2月から運用開始予定。
・1/30 支援事業が3月半ばで終了する旨を連絡し。疑問、質問等が出た場
合は、期限までに照会する旨の連絡あり。

13 1

CP無し。手探り状態
であり、シッカリした体
制構築のために、支
援を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

太田和

76



受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

18 10月15日 愛知県 15,900万円 52人 卸売業 化学薬品の専門商社 経産省

輸出貿易管理令に該当していた事が判明し、過去輸出
分についての処理を経産省安全保障貿易検査官室へ
10/7に面談。その際に再発防止策として、社内輸出管理
責任者を一元化する事をアドバイスされ、本事業を紹介さ
れた。

・10/21 初回連絡を行い、情報提供を要請。
・11/5 取締役を含めた初回面談。提出書類の一部不備があり、再提出を依
頼。11月中に大枠の見直し日程連絡を依頼。
・11/11改善案について、修正版の提出
・11/20　要請していた修正案について、追加の改善点を提示。
・11/26 11/28  12/2　修正版の内容を確認し、改善事項を提示。
・12/5面談を行い、規程等の最終確認と今後の運用についての計画をヒアリン
グした。体制構築支援について、第1段階の終了を合意した。
・12/6最終の修正版を入手した。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請し、了解を得た。

17 2

該非判定書の入手は
実施。再発防止策と
して、体制構築と希
望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

19 10月15日 鹿児島県 0円 1人 その他
半導体装置部品の修理・中
古販売

経産省

半導体装置部品の修理の為に、台湾・韓国・USA・タイ・
UKなどと輸出入を行っている。今回、無断輸出で税関の
指摘を受け、経産省に自己申告。今後の再発防止策とし
て、当事業を紹介された。

・10/23  体制構築支援のためのセミナー/アドバイス希望のためセミナー資料と
相談内容の確認メール送信。
・10/30　レビュー目的にモデルCP規程・帳票サンプルを提供し、面談の申し入
れを受けて日程調整に入った。
・11/4　モデルCP帳票を活用した運用手続きを提供した。
・11/16 訪問。CP規程・帳票を策定した。
・11/20　次回の輸出案件から運用開始する。輸出実績案件をもとに作成し
た帳票サンプルを参考にする。
・11/28　運用段階への移行によりサポート完了

10 1
体制、知識なし。今
後の事故防止のため
体制構築を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

20 10月29日 埼玉県 8,652万円 20人 製造業 窯業・土石製品製造業 経産省

経済産業省から当事業を紹介された。
輸出管理体制を構築するためのアドバイスがほしい
輸出案件の該非判定方法の詳細なアドバイスがほしい

・10/30メールによって、初回連絡  10/31 不明点を問合せ。
・11/21　訪問。12月末目途に規程・帳票の策定を進めることに。
・12/9　体制案、規程。帳票のドラフトを受領。
・12/10炭素繊維の成形品の該非判定について照会。体制案、規程、帳票
のドラフトを確認し、改善案を提示し、検討結果を受領。
・12/11、12/12、12/13　検討結果を確認し、再度改善案を提示し、
12/13最終案を受領。2020年1月に向けて運用開始。第1段階終了。
・1/9　帳票の項目漏れがあり、修正を要請した。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請した。

13 1

個別許可申請の手
順あり。再発防止策と
して、体制構築を希
望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

21 10月29日 東京都 3,000 万円 その他

分析サービス。国内のお客様
より分析試料（半導体等）
を預かり、米国およびフランス
のラボにて分析。

経産省へ
問合せ

国内顧客より分析試料を預かり、それを米国、又はフランス
に輸出し、現地ラボにて分析を行い、結果を報告するサー
ビスを実施。輸出試料は半導体および金属原料など。輸
出では、一般包括ライセンスを取得。社内輸出規定を策
定して実施していたが、親会社が企業買収により変わって
方針が変わり、輸出規定の見直しが必要になった。現状の
該非判定の仕方の見直し等もアドバイスいただきたい。

・11/8　訪問。該非判定手続き変更と責任者体制変更についての相談。該
非判定書様式のエクセル形式への変更に際しては必要項目と最終承認欄を
取り込むこと、現行の規程条文は書式変更に影響しないため問題なしとアドバ
イス。
・11/11　輸出管理統括責任者の(正)(副)の選任と規程の条文変更案をア
ドバイス。
・11/20　規程・帳票の改定検討中
・12/23　規程、帳票(該非判定、取引審査の取り込み)の改定作業が完了し
た。改定版帳票を使用し運用しているとの説明を受けた。サポート完了。12/1
付社名変更とのこと。

7 2

社内規定あり、一般
包括ライセンスを取得
済。親会社が変わった
とにより規定、体制の
見直しを希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

22 10月29日 愛知県 10,000万円 40人 製造業 産業用ドローンの製造販売
DM

（10/24）

一昨年頃から社内の数名が外部セミナー等に参加し、輸
出し管理について学んでいる。エンジンヘリを海外へ輸出す
る事案が発現し、、該非判定をする可能性が出てきてい
る。CP無、輸出管理統括の専門的な部署の無。外部機
関によるサポートをお願いしたい。

・11/19　事前情報を受領。NDA締結。
・1/29、名古屋本社を訪問、社内管理について検討。
・1/30 支援事業が3月半ばで終了する旨を連絡し、理解・協力を求めた。
・2/6、先ずは社内体制検討が第一ではあるが、取扱い品目の性格上、CPに
「KNOW要件」、「不正転売・転用防止措置」を追加で規定するようアドバイ
ス。取締役とも共有し、検討していく旨の回答あり。
・3/5、体制整備、CP策定の検討状況をフォロー。

9 1
CP無し。体制構築の
支援を希望。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

太田和

23 11月22日 大阪府 1,000万円 30人 製造業
金属、セラミックス、半導体材
料等の表面処理等の受託加
工と物理分析の受託分析

説明会

主に金属、セラミックス、半導体材料等の表面処理等を受
託加工。支給サンプルを加工後に返却する際に輸出という
形をとるが、参考例が見当たらず手探りで行っている。近年
海外への輸出許可申請が必要となる案件が発生しこれを
機にCP取得、輸出管理を定着したい。

・11/25初回連絡。必要事項の確認を要請。
・1/8 提出された規程・帳票等を確認し、改善案を提示。
・1/24　お願いしていた事項の検討結果報告と、2/17以降で、訪問の候補日
設定の要請があり。2/26（水）14:00～に設定。
・1/28 少額特例の貨物の総価格についてのアドバイス内容を訂正。
・2/25　訪問日の時間の最終調整を行った。
・2/26　訪問。規程等の修正についての再確認と包括許可取得までの流れに
ついて説明した。次年度も支援の継続を希望とのこと。
・2/28特別一般包括許可適用可否判断のチェックリストをお知らせした。
・3/9　一般包括許可について、照会があり対応した。

14 1

規程・体制あり。許可
申請が増えそうなの
で、包括許可の取得
を希望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

識名

77



受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

24 11月28日 東京都 108,239万円 23人 その他

広帯域ネットワークを利用した
コンテンツ配信システム（サー
バ、端末、ネットワーク等）の
企画・開発・構築
携帯端末を利用した認証・
課金・決済システムの企画・
開発・運用

取引先

機器（自動販売機）を台湾へ輸出するニーズがあるが、
輸出手続きや該非判定についてアドバイスなどいただきた
い。今後、輸出管理体制も整えていきたい。

・12/３要請した内容の検討結果を受領。一部不明点の回答受領。
・12/5初回訪問の日時調整を要請し、検討する旨返信を得た。可能であれ
ば、役員も同席するよう要請した。
・12/12初回訪問。基本事項の説明と今後の進め方について、討議した。年
度末を目途に該非判定の洗い出しを行う予定。
12/13追加事項をメールで連絡した。組織図を受領。
・2/12　来年度の継続方法について照会があり、来年度の事は分からないの
で、具体的な話ができないことと、もし、４月以降、経産省のHPに令和２年度
の事業の掲載があれば、そちらから応募するよう伝えた。

10 1

現在輸出無し。来年
度から、輸出案件が
あり、体制と規程策定
を希望

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

識名

25 12月23日 愛知県 18,000万円 20人 卸売業
自動車関係会社への部品・
設備等を納入している商社

説明会
（12/5　取
引先企業開
催の説明

会）

輸出業務を行っているのは当社の広州支社への出荷がメ
イン。今夏に名古屋税関の方が来社され、輸出業務の調
査をして頂いた際に、組織図の作成が義務であるとの指摘
を受けた。現在業務も総務部が実施している現状ですが、
営業の担当者や管理職の方・会社全体で輸出管理の意
識を高める事が急務だと思い、管理体制の構築のアドバイ
スをいただきたい。

・12/23初回連絡。必要事項の確認を要請した。
・1/8 　要請した確認事項について回答受領。
・1/27　訪問準備の要請について、対応する旨連絡があった。回答結果につい
て、内容を確認した旨返信した。
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請した。
・2/5　名古屋本社へ初回訪問を行い、社⾧以下関係者に基本事項の説明
と、今後の進め方について確認。当事業が3月半ばに完了することについて、了
解を得て、2月末目途で進めていただくこととした。

8 1

該非判定書の入手
実施。体制や規程な
し。税関の指摘で、体
制と規程策定を希望

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

識名

26 12月23日 東京都 3,000万円 40人 卸売業
水処理用部品・メンブレン等
の輸入販売

経産省

主に水処理用部品をUS、EU、アジアから輸入販売。輸
入がメインだが、膜モジュールの不良品を製造元に返品す
るようなケースあり。この度UF膜モジュールにカビなどの不良
品があり、それを製造元に輸出の許可を取らずに返送して
しまうという輸出貿易管令違反を起こし、当事業を紹介さ
れた。再発防止策含んだ社内管理体制の構築を目指した
い。

・12/25初回連絡。訪問日の1/16の内容・スケジュール案を送付。
・1/16　初回訪問。規程、帳票の作成を2月末目途に進める。
・1/17　提出済み資料にもれがあり、修正版の提出をお願いしたが、もれでは
なく、同対象期間に旧十慈フィールド分の輸出はない旨、回答あり。
・1/28該非判定の事前相談方法についての照会に対応した。
・2/25　取扱説明書の該非判定について、照会があり、対応した、
・2/28　規程案を受領し、改善点を提示した。
・3/18　規程の修正案を受領し、再度、改善案を提示した。
・3/19　規程等の改善案に対応する旨返信があった。改善案の一部訂正と追
加事項を追伸した。

14 1
該非判定や顧客確
認は実施。体制や規
程なし。策定を希望。

４　輸出管
理体制・CP
案策定済
運用検討中

識名

27 1月9日 東京都  1000万円 その他 環境物質等のRoHs分析 説明会

環境物質等のRoHs分析などを行う会社で本社は浜松。
輸出も多い。
現在は各担当者（分析担当者）が個別に経産省HP等
を参考にしながら、独自に該非判定を行い、輸出許可申
請をしている。CPはなし。今年、本格的に取り組み、輸出
管理のための社内体制を整え、CP作成を目指したい。

・1/14 訪問日決定（1/22）
・1/22　打ち合わせ実施。体制図、規程、帳票のサンプル版を説明し、内容の
社内検討中。
・2/12　進捗ヒアリング、検討中との回答。
・2/20　４月から試行的に運用開始との連絡を受けた。支援の区切りがついた
ことで支援完了。

7 1

輸出管理の知識はあ
り、担当者が該非判
定を行う。社内規定
はなし。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

28 1月9日 東京都 4,500万円 26人
精密機械
器具製造

業
電子線描画装置製造・販売 説明会

輸出管理令で該当製品となり、輸出時に経産省へ必ず輸
出許可申請を行い、許可取得後輸出している。弊社売上
の8割が海外顧客。昨今の米中貿易戦争等世界情勢の
変化により、社内輸出管理フローについて再度見直した
い。輸出管理の枠組み、仕組み、また該非判定のポイント
等の社員教育、輸出管理フローの見直しを行いたい。

1/14 訪問日決定（1/31）
1/31　打合せ実施。輸出管理教育の実施。体制図、規程、帳票は整備され
ていることを確認した。今回提供した体制図、規程、帳票のサンプル版と照合
し、漏れのないことの確認中。
2/10　体制構築の再点検が完了したとの連絡を受けた。支援完了。

6 1
既定、体制頭、帳票
整備済。見直しを希
望。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

29 1月10日 東京都 ５,000万円 97人 卸売業 化学品、電子機器販売商社 説明会

輸出管理体制運用をゼロベースで見直したく、規程等運
用案、社内展開のご支援希望。担当者は、品質管理室
にて社内体制構築・運用推進は経験あり、経営層の関与
も確保済み。案件が滞らない、リーズナブルなワークフローと
コンプライアンスの担保の両立が目標。スタート時期は要相
談で考えたい。

・1/27　打ち合わせ実施。体制図、規程、帳票のサンプル版を説明、ワークフ
ローの相談を受け提案した。社内検討中。
・2/25　審査手続きフロー図の提供。
状況ヒアリングでは、規程等の社内調整は終了し、帳票ツールの運用手続きを
まとめ中。完成版のチェックを依頼された。
・3/6　帳票ツールの運用版を確認。社内関係者とのミーティングを開始するとの
報告があり、管理体制整備は完了と判断し、支援完了。
・3/24　帳票ツールの完成と社内展開開始の報告あり。

13 1
社内規程等はない。
運用可能な体制を構
築したい。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

30 1月14日 愛知県 7,500万円 135 製造業

切削加工自動化ライン、切
削加工機、難削材加工機、
ボール盤/タッピング盤の製
造・販売

説明会

海外拠点での製造・販売において、設計図等、図面の出
図管理ができていない。社内内部規定等は一応あるが、
運用ができていない状況がある。社名を消し、技術図面の
重要な部分の型枠(?)を消すなどして、（リスト規制等に
かからないようにして）仕様を出図することなどもあるが、代
表がそういった行為についても問題視している。継続的に運
用が可能な内部規定と体制を整えたい。

・2/7　打合せ実施。CP届出・特別一般包括許可の取得可能な体制構築の
依頼を受け、書類一式の用意を約束した。
・2/12　CP届出・特一包括許可取得を前提とした、体制図、規程、細則のサ
ンプル版、審査手続きフロー図を提供した。
・2/28　CP届出対応案は管理負担増のため社内調整困難との返信あり。対
応策検討の社内会議予定。
・3/2　社内会議の結果報告あり。現行規程を基に負担軽減した管理運用を
行い、CP届出対応管理の導入に向けて検討を継続することで調整ついた。
現行規程の運用が全社取り組みとされたことにより、区切りがつき支援完了。

13 1

社内規定はあるが運
用はしていない。特別
一般包括許可取得を
目指し、CP整備を目
指す

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

78



受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

31 1月20日 大阪府 30,100万円 280人 卸売業 非鉄金属卸
経産省(審

査課）

省令番号３－１－１６－トー1及びトー２　タングステ
ン、モリブデン各粉末の包括許可を取りたい。

・1/20　TELで問合せ、支援申込あり。
・1/21  包括許可取得についてアドバイス資料送付
・1/30 同社への支援が3月半ばで完了するよう協力を要請した。 3 0

個別許可申請の手
順があるが、体制や規
程はない。特定包括
許可の取得希望

２　相談開
始・輸出管
理体制詳細
確認

識名

32 1月21日 東京都
1億5,340万

円
製造業 ドローン技術開発 経産省

専門家派遣の申込
ドローンのモックアップの中国への輸出
中国ビジネス展開における問題点
中国企業との付き合い
ハード及びソフト面での中国への輸出入における問題点

・1/24　訪問。中国ビジネスの法的リスク、中国輸出管理法の影響を紹介。ド
ローンフレームの規制項番の提供を約束。外国ユーザーリスト掲載企業の見方
説明。
・1/27　ドローンの規制項番リストを提供した。ドローン輸出のために輸出管理
法令概要や輸出手続き解説の開催を提案。今後の予定の回答待ち。
・2/12　将来の体制構築のための体制図、規程、帳票サンプルを提供した。
本件は個別テーマの相談対応となり、体制構築支援ではないためステータスは
適用外に見直した。

9 1
輸出管理知識、規定
なし。

適用外 齊藤

33 1月22日 ⾧野県 5000万円 220人
プラスチック
製品製造

業

フッ素樹脂製工業部品の製
造販売

DM

下請型から自立型への転換を進めており、海外への工場
進出を2010年から開始。
日本生産品の海外への輸出や工作機械の輸出者となる
ケースが増えてきており、属人的な仕事から管理の見える
化ができる体制構築の必要性を感じている。

・2/3 TEL。タイへ工作機械輸出を試みたが手続きが煩雑だったとのこと。
・2/13 訪問～CP構築要請。安全保障貿易管理の体制無し、知識希薄
・2/20 CP作成用体制任命書埋めるよう要請
・2/25 TEL進捗確認
・2/28 体制構築で相談があり、3/2　メールにて回答。ＣＰ運用をISO運用
に組込むことを提案
・3/4 メールにて進捗お伺い

6 1
輸出管理に関する知
識・体制・規定なし。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

林

34 1月23日 大阪府 8億2千万円 49人
その他の製

造業

放射光用X線ミラー及び集光
調整装置等の設計、製造及
び販売

DM

売上の約8割が輸出。貿易事務を行う者の中に高度な知
識のある専門家がいない。
中国等の新たな輸出先が出てきており、個別特殊な対応
が求められることが出てきますが、貿易事務の高度な知識
のある専門家がいないため、対応に苦慮する可能性が高
まってきている。

・2/13 訪問。打合せ実施。体制図、規程、帳票のサンプル版の提供。製品の
該非の再確認を要請。
・2/14　現行製品はすべて非該当との回答あり。管理仕組みは遵守基準に照
らして検討中。
・2/20　新規の規程、帳票を基に次年度から運用開始するとの連絡を受け
た。区切りがついたことで支援完了。
・3/23　法令改正の確認手段の問合せあり。経済産業省HPの制度改正情
報提供を紹介した。

12 1
現在の取り扱いは非
該当品のみ。社内規
定、帳票類はなし。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

35 1月27日 ⾧野県 5000万円 154人
一般機械
器具製造

業

押出成形機および電線製造
装置の製造

DM

当社では間接輸出、及び国内取引先の現地法人への直
接輸出を行なっており、現地企業との直接取引は僅かだっ
たが、今後そのような取引が増加する可能性もあり、リスク
管理を強化し、社内体制を整えたいと考えている。コンプラ
イアンス、技術情報管理の観点から、どのような体制整備
を行なうべきか、指導が欲しい。

・1/27　申込あり
・2/2 メールで訪問日程調整
・2/20 訪問～CP構築要請
・2/25 CP監査、文書管理、教育などをISO9000に組込むことを提案
・3/6 訪問

8 2
リスト規制非該当品
のみ取り扱い。体制は

未構築。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

林

36 1月27日 東京都 10,000万円 17人 卸売業
レアメタル・レアアース、化学
製品、新素材・チタン・合金
鉄、不動産賃貸業

経産省

過去の輸出1件に於いて経済産業省より輸出管理令違
反を指摘されており、再発防止策のため、同省の安全保

 障貿易検査官室の鈴木様より紹介あり。
社内における輸出管理体制の構築見直しを図りたい。

・1/30　初回連絡。事業概要、輸出・提供状況等を照会。
・1/31　上記要請に対する回答を受領。事業・事故概要を確認。
・2/7、省内にて打合せ実施。別途訪問の上、輸管基礎教育、必要な管理項
目、社内体制・規則化の説明・検討を実施することに。
・2/26、訪問。輸管基礎事項の説明し、社内管理について検討。
・3/12、体制案の呈示あり。検討の上、疑問点、見直し点を3/13に回答。
・3/13、体制見直し案を受領。
・3/18、検討結果のコメントと共に、KNOW要件、不正転用等防止措置を今
後策定のCPに追加するよう検討依頼。
・同日、支援に対する御礼と、4月中のCP、細則等の作成完了を目標に進め
る旨、回答を受領。

15 2
体制、知識は無く、事
故の再発防止策を模
索。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

太田和

37 1月30日 愛知県 8,500万円 94人
その他の製

造業

耐食金属を主材料とする機
器の製造・販売。主として表
面処理（めっき関連）機
器・化学工業向け機器。

DM

輸出管理運営の見直し（輸出関連書類の作成・管理、
該非判定書作成・管理 等)

・1/31　初回連絡。事業概要、輸出・提供状況等を照会。
・2/5、回答を受領。CP策定の意思確認、企業訪問の必要性を照会。
・2/19、訪問。輸管基礎事項の説明の後、社内管理について検討。
・2/20、CP導入は3月中旬を目途に作成を進める旨、連絡を受領。
・3/10、CP案を受領。内容確認し、見直し点、規定案を3/11に連絡の上、
再検討と帳票類の送付を依頼。
・3/12、先方見直しCP、帳票類を受領。細部の修正依頼に対して、同日再
見直し案と該非判定書例を受領。同日から運用開始との報告を受領。
・3/13、内容確認結果に問題ない旨、回答。同日、支援に対する御礼とCPに
則り運用する旨の連絡があった。。

7 1
明示されたCPは無
い。リスト規制品の
み、都度対応。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

太田和
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受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

38 1月30日 愛知県 9,875万円 220人
プラスチック
製品製造

業

自動車部品・情報通信機
器・家電・物流資材などのプ
ラスチック製品および射出成
形用金型の開発・設計・製
造・販売

経産省

香港と中国に子会社があり、日本から子会社への輸出も
行っている。主に子会社で使用する樹脂材料や部品を輸
出し、まれに設備や機械及びその補修部品なども輸出。現
状は輸出担当者が商社やメーカーから該非判定を入手し
該非判定をしているが、社内規定や業務要領などの書面
化したものはなし。社内規定・業務要領の作成と管理体
制の構築をしたい。

・1/30　初回連絡を行い、必要事項の提示を要請した。
・2/7　依頼事項の回答を受領し、いくつか疑問点を追加で照会.疑問点につ
いての回答と、初回面談日について、社内で調整するとのこと。
・2/12　訪問日程他が25日の週に集中しており、可能であれば、その前週か
翌週で再検討してもらえないかを打診中。
・2/13　　3/3（火）14:00～初回訪問を行うこととした。
・2/27　名古屋で新型コロナウィルスへの感染が急増していることから、3/3訪
問の見合わせたい旨、要請があり、別途仕切り直して実施することとした。

5 0

メーカー判定書の入
手は実施。書面化し
たルールなし。体制と
規程策定を希望

２　相談開
始・輸出管
理体制詳細
確認

識名

39 1月31日 東京都 5,000万円 13人
精密機械
器具製造

業

フィードバック機能を備えた精
密位置決め機器や、力セン
サーの製造販売

経産省

過去5年間分の輸出調査において、1件だけ無許可輸出
で指摘される。輸出に関する社内処理が明文化（規定
化）されていないことを受け紹介。
今後の再発防止のために輸出に関する理解や知識習得も
含めて、基本事項及び規定化のアドバイスを得たい。該非
判定は営業部門が実施。該当判定項番は6項。輸出先
は現状、韓国と台湾。

・1/31　申込あり
・2/10  訪問、打合せ実施。体制図、規程、帳票のサンプル版を説明し、社
内検討中。
・2/14　帳票の見直し版、審査手続きフローの提供。
・2/25　新規整備の規程、帳票を用いて運用開始したとの連絡を受けた。支
援完了。

5 1
社内規定、対英はな
し。事故棒牛のために
体制を構築したい。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

40 1月24日 広島県 1300万円 55人
金属製品
製造業

熱成形機及びその周辺機
器、設計、製造、販売サービ
ス、産業機械等組立及び部
品加工

JETRO広
島

ベトナム・韓国等への輸出に向けて活動している。現在、
商談が進行中であり、安全保障貿易の社内体制構築が
必要と理解している。しかしながら、弊社はこれまで輸出経
験がないため、当社事業規模に適した社内体制の在り方
が判然としない。輸出初心者企業に相応しい体制構築を
ご指導いただきたい。

・2/4 JETRO広島2名と初回訪問。
・3/3時点　｢年度末の日程と次年度について、状況打診｣をメール連絡。並行
して電話にて連絡。　その際、「来社説明いただいた後、コロナウィルスの影響で
輸出事業に関する先方との打ち合わせコンタクトもできなくなり停滞している。年
度明けに改めて仕切り直しになりそう」との状況説明あり。
・3/24時点　その後、特に追加相談はない。

4 1

輸出管理の知識、体
制ともになし。輸出事
業の検討を始めたば
かりゆえ、事業規模に
マッチした取り組み方
を指導してほしい。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

伊津野

41 2月3日 兵庫県 3000万円 60人
精密機械
器具製造

業

半導体素材（シリコンウェー
ハ、SiCウェーハなど）を受託
加工させていただ いている製
造メーカー

DM

・社内での輸出管理の体制やルール構築、進め方
・該非判定に関して
・簡単に作業を進めれるツール、ネットでの処理の方法

・2/12　依頼事項への回答を受領。初回訪問日の調整を要請。
・2/24　訪問。基本事項の説明と、管理状況ヒアリングを行い、今後の進め方
を整合した。
・2/27　検討状況の途中経過連絡。規程案を受領し、改善案を連絡。
・3/2　改善案について検討結果が提示され、一部修正を提案した。
・3/11　訪問した際、お願いしていた取引先一覧の連絡があった。
・3/13　取引先一覧の懸念先について、注意喚起した。（現在は取引無し）
修正案の提示、帳票検討状況の報告、該非判定の照会に対応。
・3/16　該非判定の考え方について、了解した旨返信があった。

12 1
担当者で該非判定を
実施。体制と規程策
定を希望

４　輸出管
理体制・CP
案策定済
運用検討中

識名

42 2月5日 ⾧野県 7500万円 72人 製造業
微細フィン加工技術を利用し
たヒートシンクの製造

DM

モノづくりで表彰された弊社の微細フィン加工技術を活用し
た物。微細フィン加工技術を利用したこのヒートシンク技術
を、輸出して良いものか相談したい。

・2/14 訪問～CP構築要請
　中国企業との共同開発について相談を受ける

・2/20 中国企業との共同開発についてTELアドバイス
・2/20 CP作成用体制任命書埋めるよう要請
・2/25 TEL進捗確認
・2/27 CPについて相談TEL対応
・3/4 メールにて進捗お伺い。ＣＰ運用の監査、文書管理、教育をISOに組
込むための相談を実施。

12 1

直接の輸出はなく、体
制もないが今後の事
業展開のため構築し

たい

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

林

43 2月12日 静岡県  2,000万円 185人 製造業
  GFRP、各種高機能繊維
織物

DM

輸出管理体制や内部管理規定の策定についてアドバイス
を頂きたい。体制、および管理規定について概要はおおよそ
詰めてあるが、知見が無いためこれで良いのか確信が持て
ないような状況。

・2/19　現行規程を入手し確認したが、不備があるため体制図・規程・細則・
帳票・審査手続きフローのサンプル版を提供し、検討を要請した。2/28に電話
会議の予定。
・2/28　電話会議の実施。規程等サンプル版をもとに自社版の規程等を作成
することにした。完成版のチェックを依頼された。
・3/6　社内規程の完成版を確認し、問題ないことを回答した。４月運用開始
との報告を受けたことにより、支援完了。

9 0
社内規定はあるが、
不備があるかどうか
チェックしてほしい。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

44 2月14日 東京都 1,000万円 8人 卸売業
 工業材料及び機器の販売
及び輸出入　電線加工装置
の製造及び販売

経産省

2018年、2019年に各 1回ニッケル粉の無許可輸出を
行った事が有り、今後無許可輸出の再発防止をしたい。

・2/14　初回連絡を行い、必要事項の提示を要請した。
・2/20　お願いしていた資料を受領し、架電にて、不明点の確認、一部修正を
お願いした。細部を確認し、2/25以降に今後の進め方を含め、調整する。
・2/25　初回訪問日の日時調整をお願いした。
・3/2　訪問は新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐためにしばらく見合わせること
を打診。見直し済みの別紙を受領したが、一部不明点を再確認。
・3/3　該非判定の参考情報を送付した。

5 0
体制、知識なし。再
発防止策の策定を希
望

２　相談開
始・輸出管
理体制詳細
確認

識名

45 2月25日 愛知県 9,220万円 600 製造業 アルミ鋳造・加工業 説明会

子会社に他社製設備（一部に該当品あり。個別E/L取
得済）を過去輸出。子会社には生産技術部門がないた
め、該社から技術的支援をすることがある。それらは技術提
供に当たるのか、技術の該非判定方法が分からないとし
て、技術提供の考え方について個別相談に応募。その後、
近隣の同規模会社の事例を参考に、CISTECのモデルCP
より社内規定を作成したので確認してほしいとのこと。

11/5　個別相談会にて以下を説明し、概要は理解された。
2/25　体制構築支援　申込
2/26　先方から内部規程草案を受領すると共に、社内の課題（経営層の理
解等）について相談受け。
2/27　経営層の役割、内部規程見直し案を呈示し、体制整備をアドバイス。

5 1

CISTECのモデルCP
を参考に社内規程草
案を作成段階。社内
の理解が得られない
状況。

３　訪問済
輸出管理体
制・CP案作
成中

太田和
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受付No. 受付日 住所 資本金 従業員数 業種 事業内容 問合せ経緯 初期ご相談内容 直近のご相談内容 相談回数
訪問/面

談
スタート時点 ステータス 担当

46 2月25日 京都府 1000万円 10 製造業

各種半導体製造装置の開
発、および製造販売委託研
究による半導体製造装置の
開発および製造販売、堆積
代行、エッチング代行、各種
材料、加工品の販売

DM

輸出案件の引き合いが増えていているが、輸出に関する知
識が乏しい為　輸出の流れを一から教えて頂きたい。

・2/25　電話連絡し、輸出状況ヒアリング。規程・細則・帳票・審査手続きフ
ローのサンプル版を提供した。電話会議の予定（2/27）。
・2/27　電話会議の実施。規程等サンプル版の説明。社内検討を要請。
・3/4　進捗ヒアリング、社内検討継続中。
・3/6　規程等サンプル版をもとに4月新年度から運用開始するとの報告があ
り、これにより管理体制整備と判断し、支援完了。

4 0

輸出管理に関する知
識、体制、規定等な
し。今後の事業展開
のために体制を構築し
たい。

５　輸出管
理体制・CP
策定済　運
用段階

齊藤

47 2月21日 東京都
1億5,420万

円
製造業

1．水素吸蔵合金の製造・
販売 2．マグ水素製造装置
と利用製品の製造・販売 3.
木質系・草本系バイオマスか
らの高濃度水素製造・回収
技術 4．高温熱流体解析コ
ンサルタント業務

DM

現在、中国にて合弁会社を設立し、現地拠点として燃料
電池の研究開発を行っている。原料は日本から輸出。輸
出管理・技術流出防止管理の観点から、自社の管理・活
動できているかを、きちんと確認したい。手順書・内部規定
などはないが、契約と自社ルールに基づき、海外とのやり取
りをしている。４・５年前に韓国と開発等行うときには、経
産省に相談。特に問題はないといわれた。

・2/21　TELあり。
・2/27　担当者が週末まで出張のため、総務部の篠原様経由で初回連絡を
行い、規制項目・管理方法の連絡、体制構築・規程策定される場合、必要事
項への回答を要請した。 1 0

明文化された規程等
はないが、契約と自社
ルールで管理を実施。
現状の管理が適切か
を知りたい。

１　企業情
報・事業内
容確認中

識名

48 2月26日 栃木県 3000万円 320 製造業
医療機器の製造・輸出・販
売

説明会

関連部署への説明会開催等の申し込み 2/26　2019年、安全貿易管理室が設置されるがスタッフは1名のみで、輸出
管理に関する知識は乏しく、制度等はこれから作成予定。一人では大変なの
で、他部署との連携と、また運用についても各部署の理解度が重要になってく
る。まずは経営層と各部署の担当者を集め、キックオフと共に、輸出管理の重要
性を理解してもらい、体制の構築を始めた方が良いと提案。

0 0 次年度

49 2月26日 京都府 4億8570万円 220 製造業
2次電気検査装置・レーザ加
工機を製造販売

DM

輸出管理に関する社内手順書・規定類の整備に関するご
相談・支援要請・専門家派遣要請
輸出管理に関する社内役割分担・管理組織や体制構築
へのご相談・支援要請・専門家派遣要請
担当者はCISTECのSTC　ADVANCEDの資格を取得
済。

3/2　昨年から、組織全体で輸出管理に取り組みをはじめており、社内教育か
ら、現在の規定の見直し、実際の運用にあたり、
支援をご希望。２～３度来ていただきながら、効率的に社内体制を整えたいと
のこと。 0 0 次年度

50 2月28日 鳥取県 109億円 290 製造業

セラミックセンサ、フェライト、モ
ジュール製品などの電子部品
並びにその関連製品の開発
及び製造販売

DM

輸出管理体制の構築・運用、該非判定、技術提供の管
理、輸出管理規程、外為法等の解釈等の相談に乗ってい
ただき、管理体制構築のご支援をいただきたい。

3/2　昨年、輸出管理内部規定・手順書等の見直しを行ったが十分に運用が
できていない。各部署の教育、連携ができていないことも問題。作成している手
順書が間違いないか、また負担のかからない形で運用ができるように相談した
い。

0 0 次年度

51 3月3日 鳥取県
 １億4,500

万円
10 製造業

医療シミュレーターの研究開
発、製造及び、販売

DM

2020年度より弊社製品(精密機器)の海外への販売を行
いたい。製品デモなどでデモ機を日本国外へ持ち出すことも
あり、海外販売と合わせて、輸出管理の体制を整えたいと
考えている。現在は、中国、ブラジル、ロシア、ボリビア、メキ
シコ、マレーシア等からの引き合いあり。輸出に関する知識
が無いため、初歩的な相談から社内体制の構築のアドバイ
スを頂きたい。

3/9　次年度に引き継ぐ旨連絡し、説明会録画視聴ページをご案内

0 0 次年度

52 3月6日 広島県 7300万円 141 製造業 ゴム製品製造業 説明会

安全輸出管理規程に基ずき、該非判定、サンプル類の出
荷含めた体制あり。各プロセスが適切なものかを検証いただ
きたい。又、ハンドキャリー（輸入・輸出）の社内規定な
く、参考となる雛型あれば、この部分は先に送付いただけれ
ば有難い。専門家の派遣、検証は5月～6月頃を希望。

3/9　ハンドキャリーについて、識名ADVより伺った内容を事務局から連絡。

0 0 次年度

53 3月6日 東京都 5億6900万円 15 その他
衛星打上げサービスを始めと
する様々な宇宙関連事業
従業員数:

DM

人工衛星打上げサービスを主力事業とするベンチャー企
業。社内で輸出管理体制を構築しているが、該非判定に
おいてはCISTECに依頼。将来的にはCISTECに依存せ
ずに該非判定などが実施できる体制を構築したいが、マン
パワーも限られている中で、どういった方向性で社内の仕組
みを構築すべきかアドバイスが欲しい。また現状の社内体制
に関して改善点などないか助言がほしい。

3/10　該非判定については、JAXAに輸出管理の窓口がある旨相談するよう
助言。（伊津野）　体制構築については次年度以降相談。

0 0 次年度

54 3月17日 愛知県 8000万円 120 小売業
配管資材、手作業工具、マ
テハン機器等の総合商社

経産省

過去に該当品を輸出してしまい、経産省より再発防止策
の提出を求められている。
再発防止策の案に御社からの専門家派遣を依頼したい。

3/18　再発防止案について、具体的には経産省にどのようなものを出したほう
がいいのか、問合せしたほうがよいとメールで連絡。 0 0 次年度
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