
あなたの会社は
大丈夫ですか？

社外に出していい
技術（情報）と社
外秘って、分けて
いたっけ？

会社の技術情報漏
洩対策って、具体
的には何？

うちの商品は勝手に
輸出できないの？
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令和元年７月

安全保障貿易管理とは・・・
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部品を
海外から

調達している人

輸出に関する、
メールや電話の
やり取りをする人

海外出張を
する人たちを
管理する人

海外顧客に国内
工場の見学を企
画する人

サンプル品を
海外へ送る人

海外出張を
する営業・
技術者

製品の輸出
をする人

海外への
製造委託に
関係する人

海外への開発委託
に関係している技

術者

安全保障貿易管理：
様々な業務の方が
関わっています
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会社概要（架空の会社）
• 資本金 3千万円
• 従業員数 30名
• 事業概要 精密部品製造
• 輸出形態 直接輸出
• 海外売上比率 10％
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当社の業務内容（エピソード1-7）
~エピソードから読み取るケーススタディ~
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エピソード1
自動車部品を中心に事業展開をしていたが、医療機器の分野に
も生かせると判断し海外の展示会へ出展したところ、海外の医
療メーカーから問合せがあり、たまたま保有していたサンプル
品が要望に近かったので、国際宅配便を使って送付した。
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エピソード1
自動車部品を中心に事業展開をしていたが、医療機器の分野にも生か
せると判断し海外の展示会へ出展したところ（ケース①-1）、海外の医療
メーカーから問合せがあり、たまたま保有していたサンプル品（ケース①
-2）が要望に近かったので、国際宅配便を使って送付した。

輸出許可が必要では？
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問題点

対策

リスク

9

日本から外国に向けて輸送・持ち出されるものは、展示品やサンプルで
あっても全て輸出管理の対象であり、規制されないとの思い込みは誤り。

輸出許可が必要な場合であって、許可を取得せずに輸出すると、
無許可輸出となる。

１．輸出しようとする貨物が法令で規制（リスト規制）されているもの
であるか否かを判定する（これを「該非判定」という）。該当の場合
は、事前に輸出許可が必要。（詳細スライド41～44）

２．リスト規制で非該当の場合は、キャッチオール規制の確認が必要と
なる。キャッチオール規制で懸念がある場合は、事前に輸出許可が必
要。（詳細スライド35～36 ）

ケース①-1海外の展示会への出展
ケース①-2 サンプル品の輸出



この間出品したX国の展示会で、軍とも取引がある現地の大企業の目に留まり、こん
な製品を何年も探していたと技術力を高く評価され、取引に至った。

エピソード2
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この間出品したX国の展示会で、軍とも取引がある現地の大企業（ケース②）
の目に留まり、こんな製品を何年も探していたと技術力を高く評価され、
取引に至った。

エピソード2

11

武器に使われないか？
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ケース②軍とも取引のある企業との取引
問題点

対策

リスク
輸出する部品がリスト規制に該当する場合や、非該当であっても
取引先が貴社の部品を原材料として武器を製造するおそれがある
ことがあらかじめ分かっていた場合は、許可を取得せずに輸出す
ると、無許可輸出となる。

取引先が軍との取引があることから、貴社の部品が武器に使用されるか
もしれない。

１．貴社が製造した部品は、武器の専用品として、法令で規制（リスト規制）され
る場合がある。

２．リスト規制は、武器だけでなく、民生品でも武器に転用できるものが規制され
ており、リスト規制に該当する場合は、事前に輸出許可が必要となる。

３．リスト規制に該当しない場合であっても、取引相手の国によっては、キャッチ
オール規制による許可が必要となる。（ケース③）（詳細スライド35～36 ）



エピソード3
当社が従来から自動車用に海外にも販売している部品の引き合いがY国から
あり、 Y国の客先に仕様を見てもらったところ、使えるということになっ
た。リスト規制に該当しないことを確認して、このまま取引を進めること
にした。
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エピソード3
当社が従来から自動車用に海外にも販売している部品の引き合いがY国から
あり、 Y国の客先に仕様を見てもらったところ、使えるということになっ
た（ケース③）。リスト規制に該当しないことを確認して、このまま取引を
進めることにした。

兵器に使われないか？

14



部品の仕様がリスト規制の対象でなくても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等
に使用されるかもしれない。

ケース③用途を確認せずに受注してしまう

問題点

対策

リスク

15

大量破壊兵器や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあることがあ
らかじめ分かっていた場合は、許可を取得せずに輸出すると、無許可
輸出となる。

このような事態を防ぐために、キャッチオール規制で用途・需要者確認を行い、
貴社がこのような懸念情報を得た場合（客観要件）は、取引の前に輸出許可が必
要となる。（詳細は、スライド35～36 ）



エピソード4
当社の技術は、優位性が高いので、営業回りをするより、自社の
技術力や製品加工の紹介をする方が効果的であり、電子メールに
よって対応可能な製品や技術内容を紹介して、受注に結びつける
ことを考えた。
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エピソード4
当社の技術は、優位性が高いので、営業回りをするより、自社の
技術力や製品加工の紹介をする方が効果的であり、電子メールに
よって対応可能な製品や技術内容を紹介して（ケース④）、受注に結
びつけることを考えた。

17

役務取引許可が必要では？



海外企業に電子メールで技術を送信する場合も、輸出管理の規制の対象となる。

ケース④貴社の技術を電子メールで紹介する

問題点

対策

リスク

18

送信した内容がリスト規制技術に該当した場合又は、キャッチオール
規制による懸念があった場合は、無許可提供となる。

技術についても、該非判定をして、リスト規制に該当しないことを確認するとと
もに、キャッチオール規制で客観要件を確認してから提供する。該当した場合は、
事前に役務取引許可を取得する必要がある。
なお、電子データを外国へ送信する場合も、技術提供（役務取引）に当たる。
（詳細は、スライド４５～４７ ）



エピソード5
当社は海外でのお客様からの要望で、技術者を現地に派遣し、直
接お客様の要望や弊社の技術を売り込むような機会を年に数回設
けて、ビジネスチャンスを増やしている。
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エピソード5
当社は海外でのお客様からの要望で、技術者を現地に派遣し、直
接お客様の要望や弊社の技術を売り込むような機会（ケース⑤）を年
に数回設けて、ビジネスチャンスを増やしている。

役務取引許可が必要では？
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ケース⑤技術者の派遣
問題点

対策

リスク

21

技術者が海外出張して、取引先と技術的な打合せを行う場合も輸出管理の対象と
なる。

打合せの内容がリスト規制技術に該当した場合又は、キャッチオール規制に
よる懸念があった場合は、無許可提供となる。

海外出張で取引先と打合せを行う場合には、想定される打合せの内容について、あら
かじめ該非判定を行い、リスト規制に該当しないことを確認するとともに、キャッチ
オール規制で客観要件を確認してから行う。該当した場合は、事前に役務取引許可を
取得する必要がある。
（詳細は、スライド45～47 ）



当社は30名の会社なので、社長の私自らが営業をしてい
る。メールのチェックや電話対応は日本在住の外国籍の
スタッフに任せている。英語や中国語で対応できるので
重宝している。

エピソード 6

喂，你好。我是
●●公司，王琳。

Hi, this is Lin Wang 
from ●●
Company.
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当社は30名の会社なので、社長の私自らが営業をしてい
る。メールのチェックや電話対応は日本在住の外国籍の
スタッフ（ケース⑥）に任せている。英語や中国語で対応でき
るので重宝している。

エピソード 6

喂，你好。我是
●●公司，王琳。

Hi, this is Lin Wang 
from ●●
Company.

外国籍スタッフが退社して帰国し
た場合は？
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ケース⑥外国籍のスタッフを雇う
問題点

リスク

対策

１．帰国が想定される外国籍のスタッフに大事な技術やリスト規制該当の技術
に触れない仕組みを構築する必要がある。（詳細は、スライド４５～４７ ）

２．外国籍のスタッフと秘密保持契約を結び、退職後も貴社の秘密を流出しな
いように誓約させる。

外国籍のスタッフが、貴社の技術的な情報を入手する可能性がある。

外国籍のスタッフは、退職した後帰国する可能性があり、その際、
貴社の技術を自国に持ち帰られて、それが軍事利用される。



エピソード 7
当社の自動車部品を納めている国内顧客が生産拠点を海外に移した。
これに伴い、海外拠点へ直接輸出できないか打診されたが、その際
輸出について、法令に従って社内管理しているかを問われた。

当社 顧客Q社 顧客Q社海外拠点
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エピソード 7
当社の自動車部品を納めている国内顧客が生産拠点を海外に移した。
これに伴い、海外拠点へ直接輸出できないか打診されたが、その際
輸出について、法令に従って社内管理しているか（ケース⑦）を問われ
た。

当社 顧客Q社 顧客Q社海外拠点

社内管理をしていないと
どうなる？
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ケース⑦法令に規定された輸出者の義務がある

法令に規定された輸出者等遵守基準に従い、社内体制を整備し、
それを確実に実行する。（詳細は、スライド５１ ）

輸出者の義務として、遵守すべき基準が法令に規定されていることを知らない

輸出管理体制の不備により、無許可輸出等のリスクにさらされることとなる。

リスク

対策

問題点

27



貨物の輸出、技術の提供について
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他にも
こんな場合に確認が必要です

（貨物の輸出、技術の提供）
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貨物の輸出

その形態・方法が何であれ、外国に物を出す行為です。

商取引で製品を輸出する
海外出張者が製品、部品、修理部品、パソコン等を携
行する

国際宅配便でサンプルを海外の依頼主に送る
見本市、展示会又は商談のために一時的に持ち出し、
終了後に持ち帰る

海外企業との共同開発のために資機材を輸出する
輸入した商品を返品・交換・修理のために送付する
外国から購入予定の物と異なる物が送られてきたため
に送り返す

商取引に限らない！
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技術の提供
技術を外国において提供すること又は技術を非居住者に提
供することです。

 製品を輸出する際に、その技術データを送付する
 製造部門が海外関係工場の技術者と製造ノウハウについ
て電話でやり取りする

 海外の製造委託先に設計図をFAXにて送付する
 外国企業との共同開発において必要な技術(プログラム含
む)を電子メールに添付して送付する

 サービスマンが海外出張し、海外販売店の講習会で修理
技術を教える

 来訪した海外顧客に工場の製造ラインを見学させる
 Webサイトを通して、海外で、製品の技術情報を閲覧さ
せる／プログラムをダウンロードさせる

文書、メール、電話、口頭等の様々な形態が対象！
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安全保障貿易管理とその仕組み
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安全保障貿易管理とは
国際的な輸出管理の枠組や関係条約に基づいて、高
度な貨物や技術が懸念国やテロリストに渡らないよ
う、各国が連携して厳格に輸出管理を実施し、安全
保障を実現すること

その仕組みは
外国為替及び外国貿易法（外為法）・関係法令にて、
経済産業大臣からの輸出許可制として、企業の輸出
管理を規定
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輸出許可制について
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輸出許可制とは
・リスト規制

・キャッチオール規制（リスト規制を補完）

規制リストに該当する貨物・技術を輸出・提供する場合
には、仕向地がどこであっても、需要者・用途の内容に
かかわらず、全て許可が必要となる制度

リスト規制品以外の貨物・技術の輸出・提供について、
需要者・用途に大量破壊兵器等や通常兵器に係る懸念が
ある場合、許可が必要となる制度
ただし、仕向地によって要件が異なる
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制度の概要

リスト規制

キャッチオール規制

大量破壊兵器等
(平成１４年４月～）

通常兵器
(平成２０年１１月～)

規
制
対
象

政省令で定める品目

武器、機微な汎用品（原子力・
生物・化学兵器・・ミサイル関
連品目、先端材料、工作機械
等）

リスト規制品目以外の全品目

（食品、木材等を除く）

対
象

全地域 下記（Ａ）を除く全地域 下記（Ｂ）の国
下記（Ａ）及び（Ｂ）
を除く全ての国（Ｃ）

と許
な可
るが
要必
件要

―

大量破壊兵器等の開発等に用
いられるおそれがある場合

1. 経産大臣からの通知
2. 輸出者の判断
①輸入先等の用途

②輸入者・需要者の核開発等への関与

通常兵器の開発等
に 用いられるおそれ
が ある場合

1. 経産大臣からの通知
2. 輸出者の判断
①輸入先等の用途

通常兵器の開発等に
用 いられるおそれがあ
る 場合

1. 経産大臣からの通知

(A)各国際輸出管理レジームに参加し、輸出管理を厳格に実施している国 【計27カ国】：輸出令別表第３
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、

ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

(B)国連の安全保障理事会の決議により武器及びその関連品等の輸出が禁止されている国 【計１０カ国】：輸出令別表第３の２

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

(C)上記（A）、（B）に記載以外の全ての国
イラン、シリア、中国、ロシア、ウクライナ、トルコ、パキスタン、ミャンマー等
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外為法の罰則について
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外為法に違反した場合はどうなるのか

① 輸出管理に関する最終責任は輸出者にあります。

② 許可を取得しないで規制対象の貨物・技術を輸出・提供す
ると、法律に基づき刑事罰（懲役・罰金）や行政制裁（輸
出禁止等）を受けることがあります。

③ 法律以外にも、テレビ・新聞等での報道により組織イメー
ジを毀損するなど社会的制裁を受けることもあります。

しっかり自主管理を行うことが重要です。
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注） 違反行為について自主的申告があった場合には、処分等において考慮されることがある。
公表を伴う行政制裁、警告以外に再発防止に重点を置いた経緯書（原則非公表）等対応もある。

・組織イメージの悪化
・社会的制裁
・株主代表訴訟 など

・ １０年以下の懲役
・ １０億円以下の罰金（法人の場合）
・ ３千万円以下の罰金（個人の場合）

ただし、当該違反行為の目的物の価格の５倍が上記罰
金額を超える場合、当該価格の５倍以下の罰金。

刑事罰

・３年以内の、物の輸出･技術の提供の禁止
・別会社の担当役員等への就任禁止

行政制裁

最大
法律以外の影響も甚大！

規制対象となる貨物・技術を、許可を取らずに輸出・提
供してしまうと、法律に基づき、罰せられる場合がある。

（参考） 違法輸出に対する罰則

経済産業省からの
違反企業に対する警告
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輸出管理の項目について
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これだけは確実に実施しましょう
① 該非判定： 輸出・提供する貨物・技術がリスト規制に

該当するか否かを判定すること
② 取引審査：
ⅰ顧客確認 ： 需要者等が武器等の開発等に関連していない

ことを確認すること
ⅱ用途確認 ： 用途が民生用途であることを確認すること
ⅲ輸出許可申請： リスト規制に該当するか、顧客や用途に懸念がある

場合に、経済産業省へ輸出許可を申請すること
③ 出荷管理： 出荷される貨物や技術が出荷書類と同一のもので

あるかの確認に加え、該非判定・取引審査が
終了して、必要な場合は許可証が取得されている
ことを確認すること

41



リスト規制品（貨物、技術）とは
武器（大量破壊兵器等、通常兵器）及び

軍民両用品から構成
（貨物は輸出管理令別表第一、技術は外国為替令別表）

リスト項番 武器専用性 懸念区分

１項 武器 大量破壊兵器
通常兵器

２項

軍民両用品

核兵器関連

３項 化学兵器関連

３の２項 生物兵器関連

４項 ミサイル関連

５～１５項 通常兵器関連

等

等

１６項 ｷｬｯﾁｵｰﾙ品 大量破壊兵器
通常兵器 等
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（参考）リスト規制一覧①
項番 項目 項番 項目 項番 項目 項番 項目

1 武器 (12)
1 数値制御工作機械 (45) 放射線遮蔽窓・窓枠 (15) ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用構造材料

2 測定装置 (46) 放射線影響防止テレビカメラ・レンズ (16) ﾛｹｯﾄ・UAV用加速度計ｼﾞｬｲﾛｽｺｰﾌﾟ等

(1) 銃砲・銃砲弾等 (13) 誘導炉・アーク炉・溶解炉又はこれらの
部分品等 (47) トリチウム (17) ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用飛行・姿勢制御装置他

(2) 爆発物・発射装置等 (14) アイソスタチックプレス等 (48) トリチウム製造・回収・貯蔵装置等 (18) アビオニクス装置等

(3) 火薬類・軍用燃料 (15) ロボット等 (49) 白金触媒 (18の
2） ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用熱電池

(4) 火薬又は爆薬の安定剤 (16) 振動試験装置等 (50) ヘリウム３ (19) 航空機・船舶用重力計・重力勾配計
(5) 指向性ｴﾈﾙｷﾞｰ兵器等 (17) ガス遠心分離機ロータ用構造材料 (51) レニウム等の一次製品 (20) ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ発射台・支援装置
(6) 運動ｴﾈﾙｷﾞｰ兵器等 (18) ベリリウム (52) 防爆構造の容器 (21) ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用無線遠隔測定装置他
(7) 軍用車両・軍用仮設橋等 (19) 核兵器起爆用アルファ線源用物質

3 化学兵器
(22) ﾛｹｯﾄ搭載用電子計算機

(8) 軍用船舶等 (20) ほう素１０ (23) ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用Ａ／Ｄ変換器
(9) 軍用航空機等 (21) 核燃料物質製造用還元剤・酸化剤 (1) 軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤 (24) 振動試験装置等、空気力学試験装置
(10) 防潜網・魚雷防御網他 (22) るつぼ と同等の毒性の物質・原料 ・燃焼試験装置他

(11) 装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等 (23) ハフニウム (2)
(3)

化学製剤用製造機械装置等
反応器又は貯蔵容器の修理用の組立品等 (24の2) ﾛｹｯﾄ設計用電子計算機

(12) 軍用探照灯・制御装置 (24) リチウム
3の2 生物兵器

(25) 音波・電波・光の減少材料・装置

(13) 軍用細菌製剤・化学製剤等 (25) タングステン (26) ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用ＩＣ・探知装置・ﾚｰﾄﾞｰﾑ

(13の2) 軍用細菌製剤・化学製剤などの浄化 (26) ジルコニウム (1) 軍用細菌製剤の原料 5 先端材料用化学物質混合物 (27) ふっ素製造用電解槽 (2) 細菌製剤用製造装置等

(14) 軍用化学製剤用細胞株他 (28) ガス遠心分離機ロータ製造装置等 4 ミサイル (1) ふっ素化合物製品
(15) 軍用火薬類の製造・試験装置等 (29) 遠心力式釣合試験機 (2) （削除）
(16) 兵器製造用機械装置等 (30) フィラメントワインディング装置等 (1) ロケット・製造装置等 (3) 芳香族ポリイミド製品
(17) 軍用人工衛星又はその部分品 (31) レーザー発振器 (1の2) 無人航空機(ＵＡＶ)・製造装置等 (4) ﾁﾀﾝ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金成形工具

2 原子力 (32) 質量分析計・イオン源 (2) ロケット誘導装置・試験装置等 (5) ﾁﾀﾝ・ﾆｯｹﾙ等の合金・粉、製造装置等

(33) 圧力計・ベローズ弁 (3) 推進装置等 (6) 金属性磁性材料

(1) 核燃料物質・核原料物質 (34) ソレイノイドコイル形超電導電磁石 (4) しごきスピニング加工機等 (7) ｳﾗﾝﾁﾀﾝ合金・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ合金
(2) 原子炉・原子炉用発電装置等 (35) 真空ポンプ (5) サーボ弁、ポンプ、ガスタービン (8) 超電導材料
(3) 重水素・重水素化合物 (35の2) スクロール型圧縮機等 (5の2） ポンプに使用できる軸受 (9) （削除）
(4) 人造黒鉛 (36) 直流電源装置 (6) 推進薬・原料 (10) 潤滑剤
(5) 核燃料物質分離再生装置等 (37) 電子加速器・エックス線装置 (7) 推進薬の製造・試験装置等 (11) 振動防止用液体

(6) ﾘﾁｳﾑ同位元素分離用装置等 (38) 衝撃試験機 (8) 粉粒体用混合機等 (12) 冷媒用液体
(7) ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ同位元素分離用装置等 (39) 高速度撮影が可能なカメラ等 (9) ｼﾞｪｯﾄﾐﾙ・粉末金属製造装置等 (13) セラミック粉末
(8) 周波数変換器等 (40) 干渉計・圧力測定器・圧力変換器 (10) 複合材料製造装置等 (14) セラミック複合材料
(9) ﾆｯｹﾙ粉・ﾆｯｹﾙ多孔質金属 (41) 核兵器起爆（試験）用貨物 (11) ノズル (15) ﾎﾟﾘｼﾞｵﾙｶﾞﾉｼﾗﾝ・ﾎﾟﾘｼﾗｻﾞﾝ他
(10) 重水素・重水素化合物の製造装置等 (42) 光電子増倍管 (12) ノズル・再突入機先端部製造装置他 (16) ﾋﾞｽﾏﾚｲﾐﾄﾞ・芳香族ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｲﾐﾄﾞ他

(10の2) ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ製造用装置等 (43) 中性子発生装置 (13) アイソスタチックプレス・制御装置 (17) ふっ化ポリイミド等
(11) しごきスピニング加工機等 (44) 遠隔操作のマニピュレーター (14) 複合材用の炉・制御装置 (18) ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ・ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ・成型品等

(19) ほう素・ほう素合金・硝酸ｸﾞｱﾆｼﾞﾝ他

2019年1月9日時点

＊【変更】は2019年1月9日施行。 43



（参考）リスト規制一覧②
項番 項目 項番 項目 項番 項目 項番 項目

6 材料加工 (20) ｱﾙﾐﾆｳﾑ・ｶﾞﾘｳﾑ他の有機金属化合物 (7) 光学器械又は光学部品の制御装置 (1) ガスタービンエンジン等
燐・砒素他の有機化合物 (7の2) 非球面光学素子 (2) 人工衛星・宇宙開発用飛しょう体等

(1) 軸受等 (21) 燐・砒素・ｱﾝﾁﾓﾝの水素化物 (8) レーザー発振器等 (2の2) 人工衛星等の制御装置等

(2) 数値制御工作機械 (22)
(23)

炭化けい素等
多結晶の基板 (8の2) レーザーマイクロフォン (3) ロケット推進装置等

(3) 歯車製造用工作機械等

8 電子計算機 (9)
磁力計・水中電場センサー・磁場勾配 (4) 無人航空機等

(4) アイソスタチックプレス等 計・校正装置他 (5)
(1)から(4)、15の(10)の試験装置・測
定

(5) コーティング装置等 (1) 電子計算機等 (9の2) 水中検知装置 装置・検査装置等
(6) 測定装置等 9 通信 (10) 重力計・重力勾配計 14 その他(7) ロボット等 (11) レーダー等
(8) フィードバック装置他 (1) 伝送通信装置等 (12) 光反射率測定装置他 (1) 粉末状の金属燃料
(9) 絞りスピニング加工機 (2) 電子交換装置 (13) 重力計製造装置・校正装置 (2) 火薬・爆薬成分、添加剤・前駆物質

7 エレクトロニクス (3) 通信用光ファイバー (14) 光検出器・光学部品材料物質他 (3) ディーゼルエンジン等
(4) 〈削除〉

11 航法装置
(4) 〈削除〉

(1) 集積回路 (5) フェーズドアレーアンテナ (5) 自給式潜水用具等
(2) マイクロ波用機器・ミリ波用機器等 (5の2) 監視用方向探知器等 (1) 加速度計等 (6) 航空機輸送土木機械等

(3) 信号処理装置等 (5の3) 無線通信傍受装置等 (2) ジャイロスコープ等 (7) ロボット・制御装置等
(4) 超電導材料を用いた装置

(5の4)
受信機能のみで電波等の干渉を観測 (3) 慣性航行装置 (8) 電気制動シャッター

(5) 超電導電磁石 する位置探知装置 (4) ｼﾞｬｲﾛ天測航法装置、衛星航法ｼｽﾃﾑ (9) 催涙剤・くしゃみ剤、これら散布装置等

(6) 一次・二次セル、太陽電池セル (5の5) インターネット通信監視装置等 電波受信機、航空機用高度計等 (10) 簡易爆発装置等
(7) 高電圧用コンデンサ

(6)
(1)から(3)、(5)から(5の5)までの (4の2) 水中ｿﾅｰ航法装置等 (11) 爆発物探知装置

(8) エンコーダ又はその部分品 設計・製造装置等 (5) (1)から(4の2)までの試験・製造装置他
15 機微品目

(8の2) ｻｲﾘｽﾀｰﾃﾞﾊﾞｲｽ・ｻｲﾘｽﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ (7) 暗号装置等
12 海洋関連(8の3)

(8の4)
電力制御用半導体素子
光変調器 (8) 情報伝達信号漏洩防止装置等 (1) 無機繊維他を用いた成型品

(9) サンプリングオシロスコープ (9) （削除） (1) 潜水艇 (2) 電波の吸収材・導電性高分子

(10) アナログデジタル変換器 (10) 盗聴検知機能通信ケーブルシステム等 (2) 船舶の部分品・附属装置 (3) 核熱源物質

(11) デジタル方式の記録装置 (11)
(7)、（８）若しくは（１０）の設計・
製造・測定装置 (3) 水中回収装置 (4) デジタル伝送通信装置等

(12) 信号発生器 (4) 水中用の照明装置 (4の2) 簡易爆発装置の妨害装置
(13) 周波数分析器 10 センサー等 (5) 水中ロボット (5) 水中探知装置等

(14) ネットワークアナライザー (6) 密閉動力装置 (6) 宇宙用光検出器

(15) 原子周波数標準器 (1) 水中探知装置等 (7) 回流水槽 (7) 送信するパルス幅が100ナノ秒以下の

(15の2) スプレー冷却方式の熱制御装置 (2) 光検出器・冷却器等 (8) 浮力材 レーダー
(16) 半導体製造装置等 (3) センサー用の光ファイバー (9) 閉鎖・半閉鎖回路式自給式潜水用具 (8) 潜水艇
(17)

(17の
2)

マスク・レチクル等
マスク製造基材 (4) 電子式のカメラ等 (10) 妨害用水中音響装置 (9) 船舶用防音装置

(18) 半導体基板 (5) 反射鏡 13 推進装置 (10) ﾗﾑｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ、ｽｸﾗﾑｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ、
(19) レジスト (6) 宇宙用光学部品等 複合ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝ等

【変更】 2019年1月9日時点
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リスト規制技術とは
リスト規制に該当する貨物に関連する技術が規制対象

（技術は、外国為替令別表）

使用

製造

設計
一連の製造工程の前段階のすべての段階

設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作及び試験、パイロット生産計画、
設計データ、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト 等

すべての製造工程
建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立／アセンブリ、検査、試験、品質保証 等

設計、製造以外の段階
操作、据付、保守（点検）、修理、オーバーホール、分解修理
ただし、外為令別表の１の項における「使用」は、設計、製造以外の段階

技術データ → 文書、ディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録された
プログラム、青写真、図面、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書など
注）クラウドコンピューティングサービス利用も規制対象となることがある

技術支援 → 技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービスなど

＜提供の形態＞
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貨物の輸出と技術の提供の違い

－日本－ －外国－

船積み/国際宅配便 工場の設備 販売貨物の輸出
ハンドキャリー

研修員受入れ（非居住者）

技術指導等

メール送信 技術の提供
（口頭/書面/電子的）

技術取引は日本国内においても発生する

税関

貨物の
輸出

技術の
提供

USB/
HD持出

国境
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居住者及び非居住者の判定
居住者

※財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について（抄）」より

非居住者

日本人の場合
①我が国に居住する者
②日本の在外公館に勤務する者

外国人の場合
①我が国にある事務所に勤務する者
②我が国に入国後6月以上経過している者

法人等の場合
①我が国にある日本法人等
②外国の法人等の我が国にある支店、
出張所、その他の事務所

③日本の在外公館

日本人の場合
①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞
在する者

②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在す
る者

③出国後外国に2年以上滞在している者
④上記①～③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期
間が6月未満の者

外国人の場合
①外国に居住する者
②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
③外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人
（ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。）

法人等の場合
①外国にある外国法人等
②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
③我が国にある外国政府の公館及び国際機関

その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等
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輸出者等遵守基準について
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企業の自主管理のための社内体制
～輸出者等遵守基準～

手続と役割分担を決める
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企業は何をすれば良いか

先ずは、自主管理のために以下を行います
①外為法及び関連法令等の理解（教育）
②体制・手続・管理方法の確立、内部規程の制定

次に、内部規程に基づき、以下を行います
①企業内での輸出管理
②経済産業省への輸出許可申請（必要な場合）
③税関への輸出申告
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企業が実施すべき輸出管理とは
外為法では、輸出者等は、遵守基準に従って、適切な貨物
の輸出や技術の提供を行うことが義務づけられています。

51



関連情報の入手
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安全保障貿易管理ＨＰの活用
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

経済産業省の安全保障貿易管理ＨＰでは、安全保障貿易管理制度の概要、
輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。

引き合いから許可申請
までの流れを含めた

基本情報を掲載
・リスト規制マトリクス、
・キャッチオール規制

の確認 等

説明会の
情報を掲載

安全保障貿易管理制度
の概要を紹介

よくある質問とそれに
関する回答を掲載

最新の制度改正
情報を掲載

パブコメ等の情報
を掲載

内部管理規程の情報
を掲載

リスト規制品目の仕様等を含めた
一覧表を掲載

53

中小企業
アウトリーチ事業の

関係情報を掲載



輸出管理体制を構築したい事業者の方に
実務経験豊富な専門家が支援いたします。

費用は無料です。

お申し込み・お問合せ窓口
専門家支援の申し込み、事業に関するお問合せ
●中小企業等アウトリーチ事業事務局 担当：髙垣、前川
Email: chusho-outreach_office@visionbridge.jp
Tel: 03-5946-5870 

安全保障貿易管理制度・内部管理規程に関するお問合せ
●経済産業省 安全保障貿易検査官室 担当：椎名、初沢
Tel：03-3501-2841

専門家をご活用ください！
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参考資料
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企業内での自主管理
～それでは、具体的に何をすればいいのか～
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企業内での自主管理とは

57

組織として、主に以下の３点の手続を行うこと。
①該非判定：貨物・技術が規制リストに該当するか

否かを判定すること
②取引審査：用途が民生用途か、需要者等が武器の

開発に関与するものでないかを調査し、
取引しても問題ないか判断すること

③出荷管理：出荷される貨物や技術が出荷書類と
同一のものであるかの確認に加え、
上記判定・審査が完了し、許可が
必要な場合、許可証が取得されて

いるかを確認すること
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輸

出

・

提

供

（取得済みの場合）

該
当

※リスト規制 ：
品目は「輸出令別表第１」
又は「外為令別表」、その
具体的仕様は「貨物等省令」
で確認。

貨
物
・
技
術
の
引
合
い

許可不要

許可不要
懸念なし

該非判定

個

別
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可
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非
該
当
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輸 出 ・提供者

貨物・技術が
リスト規制に

該当か非該当か

「用途・需要者」
の確認・判断

「例外規定」
の適用可否判断

「包括許可」
の適用可否判断

キャッチオー
ル規制に関す
るチェック

審査手続の流れ

否

可
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該非判定はどう行えば良いか
① 自社製品はその仕様に基づいて、安保HPのマトリクス表を使って

リスト規制に該当するかを判定します。

② 仕入先から入手した製品は、メーカーや仕入先から該非判定書を
入手します。なお、入手した判定書を検証して判定を確認します。
該非判定書を入手できない場合には、製品の仕様を基に自社で
該非判定を行います。

③ 毎年リスト改正が行われることから、最新の法令に基づいた判定を
行います。

具体的には、次のようなイメージ →
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該非判定の方法（貨物）技術は技術用がある

「貨物のマトリクス表」で、該非判定を行います。
まず、輸出貨物について、名称だけでなく、機能なども含め幅広く
検索してください。

＜貨物のマトリクス表＞ URL: http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

①「検索」を利用

⑤「列」を選択してください。
※ 行の場合、

検索が一部できない場合がありますので、
御注意ください。

④「ブック」を選択すると
１～１５項の全シートを
一括検索可能。

⑥「すべて検索」を押してください。

②検索する貨物名を
入力してください。

③「オプション」を押下

貨物「加速度計」の場合

「加速度計」の場合、４項、１０項及び１１項がヒット。
ただし、１０項は加速度計そのものではないので、判定対象外。
このため、４項及び１１項で該非判定を行う必要があります。
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該非判定

輸出しようとする貨物、提供しようとする技術(プログラム含む）が
リスト規制貨物等に該当するか否かを判定します。

品目名と
仕様（技術スペック）
により該非判定

②貨物等省令で仕様
（スペック）を確認

①輸出令で品目名を確認

上記①②とも該当する場合
はリスト規制貨物に該当

※該非判定は、ダブルチェック体制で行い、所定の帳票で記録を残す。
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該非判定の社内帳票 例(該非判定書）

判定：技術部門
審査：輸出管理部門

最新の法令改正確認

貨物名・技術名
型式等

貨物・技術の仕様等

判定責任者・部門名

判定結果

判定理由

判定根拠

63項目別対比表等のエビデンスを添付すること



該非判定書に記載する必要項目は

特定のフォーマットはありませんが、作成又は
確認する際には以下に注意してください
①商品名
②該非項番及び該非理由（スペック）
③判定日（最新の法令に基づいているか）
④組織として判定されているか

具体的には →
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該非判定書（例）

あて先：△△商事 殿

商品名：○○クリーナーＡ-30

該非判定結果：輸出貿易管理令別表第１の３項(1)
貨物等省令２条１項１号ヘ に該当

判定理由：本商品はフッ化水素を80％含有しているため。

判定日：令和元年７月○日
判定者：××化学 ○○太郎（印）

判定対象貨物等の
名称、型式等は
合っているか？

プログラム（技術）な
ど必要とされる判定は

網羅しているか？

該当項番、判定結果、
判定根拠は

明確かつ妥当か？

判定日以降に
法令改正が

されてないか？

●注意
判定書の発行は任意。

様式は自由。

• 外為法の責任は、基本的には輸出者が負う。
• 入手した判定書を鵜呑みにしないで、自社でも再確認をする。
• 法令改正時などには、該非判定結果の見直しを行う。

注
意

該非判定書について
 国内販売先に自社製品などの該非判定を求められた場合は、
判定の責任範囲を明確にした判定書を発行。

 社外から調達した製品や部品等を輸出する場合で、
自社で該非判定が困難な時には、メーカー等から該非判定書を入手。
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取引審査はどう行えば良いか

①引合いを受けた時、当該輸出等の貨物・技術
が、どのように使用されるのか、需要者等が
誰なのかを調査してください。

②この情報をベースに、その内容の妥当性を評
価してください。通常の取引との相違や不審
点は、納得できるまで調査することが必要で
す。

③取引するか否か判断してください。
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取引審査のポイント

★取引審査とは、どのような相手か（引合い先、需要者の確認）、どのような用途に使うのか
（具体的な用途の確認）等のチェックを行い、当該取引を進めて良いか否かを判断すること。
この判断が一番重要
【法令等で用意しているツール】
①＜許可申請の前に輸出者及び提供者が実施する事項＞ １９項目
（通常取引との差異から）

②（キャッチオール規制）手続フロー図、明らかガイドラインシート、需要者チェックリ
スト、用途チェックリスト、おそれ貨物リスト

③外国ユーザーリスト
★需要者及び関係者（出資者、主要取引先等）に懸念がないか

①それぞれの者の存在、事業の正当性に不審な点はないか・・・企業訪問情報、登記簿、ＨＰ、
カタログ、パンフレット、他ＷＥＢ等

②それぞれの者に懸念情報はないか・・・外国ユーザーリスト、 CHASER（ＣＩＳＴＥＣデー
タベース）、WEB等

★用途に懸念がないか
①民生用途としての利用に不審な点はないか・・・企業訪問情報、登記簿、ＨＰ、他ＷＥＢ等
②輸出貨物の転用のおそれはないか・・・技術的転用可能性（各種情報）と需要者等の不審
点との関連で、等

67

ポイント

注意
★リスト規制は、規制該当貨物等となった場合、許可申請が必要となるが、キャッチオール規制は、
企業の主体的な管理が求められる。よって、企業のリスク低減を可能な限り行っていくには、需要
者等や用途に不審な点があれば、経産省に相談することを推奨



キャッチオール規制手続きフロー図（貨物の場合）
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（参考）外国ユーザーリスト 2019年4月26日改正
 経済産業省が、大量破壊兵器等の開発
等への関与が懸念される企業・組織を
掲載し公表しているリスト。

 掲載企業などに輸出等を行う場合には、
大量破壊兵器等の開発等に用いられな
いことが明らかな場合を除き、経済産
業大臣の許可が必要！

国別の掲載
企業・組織数

注）外国ユーザーリストは毎年改正されるの
で、最新版の入手が必要！

国 名 掲載数

アフガニスタン ２

アラブ首長国連邦 ９

イスラエル ２

イラン ２２２

インド ４

エジプト ２

北朝鮮 １４３

シリア ２０

台湾 １

中国 ６３

パキスタン ５７

香港 ３

レバノン ６

合 計 ５３４

～

Ｎｏ．

国名、地域名
Country or 

Region

企業名､組織名
Company or Organization

別名
Also Known As

懸念区分
Type of 
WMD

1

アフガニスタ
ン

Islamic 
Republic of 
Afghanistan

Al Qa'ida/Islamic Army

・Al Qaeda
・Islamic Salvation Foundation
・The Base
・The Group for the Preservation 
of the Holy Sites
・The Islamic Army for the 
Liberation of Holy Places
・The World Islamic Front for Jihad 
against Jews and Crusaders
・Usama Bin Laden Network
・Usama Bin Laden Organisation

化学
C

2

アフガニスタ
ン

Islamic 
Republic of 
Afghanistan

パキスタン
Islamic 

Republic of 
Pakistan

Ummah Tameer E-Nau (UTN)

・FOUNDATION FOR 
CONSTRUCTION; 
・NATION BUILDING; 
・RECONSTRUCTION 
FOUNDATION; 
・RECONSTRUCTION OF THE 
ISLAMIC COMMUNITY; 
・RECONSTRUCTION OF THE 
MUSLIM UMMAH; 
・UMMAH TAMEER I-NAU; 
・UMMAH TAMIR E-NAU; 
・UMMAH TAMIR I-NAU; 
・UMMAT TAMIR E-NAU; 
・UMMAT TAMIR-I-PAU; 

核
N

533

レバノン
Republic of 
Lebanon

Technolab ・Techno Lab
生物、化学、
ミサイル

B,C,M

534

レバノン
Republic of 
Lebanon

TOP TECHNOLOGIES SARL
生物、化学、
ミサイル

B,C,M
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１．輸入先等において大量破壊兵器等の開発等の懸念用途に
転用されないよう、輸出者は特に慎重な審査が必要。

２．外国ユーザーリスト掲載企業に対し、これらの貨物の輸出又は技術の提
供を行う場合は、リスト上の懸念区分（核兵器・化学兵器・生物兵器・ミ
サイル）と、貨物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際
に活用。

品目 懸念される用途 品目 懸念される用途
1. リン酸トリブチル（ＴＢＰ） 核兵器 21. ＴＩＧ溶接機、電子ビーム溶接機 核兵器、ミサイル
2. 炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維

核兵器、ミサイル
22. 放射線測定器 核兵器

3. チタン合金 23. 微粉末を製造できる粉砕器

ミサイル4. マルエージング鋼 24. カールフィッシャー方式の水分測定装置

5. 口径75ミリメートル以上のアルミニウム管 核兵器 25. プリプレグ製造装置

6. しごきスピニング加工機

核兵器、ミサイル

26. 人造黒鉛 核兵器、ミサイル
7. 数値制御工作機械 27. ジャイロスコープ

ミサイル
8. アイソスタチックプレス 28. ロータリーエンコーダ

9. フィラメントワインディング装置 29. 大型トラック（トラクタ、トレーラー、ダン
プを含む）

10. 周波数変換器
核兵器

30. クレーン車
11. 質量分析計又はイオン源 31. 密閉式の発酵槽

生物兵器12. 振動試験装置

核兵器、ミサイル

32. 遠心分離器
13. 遠心力釣り合い試験器 33. 凍結乾燥機
14. 耐食性の圧力計・圧力センサー 34. 耐食性の反応器

ミサイル、化学兵器

15. 大型の非破壊検査装置 35. 耐食性のかくはん機

16. 高周波用のオシロスコープ及び波形記憶装置

核兵器

36. 耐食性の熱交換器又は凝縮器

17. 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 37. 耐食性の蒸留塔又は吸収塔

18. 大型発電機 38. 耐食性の充てん用の機械

19. 大型の真空ポンプ
39. 噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機
（ＵＡＶ）（娯楽若しくはスポーツの用に供する
模型航空機を除く） ミサイル、生物・化学

兵器
20. 耐放射線ロボット 40. ＵＡＶに搭載するよう設計された噴霧器

※34から38のミサイルは２０１２年４月１日より追加。

（参考）大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
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品目 懸念される用途 品目 懸念される用途
1. ニッケル合金又はチタン合金

通常兵器

19. 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾（こ
う）配計又はこれらの部分品

通常兵器

2. 焼結磁石 20.重力計
3. 2.に掲げるものの製造用の装置又はその部分品 21.レーダー又はその部分品

4. 作動油として使用することができる液体であって、
りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス（ジ
メチルフェニル）又はりん酸トリーノルマルーブチ
ルを含むもの

22.加速度計又はその部分品

5. 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維 23.ジャイロスコープ又はその部分品

6. 軸受又はその部分品 24.慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置
又はこれらの部分品

7. 工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの
又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械

（数値制御を行うことができるものを除く。）
ハ 測定装置（工作機械であって、測定装置として
使用することができるものを含む。）

25.ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星
の自動追跡により位置若しくは経路を測定する
ことができる装置、衛星航法システムからの電波
受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高
度計

8. 二次セル 26.水中用のカメラ又はその附属装置

9. 波形記憶装置 27.大気から遮断された状態で使用することができ
る動力装置

10. 電子部品実装ロボット 28.開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
11. 電子計算機又はその部分品 29.ガスタービンエンジン又はその部分品
12. 伝送通信装置又はその部分品 30.ロケット推進装置又はその部分品

13. フェーズドアレーアンテナ 31.29若しくは30に掲げるものの製造用の装置又は
その部分品

14. 通信妨害装置又はその部分品 32.航空機又はその部分品
15. 電波その他の電磁波を発信することなく、電波そ

の他の電磁波の干渉を観測することにより位置
を探知することができる装置

33.ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用
いることができる振動試験装置、風洞、環境試験
装置又はこれらの部分品

16.光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は
光検出器を用いた装置 34.フラッシュ放電型のエックス線装置

17.センサー用の光ファイバー
18.レーザー発信器又はその部分品

（参考）通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
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取引審査の社内帳票例（審査票）
申請：営業部門
承認：最終判断権者

輸出案件の概要
・案件名
・貨物名・技術名
・該非判定結果
・契約先
・需要者名
・具体的な用途
・用途・需要者チェック
・インフォームの有無
・取引経路
・契約時期、輸出時期

承認日
審査結果
承認条件
確証添付
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輸出許可申請とは

リスト規制又はキャッチオール規制に該当する場合には、
許可申請を行う必要があります。
必要書類、申請方法、申請窓口を確認し、適切に記入の
上、許可を取得してから、輸出等を行ってください
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※キャッチオール規制に基づき許可が必要となる
場合も個別申請が必要。迷ったら事前相談を！

※キャッチオール規制に基づく許可申請の窓口は、
経済産業省（本省）安全保障貿易審査課！

輸出令別表第1の該当項番 仕向地 提出書類 申請窓口

該当項番と仕向地によって
次のいずれか。
①経済産業省（本省）

安全保障貿易審査課
②各地の経済産業局

又は通商事務所

「安全保障貿易管理ＨＰ」に
一覧を掲載
 提出書類（Ａ～Ｆ）をク
リックすると それぞれ
必要となる資料が表示

 申請窓口をクリックする
と担当部署が表示

（参考） 輸出許可申請

申請方法は、以下３つの方法
①窓口への書類持参
②窓口あてに郵送
③電子申請（NACCS）
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出荷管理はどのように行うか

①貨物の出荷・技術の提供前に取引審査対象と相
違がないことを確認します。

② 該非判定・取引審査が終了していて、必要な許
可を取得していることを確認します。

③ リスト規制に該当する貨物を輸出する場合には
税関にその旨申告します。
（輸出許可証の番号、 特例適用等）
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企業の自主管理のための社内体制
～輸出者等遵守基準～

手続きと役割分担を決める
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どう内部規程を作れば良いか

一般財団法人 安全保障貿易情報センターが作成している
「モデルＣＰ（Compliance Program）」

を活用できます。
（http://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html）

自社の実態に合ったものを
選定・カスタマイズして作成します。
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どう体制を作れば良いか

効果的・効率的な安全保障貿易管理を行うた
め部署・人員を考慮し、モデルＣＰに示す必
要な役割を全うできる体制を検討・構築して
ください

イメージは、次のようなもの →

体制と役割分担、手続フローを関係者に
周知してください
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（参考） 管理体制と役割分担の例

最高責任者（社長）

輸出管理責任者

担当者
（営業、技術、出荷）

・規程の制定・改廃
・輸出許可申請
・違反時の再発防止策の策定
・重要事項の最終決定 等

・規程の改廃案の作成
・該非判定・取引審査の最終承認
・文書管理、指導、教育、監査
・その他業務（指示、連絡、要請等）

【該非判定】： 貨物・技術の該非判定
【取引審査】： 用途確認、需要者確認、審査票の起票
【出荷管理】： 該非判定・取引審査の結果、

貨物・技術の同一性、許可証の有無確認
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顧客確認 用途確認該非判定

審査票取引可否
判断

許可証

許可申請

受注

製造

出荷確認

輸出申告

相談・申請
【経済産業省】

【税関】

《営業担当》《技術担当》

《責任者》

引
合

製
造

出
荷
通
関

《出荷担当》

（参考） 手続フロー（貨物の場合）

（輸出許可が必要な場合）
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複数回に分けて船積みす
れば、少額特例が適用でき
るのでは？

少額特例の適用可否は、契約書記載の金額
等に基づき判断することが必要。

故意の脱法行為は重
大な違反。

違反防止のポイント

最近の主な違反原因の例

許可を取得して該当品を輸
出した。不具合により返送さ
れたため、修理後、修理特例
を適用して再輸出したが、先
方の要請により当初輸出先と
異なる先に輸出した。

修理特例を適用するためには、再輸出先は、
許可を得た当初の輸出先であることが必要。

再輸出先が異なる場
合は、改めて許可が
必要。

包括許可マトリクス表
を読み違い、特別一般包
括を適用してしまった。

輸出管理体制を再構築し、組織内での取引
審査を含めた適切な審査が必要。

ダブルチェック体制
が必要。

違反事例
該当貨物であることは

認識していたが、納期が
迫っていたため、担当者
の判断で無許可で輸出し
てしまった。

契約書に許可取得の発効条件を盛り込む
とともに、輸出管理体制を構築すること
が必要。

故意の脱法行為は重
大な違反。
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違反事例 違反防止のポイント 備 考
「他者判定の鵜呑み」「非該当との思い込み」が原因の例

★メーカーが非該当と判断しているのだから、許可
なしで輸出していいのでは？

・輸出する全ての貨物等について、該非判定書及びその
添付資料等の確認が必要。

・輸出の責任は輸出者にあり、メー
カーの判断を鵜呑みにせず、自身で
の再確認が必要。

★以前同じものを輸出したときは非該当だったから、
今回も非該当なのでは？

・該非判定をする際は、輸出時期を念頭に置き、最新の
規制内容に基づいて行うことが必要。

・規制内容が変更された時には、該非
判定の見直しが必要、リスト改正は
毎年行われている。

★本体が非該当であれば、部品も非該当になると思
い込み、輸出をしてしまった。

・本体が非該当の場合でも、部品も該非判定が必要。 ・組込部品が該当となる場合あり、外
為法の正しい理解が必要。

★貨物が非該当であれば、プログラムも非該当なの
では？

・貨物とプログラム（役務）はそれぞれについて、該非
判定が必要。

・貨物は輸出令、役務は外為令で規制
されている。

「法令の誤解釈」「法認識欠如」が原因の例

★自社の海外子会社との取引なら、輸出許可は不要
なのでは？

・輸出先が自社の関連企業であっても、リスト規制貨物
の場合は輸出許可が必要。

・自社関連企業か否かは貨物の該非の
判断基準にならない。

★輸入した機器の故障修理のための返送なら、輸出
許可が不要なのでは？

・修理のための返送や不良品の返品でも輸出許可が必要。 ・返品でも輸出許可の対象となる。修
理特例との違いに注意。

★輸出を行った社員に外為法の知識が無く、当該貨
物を非該当として輸出した。

・外為法の研修や説明会を社員に行い、貿易管理への理
解を深めることが必要。

・社員の貿易管理の知識不足が、会社
の損失を招く。

★輸出品がリスト規制貨物から外れたので、履行報
告が免除されたと勘違いした。

・輸出時の許可申請内容は、法令が改正されても有効。 ・許可条件の履行は、遵守が原則。

★許可を得ずに、手荷物でリスト規制貨物を外国に
持って行った。

・手荷物での海外の持ち出しも、リスト規制品であれば、
許可が申請が必要。

・輸出か持ち運びかは輸出許可に関係
が無い。

★仲介貿易で移転した貨物の修理の場合には、規制
の対象外なのでは？

・修理の場合であっても三国間の取引要件を満たす場合
には、仲介貿易規制の対象であることを理解すること
が必要。

・仲介貿易は役務取引規制。

(参考） 違反事例
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違反事例 違反防止のポイント 備 考
「体制未整備」が原因の例

★社内で該非判定を判断できなかったものを、その
まま輸出してしまった。

・輸出等を行う貨物や技術について、該非確認に係る手
続を定めることが必要。

・該非判定ができない場合は、メー
カーに問い合わせる。

★メーカーから該当貨物である旨の連絡が無かった
ので、そのまま輸出した。

・該非判定は輸出者の義務であり、
メーカーから連絡が無い場合でも確
認することが必要。

★担当の異動が続き、引継ぎが上手くなされていな
かったため、履行報告が行われなかった。

・引継ぎは確実に行うとともに、新任者には着任後、即
座に安全保障貿易管理に係る教育を行うこと、また組
織としてのバックアップ体制を敷くことが必要。

・違反に対する認識を理解し、体制整
備が必要、会社の損失に繋がる。

★サンプルのため、輸出管理部門に確認せずに、研
究部門が該非判定を行わず、輸出してしまった。

・サンプルであっても該非判定を行うことが必要であり、
手続を定めることが必要。

・該非判定の手続を定め、社内教育を
行い、周知・実施することが必要。

★輸出許可申請中にもかかわらず、出荷指示が行わ
れてしまった。

・出荷時には、該非判定、取引審査や許可証の取得が完
了していることを確認の上、貨物等の同一性を確認す
る体制が必要。

・出荷の確認は、違反の未然防止の最
終関門。

★役務取引許可を取得し、技術データを提供してい
たが、共同研究が長引き、許可の有効期限が過ぎ
てもデータ提供を繰り返してしまった。

・研究の工程管理に役務取引許可の有効期限を設定し、
全体管理を行う体制が必要。期限更新が必要な場合に
は余裕をもって変更手続きを行うこと。

・研究開発は状況に応じ、内容や参加者
等の変更が伴う可能性があり、安保を
含めた全体管理を行うことが必要。

★特定包括許可の適用外の貨物を当該許可証を用い
て輸出した。

・取引審査において、特定包括許可の適用範囲を重層的
に確認する体制が必要。

・特定包括許可は継続取引のある、需
要者及び貨物が限定されている。

★積戻し・報告を行う条件で輸出許可を取得したが、
修理期間が長引き、報告期限に間に合わなかった。

・輸出から積戻しまで管理する体制が必要。報告期限を
越えそうな場合には、履行報告期限の延長が必要。

・安全保障の観点から、許可条件を付
与しており、履行されない場合には
安保リスク大。

★該非判定リストをタイムリーに更新していなかっ
た。

・効率的に該非を判断するため、製品開発時後、即座に
該非判定を行うことは良いが、政省令開発時には即座
にそのリストを見直す体制・手続を定めておくことが
必要。

・規制内容が変更された時には、該非
判定の見直しが必要、リスト改正は
毎年行われている。

(参考） 違反事例
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判決及び行政処分の時期・内容など 貨物・仕向地等 備 考

平成３０年１月２２日（略式命令）：
個人に対し罰金１００万円

平成３０年４月２４日（行政処分）：３ヵ月：全貨物・全地域向け輸出禁止

・赤外線カメラ(10項
(2)(4))(7))

・中国

・無許可輸出

平成２９年７月２５日（行政処分）３ヶ月間：全貨物・全地域向け輸出禁止 ・誘導炉(２項(１３))
・イラン等

・無許可輸出

平成２７年６月１５日（略式命令）：
元社員に対し罰金１００万円、法人に対し罰金１００万円

平成２８年１月２０日（行政処分）：４ヵ月：全貨物・全地域向け輸出禁止

・炭素繊維(2項(１７))
・中国

・韓国迂回

平成23年３月２５日（判決）：
代表取締役に１年６ヶ月（執行猶予３年）、法人に対し罰金１２０万円

平成２３年７月２０日（行政処分）：１年１ヶ月間：全貨物・全地域向け輸出禁止

・パワーショベル
・北朝鮮

・キャッチオール違反
・インフォーム無視
・中国迂回

平成21年11月5日（判決）：
社長に懲役2年（執行猶予４年）、法人に対し罰金６００万円

平成２２年６月１８日(行政処分） ：７ヶ月間：全貨物・全地域向け輸出禁止

・磁気測定装置他
・ミャンマー

・キャッチオール違反
・インフォーム無視
・マレーシア迂回

平成２１年８月７日（判決）：
社長に懲役３年（執行猶予４年）、法人に対し罰金５００万円

平成２２年１月１９日（行政処分）：１年４ヶ月間：全貨物・全地域向け輸出禁止

・大型タンクローリー 他
・北朝鮮

・キャッチオール違反
・インフォーム無視
・他に、北朝鮮制裁違反
（奢侈品）有り
・韓国迂回

平成２１年7月1６日（判決）：
社員ら4名に懲役1～2年6ヶ月（執行猶予3年）
法人に対し罰金４,７００万円

平成２１年８月１４日（行政処分）：5ヶ月間：全貨物・全地域向け輸出禁止

・工作機械(2項(１２))
・韓国等

・測定データを改ざんし、
性能を低く偽り非該当品
として輸出

平成１９年６月２５日（判決）：
元副会長ら４名に懲役２～３年（執行猶予４～５年）
法人に対し罰金４,５００万円

平成１９年６月２６日（行政処分）：
①６ヶ月間：全貨物・全地域向け輸出禁止
②２年６ヶ月間：三次元測定機の全地域向け輸出禁止（①、②合計で３年間）

・三次元測定機(2項(１２))
・マレーシア等

・１台がリビアの核開発施
設で発見
・検査データを改ざんし、
性能を低く見せかけ非該
当品として輸出

平成１９年３月２０日（略式命令）：法人に対し罰金１００万円
平成１９年５月１１日（行政処分）：９ヶ月間：無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの全地域向け輸出禁止

・無人ヘリ(4項(１－２))
・中国

・未遂

最近の主な違反事例（重大違反）
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