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1. 年頭所感

「CISTECジャーナル」定期購読のご案内

CISTECジャーナルは年6回の発行で、紙面版とWeb版がございます。
※紙面1冊＋Web版のセット版もございます。
いずれも年間での定期購読サービスでのご利用がお勧めです。
一般財団法人

2.【特別寄稿】

安全保障貿易情報センター

理事長

経済産業省 貿易経済協力局 局長
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部長

◇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

◇大学の国際化と安全保障貿易管理
文部科学省 高等教育局 高等教育企画課 国際企画室長
◇わが国のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について
金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

坂本

𠮷弘‥‥‥‥

石川 正樹‥‥‥‥
飯田 陽一‥‥‥‥

Ⅲ

准教授

7

健介‥‥‥‥

9

進藤

和澄‥‥‥‥

11

尾崎

寛‥‥‥‥

平成30年度 安全保障貿易管理説明会 政省令等改正内容と質疑応答
CISTEC 事務局‥‥‥‥
米国輸出管理改革法の新基本技術（Emerging and Foundational Technologies）
新規制及びCISTECパブコメの概要
CISTEC 調査研究部 次長（国際担当）
田上 靖‥‥‥‥
第4回武器貿易条約（ATT）締約国会議と最近のATTの実情
広島市立大学・広島平和研究所

5

和佐

3.【輸出管理NEWS】
Ⅰ
Ⅱ

2

福井

康人‥‥‥‥

17

22
42
56

4.【特集／米中関係の緊張と関連動向】

〈1〉米中経済安全保障調査委員会による対中政策の包括的提言リスト（解説と全訳）
CISTEC 事務局‥‥‥‥
〈参考資料1〉米国における中国のハイテク展開に対する問題意識
―米中経済安全保障調査委員会年次報告書より抜粋
CISTEC 事務局‥‥‥‥
〈参考資料2〉米国の中国による先進国防技術の追求に対する危機感
―「破壊的国防新技術」
「新防衛技術」で凌駕される恐れ
CISTEC 事務局‥‥‥‥
〈2〉米中関係の『新冷戦』化の諸様相（2）―米議会、政府とも強硬姿勢強める
CISTEC 事務局‥‥‥‥
〈3〉米中関係の緊張に伴う企業活動、研究活動への影響・リスクに関する留意点 CISTEC 事務局‥‥‥‥

5.【特集／中国及び米国における要留意法令】

〈1〉中国及び米国における十分留意が必要な立法等の動向
―技術流出・セキュリティ問題、軍民融合に密接に関係し、
CISTEC 事務局‥‥‥‥
企業活動の前提、国際競争力に多大な影響
〈2〉米国のセキュリティ基準「NIST SP800-171」が日本企業に与える大きなインパクト
富士通株式会社 サイバーセキュリティ事業戦略本部 シニア・エバンジェリスト
太田 大州‥‥‥‥
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▼定期購読サービスの概要

★「CISTECジャーナル」WEB版の特典★
・最新号 ＆ バックナンバー（約10年分）の閲覧が可能！
・テーマ別、キーワードによる検索が可能！
・記事ごとにPDFファイルでダウンロード！

〈ご注意〉

※記事の閲覧には専用のユーザID・パスワードが必要です。

※WEB版／セット版は、年間購読のみとなってございます（単体号での購読は不可）。

●発行月（隔月）
５月、７月、９月、11月、１月、３月（６冊／年）
●定期購読（年６冊）の価格表
紙面１冊

―
3,240円（送料別・税込）
※賛助会員専用ユーザID・
賛助会員
※無償で１冊を配付
追加ご希望の場合
パスワードでダウンロード可
一般 6,480円（送料別・税込）

紙面１冊＋WEB版
（セット版）

WEB版

10,000円（税込）

―
12,000円（送料別・税込）

●お支払い方法
５月号の発送の際、請求書を別送いたします。
●お申込み方法
CISTECウ ェ ブ サ イ ト の 所 定 フ ォ ー ム（https://www.cistec.or.jp/inquiry3/teikikoudokushinki-cj/cgi-bin/inquiry.cgi）よりお申込みください。所定フォームは、トップページ右端に
ある、以下バナー・クリック後のページに掲載しております。
購読案内に関する詳細説明も掲載しておりますので、ご覧ください。

〈参考資料〉ハドソン研究所報告書内容紹介「防衛産業のセキュリティに関する日米間のギャップ縮小に向けて」
CISTEC 参与
利光 尚‥‥‥‥ 158

6.【特集／ハイテク技術の動向】

〈1〉米中ハイテク戦争と中国半導体産業
〈2〉民生用情報機器の利用事例と付随するリスク

7.【特集／大学における輸出管理】

微細加工研究所 所長
テクニカルライター

湯之上 隆‥‥‥‥
井上 孝司‥‥‥‥

〈1〉大学の安全保障輸出管理―運用改善に向けた取り組みについて―
筑波大学 利益相反・輸出管理マネジメント室 教授
中田 修二‥‥‥‥
〈2〉大学における安全保障輸出管理 ～徳島大学の事例を中心に～
徳島大学 四国産学官連携イノベーション共同推進機構 准教授
井内 健介‥‥‥‥
〈3〉
《オーストラリアの研究機関のレポート概説》
中国人民解放軍による海外の大学との研究協力に関する調査
―軍民融合の一環として展開される「外国の花を摘んで祖国で蜂蜜を作る」プロセスとは？
CISTEC 情報サービス・研修部 課長
則竹 幹子‥‥‥‥
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▼定期購読サービスご利用のお客様へのお知らせ
2019年1月号の紙面送付の際、
「2019年度
のご案内」を同封しております。

CISTECジャーナル定期購読

継続／中止（解約）等

定期購読サービスに係る変更方法をご案内しております。ご変更を希望されるお客様は、お手
数でございますが、本案内に沿って、お手続きいただけますよう、お願い申し上げます。

8.【特集／拡散金融・マネロン】

〈1〉イラン革命防衛隊の経済利権―制裁復活の影響と最新動向を踏まえて

中東経済専門家
中嶋 猪久生 ‥‥‥  228
〈2〉金融機関にとって必須となる安全保障の視点―「安全保障金融サービス管理」の重要性

CISTEC 事務局 ‥‥‥  246
〈3〉拡散金融の分類学 その簡単な解説と翻訳（第3回）

日本輸出管理研究所
高野 順一 ‥‥‥  271

9.調査・分析レポート

◇中国の軍民融合関連動向：2018年10月～ 11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
◇米国違反事例2017（1）


10.輸出管理Q&A

CISTEC

情報サービス・研修部

副主任研究員

◇少額特例の「括弧毎」とは

11.米国FOCUS

米国輸出管理規制の最新動向―2018年10月～ 11月のニュース―

12.企業における輸出管理［輸出管理仮想事例］
13.書評

黄昏のテディベア（第6回）

風間

加藤

武彦 ‥‥‥  289
もえ ‥‥‥  301
‥‥‥  342

‥‥‥

343

‥‥‥

356

◇『
「技術」が変える戦争と平和』
（編著：道下徳成）

‥‥‥  373

◇第26回

‥‥‥  375

14.学会便り

15.委員会便り

日本安全保障貿易学会研究大会

終了報告

◇平成30年度の活動状況

‥‥‥  381

◇秋期：輸出管理基礎コース Q&A
◇安全保障貿易管理研修会〈輸出管理総合セミナー〉

‥‥‥  397

16.セミナー NEWS

‥‥‥  389

◇安全保障貿易管理研修会〈企業における自主管理実務〉
◇安全保障貿易管理分野別研修会〈コンピュータ/通信・情報セキュリティ〉Q&A

‥‥‥  398

◇研修会案内／平成30年度年間スケジュール
◇書籍案内／ CISTEC書籍一覧表／講師派遣のご案内／平成30年度輸出管理相談実績

‥‥‥  411

17.CISTECUPDATE

◇新規賛助会員等のご紹介／ CISTEC賛助会員名簿

18.報告書

「CISTEC2018年 欧州政府及び産業界との対話」報告書

19.編集後記

―国際関係専門委員会 国際交流分科会―

‥‥‥  399

‥‥‥  413
‥‥‥  418

‥‥‥  423

