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は じ め に 

 

 

 

本用語集は、新しく安全保障貿易管理を担当される方や、入社後間もない方などに対して、

「安全保障貿易管理とは何か」をより理解していただくことを目的に作成されたものです。 

 

2010 年 7 月に初版が作成されて以降、輸出管理の重要性はますます高まってきており、内

容を更新すべきであると考え、この度改訂を行うこととしました。 

 

既に発刊しております「商社のための安全保障貿易管理ガイダンス」や「商社の海外拠点

に於ける安全保障貿易管理」と併せて活用いただき、安全保障貿易管理についての理解を

深めることは勿論、社内における教育資料や、海外現地法人での啓蒙等に繋げていただけ

ますと幸いです。 

 

最後に、本用語集改訂にあたり多大なるご協力をいただきました、安全保障貿易管理検討

ワーキンググループの皆様に、この場を借りて心より御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 12 月 

一般社団法人 日本貿易会 

安全保障貿易管理委員会 

委員長  山口 英一 
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あ 

アウトリーチ活動（Outreach Activities） 

「手を伸ばす」の意味が転じて、相手側に

直接出向いてサービスする事や研究内容を

説明して周知を図る活動。安全保障輸出管

理の分野では、主に経済産業省や CISTECが

安全保障確保の為に、制度が未整備な諸外

国に出向いて輸出管理の必要性を説き、制

度の整備や運用の支援の為の活動をしてい

る。 

 

明らかなとき 

大量破壊兵器キャッチオール規制で需要者

要件に該当する場合でも、輸出・提供しよ

うとする貨物・技術の需要者における用途、

ならびに取引の条件及び態様から、当該貨

物・技術が核兵器等の開発等及び別表に掲

げる行為（別表行為）に用いられないこと

が、明らかと判断されるときのこと。「明ら

かなとき」にあたるかどうかを判断するた

めに、「明らかガイドライン」がある。 

 

明らかガイドライン 

大量破壊兵器キャッチオール規制で需要者

要件に該当する場合であっても、輸出等し

ようとする貨物等が、核兵器等の開発等に

用いられる「おそれがない」ことが「明ら

かなとき」には、輸出・役務取引許可申請

は不要となるが、それが「明らかなとき」

であるかどうかを輸出者自身で判断するた

めのガイドライン。なお、輸出者自身で判

断がつきにくい場合は、輸出・提供に先立

ち経済産業省と相談をすることが望ましい。 

 

安 全 保 障 貿 易 管 理 （ Security Trade 

Control） 

国際的な平和及び安全の維持の観点から、

大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過

剰な蓄積を防止するために、国際的な輸出

管理の枠組み（国際輸出管理レジーム）や

関係条約、輸出関連法令（外為法、輸出令

等）に基づき、厳格な輸出管理を行うこと。 

具体的には、輸出令別表第 1 や外為令別表

に記載されるリスト規制貨物・技術に該当

するかどうか（リスト規制）、輸出・提供す

る貨物・技術の用途や需要者に懸念がある

かどうか（キャッチオール規制）を確認し、

必要な場合は輸出・役務取引許可を取得し、

貨物・技術の輸出・提供を行う。 

 

い 

一次制裁（Primary Sanctions） 

OFAC が、米国籍を持つ個人や米国法人など

「U.S. Person」を対象として、制裁対象国

に関連する取引や活動等を直接規制する措

置のこと。 

 

一帯一路構想（Belt and Road Initiative） 

2013年に中国が採択した、アジア、アフリ

カ、欧州の 80カ国以上にまたがる経済圏構

想。内陸・辺境地域の開放加速、自由貿易

協定の締結加速、各種インフラ整備、貿易

投資の拡大、資金協力等により推進を目指

している。 

 

一般包括許可制度 

リスト規制対象の貨物等を輸出等しよう

とする場合、輸出者等は個々の輸出等に

関して個別に当局の安全保障面からの審

査を経て輸出許可証等を取得する。しか
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し、輸出者等が経済産業省に CPを届け出

て、審査を自主管理の下で行える場合に

は、個別許可の申請を行うことなく、一

定の範囲について包括的な輸出許可証等

を受けることで、輸出等を行うことが可

能となる制度。 

 

インフォーム要件 

キャッチオール規制の規制要件のひとつ。

輸出等しようとしている貨物等が大量破壊

兵器、通常兵器の開発等に用いられるおそ

れがあるとして、経済産業大臣が輸出者等

に通知（インフォーム）をする場合をいう。

輸出者等は経済産業大臣よりインフォーム

を受けた場合はその輸出等について輸出許

可等を申請しなければならない。 

 

う 

迂回輸出（Roundabout Export） 

最終的な目的地への輸出を隠蔽する目的

で行われる、輸出管理制度が整備されて

いない第三国等を経由した輸出。第三国経

由の迂回輸出によって、輸出しようとする

貨物が懸念国での核兵器等の開発等の行為

に利用されることがないよう需要者、用途

を慎重に確認する必要がある。 

 

運用通達 

正式な通達名は「輸出貿易管理令の運用に

ついて」。輸出令及びこれに基づく命令の

運用を定め具体的に記した通達。具体的に

は、輸出貿易管理の対象、輸出許可、輸出

承認、特例、税関の確認等、輸出の事後審

査、許可及び承認の有効期限、輸出許可等

の事務の取り扱い区分等を規定している。 

 

え 

役務通達 

正式な通達名は「外為法第 25条第１項及び

外為令第 17条第 2項の規定に基づき許可を

要する技術を提供する取引又は行為につい

て」。貨物に関する「運用通達」に対し、「役

務取引許可」を必要とする特定の「役務取

引」についての運用に関する通達。具体的

には、役務取引・特定記録媒体等輸出等許

可の取引の範囲、用語の解釈、取引の時点、

許可の基準、許可の申請方法等を規定して

いる。 

 

役務取引（Service Transaction） 

外為法第 25条第 1項の規定に基づき許可を

要する特定技術を特定国において提供する

ことを目的とする取引若しくは特定国の非

居住者に提供することを目的とする取引。 

 

お 

おそれの強い貨物 

リスト規制品目に該当しないもののうち、

核兵器等の開発等に用いられるおそれが特

に強い貨物を「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」として経

済産業省より通達にて 40 品目とそれの懸

念される用途が挙げられている。これらの

貨物を輸出する際には、核兵器等の開発等

を助長することがないよう、輸出審査（取

引審査）を特に慎重に行うことが必要とさ

れている。 

 

オーストラリア・グループ（Australia 

Group） 

化学兵器及び生物兵器の開発・製造に使用

しうる関連貨物や技術の輸出を管理し、そ
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れらの兵器の拡散を防止することを目的と

した国際輸出管理レジームのことで、オー

ストラリアが提案国かつ議長国を務めてい

ることから「オーストラリア・グループ

（Australia Group: AG）」と呼ばれている。

AGの参加国は 2018年 6月現在で 43ヶ国・

地域であり、参加国は AGの合意事項を自国

の輸出管理に反映させている。具体的には

日本は AG の会合で合意されたリストの品

目を輸出令別表第 1 の 3 項及び 3 の 2 項で

規定している。 

 

か 

外為法（ Foreign Exchange and Foreign 

Trade Act） 

「外国為替及び外国貿易法」のことで、外

国為替、外国貿易その他の対外取引が自由

に行われることを基本とし、対外取引に対

し必要最小限の管理又は調整を行うことに

より、対外取引の正常な発展並びに我が国

又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、

国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとと

もに我が国経済の健全な発展に寄与するこ

とを目的（第 1 条）として制定された日本

の法律である。 

 

外為法等遵守事項 

経産省が適切と認めて受理する事が出来る

CP の要件が定められた項目。通達「輸出管

理内部規程の届出等について」の別紙１と

して定められている。 

 

該当品目（リスト規制品目） 

輸出令別表第 1 及び外為令別表の 1 項から

15項に該当する品目で輸出許可・役務取引

許可の申請が必要な貨物・技術。 

 

外国ユーザーリスト 

経済産業省が作成する、我が国から輸出さ

れた貨物や技術を大量破壊兵器等の開発等

に用いられる懸念があるとされる外国の企

業、組織を列記した表で、通常年 1 回改正

される。 

 

該非判定（Classification Checks） 

輸出する貨物又は提供する技術について、

最新の外為法等に基づいて規制貨物等に該

当するか否かを判定すること。該非判定は

輸出貨物の特性、技術等をより把握してい

る製造者（メーカー）が判定するのが一般

的。 

 

化学兵器（Chemical Weapons） 

毒ガスなどの毒性化学物質を使い、人や動

物を殺戮する兵器のこと（大量破壊兵器の

１つ）。マスタードガス、サリン、VX ガス

などが有名。イラン・イラク戦争にてイラ

ク軍がイラン軍に対して使用し多大な被害

が出たが、これを契機にオーストラリア・

グループが発足し、化学兵器の開発に用い

うる化学剤等を規制・管理している。 

 

化学兵器禁止条約（ Chemical Weapons 

Convention: CWC） 

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁

止並びに廃棄に関する条約。1997 年 4月発

効。サリンなどの化学兵器の開発・生産・

保有・使用を包括的に禁止し、米国やロシ

アが保有する化学兵器を一定期間内（原則

として 10年以内）に全廃することを定めた

もの。193 の締約国・地域（2018 年 6 月現

在。日本は 1995 年に批准）。条約上の義務


