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一般財団法人

１．【特集 / 制度改正】
１．年頭所感

〈1〉外為法改正に向けた検討を産業構造審議会で開始―平成21年改正以来の制度改正に
◆一般財団法人
安全保障貿易情報センター 理事長
坂本 吉弘
‥‥‥ 2
CISTEC 事務局 ‥‥‥ 1
◆経済産業省
貿易経済協力局 局長
寺澤 達也
‥‥‥ 4
〈2〉平成28年度政省令改正における工作機械関係の規制変更について
◆経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部長
髙田
修三 調査研究部 主任研究員
‥‥‥
CISTEC
井上 道也
‥‥‥6 10
〈3〉デュアルユース品目に対するEU輸出管理制度改革と規則改訂案
２．特別寄稿
―規制内容の明確化により運用の域内統一化を図ると共に、人権問題を考慮した新たな規制を導入―
関税局・税関における諸課題について
財務省 関税局 業務課長
秀之 保
‥‥‥
三井物産株式会社 貿易・物流管理部 安全保障貿易管理室
アドバイザー堀田 青井
‥‥‥8 16

貴社の輸出管理監査や体制整備でお悩みをお持ちではありませんか？
■「輸出管理遵守基準」を遵守するために、体制を整備し、規程・
細則を制定したいがどうしたら良いか分からない。
■自社が輸出者等遵守基準を満たしているのか不安なのでチェック

２．【特集 / 大学における輸出管理】
３．輸出管理NEWS

してもらいたい。

〈1〉大学における秘密情報の保護
経済産業省・安全保障貿易管理課を２課に再編・強化―平成28年度機構定員要求結果―
CISTEC ‥‥‥ 10
経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課
大学連携推進室 室長補佐
田村 直寛 ‥‥‥ 33
〈2〉RA協議会 第2回年次大会におけるEFAの活動報告
４．【特集 /規制合理化】
輸出管理DAY for ACADEMIA実行委員会オブザーバー
蔭山 有生 ‥‥‥ 39
〈１〉ワッセナー・アレンジメント 2015年（第21回）総会に基づくControl Listsの改定について

３．輸出管理NEWS

CISTEC

安全保障輸出管理委員会

■対象となる部門やグループ会社が多くて定期的に全ての対象部門や
グループ会社を十分監査できない。
■外部機関に、第三者の目で自社の監査をしてもらいたい。
■前回の経済産業省の立入検査から数年経っているため、問題ないか事

事務局 ‥‥‥ 12

◇EUアウトリーチ経験談
〈２〉輸出通関の実務について及び輸出通関の現状と最近の事故事例等について
CISTEC ‥‥‥ 20
平成28年度 自主管理分科会 自主管理WGリーダー
高野 順一（日本輸出管理研究所 代表） ‥‥‥ 44

前にチェックしたい。
■本社の監査部門が輸出管理についての知見が十分でないため、専門家

４．視点
５．
【特集 / 安全保障輸出管理とその周辺】

に同席してサポートしてもらいたい。

◇英国EU離脱問題への視点――欧州の政治と安全保障に何をもたらすのか
〈１〉対イラン制裁解除を睨んだ各国の動向と今後の注目点
防衛省 防衛研究所 主任研究官
鶴岡 路人 ‥‥‥ 55
一般財団法人 海外投融資情報財団（JOI） 調査部 上席主任研究員
寺中 純子 ‥‥‥ 45
◇中国・習近平政権下の党軍関係―政治面および財務面における軍事改革を中心に―
〈２〉韓国の未申告レーザーウラン濃縮実験と我が国特許法制上の問題
慶應義塾大学 SFC研究所 上席所員
土屋 貴裕 ‥‥‥ 68
◇中国の軍工四証制度の最近の動き（下）
─やはり拡散していた我が国特許出願公開情報─
CISTEC 主任研究員（非常勤）
岡本 真則 ‥‥‥ 77
国際原子力機関（IAEA） Senior Nuclear Engineer
八木 雅浩 ‥‥‥ 56
◇「ASEAN流」の域外戦略の展望
東京理科大学 教授
大庭 三枝 ‥‥‥ 86
〈３〉原子力基本法と特許法―秘密特許制度との関連を考える―

慶應義塾大学 法学部 非常勤講師／ CISTEC 輸出管理アドバイザー
５．調査・分析レポート

森本 正崇 ‥‥‥ 65
◇中国の軍民融合関連動向：2016年8月～ 9月のトピック
株式会社産政総合研究機構 代表取締役兼主席研究員
風間 武彦 ‥‥‥ 90
６．視点
◇北朝鮮制裁専門家パネルによる第7回最終報告書―標的―
CISTEC 情報サービス・研修部
副主任研究員
加藤 もえ ‥‥‥ 100
◇安全保障上機微な技術の収集動向の分析―“2015
Targeting U.S. Technologies”から―

６．近未来兵器シリーズ
慶應義塾大学 法学部 非常勤講師／ CISTEC 輸出管理アドバイザー

森本 正崇 ‥‥‥ 73
◇高高度電磁パルス（HEMP）攻撃の脅威―喫緊の課題として対応が必要―
◇日本での小型ドローン（無人機）の法整備―他国の法整備と比較して―
元陸上自衛隊化学学校長
鬼塚 隆志 ‥‥‥ 130
京都産業大学 教授
岩本 誠吾 ‥‥‥ 82

◇3Dプリンターが「建設機械」に進化―世界初の鋼橋架設計画がオランダで進行中―
７．米国FOCUS
米国輸出管理規制の最新動向―2016年8月～ 9月のニュース―
建設ITジャーナリスト
８．輸出管理Q&A
外為令第17条第3項第二号の括弧書きの読み方
◇パワーエレクトロニクスの発展を担うSiC
９．委員会便り
平成28年度の活動状況
10．セミナー・ニュース
株式会社CUSIC（東北大学客員教授）

‥‥‥ 141

家入

龍太 ‥‥‥
94152
‥‥‥
弘幸 ‥‥‥ 99
‥‥‥ 159
‥‥‥ 162
‥‥‥ 163
‥‥‥ 167
武彦 ‥‥‥ 118
‥‥‥ 168

CISTEC 情報サービス・研修部 副主任研究員
◇研修会案内／平成28年度年間スケジュール
◇書籍案内／ CISTEC書籍一覧表
８．国際情勢ウォッチング
◇講師派遣のご案内／平成28年度輸出管理相談実績
新しい日米防衛協力のための指針（新ガイドライン）とは何か
◇新規賛助会員等のご紹介／ CISTEC賛助会員名簿
公益財団法人 世界平和研究所 研究員

もえ ‥‥‥
130169
‥‥‥
‥‥‥ 171
‥‥‥ 173
‥‥‥ 175
潤一 ‥‥‥ 138

12．編集後記

したが適切か否かをチェックしてもらいたい。
・・・・等々

監査・体制整備支援サービスで、CISTEC が皆様のお悩みを解決いたします！
特長その１

質の高い監査・体制整備支援サービス

長年産業界で蓄積した経験に基づいて、多角的で質の高い監査・体制整備支援を実施します。

特長その２

広範囲な監査・体制整備支援サービス

輸出管理における体制整備案、監査時に発見した問題点の改善策や簡素化案等を提案します。

特長その３

万全な情報管理

監査・体制整備支援時に入手した資料･情報は秘密保持し、完了後確実に廃棄します。

‥‥‥ 153

長澤
◇STC Associate入門セミナー［大阪］ Q&A
７．調査・分析レポート
◇輸出管理総合セミナー［広島］
◇輸出管理総合セミナー［北九州］ Q&A11月のトピック
◇中国の軍民融合関連動向：2015年９月～
◇安全保障貿易管理研修会〈企業における自主管理実務〉
株式会社産政総合研究機構 代表取締役兼主席研究員
風間
◇安全保障貿易管理研修会〈秋期：輸出管理基礎コース〉
◇ロシアと中国 制宙権を巡る共闘と対立（１）―宇宙開発競争での台頭と復活の兆し―

11．CISTEC UPDATE

■特別一般包括許可を取得するための輸出管理内部規程(CP)を策定

加藤

福田

監査・体制整備支援費用･旅費等

詳細は以下の URL をご参照ください。

監査・体制整備支援費用(基本料金)
賛助会員：21 万 6 千円(税込)
非賛助会員：27 万円(税込)
旅費等
旅費、宿泊費、日当等を実費で別途申し受けます。

詳細内容、お申込み、お問合せは CISTEC のホームページをご覧ください

http://www.cistec.or.jp/service/kansa/index.html

