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はじめに

• 世界の安全保障環境は、大量破壊兵器開発や軍事力の増強等といった懸念が続き、
グローバルな貿易問題とも相まって依然不透明な状況が続いています。

• 商社はこうした安全保障環境の中で国連安保理の決議や各国の法令を遵守し、適切
な輸出管理を行わなければなりません。

• 経済産業省は外為法等の遵守及び輸出管理の重要性について企業の本社内のみなら
ず、国内及び海外の子会社にも周知徹底を行うべく平成18年3月3日付で大臣通達「
安全保障貿易に係る輸出管理の厳正な実施」を発出しており、海外拠点での体制整
備も必要となっています。

（リンク先）
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa239.pdf

• また、輸出管理の目的とは本来異なることながら、対外政策の手段として実施され
る米国の制裁法や反ボイコット法も輸出管理と密接に関係しています。

＊本資料では”安全保障貿易管理”と”輸出管理”の2つの用語を使っていますが、これら

は、ほぼ同義と捉えてください。
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商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理（*）

１．自主管理

（１）海外拠点の輸出管理

（２）実取引の無い海外拠点

（３）輸出管理法令の未整備な国

（４）教育・人材確保・育成

（５）監査

（６）情報収集

（７）レピュテーション・リスク
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２．取引審査

（１）取引審査の基本

（２）貨物・技術の該非確認

（３）需要者・顧客の審査

（４）仕向地等の確認

（５）最終用途の確認

３．制裁

（１）国連制裁

（２）米国制裁

（３）反ボイコット法

（*）安全保障貿易管理は次頁以降、「安貿管理」と略します。



１．自主管理
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（１）海外拠点の輸出管理①

【各国の輸出管理法令の整備状況】

各国の輸出管理法令の整備状況は、下記の通りに分類されます。

① 国際輸出管理レジーム(*)に沿った輸出管理法令が整備されている
国・地域

② 国際輸出管理レジームに沿ったものではないが、各種法令により
貨物の輸出や技術の提供が規制されている国・地域

③ 輸出管理法令の未整備な国・地域

(*)国際輸出管理レジームとは、大量破壊兵器や通常兵器の不拡散の観点から、国際間における物
品等の移動制限について多国間で取り決める安貿管理の枠組みを言います。
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（１）海外拠点の輸出管理②

海外拠点における管理対象は、下記の2点です。

①所在国の輸出管理法令の遵守
②本社における自主管理規程の運用

海外拠点の輸出管理では、所在国の法令を遵守することはもちろん
ですが、本社で運用している自主管理規程を海外拠点でも取り入れ
ることにより、全拠点において、同レベルの懸念顧客・懸念用途向
け貨物の輸出や技術提供を防止することが可能となります。

例えば、本社が自主管理に使用している懸念顧客リストや、特定の
用途の自主管理等がこれにあたります。また、自主管理項目に該当
する引合いが発生した場合は、本社の安貿管理部門へ相談すること
を規程に盛り込むことをお勧めします。
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（１）海外拠点の輸出管理③

【輸出管理の対象】

①輸出管理の対象は、「貨物」の輸出と「技術」（プログラム含む）

の提供となります。貨物の輸出、技術の提供は、有償・無償を問わ

ず管理が必要となります。無償サンプルや不良品返品の輸出等も管

理の対象となるので注意が必要です。また、ハンドキャリーも輸出

管理の対象となります。

なお、貨物は輸出時に税関を通りますが、技術提供は、電子メール

や技術研修等、手段や提供場所を問わない点で貨物の輸出とは異な

ります。

②貨物・技術共に、仲介・三国間取引も規制の対象となることがあり

ます。
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（１）海外拠点の輸出管理④

【安貿管理規程の制定】

所在国の輸出管理法令や社内の自主管理を遵守する為に必要となる項
目を規定します。新たに規程を制定する場合等は、本社とも相談し、
必要な項目を盛り込みます。主な項目は下記の通りです。

①輸出管理体制
②輸出管理社内手続き

(仕向国・顧客審査、用途審査、該非確認等)
③輸出許可取得手続き
④出荷管理
⑤監査、モニタリング
⑥幹部や従業員に対する教育
⑦輸出管理関連書類の文書管理
⑧緊急事態発生時の報告
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（１）海外拠点の輸出管理⑤

【管理体制の整備】

①輸出管理最高責任者

輸出管理に関する全責任を負う者として、輸出管理最高責任者を

決定します。国によっては、法令で最高責任者となるべき要件が定

められている場合がありますので注意してください。

②輸出管理担当部門

輸出管理実務運営の為、担当部門を設立します。担当部門は独立し

た部門とするか、既存の部門に専任者あるいは他の業務との兼任

者を置くか等、会社や輸出取引の規模に応じ決定します。但し、

担当部門は輸出管理の観点から取引審査を行う為、営業部門と

は異なる部門として牽制機能を持たせる必要があります。
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（２）実取引の無い海外拠点

• 商社の海外拠点では、ビジネス上のニーズ、あるいは現地法制上の
制約から、客先等との連絡（リエゾン行為）や情報収集に活動を限
定している場合があります。

• 所謂商行為が無い場合でも、サンプルの送付や機材の修理返品をす
る、あるいは他の営業拠点の為に客先とコンタクトする上でも、何
らかの安貿管理のルールが必要です。

• チェックシート等による確認や、輸出取引が発生する場合は、本社
や地域統括会社の安貿管理部門に相談するといったルールを決めて
おくことも有効です。
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（３）輸出管理法令の未整備な国

デュアルユース品の規制等、輸出管理に関する法制度が整備されて
いない国も多くあります。（例：インドネシア）

その場合、下記の対応が必要です。

①所在国の法令を完全に遵守しつつ、日本での輸出管理を援用した管
理を検討すること。

②日本での輸出管理や自主管理項目の取り込みに関しては、本社ある
いは地域統括会社の安貿管理部門に相談した上で、規程類に盛り込
むこと。

③法令未整備国で新法令が制定される場合、新法令に沿った社内体
制・規程の整備、該非確認等、大幅な見直しが必要となる為、本
社の協力を得て施行までに準備を完了すること。
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（４）教育・人材確保・育成

• 海外拠点、特に所在国からの輸出件数が多い拠点においては、可能な範囲
で、輸出管理に関する教育・研修を定期的に実施することが望ましい為、
教育・研修について、本社や海外拠点の安貿管理規程に盛り込み、各拠点
で輸出管理の責任者や実務担当者を任命・育成することが必要です。

• 教育内容については、日本での教育と同様の輸出管理の基礎に加え、所在
国特有の輸出管理法令や所在国でのビジネスに密接に関わる国際情勢動向
を盛り込むことが望ましいと思われます。

• 教育方法については定期的に、あるいは必要に応じて、海外拠点での集合
研修とeラーニングを組み合わせて実施することが効果的です。

• 後述する監査の結果を反映しつつ、実務に役立つ研修が望まれます。
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（５）監査

• 海外拠点、特に所在国からの輸出件数が多い拠点においては、可能な範囲
で、輸出管理状況を定期的に監査（安貿管理部門によるモニタリングを含
む）することが望ましく、監査について、本社や海外拠点の安貿管理規程
に盛り込むことが必要です。

• 監査内容については、対象期間に行われた輸出・仲介・三国間取引が本社
や海外拠点の安貿管理規程を遵守しているか否かを評価します。

• 監査方法については、定期的に海外拠点の自己申告への確認から、監査部
門による実査に至るまで、海外拠点の取引規模・実態に応じて、柔軟かつ
継続的に行うことをお勧めします。

• 監査結果を社内関係者間で共有し、海外拠点の安貿管理の改善・強化（教
育・研修を含む）に繋げることが大切です。
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（６）情報収集

• 商社は、輸出入、仲介取引、事業開発による海外での事業経営とグローバ
ルに活動を展開しており、安貿管理を適切に行う為には、法規制や顧客情
報について情報収集に努める必要があります。

• まず、各国の輸出管理法令は国際条約や国際輸出管理レジームといった多
国間の合意を所在国の法律に落とし込んで運用されており、各国の法令改
正について常に把握しておかなければなりません。

• 次に、日常的に安貿管理を行うには、安全保障上のリスクを回避する為に
顧客や最終需要者等についての取引審査に係る情報収集が必要となりま
す。

• 取引審査において顧客や最終需要者に懸念がないか、国連安保理や米国等
から指定された制裁対象でないかを確認する必要があり、国連や各国が公
表するリストや民間の調査情報を活用して審査を行います。
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（７）レピュテーション・リスク

• 事実でなくても、商社が懸念国やテロリストの活動に関与していた
等のニュースが流れることは会社のレピュテーションを著しく損な
います。

• また、商社はグローバルに活動しているため、米国の民間団体や投
資ファンドから米国制裁国との取引について、警告を受けたりしま
す。通常の安貿管理以外にもこうした団体からの問合わせ等につい
ては適切に対応し、レピュテーション・リスクの低減に努めなけれ
ばなりません。

• 代表的な団体やファンドの事例は下記の通りです。
- UANI（United Against Nuclear Iran）

→イランが不法な核兵器開発やテロ及び人権侵害の支援を放棄するよう活動している団体

- カリフォルニア州職員退職年金基金（The California Public Employees’ Retirement System-CalPERS) 

→いわゆる「もの言う株主」の代表格

- イリノイ州投資政策委員会（Illinois Investment Policy Board)

→州法によりイランやスーダン企業とビジネスを行う特定の企業への投資を禁止
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２．取引審査
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（１）取引審査の基本① － 取引審査の視点

安貿管理の観点から契約締結前に貨物の輸出・技術の提供の可否を所
在国の法令等に則り、総合的に審査することを取引審査と言います。

また所在国の法令チェックのほか、米国の再輸出規制や日本の外為法
にも注意が必要です。

取引審査では主に下記4点を確認します。

① 貨物・技術の該非確認

② 需要者・顧客の審査

③ 仕向地等の確認

④ 最終用途の確認
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（１）取引審査の基本② － 体制・ルール作り

海外拠点が取引審査を実施する際、本社との連携が不可欠で
す。

その為にも、本社と海外拠点間のルール作りが必要です。
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海外拠点

右図の取引審査の確認点につい
て、下記の場合は、本社と協議
の上、取引可否を決定すること
が望ましい。

・貨物・技術が規制に該当
する場合

・需要者・顧客に疑義
がある場合

・最終用途に疑義
がある場合

本
社

貨物・技術
の該非確認

需要者・顧
客の審査

最終用途の
確認

ルール

• 本社への申請ルール
• 定期監査実施のルール
• 教育/研修等実施のルール
• 取引審査実施の情報共有ルール

（相談ルート）
• 制裁法等、関連情報共有ルール

他



（２）貨物・技術の該非確認①

該非確認とは取引の対象貨物や技術が所在国政府の輸出許可を要する規制品リストに該当するか否か
を判断することです

本社と海外拠点の間で下記のプロセスを事前に取り決めておくと、海外拠点において円滑な該非確認
ができます。

①貨物・技術が所在国政府から輸出許可が必要であるかを確認します。

②貨物・技術の特性に応じた、該非確認 (プロセスを次頁に掲載)を行います。

A) 日本からの輸出品目の場合：

日本輸出時の該非判定情報を参考にして該非確認を行います。

本社は下記の情報を海外拠点と共有しておくと、該非確認を効率的に行うことができます

・ リスト規制品の該当項番

・ 国際輸出管理レジームの規制項番

・ 米国輸出管理規則（EAR）の該非確認 等

B) 日本からの輸出品目でない場合：

海外拠点で該非確認を実施します。

③海外拠点（営業部署、管理部署共に）での該非確認が難しい場合は、所在国の輸出管理当局への確

認や本社に相談する体制・プロセスを構築します。
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。



（２）貨物・技術の該非確認②

該非確認は、通常、下記のようなプロセスで確認します。
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所在国の輸出規制リストの有無を確認

仕入先に「該非確認書」を要求

輸出規制リストと対比して、該非確認

米国原産品の確認

所在国政府の輸出許可等を申請

各社の自主管理に基づき判定

許可要否を判断の上、
米国再輸出許可を申請

規制リストあり

入手

入手不可

判定できず規制リストなし

貨物・技術を輸出

許可等を取得

許可を取得

EAR規制対象品目か確認

規制リストあるいは規制対象に該当

規制リストに非該当

規制対象外

米国原産品に該当米国原産品に非該当

規制対象品に非該当

規制対象品目に該当

所在国政府へ確認

規制リストに該当

ス
タ
ー
ト



（３）需要者・顧客の審査

需要者・顧客（輸入者・契約先・仲介業者等）が下記の4点に該当するか確認
します。

新規顧客の場合、会社概要をホームページ等で確認することが必要です。ま
た、継続案件であっても、その都度顧客の情報を入手し、上記4点に当てはま
らないことを確認することも重要です。
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需要者・顧客が大量破壊
兵器の開発等を現在、過
去に行った情報がある。

原子力発電所、原子力研
究所あるいは核燃料事業
会社等である。

需要者・顧客が軍あるい
はそれに準ずる組織であ
る（警察等を含む）。

需要者・顧客が「懸念顧
客リスト」に掲載されて
いる。

「懸念顧客リスト」は一般的に下記のリスト・情報から該非を確認します。

日本の経済産業省の外国ユーザーリスト

米国のConsolidated List (SDN, DPL, Entity List, Unverified List 等）

所在国の懸念顧客リスト

その他: 国連、EU公開情報、民間の情報サービス等



（４）仕向地等の確認

仕向地（経由地含む）が懸念地域に該当するか否かのチェックも重要です。懸
念地域へ輸出を検討する場合、規制が厳しいことに加え、北朝鮮のような全面
禁輸国もあり、本社あるいは地域統括会社の安貿管理部門へ確認する等のプロ
セスの構築をお勧めします。

上記のほか、自主管理として米国・EUの制裁対象地域、紛争地域、軍事政権
国家なども注意が必要です。
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本社

仕向地等の確認ポイント

日本の輸出令別表４の懸念国
（イラン、イラク、北朝鮮）

米国のテロ支援国・禁輸国（イラン、
シリア、北朝鮮、スーダン、キューバ）

所在国が指定する禁止国
国連武器禁輸国（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、スーダン）

一つでも該当した場合
は取引の可否について
本社へ確認



（５）最終用途の確認

取引の対象となる貨物や技術の用途について、需要者・顧客等に確認します。

その他、Red Flag Check（次頁）を利用して、大量破壊兵器、通常兵器の開
発等への不正転用・転売の懸念を確認することも有効です。
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上記確認の結果、用途が…
民生用途の場合：取引問題無し。
懸念用途の場合：『大量破壊兵器』『通常兵器』の製造・開発等に利用されるか確認。

「懸念用途」の場合
は、取引の可否に
ついて本社へ確認

懸念用途に使用される場合は、会社のポリシーや規程に係る問題ですので、海外拠点だけ
で取引可否を判断するのではなく、日本の本社にも確認することをお勧めします。

需要者・顧客等より誓約書（用途確認書）を取り付けることが重要です。誓約書を取り付
けられない場合、下記のような方法もあります。
・契約書、図面等の文書に用途が記載されてないか確認する。
・電話やe-ｍailで直接確認する（電話の場合、メモにして残しておく）。
・実際に工場等の現地を訪問して確認する（出張報告書の形で書面に残しておく）。

用途が「民生用途」
「懸念用途」どちら

か確認

需要者・顧客等に
最終用途を確認する
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・顧客あるいはその住所が、公開された懸念リストに記載されている当事者の何れかと類似してい
る。

・顧客あるいは購買担当者は、商品の最終用途に関する情報を提供することに消極的である。
・小規模なパン屋さんが先進的なコンピューターを注文するなど、製品の機能が購入者の業務に合

わない。
・電子産業のないような国に半導体製造装置が輸出されるなど、注文された商品が輸出先の国の技

術レベルと合致しない。
・通常はファイナンスが必要な案件でも、顧客は現金で支払おうとする。
・顧客には、ビジネス上の経歴が殆どない。
・顧客は、製品の性能特性に不慣れだが、それでもその製品を買おうとする。
・通常必要とされる定期的な据付、トレーニングあるいは保守サービスを、顧客が拒否する。
・配送日が曖昧である、あるいは配送が仕向地から外れて計画されている。
・貨物運送会社が製品の最終目的地として記載されている。
・商品と仕向地に対する発送ルートが異常である。
・梱包が記載された発送方法や仕向地と矛盾している。
・顧客にはビジネス上の背景が殆どない、あるいは全くない。
・質問に対して購入者は回避的であり、購入された製品が国内使用、輸出あるいは再輸出の為の

ものであるかどうか不明確である。

Red Flag Check

出典：米国商務省Red Flag Indicators
https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oee/compliance/23-
compliance-a-training/51-red-flag-indicators

https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oee/compliance/23-compliance-a-training/51-red-flag-indicators


３．制裁

24



（１）国連制裁

• 国連では安保理決議により各種の制裁を科す場合があり
ます。具体的には武器禁輸、各種の輸出入禁止、資産凍
結等の金融制裁等があります。

• 国連制裁に従うことは加盟国の義務であり、日本を含む
各加盟国により国内法化されています。

• 従って、国連制裁に係る所在国の国内法の遵守が求めら
れます。

25



（２）米国制裁①－米国制裁の基本

• 日本企業としては、日本の法律を遵守するほか、所在国や取引上関係する
国の法律を守るのは当然の義務ですが、米国の制裁法令やEARに注意が必
要な場合もあります。

• 米国の制裁に注意する必要があるのは、米国の制裁には明示的に外国企業
を対象にしている所謂「二次制裁」がある場合や、制裁対象（SDN等）と
の全てのドル決済や在米資産取引を禁止する規制がかかる場合があるから
です。

• 所在国や日本の法律では合法的な取引でも米国の制裁対象が関わる場合に
は、金融機関が決済を拒否したり、米国の処罰を受けるリスクがありま
す。従って、取引・顧客審査では米国独自の制裁対象もスクリーニング対
象にすることが一般的です。

• 上記の理由から、商社の顧客・取引のスクリーニングにおいても、米国の
各種制裁リストを含むことが必要となります。
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（２）米国制裁②－主な根拠法

27

•輸出管理法（汎用品）。商務省産業安全保障局(BIS)が所管。

•下部規則はExport Administration Regulations (EAR)。

•規制対象リストはCommerce Control List (CCL)。

Export Control Reform Act of 2018 (ECRA)

•武器の輸出管理。国務省防衛取引管理部(DDTC)が所管。

•下部規則はInternational Traffic in Arms Regulations (ITAR)。

•規制対象リストはUnited States Munitions List (USML)。

Arms Export Control Act（AECA）

戦時に大統領に広範囲に経済制裁の権限付与。現時点での対象はキューバのみ。

Trading with the Enemy Act of 1917

•対外的な脅威に経済的に対応する為の法律。

•大統領が緊急事態を宣言することで、外為取引、金融取引、資産取引等の制限が可能。

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)



（２）米国制裁③－主な制裁リスト
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•Specially Designated Nationals (SDN)

資産凍結、米国人・米国在住者の取引禁止。

•Foreign Sanctions Evaders (FSE)

イラン制裁違反者等との取引禁止。

財務省

•Denied Persons List (DPL)

EAR違反者が対象。EAR対象品目の取引禁止。

•Entity List

安全保障上等の理由から懸念がある企業・個人取引にはEL要。

商務省

•AECA Debarred List

ITAR違反者が対象。武器取引の禁止。

•Foreign Terrorist Organizations List

資産凍結、EL発給停止等

•Nonproliferation Sanctions

核不拡散関連の違反者

国務省



（２）米国制裁④－SDN

• SDNはOFACにより個人、法人、船舶・航空機単位で指定されます。SDN
指定を受けた場合、指定者の在米資産が凍結され、US Person（米国人・
米国企業・米国にいる非居住者）との取引が禁止されます（一次制裁）。

• SDN指定は、北朝鮮やロシアのクリミア侵攻関連等のほか、国際テロ関
連、人権侵害、サイバー犯罪、麻薬関連、日本の暴力団を含む国際的な犯
罪組織等多岐にわたります。

• SDNが50％以上出資する法人はSDN指定された法人と同じ制裁を受けま
す。そこから50％以上出資する法人も同様で、連鎖的に制裁対象が拡大す
る可能性があります。

• 日本企業等のNon-US person（非米国人・非米国企業）がSDNと取引を行
った場合は、次頁の二次制裁により処罰されることがあります。

• また、SDNとの取引を米ドルで行った場合等にはNon-US personが制裁さ
れる可能性もある為、SDNが絡む取引の場合には注意が必要です。
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（２）米国制裁⑤－その他の制裁等

• 米国では、イラン、ロシア、キューバ、北朝鮮等に対す
る制裁法があります。制裁を遵守すべき者は原則、US 
Person (米国人・米国企業・米国にいる非居住者）です
が、この制裁法の一部には、Non-US person （非米国
人・非米国企業）を対象にした「二次制裁（Secondary 
sanction）」が存在します。

• 所謂制裁以外では、ECRAを規定している2019年国防授
権法（NDAA 2019）に、一部中国製品の政府機関によ
る使用や、同製品を使用する企業との政府機関による契
約を規制する規定があります。
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（２）米国制裁⑥－制裁リスクへの対応

• 取引の安全性を担保するリスク管理の一手段として、DD（Due
Diligence）が重要となります。

• チェックポイント（例）

-取引相手のバックグラウンドチェック（制裁リスト掲載の有無、出資関係など）

-自社側の関係者のチェック（US personの関与の有無）

-提供する品目、サービス等の確認（米国原産の規制品目やサービスの有無、武器・軍

事用途関連の有無）

-決済手段の確認（米ドル決済の有無、金融機関取引の可否）

-契約条件によるリスク回避（制裁対象との取引や転用･転売をしない/制裁法に抵触

しない旨の表明保証条項、解約条項等）
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（２）米国制裁⑦－制裁違反事例

非米国企業に対しても制裁法違反に対する罰則・多額の罰
金が科せられています。

32

企業名 国・業種 処分 年月 備考

Société Générale S.A. フランス・金融機関 罰金13.4億ドル
（約1,400億円）

2018/12 制裁対象国（イラン、
スーダン、キューバ、
シリア）とのドル決済

中興（ZTE）及びその
子会社

中国・通信機器メーカー ・Entity List掲載
・Denied Persons List掲載
・罰金23億ドル
（約2,500億円）

2016/3
2018/4
2018/6

イラン・その他制裁対
象国への不正迂回輸出
スキームの構築

BNP Paribas S.A. フランス・金融機関 罰金89億ドル
（約9,000億円）

2014/6 制裁対象国（イラン・
スーダン）とのドル決
済

非米国企業の制裁違反と罰則（例）



（３）反ボイコット法

• 一部の国では、他国の単独制裁等に従うことを禁止している場合が
あり、自主管理の一環として所在国の規制以外の制裁に従う際に注
意が必要な場合があります。

• 特に米国では厳しい反ボイコット法があり要注意です。法律上名指
ししていませんが、アラブ連盟によるイスラエル・ボイコットの遵
守を禁ずるものです。

• 同様な規定はドイツにもあるほか、カナダでは米国のキューバ制裁
遵守を禁止しており、EUでは米国のイラン制裁に従うことを法律
で禁止しています。こうした相反する法律のある国がそれぞれ関与
するビジネスでは情報管理に注意が必要です。
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（別添）リンク集

◆ 経済産業省 安貿管理：

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

◆ 外務省 不拡散：

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku/index.html

◆ 米国財務省：

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

◆ 米国商務省産業安全保障局：

https://www.bis.doc.gov/

◆ 米国官報(Federal Register)：

https://www.federalregister.gov/

◆ 米国議会（各種輸出管理法案、制裁法案等検索可）：

https://congress.gov/

◆ 米国ホワイトハウス：

https://www.whitehouse.gov/

◆ ドイツ経済輸出管理局：

http://www.bafa.de/EN/Foreign_Trade/Export_Control/export_control_node.html

◆ 英国輸出管理機構：

https://www.gov.uk/government/organisations/export-control-organisation
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