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第１章  事業関係事項 

 

世界の安全保障情勢は、激動状況となっている。これまで、米中間の緊張の

高まりとそれに伴う諸規制、制裁の拡大への対応が大きな課題となっていたが、

ロシアによるウクライナ侵攻が、多くの方面からの予想を裏切る形で、２月下

旬に突然行われた。これに対抗して、G７諸国やEU、主要先進国が連携して、

前例のない大規模な制裁を集中的に講じたことにより、経済的影響も極めて大

きなものとなった。 

その制裁の中で、輸出規制についてもG７諸国が連携して広汎な措置が講じ

られることになり、我が国においても、閣議了解の下、ロシアが承認した２つ

の自称「共和国」との輸出入禁止、リスト規制品目の審査手続きの厳格化、ロ

シアの特定４９団体（更に７１団体を追加）に対する輸出禁止、ロシアの軍事

能力等の強化に資する汎用品（更に先端的物品等を追加）の輸出禁止が相次い

で決定された。 

今後、国際社会による制裁もより厳しくなると思われ、事態の推移を注視し

ていく必要がある。 

他方、米中関係の緊張だが、米議会での規制・制裁の動きは強まっている。

これまで導入が遅れていた新興技術や基盤的技術の規制についても、具体化し

つつある。また、Entity List掲載その他の輸出規制だけでなく、株式上場や

取引を規制する法令も実施に移され、輸出規制と資金提供規制の融合が進みつ

つある。ウイグル等の強制労働関連のサプライチェーンについてのデューデリ

ジェンスの要請や関連の輸出入規制措置が強化されたほか、包括的な対中強硬

法案が上下院で出揃い、現在統一案作成に向けた協議が行われている。 

このように安全保障、人権の両面で規制・制裁の手段、対象、内容が広がり

つつあり、今後の動向を注視していく必要がある。 

一方で、中国側においても、中国輸出管理法やデータ安全法が実施されつつ

ある。輸出管理法では、再輸出規制、みなし輸出規制等、異質な規制内容であ

ることが明らかとなり、データ安全法体系での輸出管理品目や科学研究成果等

のデータの越境移転管理も別途必要となってくる。また、反外国制裁法も昨年

6月に制定され、米国等の規制、制裁との間で板挟みになる懸念もあり、その

実際の運用がどうなるのか気になるところである。 
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国内に目を転じると、産業構造審議会安全保障貿易管理小委員会中間報告書

が昨年６月に公表され、みなし輸出規制の実施や、国際輸出管理レジームとは

別途の有志国による対応、人権問題に係る輸出管理面での対応等が検討課題と

して挙げられ、提言された。 

これを踏まえ、一定の類型に該当する者に対する技術提供については、企業

内であっても国籍を問わず許可を必要とする新たなみなし輸出規制が実施され

ることになった。 

同時に、輸出者等遵守基準省令も、平成２１年の制定以来初めてとなる改正

が行われた。そこでは、需要者の確認の確実な実施や、特定重要貨物等の輸出

等の業務に関わる子会社への指導が求められることとなり、厳しい安全保障環

境を踏まえた十分な対応が求められている。 

このような予見が極めて難しい国際情勢の中、輸出者としては、緊張下にあ

るこれら諸情勢を十分にフォローしつつ、実効性のある、適切な安全保障輸出

管理を行っていく必要がある。 

また、かねてからの懸案であった規制番号体系の国際化（EU準拠）に関して

は、三団体協議会の場で協議が進められてきたところであるが、２０２１年度

に一定の進展があり、自主管理に大きく資することとなった。 

ＣＩＳＴＥＣとしても、引き続き、産学官のリンケージチャネルとしての役

割・機能を高めつつ、我が国全体の輸出管理水準の向上に向けて、一層の貢献

を行っていくことが期待されている。 

なお、新型コロナウィルスについては、変異株の出現など未だに感染の終息

が見通せない状況であり、海外も含めて、今後の政治的、経済的影響は予見し

がたいところがある。安全保障に関わる諸情勢についても注視していくととも

に、ＣＩＳＴＥＣの事業の遂行においても、引き続き、感染防止を 優先し弾

力的に対応していく。 

２０２１年度は、上述の状況を受け、具体的な事業を以下のとおり行った。 
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Ⅰ 輸出管理に関連する調査・研究、情報の収集・分析  

 

１．輸出管理に関する総合的調査研究－安全保障輸出管理委員会の運営 

 

  前年度に引き続き、産業界の主要な賛助会員企業が参加する安全保障輸

出管理委員会傘下の部会、専門委員会及び分科会等において、規制の国際

的ハーモナイゼーション、産業界のニ－ズ等の観点から、総合的に調査・

研究を行い、規制内容の明確化、手続の効率化等を検討した。また 新の

法令内容を反映した企業の自主管理支援ツールを作成した。  

 

（１）調査・研究活動の成果等 

 

①   欧米・アジアの輸出管理法制度、運用に係る調査 

    既調査国 ･地域のうち、米国、欧州連合（ＥＵ）、欧州５ヶ国及び

アジア１４ヶ国・地域の輸出管理法制度について、前年度情報を更新

した。 

②   見学研修等 

例年実施してきた自衛隊施設等への見学研修会は新型コロナウィ

ルスの影響で本年度も中止せざるを得なかった。一方で、無人航空機、

ステルス材料等についての勉強会を実施した。また、「ノイマン型コ

ンピュータ」の 新動向を把握すべく、チップ搭載のベクトル処理機

能、高性能汎用サーバ、インターコネクト技術について調査した。 

 

（２）企業の自主管理支援ツールの作成 

 

以下のパラメータシート、ガイダンス等を作成した。 

政省令改正に伴うパラメータシート及びガイダンスの作成に当たって

はできる限り分かり易い形式・表現を目指した。特にパラメータシー

トについては作成様式をエクセルに統一し、利便性と改ざん防止性を

高め、施行日に間に合わせ発行した。 

 

①   輸出管理品目別パラメータシート（改訂 ７件） 
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    先端材料関連、化学製剤原料関連、エレクトロニクス、コンピュ－タ、

通信・情報セキュリティ、音響センサ－・レーダー、別２化学品関係 

 

②   自主管理関連ガイダンス 

みなし輸出管理の明確化、輸出者等遵守基準の改正にともない大幅な

手直しが必要となった「モデルCPガイダンス」の改訂を改正の施行日前

までに作成、発行した。 

 

③   輸出管理品目別ガイダンス（改訂 ８件） 

    核・原子力関連資機材、航空宇宙関連資機材、化学兵器製造関連資

機材、生物兵器製造関連資機材、先端材料関連、材料加工、エレク

トロニクス、通信・情報セキュリティ 

 

④   海外法制度ガイダンス等（改訂 ４件） 

海外輸出管理法制度ガイダンス米国版、同欧州版、同中国版、同アジ

ア版（米国版は今後発行予定） 

 

２．安全保障輸出管理にとって有益な情報の収集・分析 

 

 国内外の文献、外部調査会社、弁護士事務所、有識者等の情報ソースを

通じ、以下の情報をはじめとした関連情報を多面的に収集し、体系的に整

理・分析し、ＣＩＳＴＥＣジャーナル、ホームページを中心に会員等に提

供した。 

 

（１）ロシアのウクライナ軍事侵攻への制裁関連動向の情報 

 

 ロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の、親ロシア派武装勢力が

実 効支 配す る２ 地域 （い わゆ る自 称「 ドネ ツク 人民 共和 国」 及び 自称

「ルガンスク人民共和国」）の独立を承認する大統領令に署名し、さら

に、これらの２地域に軍を派遣するよう国防省に命じた。さらに、ロシ

ア軍がウクライナへの全面的な侵攻を開始し、首都キーウやその他のウ

クライナ諸都市の大々的な攻撃を継続している。 
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ロシアによるウクライナへの軍事侵攻等に対して、我が国を含む西側

主要国は、これまで例をみない広汎な制裁措置を取ることに合意し、発

動した。 

特に米国の制裁は、輸出規制、金融制裁とも、その域外適用により我

が国企業の取引にも大きな影響を与えるため、情報を適時に収集・提供

を行った。 

 また、我が国においても、米国、EU等の主要国と協調し、同様の制裁

措置の発動を閣議了解により決定し、輸出禁止等の措置は外為法に基づ

くものとして政省令改正等により行われることになった。 

米国は拡大直接製品規制を広汎に適用することとしたが、その許可免

除は、「米国と実質的にほぼ同様の措置を講じることをコミットしてい

る」ことが条件となっていたところ、我が国も閣議了解によりコミット

することとしたことにより、主要３７カ国が許可免除となった。 

 このような経緯のため、我が国の輸出禁止等の規制措置も米国、EUに

準じた広汎なものとなった。ＣＩＳＴＥＣでは速やかに内外の制裁の諸

動向についての解説資料を作成・提供し、引き続き情報を適時に収集・

提供を行った。 

 

（２）欧米、中国、アジア諸国の輸出管理制度及びその運用の実態等の情報 

  

米中関係は安全保障、人権、台湾・香港、東・南シナ海等の問題を巡

り、更に緊張関係が高まっており、EUにおいてもこれらへの懸念が高ま

っている。米中双方は、様々な対抗規制（米国による「米国イノベーシ

ョン・競争法案」に含まれる「戦略的競争法案」等、中国による「反外

国制裁法」等）を打ち出しているが、その狭間で、日本企業を含む産業

界、金融界が踏み絵、板挟み局面に直面する可能性もあり、難しい局面

になっている。これらの動きは、わが国産業界や大学・研究機関の経済

安全保障に密接に関わる動向であるため、引き続き注視が必要となって

おり、情報を適時に収集・提供を行った。 

   なお、アジア諸国での輸出管理制度整備が進みつつある中、情報収集

・提供にも努めた。 
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（３）米中・米朝・米露関係等の緊張と関連動向等に関する情報 

 

 上記の米中における法制度整備、米ロにおける制裁措置のほか、米国

による制裁その他の措置、中国における軍民融合戦略の深化、米中ロの

先端兵器開発の推進、イラン核合意再建に向けた協議、北朝鮮の核・ミ

サイル開発、その他関連する政治・軍事動向等を引き続き慎重にフォロ

ーし、産業界への影響やリスクに関する留意点について情報発信した。 

 

（４）中国軍需関連産業における軍民融合の実態等に関する情報 

 

ＣＩＳＴＥＣジャーナル記事や賛助会員コーナーでの積極的な提供を

継続した。 

 

（５）北朝鮮における核開発動向、調達・拡散動向、制裁動向等に関する情報 

 

国連の北朝鮮制裁をめぐる専門家パネルによる報告書や海外シンクタン

クの報告書等をもとに、北朝鮮の不正調達の動向、北朝鮮制裁に関する米

国の政策動向等についても引き続き解説を行った。 

 

Ⅱ 安全保障輸出管理に関する政府への提言等 

 

（１）規制合理化に向けた要望、提言 

 

大きく変化する国際情勢に対応し、産業界に求められている役割も十

分に配慮しつつ、グローバルな国際競争力維持等、産業界の視点から合

理的で実効性のある規制の実現に向け、安全保障輸出管理委員会傘下の

関係委員会等から様々な要望・提言を行った。（以下は成果を得た主な

もの） 

・貨物等省令第１条第三号の「重水素化合物」に関する要望 

・提出書類通達別表３国及び地域区分に関する要望 

・大型５軸加工機該非判定に対する合理化要望 

・移設検知装置のインセンティブに関する要望 
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引き続き、法制度・運用の合理化のための要望・提言を行っていく。 

  

（２）規制番号のＥＵ準拠に向けた取組み 

 

規制番号体系の国際化（EU準拠）に関しては、２００６年に初めてＣＩ

ＳＴＥＣが要請して以来、様々な紆余曲折を経て、２０１７年の産業構造

審議会安全保障貿易管理小委員会報告において、EU体系に準じた品目毎の

体系への移行が提言された。これを受け、日本機械輸出組合、日本貿易会

との三団体協議会の場で経済産業省と協議が進められてきたところ、現行

法の中では一定の法的制約がある中で、まずは現行体系の下で実現できる

ことに取り組むとの方針の下、鋭意作業が進められた。 

その結果、経済産業省において日-EU番号の対比表を作成し、EU番号に

よっての許可申請も可能にするとの枠組みが２０２２年３月に具体化する

こととなった。品目毎に分類されたEU体系に準じた体系への移行について

は継続課題として取り組みつつ、今回進展を見た枠組みについて周知した。 

 

（３）我が国の輸出者にも域外適用される米国の再輸出規制や制裁に関し

ても、対中国を意識した新たな措置等、その動向をフォローすると共

に、必要に応じ米国政府への働きかけを行った。 

 

Ⅲ 産業界の自主的な安全保障輸出管理活動への支援  

 

１．総合データベース等を通じた関係情報の提供 

 

  総合データベースにおいて、懸念顧客及び懸念国等に関する情報、輸出

規制関連法令等の情報、その他企業の自主輸出管理に有益な情報の提供を

行った。 

ＣＨＡＳＥＲコーナーでは、検索システム等の利便性向上の検討を進め

た他、ＣＨＡＳＥＲコーナーのオプションサービスの一つである、一度に

複数の取引先をまとめて検索する一括照合システム「ＣＨＡＳＥＲローカ

ルバッチシステム利用サービス（ＬＢＳ利用サービス）」については、そ

の利便性向上を目指して仕様を一新し、改善版の再提供を行った。また、
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コンテンツ拡充の一環として、米国政府から新規に公開された制裁リスト

を収録した。 

 

 これまで以上の顧客満足度向上を目指し、ＣＨＡＳＥＲサービスの着実

かつ積極的なサービス運用及び顧客対応を継続した。 

 

（参考） 

・総合データベースの更新情報「ＣＩＳＴＥＣ Hotline」の発行 255件  

・安全保障貿易管理に係わる政省令等の改正情報  

「ＣＩＳＴＥＣ  Express News」のホームページへの掲載     13件  

・ＣＨＡＳＥＲコーナー ＣＩＳＴＥＣ顧客情報収録数   16,893件  

・ＣＨＡＳＥＲコーナー ＤＰＬ等顧客情報収録数     34,623件  

 

２．企業の自主輸出管理ツールの提供等 

 

（１）  ガイダンス、該非判定帳票類、解説書の発行 

 

   輸出管理担当者の実務に有用な該非判定結果記入用帳票である輸出貿

易管理令別表第１項目別対比表、各種パラメータシートの他、該非判定や

社内輸出管理のための参考書となる各種ガイダンス等を出版、提供した。 

 

①   ガイダンス類 

〇 品目ガイダンス 

・輸出管理品目ガイダンス＜先端材料＞第１７版   ２０２１年 ７月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜航空宇宙関連資機材＞第１１版  

２０２１年 ７月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜通信・情報セキュリティ＞第１７版  

２０２１年 ７月 

・輸出管理品目ガイダンス＜エレクトロニクス＞第１７版  

２０２１年 ８月 

・輸出管理品目ガイダンス＜核・原子力関連資機材＞第１１版  

２０２１年 ９月 
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  ・輸出管理品目ガイダンス＜化学兵器製造関連資機材＞第１４版  

２０２１年１２月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜生物兵器製造関連資機材＞第１２版  

２０２１年１２月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜化学製剤原料関連＞第１０版    

２０２２年 ２月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜材料加工＞第１５版   ２０２２年 ２月 

 

  〇 海外法制度 

  ・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜アジア版＞第１６版 

                           ２０２１年 ４月 

  ・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜中国版＞第１６版 

                           ２０２１年 ４月 

・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜米国版＞第１５版  

                           ２０２１年 ４月 

  ・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜欧州版＞第１６版 

                           ２０２１年 ４月 

②   該非判定帳票類 

・パラメータシート 

＜＜輸出貿易管理令別表第２関連＞（別表第２化学品関連）＞    

                        ２０２１年１０月  

・輸出貿易管理令別表第１ 外国為替令別表 項目別対比表  

                        ２０２１年１２月 

・パラメータシート＜コンピュータ＞       ２０２１年１２月 

・パラメータシート＜通信・情報セキュリティ＞  ２０２１年１２月 

・パラメータシート＜エレクトロニクス＞     ２０２１年１２月 

・パラメータシート＜音響センサー・レーダー＞  ２０２１年１２月 

・パラメータシート＜先端材料関連＞       ２０２１年１２月 

・パラメータシート＜化学製剤原料関連＞     ２０２１年１２月 

 

（２）税関における通関業務の円滑化のための該非判定情報の提供  
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①   自主判定結果公表リスト（集積回路） 

２０２１年度中、382件を新規に公表し、5,527件を削除した。 

２０２２年３月末現在の有効な公表件数は155,860件（公表社数３７

社）となった。 

 

②   ＷＥＢ版公表リスト検索システム 

利便性の高いＷＥＢ版の「検索システム」を２０１１年６月より導入

し、輸出者の通関実務の迅速化につながっている。メーカー、通関業者、

全国すべての税関・財務省関税局で利用いただいている。 

また、既公表分をとりまとめた２０２１年度版の公表リスト「総集

編」（ＤＶＤ・ＰＤＦ版）を発行した。  

 

（３）安全保障輸出管理実務能力認定試験に係る新規出版 

 

安全保障輸出管理実務能力認定<STC Advanced>過去問解説 (第1回～第5回）

                                             ２０２１年５月 

 

（４）ＷＥＢセミナー及び研修用ＤＶＤサービスの拡充 

    

ＷＥＢセミナーは、時間的、場所的、空間的な制約を受けることなく

研修会を受講できるシステムとして、大きく企業向けと大学向けに分け

て、時機に合った内容の提供を行っている。２０２１年度は、米中関係

の緊張と関連規制動向の解説、また、輸出管理の基本について１０分程

度にまとめてわかりやすく説明した「10分 de輸出管理」を作成し、内容

の拡充を行っている。配信方法はストリーミング方式とダウンロード方

式の２つを併用することとし、一層の利便を図っている。 

また、聴講者が多いセミナーについては引き続き、研修会を録画・編

集し、セミナー終了の約２か月後にＤＶＤとして物販による提供を行っ

ている。その際、ＣＤ－ＲＯＭにテキストのＰＤＦデータも収録し、組

織内で広く活用が可能となるよう利便性を図っている。 

 

３．相談業務の実施 
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  ２０２０年度にインターネットを活用したＷｅｂ相談体制等を整備した

ことで遠方からも対面で相談可能となり、Covid-19の影響を受けることな

く貨物・技術に係る該非判定、規定の解釈、許可申請書とその添付書類、

輸出管理内部規程（ＣＰ）の作成、キャッチオール規制等に関する相談対

応を行った。 

    ２０２１年４月から２０２２年３月まで１年間の延べ相談法人数は 945

法人（窓口相談339法人、電子メール相談606法人）、相談内容分類では下

表に示すように延べ1,273件の相談に回答した。 

また、対面相談（Ｗｅｂ相談を含む）は賛助会員以外の企業等も利用す

ることができ、その割合は対面相談全体の６３％（賛助会員（大学会員を

含む）：125法人  その他： 214法人）であった。なお、該非判定の結果を

求める相談には内容に応じてＣＩＳＴＥＣ該非判定支援サービスを紹介し

ている。 

 

相談内容 
相談件数 

合計 対前年度比 
面接相談 メール相談 

貨物該非判定 232 244 476 101% 

技術該非判定 116 90 206 101% 

CP 関連 88 162 250 154% 

輸出許可申請 20 57 77 108% 

役務取引許可申請 8 26 34 113% 

海外法制度 24 206 230 397% 

計 488 785 1273 128% 

 

相談内容としては該非判定の相談が約５割を占めているが、特定の項番

に偏ったものではなく、判定すべき項番の確認や該非判定に関連し通達の

解釈の確認、包括許可の適否の確認等、幅広く相談を受けている。その他、

技術に関する相談はここ数年、増加傾向にある。 

該非判定以外では、２０２１年１１月１８日公布、２０２２年５月１日
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施行のみなし輸出管理制度や輸出者等遵守基準に関連する相談、米中関係

の緊張による米国からの制裁・規制、ロシアに対する制裁、規制に関して

相談が多く寄せられた。後者についてはＣＩＳＴＥＣホームページとＣＩ

ＳＴＥＣジャーナルに解説記事を掲載し、現在でも広く情報発信を行って

いる。 

 

輸出管理品目等 項番 内訳 

通達解釈・その他（判定・手続関連） その他 16.9% 

通信関連（ワッセナー） ９の項 15.0% 

原子力（核不拡散条約等） ２の項 12.3% 

エレクトロニクス（ワッセナー） ７の項 9.7% 

キャッチオール規則（ＫＮＯＷ規制） １６の項 7.3% 

ミサイル（ＭＴＣＲ） ４の項 7.2% 

先端材料（ワッセナー） ５の項 5.3% 

化学兵器（オーストラリアグループ） ３の項 4.4% 

生物兵器（オーストラリアグループ） ３の２の項 3.4% 

材料加工（ワッセナー） ６の項 3.4% 

武器（武器輸出三原則） １の項 3.1% 

センサー・レーザー（ワッセナー） １０の項 3.1% 

コンピュータ（ワッセナー） ８の項 2.8% 

機微品目（ワッセナー） １５の項 2.8% 

航空関連（ワッセナー） １１の項 1.3% 

海洋関連（ワッセナー） １２の項 0.9% 

その他（金属燃料等）（ワッセナー） １４の項 0.7% 

推進装置（ワッセナー） １３の項 0.6% 

  

また、米中関係の緊張に伴って、米国の輸出管理関連の規制、制裁が目

立っており、これまで、 EAR等米国法令関連についての個別の相談は基本

的に受けていなかったが、ニーズが高いことを踏まえて、２０２１年度よ

り賛助会員を対象に、トライアルとして相談受付を開始した。多くの相談

が寄せられ、有用であると好評であった。 

 

４．教育・啓発機会の提供 

 

企業等における自主輸出管理体制の整備と輸出管理担当者の審査能力向

上等を図るため、２０２１年度も研修会、講師派遣活動の充実に努めた。 
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２０２１年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で会場型での開催は

控え、ＷＥＢライブ配信での開催とし、研修会等を計１８回開催した。 

 

研修内容としては、依然として非常にニーズの高い「実務演習コース」

や米国再輸出規制の動向に関する説明会も開催すると共に、技術提供に関

する研修会を引き続き実施した。また、分野別の研修会は４つの分野を取

り上げた。 

   

（１）  ２０２１年度安全保障貿易管理説明会 

 

経済産業省のYouTube動画配信に誘導、案内した。 

 

（２）  政省令改正説明会 

 

政省令改正説明会は、改正内容が少ないことから開催なしとした。 

 

（３）安全保障貿易管理等研修会 実務演習コース 

 

＜該非判定＞ 

２０２１年 ７月 ９日（金）  

２０２１年１１月１８日（木） 

 

（４）安全保障貿易管理研修会 実務演習コース 

 

＜キャッチオール規制/取引審査/濃淡管理の実際/教育/監査＞ 

   ２０２１年１２月 ９日（木） 

＜米国法の基礎と再輸出規制の実務＞ 

   ２０２１年 ７月１４日（水） 

   ２０２２年 １月１４日（金） 

 

（５）安全保障貿易管理研修会 基礎コース 
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２０２１年 ５月１３日（木）  

２０２１年１０月 ７日（木）  

 

（６）安全保障貿易管理研修会 分野別研修会 

 

＜先端材料＞ 

２０２２年 ２月 ４日（金） 

＜化学製剤・別表第２化学品関連＞  

    ２０２２年 ３月１７日（木） 

    ＜材料加工＞ 

    ２０２２年 ３月２３日（水） 

    ＜生物・化学兵器製造装置関連＞ 

    ２０２２年 ３月３０日（水） 

 

（７）上記以外の安全保障貿易管理研修会の開催 

 

   ＜賛助会員・大学会員限定＞ 

＜産業構造審議会安全保障貿易管理小委員会-中間報告-＞ 

２０２１年 ６月２９日（火） 

    ＜技術情報等流出をめぐる現状と課題＞ 

    ２０２１年 ９月 １日（水） 

    

 ＜ＳＴＣ Ａｄｏｖａｎｃｅｄ／Ｅｘｐｅｒｔ＞（法令編）   

    ２０２１年 ５月２６日（水） 

    ＜ＳＴＣ Ａｓｓｏｃｉａｔｅ＞ 

    ２０２１年 ９月１５日（水） 

 

    ＜米国輸出管理法令＞ 

    ２０２１年 ７月２９日（木） 

 

    ＜輸出管理総合＞ 

    ２０２１年１１月 ５日（金） 
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    ＜技術提供管理＞ 

    ２０２２年 ２月２２日（火） 

 

（３）から（７）のＷＥＢライブ配信研修会参加者５，９４７名 

 

（８）企業･関係団体･大学が行う輸出管理講習会への講師の派遣 

 

２０２１年度は招聘に応じて、４４回の講師派遣を行った(対前年度比

１６％増)。社員教育の一環としてＣＩＳＴＥＣの講師派遣を申し込む例

が多い。例年同様、専門性の高い経験豊富な講師が講演することにより、

輸出管理の仕組み・注意事項・外為法違反事例・該非判定などについて、

企業等の個別ニーズに即した研修会としている。 

大学や公的研究機関の依頼については、理系の公立大学を中心に既に輸

出管理規程を制定している場合が多いが、企業同様、学内への周知活動の

一環として、ＣＩＳＴＥＣの講師派遣を申し込む例が多い。 

これらの組織では、関係各位の地道な努力により、年々着実に成果を上

げてきている。また、毎年ほぼ同時期にＣＩＳＴＥＣ講師による研修会を

開催し、効果をあげている企業・大学等も見られる。 

なお、２０２０年７月以降、新型コロナウィルス感染対策のためインタ

ーネット等を活用したオンラインでの実施体制を整備し、対面での実施と

同等のサービスを行うことを可能とし、更に２０２１年１０月より業界団

体も当該サービスを利用対象に加え、且つ、講演内容に輸出管理に関連す

る国内外の諸情勢・法令を追加出来るよう、規約改正を行い、利用者の満

足度を向上させた。 

 

（９）官公庁向け研修会の実施 

   

  従来、税関研修として実施していた輸出規制対象品目の識別等に関する研

修を、２０１７年度から関係官公庁向けに輸出管理品目研修としてＣＩＳＴ

ＥＣ主催にて実施しているところ、２０２１年度はオンライン会議にて１月

２６日から２８日まで３日間の日程で実施した。 
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５．安全保障輸出管理実務能力認定試験の実施 

 

   安全保障輸出管理実務能力認定試験は新型コロナウイルス感染予防対

策のため、開催回数や会場を増やし、入室時に検温を実施し、マスク着用

を義務付け、受験者の間隔を適切にとった上、定員制で実施した。 

 

「安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Associate）」は、東京・

名古屋・大阪で計６回開催し、博多で計２回開催した。 

「安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Advanced）」は、東京・名

古屋・大阪にて計２回開催、博多で１回開催した。 

「安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Expert / STC Legal  

Expert)」については、東京・名古屋・大阪で開催した。 

また、 STC Associate入門セミナーは新型コロナウイルス感染拡大の影

響で、従来の会場型からＷＥＢライブ配信セミナーに切り替えて開催した。 

なお、２０１７年度から開始した「安全保障輸出管理実務能力認定試験

（STC Associate）企業・団体試験」は、２０２１年度は新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響で実施しなかった。 

  

（１）安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Associate）  

 

①  試験実施日：２０２１年 ７月 ２日（金）（第５０・５１回） 

         （東京・名古屋・大阪） 

 

②  試験実施日：２０２１年１０月２９日（金）（第５２・５３回） 

         （東京・名古屋・大阪） 

 

③  試験実施日：２０２２年 １月３１日（月）（第５４・５５回） 

         （東京・名古屋・大阪・博多） 
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（２）安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Advanced）  

 

① 試験実施日：２０２１年 ７月 ２日（金）（第１４回） 

         （東京・名古屋・大阪） 

 

②  試験実施日：２０２２年 １月３１日（月）（第１５回） 

          （東京・名古屋・大阪・博多） 

 

（３）安全保障輸出管理実務能力認定試験 

（STC Expert / STC Legal Expert）  

 

         試験実施日：２０２１年１１月２９日（月）（第１６回) 

（東京・名古屋・大阪） 

 

（４）STC Associate入門セミナー（ＷＥＢライブ配信セミナー） 

             ２０２１年 ９月１５日（水） 

 

（５）STC Advanced/STC Expert（法令編）入門セミナー 

（ＷＥＢライブ配信セミナー） 

             ２０２１年 ５月２６日（水） 
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６．機関誌の発行 

 

  定期刊行物「ＣＩＳＴＥＣジャーナル」を隔月で発行し、国内外の安全

保障貿易に関する情報提供を行った。また、読者のニーズに応えるべく幅

広いテーマの下、取り組んだ。 

国内の法令関係では、経済産業省が公表した「みなし輸出」管理規制案、

輸出者等遵守基準を定める省令の改正に関する解説等を掲載した。 

海外関係では、米中関係の緊張が続く中、米国の相次ぐ強硬な対中措置

によって、企業等の経済活動への影響が、ますます顕在化しつつあること

から、これら米中関係の緊張に伴う産業界への影響や事業リスクに関する

留意点等について、経済安全保障という観点からの理解も得られるよう、

継続して情報発信に努めた。また、中国の軍民融合動向についても逐次ア

ップデートした。更に、ロシアのウクライナ侵攻等に対し、国際社会が前

例のない制裁を発動した状況を踏まえ、これら動向も重点的にフォローし

た。 

加えて、中国・ロシア・北朝鮮・イラン等の地域情勢や米国・中国・欧

州の規制動向に関する解説も掲載した。 

上記以外に、先端技術分野やレアアース（希土類）、サイバーセキュリ

ティ、経済安全保障といった、 近の安全保障貿易管理とも密接に関連す

る事項も積極的に取り上げた他、 近の安全保障貿易管理にとって有益と

思われる、外国政府や外国シンクタンクから公開された各種報告書の翻訳

解説も掲載した。 

 

（１）  内容の充実 

 

①  政省令改正、リスト改正等のタイムリーな解説（「特集／みなし輸出

規制、輸出者等遵守基準の改正」、輸出管理ＮＥＷＳ等） 

 

②  近の米中関係に関する解説記事を掲載（「特集／尖鋭度を増す米中

の諸規制－包括的対抗法制のインパクト」、「特集／経済安全保障に

関連する事業リスクへの対応」等） 

 

③  中国の軍民融合動向の解説記事を掲載（「特集／中国の軍民融合に
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関連する諸動向」等） 

 

④  ロシアのウクライナ侵攻等に対する制裁動向についての解説記事を

掲載（「特集／ロシアのウクライナ侵攻とサイバー攻撃への対応」

等） 

 

⑤  先端技術分野等に関する解説記事を掲載（「特集／先端技術分野と安

全保障」、「特集／重要品目のサプライチェーンに係る現状と課題」

等） 

 

⑥  外部の有識者やジャーナリストの解説及び外国政府や外国シンクタン

クによる報告書の翻訳解説（「特集／米中経済・安全保障調査委員会

２０２１年版報告書」、調査・分析レポート等） 

  

（２）ジャーナルＷＥＢ版提供 

 

   これまで掲載してきた各種記事をＣＩＳＴＥＣのウェブサイトで閲覧

・検索できるＣＩＳＴＥＣジャーナルＷＥＢ版について、引き続き提供

した。 

 

（３）ジャーナルＷＥＢ版のアカデミア・ライセンスの提供 

 

   大学の教職員と学生向けのＣＩＳＴＥＣジャーナルＷＥＢ版として、

ＣＩＳＴＥＣジャーナルＷＥＢ版のアカデミア利用（ジャーナルアカデ

ミア・ライセンス）について、引き続き提供した。 

 

７．当局の指導案件に係る相談窓口の利用促進 

 

  当局の審査・検査窓口等における解釈、指導等に関して、従前のものと

異なったり、過剰な負担を招く等の懸念が生じた場合に相談に応じる窓口

を引き続き運用した。 
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８．該非判定支援サービスの実施 

 

２０１２年度から本格サービスを実施している該非判定支援サービスの２

０２１年度の利用は２６４件であった。(参考：２０２０年度は２２２件) 

２０２１年度の利用件数の内訳は、次のとおり。 

該非判定書をＣＩＳＴＥＣが主導して作成した後、検証証明書を発行する 

従来の「フルサポート（以下、フル）」の件数は２０３件。 

一方、 新の政省令改正前に発行済の検証証明書について、 新の政省令で

再検証し検証証明書を更新する「更新サービス（以下、更新）」の件数は６

１件。（参考：２０２０年度の内訳は、フル１７７件、更新４５件。） 

また、利用者は、ＣＩＳＴＥＣの賛助会員でない中小企業（中小企業庁の

定義）が、フル１２６件・更新４５件の合計１７１件で、それぞれフル６２

％、更新７４％、件数全体の６５％を占めた。（参考：２０２０年度の内訳

は、フル６０％、更新８０％、件数全体の６４％） 

このことから、本サービスは、該非判定を行う十分な組織を持たない企業

への支援を中心に有効活用されている。 

本サービスは、中小企業を中心として、月間１０～４０件程度のサービス

として定着している。 

 

９．監査・体制整備支援サービスの実施 

 

 ２０１５年度より「監査支援サービス」事業を開始している。「監査支

援サービス」とは、輸出管理に係る監査代行、監査に関する助言・指導そ

の他監査に関する支援サービスである。規程で定めた監査実施を委託した

い、輸出者等遵守基準を満たした運用が出来ているかどうか確認したい、

日頃の輸出管理業務の運用に問題が無いかどうかを確認したい、などの要

望に応えている。 

さらに、２０１５年９月からは「輸出者等遵守基準」を遵守するための

体制整備、内部規程・細則の策定及び運用等を支援するための「体制整備

支援サービス」を開始した。これから海外へ事業展開するにあたって輸出

管理の仕組みを作り上げたい、規程はあるが長い間見直されていないため
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指導を受けながら作り替えたい、などの要望に応えている。 

２０２１年度は、コロナ禍の中にあっても監査支援サービス６件（いず

れも実地監査）、体制整備支援サービス１７件の利用申し込みがあり、支

援サービス事業として定着している。 

なお、体制整備支援サービスを利用した顧客からの監査支援サービスの

申し込みや、過去に監査支援サービスを受けた企業からの再申し込みがあ

るなど、サービス利用者に満足していただいている。 

 

Ⅳ 安全保障輸出管理に関連する国際的活動の推進  

 

１．輸出管理に関する国際交流の促進 

 

 海外に広く事業展開する日本企業にとって、欧米アジア主要国の輸出管理動

向のタイムリーな把握は事業の円滑な遂行に不可欠である。主要国の政府機関、

団体、企業との直接対話は、各国の輸出管理政策・施策の 新動向及び運用実

態の把握と併せ、国際的な規制のハーモナイゼーションの観点からも有効であ

る。 

 ２０２１年度は、従来から隔年で訪問交流・調査団を派遣してきた米国の政

府機関（商務省、国務省、財務省、国防総省）、主要２産業団体、主要１企業、

国連３部門及び２法律事務所とオンライン会合を実施した。これらにより、米

国の継続的な対中国政策の著しい厳格化方針・政策、輸出管理改革法(ECRA)の

輸出管理規則(EAR)への具体的な反映検討状況(新興技術及び基盤的技術規制、

軍事エンドユース・エンドユーザー規制強化等)、対イラン、ロシア、ミャン

マー、北朝鮮、べネズエラ等制裁の状況、及びこれらについての米国の産業団

体、企業の見解、対応等につき、確認し、有意義な意見交換を行うことが出来

た。 

 また、２０１５年度以降、毎年、会合を実施してきたアジアについては、 

フィリピン政府及びマレーシア政府とオンライン会合を行い、それぞれの輸出 

管理制度整備状況を確認し、有意義な意見交換を行うことが出来たほか、両政 

府の依頼に応じ、ＣＩＳＴＥＣの役割、活動、日本の 近の輸出管理状況等を 

説明し、ＣＩＳＴＥＣ活動の認知に大いに貢献した。 
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上記の各会合の内容は、いずれも、報告書としてとりまとめられ、ＣＩＳＴ

ＥＣジャーナルに掲載するとともに、政府への提言に際しての参考として活用

された。 

なお、上記の通り、２０２１年度は新型コロナウィルスの感染拡大により、

全ての交流活動がオンラインで実施された。 

 

２ ． アジア 諸 国等の 輸 出管理 体 制整備 協 力事業 の 推進  

 

日本の産業界の国際展開が進む中で、国際的な安全保障輸出管理を真に実

効あるものとするためには、アジア諸国・地域などの国々における輸出管理

の質的向上が一層重要となっている。 

ＣＩＳＴＥＣでは、日本及び海外の政府、産業界等からの協力要請を踏ま

え、下記のセミナーへの参加や専門家派遣などを通じて、国際レジーム非加

盟国を含めた輸出管理の拡大（アウトリーチの強化）活動に積極的に取り組

んだ。 

  ＣＩＳＴＥＣには産業界の自主管理とＣＩＳＴＥＣの役割について紹介

を求められることが多い。  

なお、２０２１年度は新型コロナウィルスの感染拡大により、下記②以外

の各アウトリーチ活動がオンラインで実施された。 

 

①  アジア輸出管理セミナー (ＣＩＳＴＥＣ、経済産業省・外務省共催 ) 

②  JICA輸出管理セミナー（JICA主催） 

③  フィリピン政府研修セミナー (経済産業省・フィリピン政府主催 ) 

④  日本の大学への米国輸出管理法令 (EAR・ ITAR )説明会 (米国国務省・商務

省、ＣＩＳＴＥＣ共催 ) 

⑤  Sensitive Technologies and Strategic Trade Controls Virtual 

Workshop (Pacific Forum・台湾政治大学共催) 

⑥  輸出管理カンファレンス (台湾政治大学主催 ) 
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Ⅴ 大 学 や中 小 企 業 に対 する輸 出 管 理 支 援  

 

（１）大学、中小企業での人材募集支援 

 

  大学での輸出管理人材募集を行う場合を想定して、その支援のために登録

した人材に募集情報を提供してきたが、その実績は大学だけに留まらず、企

業、公共法人等もあり、２０２１年度には、企業、公共法人や大学向けに 

２４件の募集情報の提供を行った。 

 

（２）大学に対する輸出管理支援 

 

  近年の大学における安全保障輸出管理実施の必要性の高まりを受けて、産

業界に対する輸出管理支援の蓄積を活かし、大学に対する支援を継続実施し

た。 

  具体的には、大学向けに特化した自主管理におけるエンドユーザーチェッ

クに資するリストを「大学向けＣＨＡＳＥＲ情報」として引き続き提供し

たほか、ホームページでの「大学の輸出管理」コーナーでのポータルサイト

的な広汎な情報提供を実施した。また、大学会員制度については、２０２１

年度末で６１大学等が加入している。 

  また、２０２１年度は大学における安全保障輸出管理セミナー等に講師を

６回派遣するとともに４５件の輸出管理相談を行った。 

 

（３）中小企業に対する輸出管理支援 

 

  該非判定支援サービスを開始するに当たり、中小企業等を念頭においたフ

ルサポートサービスを提供しているところ、前述のとおり、多くの利用申し

込みや問い合わせが中小企業からあった。 

また、基礎的なＷＥＢセミナーやｅラーニングのホームページでの無償提

供、各種セミナーの録画の有償販売等については、時間的、空間的、コスト

的制約がある中小企業にとって有益なものとなっている。
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第２章  管理関係事項  

 

１．賛 助 会 員  

 

  ２０２２年３月３１日現在の賛助会員数は５９３法人である。 

 

２．理 事 会  

 

  理事会において以下の議案が、承認又は審議された。 

 

（１）第２１回通常理事会 ２０２１年６月１０日  

 （一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室）  

    第１号議案 ２０２０年度事業報告書及び決算書について 

    第２号議案 公益目的支出計画実施報告書について 

    第３号議案 ２０２１年度定時評議員会の付議事項及び開催日 

について 

    第４号議案 賛助会員規程の改正について 

    第５号議案 ２０２１年度業務執行状況の報告について 

 

（２）  理事会（２０２１年７月１日付け書面決議） 

    第１号議案 代表理事の選定について 

    第２号議案 業務執行理事の選定について 

    第３号議案 新理事の報酬について 

 

（３）  第２２回通常理事会 ２０２２年３月２４日 

（一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室）  

    第１号議案 ２０２１年度業務執行状況の報告 

    第２号議案 ２０２２年度事業計画書及び収支予算書について 

 

 

 

 



 

 

 

- 27 - 

 

３．評 議 員 会  

 

  評議員会において以下の議題が、承認又は審議された。 

   

（１）  第１１回定時評議員会 ２０２１年６月２８日付け書面決議 

（一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室）  

   議題１ ２０２０年度事業報告書及び決算書について 

   議題２ 公益目的支出計画実施報告書について 

   議題３ 理事及び監事の選任について 

 

（２）評議員会（２０２１年１０月１３日付け書面決議） 

   議題  理事の選任について 

 

４．評 議 員 選 定 委 員 会  

 

  評議員選定委員会において評議員の選任が承認された。 

 

  第１１回評議員選定委員会 ２０２１年９月２９日 

（一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室） 

 


