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基本的な疑問１





1-1．基本的な疑問① ～輸出管理の目的と概要~

概要

✔武器や軍事転用可能な貨物等が兵器等の開発等を
行っている国等に渡らないように管理している。

✔輸出管理は、先進国を中心とした国際的な合意に
よってルールが決められている。

✔我が国では、外国為替及び外国貿易法(外為法）
で輸出等の許可が必要なものを定め規制している。

目的 国際的な平和と安全の維持
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民生用途 軍事用途

工作機械 自動車の製造
や切削

ウラン濃縮用
遠心分離機の
製造

シアン化
ナトリウム 金属メッキ工程 化学兵器の

原材料

ろ過器 海水の淡水化 細菌兵器の製造
のための細菌の
抽出

炭素繊維 航空機の構造
材料

ミサイルの構造
材料

1-2．基本的な疑問② ～民生用途品の軍事用途への転用可能性～

民生用途であっても軍事転用される可能性がある

8









輸出管理の概要２







2-3．特例類型の居住者への技術提供
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居住者(自然人のみ)が非居住者へ技術情報を提供する取引と事実上同一と考
えられるほどに非居住者から強い影響を受けている状態 ⇒ 特定類型

特定類型に該当する居住者に技術を提供する取引は
非居住者に対する技術を提供する取引と同一とみなす ⇒ 特定取引

特定類型

特定類型①
外国法人等又は外国政府等と雇用契約等を締結しており、当該外国法人等
若しくは外国政府等の指揮命令に服する又はそれらに対して善管注意義務
を負う者

特定類型②
外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該
者の年間所得のうち25％以上を占める金銭その他の利益をいう）を得てい
る者又は得ることを約している者

特定類型③ 国内における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者

特定取引により規制技術を提供する場合は許可が必要

＊参考資料②



2-4．制度の概要

貨物・技術

リスト規制
対象

キャッチオール
規制対象 規制対象外

輸出管理制度で規制されるものは
下記のように分類される

（食料品、木材等）
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2-5．規制の内容

規制

対象品

対象
地域

リスト規制

・武器および兵器等の開発等
に転用される可能性の高い
性能のもの

・品目・仕様をリスト化して
該当する場合

全世界が対象

キャッチオール規制

・リスト規制品以外で用途が
大量破壊兵器等又は通常兵器
の開発等に使用される場合

・需要者が懸念国や兵器等を
開発等している場合

輸出令別表第３の地域
以外の地域が対象

＊参考資料③

規制に該当する場合は許可が必要
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2-7．輸出者等遵守基準

①輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか否かを確認する責任者を
定めること。

②輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、その他関係法令の
規定を遵守させるための必要な指導を行うこと。

(１)すべての輸出者等が遵守すべき基準
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(２)リスト規制品を扱っている輸出者等が遵守すべき基準

①組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。
②組織内の輸出管理体制（業務分担・責任関係）を定めること。
③該非確認に係る手続を定めること。
④リスト規制品の輸出等に当たり用途及び需要者等を確認を行う手続を定め、
手続に従って確認を行うこと。
リスト規制品の用途及び需要者の情報を需要者以外の者から入手する場合は、
情報の信頼性を高めるための手続きを定め、確認を行うこと。



2-7．輸出者等遵守基準
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(２)リスト規制品を扱っている輸出者等が遵守すべき基準

⑤出荷時に該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。
⑥輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。
⑦輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。

⑧子会社が輸出者等のリスト規制品の輸出等の業務に関わる場合には、子会社
に対する指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認（指
導等）を行う体制及び手続を定め、当該手続に従って定期的に指導等を行う
ように努めること。

⑨輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。
⑩法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに
経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。









輸出管理の手順３
～皆様に行って頂きたいこと～































活用可能な有効ツール等４











個別相談・専門家支援のお申込み
●日本商工会議所

Tel ：03-3283-7604
Email：kokusai@jcci.or.jp
URL :https://www.jcci.or.jp/international/outreach/
※東名阪以外の地域の方でご相談をご希望の方は
日本商工会議所連絡先までご連絡下さい。

●東京商工会議所 国際部
Tel ：03-3283-7604
Email：kokusai@tokyo-cci.or.jp
URL：https://www.tokyo-cci.or.jp/international/outreach/

●名古屋商工会議所 企画調整部
Tel ：052-223-6741
Email：kokusai_ncci@nagoya-cci.or.jp 
URL： https://outreach.nagoya-cci.or.jp/#s6

●大阪商工会議所 国際部
Tel ：06-6944-6400
Email：intl@osaka.cci.or.jp
URL：https://www.osaka.cci.or.jp/outreach/

4-3．中小企業等アウトリーチ事業

専門家支援のお申込み、事業のお問合せ
●中小企業等アウトリーチ事業事務局
（事業委託先：株式会社船井総合研究所）
Tel ：0120-219-560

（平日 9：45～17：30）
Email：info@outreach.go.jp

（説明会・相談会）https://r4.outreach.go.jp/
（体制構築支援）https://r4.outreach.go.jp/support.html

中小企業等アウトリーチ事業全般のお問合せ
●経済産業省 安全保障貿易検査官室

Tel ：03-3501-2841
Email：outreach-info@meti.go.jp 

お申込み先、お問合せ先は以下の通り
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4-4．経済産業省 各種問合せ先
リスト規制・キャッチオール規制及び包括輸出許可の法令解釈(該非判定、申請手続き等)の質問
●経済産業省 安全保障貿易審査課

TEL ：03-3501-2801
Email ：qqfcbf@meti.go.jp （リスト規制に関する相談）

anposhinsa-catchall@meti.go.jp （キャッチオール規制に関する相談)

輸出者等遵守基準や輸出管理内部規程（ＣＰ）に関する質問、不正輸出の連絡
●経済産業省 安全保障貿易検査官室

TEL ：03-3501-2800 
Email ：qqfcbh@meti.go.jp

安全保障貿易管理制度概要、法令解釈の質問 みなし輸出の運用明確化
●経済産業省 安全保障貿易管理課 ●経済産業省 安全保障貿易管理課

TEL ：03-3501-2841
Email ：qqfcbh@meti.go.jp Email ：minashi-QA@meti.go.jp

防衛装備移転三原則、外国ユーザーリストに関する質問安全保障貿易管理政策全般やHPへの意見
●経済産業省 安全保障貿易管理政策課

TEL ：03-3501-2863

安全保障に係る輸出管理以外の問い合わせ
●経済産業省 貿易管理課

TEL ：03-3501-0538
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本日のまとめ５







5．本日のまとめ

あなたの会社
輸出管理できていますか？
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参考資料 ① 違反事例関係
② 技術提供の規制
③ 制度の概要
④ リスト規制一覧
⑤ 外国ユーザーリスト



【資料①】最近の主な違反事例（重大違反）
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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
令和２年１１月１２日（判決）：
代表者に懲役２年（執行猶予４年）、罰金１，０００万円

令和３年７月９日（行政処分）：
①代表者A：１１か月間：全貨物・全地域向け輸出禁止
②代表者B、法人：２か月間：全貨物・全地域向け輸出禁止

・炭素繊維製造装置の部分品
（４項（１０））

・中国

・無許可輸出

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





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。

★従来品（非該当）が生産中止のため、代替品を発
注・輸出したが、当然非該当では？

・メーカーから該非判定書を入手し、社内での再確認が
必要。

・代替品は、スペックが異なる可能性
があるので、最新の該非判定書の入手
が必要。

★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。

★海外の親会社が閲覧可能なクラウド環境で該当プ
ログラムを提供してしまった。

・クラウド環境でも該非判定が必要であり、社内教育に
よりその旨周知が必要。

・クラウド環境での提供が役務提供に
当たるとの認識がなかった。

★デモ機の貸出しは該非判定不要と思い込んでし
まった。

・デモ機の貸出しでも輸出に当たることから該非判定が
必要。

・デモ機の貸出しが輸出に当たるとの
認識がなかった。

「法令の誤解釈」「法認識欠如」が原因の例

★非該当の装置を部分品とともに輸出する際、部分
品の価格が装置の１０％未満の場合、特例により
部分品も一律非該当と思い込んでしまった。

・部分品特例が記載された運用通達に従って、厳格な確
認を行い、特例が適用できない場合には、該非判定が
必要。

・部分品特例は、本体の主要な要素と
なっていない又は分離しがたい場合等
に限定。

★２項該当貨物のサンプル出荷品について、少額特
例が適用できると思い込んでしまった。

・特例適用の可否について、ダブルチェック体制を講じ
るなどして、厳格な確認が必要。

・少額特例は、１～４項の貨物には適
用されない。

★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。

★メーカーから該非判定書を入手したが、リスト規
制に該当しても、用途・需要者に懸念が無ければ、
許可不要では？

・リスト規制に該当した場合は、用途・需要者にかかわ
らず、許可申請が必要。

・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。

【資料①】違反事例（1/2）
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違反事例 違反防止のポイント 備 考

「体制未整備」「形骸化」「出荷誤り」が原因の例

★メーカーから該非判定書を入手したが、許可申請
の方法が分からず放置し、輸出してしまった。

・輸出管理体制が未整備のため、輸出者等遵守基準を網
羅したＣＰを整備し、輸出に当たっては、ＣＰに基づ
く手続が必要。

・安全保障貿易管理説明会等を通じて
制度を理解し、社内周知を行うことが
必要。

★輸出許可申請が必要な場合は、通関業者から何ら
かの指示があるものと思っていた。

・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。

★輸送業者に該当品を保管させ、許可申請の手続中
に、輸送業者が誤って出荷してしまった。

・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。

★包括許可証が使用できない地域への技術提供に、
包括を誤って適用してしまった。

・取引審査において、包括許可の適用範囲を重層的に確
認する体制が必要。

・輸出管理体制が形骸化したことによ
り、古いマトリックス表で判断した。

★輸出管理体制が存在せず、許可申請の要否は通関
業者任せであった。

・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。

・中小企業等アウトリーチ事業を活用
性、輸出管理体制を構築。

★許可条件違反 ・特一包括を使用してグループＡ向けにその他の軍事用
途に用いられる貨物を輸出する場合、事後報告が必要。

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

★リスト改正を踏まえ、システム変更を行ったが、
適用日までに改修が間に合わずなかった。

・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。

★１項該当のピクリン酸の輸出の際、通達改正が理
解できず、「火薬類」とは「火取法」で定める火
薬類と思い込み、非該当として輸出してしまった。

・通達改正が理解できない場合や、既存製品の該非判定
に疑義が生じた場合は、経産省等に確認を行うことが
必要。

・「火薬類」とは、火取法対象外の火
薬類も含まれる。

★２項及び４項で該非判定が必要な貨物を、２項の
みで該非判定を行い、非該当と判定してしまった。

・該非判定は、ダブルチェック体制を講じるなどして、
厳格な確認が必要。

・リスト規制は、複数の項番に該当す
る可能性がある。

★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。

【資料①】違反事例（2/2）
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※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

【資料②】居住者及び非居住者の判定
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※上図によらずアメリカ合衆国軍隊、国際連合の軍隊及びこれらの構成員等は非居住者



【資料②】特定類型（役務通達1－(3)サ）
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①外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」という。）又
は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国
の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契
約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しく
は当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは外国政府等に対し
て善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）
（イ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づ
き当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦
法人又は当該者が、当該外国法人等又は外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令
又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が当該外国法人若しくは外国政府等による当該者に対
する指揮命令又は当該外国法人若しくは外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合
意されている場合

（ロ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基
づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グルー
プ外国法人等（当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法
人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用
契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮
命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合

② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間
所得のうち２５％以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得るこ
とを約している者

③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
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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

地
域 全地域 グループA(①)

を除く全地域
国連武器

禁輸国・地域（②）
一般国（①及び

②以外の国・地域）

許
可
が
必
要

と
な
る
要
件

―

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) 用途要件
(2) 需要者要件

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

用途要件

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

それぞれの規制で対象地域や許可が必要な要件が異なる

①輸出令別表第3の地域 ②国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第3の2）

【資料③】制度の概要



【資料④】リスト規制一覧（1/2） 令和3年1月27日時点
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【資料④】リスト規制一覧（2/2） 令和3年1月27日時点
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 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）外国ﾕｰｻﾞｰﾘｽﾄは毎年改正されるので、
最新版の入手が必要！

～

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

【資料⑤】外国ユーザーリスト（2022年3月10日改正）
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609
イエメン

Houthi
ミサイル

M
Republic of 

Yemen.

610

イエメン

Al-Swari Trading and Import Co.

・Alswari Trading & Import Co

ミサイル
M

Republic of 
Yemen.

・Al-Swari Group for Rubber 
Manufacturing

・Hashem Brothers for 
International Trading

国名 掲載数
アフガニスタン 2
アラブ首長国連邦 18
イエメン 2
イスラエル 1
イラン 222
インド 3
エジプト 2
北朝鮮 144
シリア 19
台湾 3
中国 86
パキスタン 79
香港 10
レバノン 9
ロシア 10
合 計 610




