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「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正する通達について 

 

 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２

第１１号・６２貿局第３２２号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

附 則 

この通達は、公布の日から施行する。 



（別紙） 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

〇「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号・６２貿局第３２２号） 

改 正 後 現 行 

０ 輸出貿貿易管理の対象 （略） 

１ 輸出の許可 

１－０ （略） 

１－１ 輸出の許可 

（１）～（６） （略） 

０ 輸出貿貿易管理の対象 （略） 

１ 輸出の許可 

１－０ （略） 

１－１ 輸出の許可 

（１）～（６） （略） 

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 

 （イ）輸出令別表第１の解釈 

  （略） 

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 

 （イ）輸出令別表第１の解釈 

  （略） 

輸出令

別表第

１の項 

輸出令別表第１

中解釈を要する

語 

解     釈 

１ （略） （略） 

軍用の細菌製

剤、化学製剤若

しくは放射性製

剤 

Ｏ－アルキル＝アルキルホスホノフル

オリダート（Ｏ－アルキルのアルキル基

がシクロアルキル基であるものを含み、

Ｏ－アルキルのアルキル基の炭素数が

１０以下であり、かつ、アルキルホスホ

ノフルオリダートのアルキル基の炭素

数が３以下であるものに限る。）、Ｏ－ア

ルキル＝Ｎ・Ｎ－ジアルキル＝ホスホル

アミドシアニダート（Ｏ－アルキルのア

ルキル基がシクロアルキル基であるも

のを含み、Ｏ－アルキルのアルキル基の

炭素数が１０以下であり、かつ、Ｎ・Ｎ

－ジアルキルのアルキル基の炭素数が

３以下であるものに限る。）、Ｏ－アルキ

ル＝Ｓ－２－ジアルキルアミノエチル

＝アルキルホスホノチオラート（Ｏ－ア

ルキルのアルキル基がシクロアルキル

 

輸出令

別表第

１の項 

輸出令別表第１

中解釈を要する

語 

解     釈 

１ （略） （略） 

軍用の細菌製

剤、化学製剤若

しくは放射性製

剤 

Ｏ－アルキル＝アルキルホスホノフル

オリダート（Ｏ－アルキルのアルキル基

がシクロアルキル基であるものを含み、

Ｏ－アルキルのアルキル基の炭素数が

１０以下であり、かつ、アルキルホスホ

ノフルオリダートのアルキル基の炭素

数が３以下であるものに限る。）、Ｏ－ア

ルキル＝Ｎ・Ｎ－ジアルキル＝ホスホル

アミドシアニダート（Ｏ－アルキルのア

ルキル基がシクロアルキル基であるも

のを含み、Ｏ－アルキルのアルキル基の

炭素数が１０以下であり、かつ、Ｎ・Ｎ

－ジアルキルのアルキル基の炭素数が

３以下であるものに限る。）、Ｏ－アルキ

ル＝Ｓ－２－ジアルキルアミノエチル

＝アルキルホスホノチオラート（Ｏ－ア

ルキルのアルキル基がシクロアルキル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基であるものを含み、Ｏ－アルキルのア

ルキル基の炭素数が１０以下であり、か

つ、Ｓ－２－ジアルキルアミノエチル及

びアルキルホスホノチオラートのアル

キル基の炭素数が３以下であるものに

限る。）並びにそのアルキル化塩類及び

プロトン化塩類、Ｓ－２－ジアルキルア

ミノエチル＝ヒドロゲン＝アルキルホ

スホノチオラート（Ｓ－２－ジアルキル

アミノエチル及びアルキルホスホノチ

オラートのアルキル基の炭素数が３以

下であるものに限る。）並びにそのアル

キル化塩類及びプロトン化塩類、２－ク

ロロエチルクロロメチルスルフィド、ビ

ス（２－クロロエチル）スルフィド（別

名マスタードガス）、ビス（２－クロロ

エチルチオ）メタン、１・２－ビス（２

－クロロエチルチオ）エタン（別名セス

キマスタード）、１・３－ビス（２－ク

ロロエチルチオ）－ｎ－プロパン、１・

４－ビス（２－クロロエチルチオ）－ｎ

－ブタン、１・５－ビス（２－クロロエ

チルチオ）－ｎ－ペンタン、ビス（２－

クロロエチルチオメチル）エーテル、ビ

ス（２－クロロエチルチオエチル）エー

テル（別名Ｏ－マスタード）、２－クロ

ロビニルジクロロアルシン（別名ルイサ

イト１）、ビス（２－クロロビニル）ク

ロロアルシン（別名ルイサイト２）、ト

リス（２－クロロビニル）アルシン（別

名ルイサイト３）、ビス（２－クロロエ

チル）エチルアミン（別名ＨＮ１）、ビ

基であるものを含み、Ｏ－アルキルのア

ルキル基の炭素数が１０以下であり、か

つ、Ｓ－２－ジアルキルアミノエチル及

びアルキルホスホノチオラートのアル

キル基の炭素数が３以下であるものに

限る。）並びにそのアルキル化塩類及び

プロトン化塩類、Ｓ－２－ジアルキルア

ミノエチル＝ヒドロゲン＝アルキルホ

スホノチオラート（Ｓ－２－ジアルキル

アミノエチル及びアルキルホスホノチ

オラートのアルキル基の炭素数が３以

下であるものに限る。）並びにそのアル

キル化塩類及びプロトン化塩類、２－ク

ロロエチルクロロメチルスルフィド、ビ

ス（２－クロロエチル）スルフィド（別

名マスタードガス）、ビス（２－クロロ

エチルチオ）メタン、１・２－ビス（２

－クロロエチルチオ）エタン（別名セス

キマスタード）、１・３－ビス（２－ク

ロロエチルチオ）－ｎ－プロパン、１・

４－ビス（２－クロロエチルチオ）－ｎ

－ブタン、１・５－ビス（２－クロロエ

チルチオ）－ｎ－ペンタン、ビス（２－

クロロエチルチオメチル）エーテル、ビ

ス（２－クロロエチルチオエチル）エー

テル（別名Ｏ－マスタード）、２－クロ

ロビニルジクロロアルシン（別名ルイサ

イト１）、ビス（２－クロロビニル）ク

ロロアルシン（別名ルイサイト２）、ト

リス（２－クロロビニル）アルシン（別

名ルイサイト３）、ビス（２－クロロエ

チル）エチルアミン（別名ＨＮ１）、ビ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ス（２－クロロエチル）メチルアミン（別

名ＨＮ２）、トリス（２－クロロエチル）

アミン（別名ＨＮ３）、サキシトキシン、

リシン、Ｐ―アルキル―Ｎ―［一―（ジ

アルキルアミノ）アルキリデン］ホスホ

ンアミド酸＝フルオリド（Ｐ―アルキル

又はジアルキルアミノのアルキル基が

シクロアルキル基であるもの及びアル

キリデン基がシクロアルキルメチリデ

ン基であるものを含み、Ｐ―アルキル及

びジアルキルアミノのアルキル基の炭

素数が十以下であり、かつ、アルキリデ

ン基の炭素数が十一（アルキリデン基が

シクロアルキルメチリデン基である場

合にあっては、シクロアルキルのアルキ

ル基の炭素数が十）以下であるものに限

る。）並びにそのアルキル化塩類及びプ

ロトン化塩類、Ｎ―［一―（ジアルキル

アミノ）アルキリデン］ホスホンアミド

酸＝フルオリド（アルキル基がシクロア

ルキル基であるもの及びアルキリデン

基がシクロアルキルメチリデン基であ

るものを含み、アルキル基の炭素数が十

以下であり、かつ、アルキリデン基の炭

素数が十一（アルキリデン基がシクロア

ルキルメチリデン基である場合にあっ

ては、シクロアルキルのアルキル基の炭

素数が十）以下であるものに限る。）並

びにそのアルキル化塩類及びプロトン

化塩類、Ｎ―［一―（ジアルキルアミノ）

アルキリデン］ホスホロアミドフルオリ

ド酸（アルキル基がシクロアルキル基で

ス（２－クロロエチル）メチルアミン（別

名ＨＮ２）、トリス（２－クロロエチル）

アミン（別名ＨＮ３）、サキシトキシン、

リシンを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あるもの及びアルキリデン基がシクロ

アルキルメチリデン基であるものを含

み、アルキル基の炭素数が十以下であ

り、かつ、アルキリデン基の炭素数が十

一（アルキリデン基がシクロアルキルメ

チリデン基である場合にあっては、シク

ロアルキルのアルキル基の炭素数が十）

以下であるものに限る。）並びにそのア

ルキル化塩類及びプロトン化塩類、アル

キル＝Ｎ―［一―（ジアルキルアミノ）

アルキリデン］ホスホロアミドフルオリ

ダート（ホスホロアミドフルオリダート

に結合するアルキル基又はジアルキル

アミノのアルキル基がシクロアルキル

基であるもの及びアルキリデン基がシ

クロアルキルメチリデン基であるもの

を含み、ホスホロアミドフルオリダート

に結合するアルキル基及びジアルキル

アミノのアルキル基の炭素数が十以下

であり、かつ、アルキリデン基の炭素数

が十一（アルキリデン基がシクロアルキ

ルメチリデン基である場合にあっては、

シクロアルキルのアルキル基の炭素数

が十）以下であるものに限る。）並びに

そのアルキル化塩類及びプロトン化塩

類、Ｎ―［ビス（ジエチルアミノ）メチ

リデン］―Ｐ―メチルホスホンアミド酸

＝フルオリド、Ｎ―アセチルオキシアル

キル―Ｎ・Ｎ・ Ｎ′・ Ｎ′―テトラ

アルキル― Ｎ′―｛［三―（ジメチル

カルバモイルオキシ）ピリジン―二―イ

ル］メチル｝―Ｎ・ Ｎ′―（デカン―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一・Ｘ―ジイル）ジアンモニウム＝ジブ

ロミド（アセチルオキシアルキル基がシ

アノアルキル基又はヒドロキシアルキ

ル基であるものを含み、アセチルオキシ

アルキル（アセチルオキシアルキル基が

シアノアルキル基又はヒドロキシアル

キル基である場合にあっては、それぞれ

シアノアルキル又はヒドロキシアルキ

ル）及びテトラアルキルのアルキル基の

炭素数が十以下であり、かつ、アセチル

オキシ基（アセチルオキシアルキル基が

シアノアルキル基又はヒドロキシアル

キル基である場合にあっては、それぞれ

シアノ基又はヒドロキシ基）がその結合

するアルキル基と当該アルキル基の位

置番号一から八までのいずれかの炭素

原子において結合しているものに限

る。）（Ｘは、一から十までの整数を表す

ものとする。）、Ｎ・Ｎ・ Ｎ′・ Ｎ′

―テトラアルキル―Ｎ・ Ｎ′―ビス

｛［三―（ジメチルカルバモイルオキシ）

ピリジン―二―イル］メチル｝エタンビ

ス（アミジウム）＝ジブロミド（テトラ

アルキルのアルキル基の炭素数が十以

下であるものに限る。）、Ｎ・Ｎ・ Ｎ′・ 

Ｎ′―テトラアルキル―Ｎ・ Ｎ′―ビ

ス｛［三―（ジメチルカルバモイルオキ

シ）ピリジン―二―イル］メチル｝―Ｎ・ 

Ｎ′―（二・ Ｘ１―ジオキソアルカン―

一・ Ｘ２―ジイル）ジアンモニウム＝ジ

ブロミド（アルカンの構造が直鎖であ

り、当該アルカンの炭素数が四以上十二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下であり、かつ、テトラアルキルのア

ルキル基の炭素数が十以下であるもの

に限る。）（ Ｘ１は当該アルカンの炭素数

から一を減じた数を、 Ｘ２は当該アルカ

ンの炭素数と等しい数を表すものとす

る。）を含む。 

（略） （略） 

２～１５  （略） （略） 
 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

２～１５ （略） （略） 
 

（ロ）～（ニ） 

（８） （略） 

（ロ）～（ニ） 

（８） （略） 

（２）・（３） （略） 

２～１３ （略） 

（２）・（３） （略） 

２～１３ （略） 

（以下、略） （以下、略） 

 

 


