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ハンドブック

簡易版

先生!!
その「輸出」

大丈夫ですか?!



以下の3点を確認し、【物と技術】を管理することです！

わが国では、それぞれ「外国為替及び外国貿易法（外
為法）」に基づいて細かく規程されており、輸出者自身
が事前に行う義務として定めています。

研究者の立場として、研究活動や教育活動において
常に、この3点を明らかにして（必要に応じて許可を取
得して）おく必要があります。

安全保障輸出管理とは・・・
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何を

誰に

何のために

•送付するもの

•持ち出すもの

•提供するもの

•どの国

•どの機関

•どんな人

•目的

•用途

リスト規制

キャッチ
オール規制

何を、誰に、どんな目的で、
輸出（物・技術）するのか

（リスト規制品）

（需要者要件）

（用途要件）



輸出対象品（リスト規制品）について
安全保障輸出(貿易)管理によって規制されている対象品（リス
ト規制品）は貨物等省令*に記載されている以下の15項目（リ
スト規制）です。
物を国外に持ち出す行為は「貨物の輸出」になります！輸出する貨物が安全保
障輸出管理の対象品か、必ず判定を行ってください。（手荷物含む）

「該当しているのかわからない」、「疑問がある」、「可能性が否定できない」といっ
た場合は、安全保障輸出管理委員会事務局までお問合せください。
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① 武器 鉄砲、軍用の細菌製剤、軍用短照灯等

② 原子力 核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電源装置等

③-1 化学兵器 毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反
応器、貯蔵容器等

③‐2 生物兵器 細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過器、凍結乾燥
器、密封式発酵槽等

④ ミサイル ロケット、無人航空機に使用できる集積回路、加速度計、
風洞、振動試験装置等

⑤ 先端材料 超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等

⑥ 材料加工 数値制御工作機械、ロボット、測定装置等

⑦ エレクトロニクス 高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、大容量電
池、周波数分析器等

⑧ コンピュータ 高性能電子計算機 ＊詳細はP6をご参照ください。

⑨ 通信関連 暗号装置、特殊な通信装置等

⑩ センサー・レーザー センサー用光ファイバー、光学機器、特殊カメラ等

⑪ 航法関係 慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置
等

⑫ 海洋関連 潜水艇、水中用のカメラ・ロボット等

⑬ 推進装置 ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等

⑭ その他 粉末状の金属燃料、電気制動シャッター等

⑮ 機微品目 電波の吸収材、水中探知装置等

何をCheck１

*貨物等省令：輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令
（通商産業省令第49号）



需要者要件（外国ユーザーリスト）について

大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制の実効性
を向上させるため、経済産業省が輸出者に対し、大量破壊兵
器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を
提供しているのが「外国ユーザーリスト」です。

輸出者は、輸出する貨物等のユーザーがリストに掲載されて
いる場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いら
れないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となり
ます。

外国ユーザーリストは常に最新のものをご確認ください。

経済産業省 外国ユーザーリスト

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html

日本から輸出された（する）物が、

最終的に大量破壊兵器や通常兵器（＝リスト規制品）の開発

などに使用されるおそれがあるかを確認し、おそれがある場合

には、輸出前に許可を得ることが必要です。
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Check２ 誰に

Check３ 何のために

用途要件（目的）について

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html


学部（研究分野）によってもそのリスクは異なります

自分はあてはまらない・・・だからといって安心は禁物！
では、どんなことに注意したらよいのでしょうか？
注意する場面は大きく分けて３種類です。
【自分自身で海外に持ち出す】

研究や仕事に係る用事で海外に出かける際、携行品（手荷
物）がありますか？

⇒規制の対象品かどうか、手続きの必要がないか、確認が
必要です！

⇒「海外出張願」の安全保障輸出管理項目欄にも必ずチェッ
クしてください。
【海外に送付する】
研究や仕事に関する機器類（貨物）を海外に送付しますか？
⇒送付する機器類（貨物）の該非判定が必要です。
【研究内容、成果、技術を人に伝える】

（海外・国内いずれにかかわらず）研究内容や技術を非居住
者に提供する機会（学会発表、会議、メール等）があります
か？

⇒内容（技術内容・需要者・用途）によって安全保障輸出管
理の対象となり、規制があります！必ず判定が必要です。
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リスク（低） リスク（中） リスク（高）

文学部

経済学部

理学部

社会学部法学部

観光学部

ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉学部

経営学部
異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 ・先端技術の開発を行う

・先端の分析機器を利用する

・海外へ機器を持ち出して実験・調
査・研究を行う
・海外の研究者と共同研究を行う

・共同の研究先に試作品や成果物
を送付する・海外へ持ち出す
・研究者・留学生を受け入れる

・高性能のデジタル機器を海外へ持
ち出す、送付する

など

・高性能のデジタル機器を海外へ
持ち出す、送付する
・スーパーコンピュータを利用する
・暗号解読などのソフトウェア開発
・研究者・留学生を受け入れる

など

・高性能のデジタル機器等
（パソコン・カメラ他）を海外
へ持ち出す、送付する

・研究者・留学生を受け入れ
る

など

現代心理学部



海外に出張する際、日常的に持ち出している機器類も、

輸出管理の規制対象ではないか、判定（該非判定）が必
要な場合があります。念のため確認をお願いします！

正しい理解と事前のセルフチェック、

適切な輸出管理に、ご協力をお願いいたします。

実はこんなことにも注意！
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ここを確認（目的のチェック）！

こんなことに注意（性能やソフトウエアもチェック）！

パソコン・
モバイル機器

自己使用の目的で持ち出すものですか？
（人に譲渡、販売の目的はなく、誰にも見せない）

自己使用目的であり、また持ち帰る⇒規制の対象外であり、申告の必要はありませんが・・

高スペック、演算機能を有するパソコン
ではありませんか？

⇒性能によってはリスト規制品となるも
のがあります。

高機能（高スペック）な付属品はない
ですか？

⇒製品そのものでなく付属品（部品）
に対しても規制となっているものがあ
ります。

必要に応じてメーカーから該非判定書
を取り寄せ、持参しましょう！

⇒購入元（メーカー）のwebページで確
認することができます（該非判定書を依
頼することもできます）

デジタルカメラ

プログラムなどを変更していませんか？

⇒公知の技術であるか確認が必要です。

複数台のモバイル等を持参していません
か（譲渡や販売の目的と受け取られる可
能性はありませんか）？

⇒許可申請すべき旨の通知（インフォー
ム）を受ける場合があります。

懸念がある場合は手続きを！

⇒安全保障輸出管理委員会ＨＰから
様式のダウンロードができます。

まずは、セルフチェックから始めてくだ
さい。

その他機器（製品）

高額商品ではないですか？

⇒貨物の種類毎に少額特例が定め
られています。

演算機能や暗号技術を組み込んだ機
器（装置）ではありませんか？

⇒輸出許可又は役務取引許可が必要
になります。

ハンドブックやセルフチェックを行って
も心配がぬぐえない場合

⇒安全保障輸出管理委員会へご相談
ください。

適切な対応を（輸出は自主管理）！

海外出張の
手荷物



注意を怠ると、予期せぬところで違反を犯してしまう可能性がありま
す。違反に対しては、外為法違反となった場合、刑事罰として3000万
円以下または対象となる貨物や技術の5倍以下の罰金、10年以下の
懲役の刑事罰、行政制裁として3年以内の物の輸出･技術の提供の
禁止などの行政制裁を科されることがあります。
たとえ、研究・教育のためであっても同様です。

安心して研究を行うためにも一人ひとりの意識と行動
が重要になります。輸出者等遵守基準に沿った自主
管理が求められています。

海外に送付する

リスト規制対象品にあてはまる
ものではないですか？

海外の大学から借りた装置の返
却ではありませんか？また送り
先（需要者）は誰(機関）です
か？

用途は何ですか？

懸念がある場合は相談または手
続きを！

研究内容や
成果、技術を
「誰か」に伝える

研究分野・専攻、実験・調査内
容が規制対象ではないですか？

誰（需要者）にその技術や研究
内容等を伝えますか？

用途は何ですか？

懸念が高い場合は、まず相談ま
たは手続きを！

組織として行う輸出や技術提供に伴う
リスクを回避するために

こんなことにも注意！
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規制対象で
はないか？

誰に送る（提供
する）のか？

目的（用途）
は何か？

手続きは必
要ないか？

海外への送付

技術の提供



相談・問合せ
立教大学安全保障輸出管理ホームページ

http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/

立教大学安全保障輸出管理委員会・事務局

上記へのお問合せは以下のメールアドレスでもお受けいたします。
export@rikkyo.ac.jp

関連リンク・資料

安全保障貿易情報センター（CISTEC） http://www.cistec.or.jp/
企業等の自主輸出管理を促進する民間の非営利総合推進機関。
輸出管理に関する法令情報、地域情報（CHASER）等を確認する事ができます

経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

産学連携学会 （大学における安全保障輸出管理に関するガイドライン）
http://j-sip.org/info/anzenhosho.html

外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp

JETRO（輸出入・海外進出の実務）
http://www.jetro.go.jp/world/japan
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【貨物の輸出・研究員受入・その他委員会全般等に関する

問合せ】

リサーチ・イニシアティブセンター

TEL：03-3985-4674

【留学生・海外の協定校からの受入れに関する問合せ】

国際センター

TEL：03-3985-4249

mailto:export@rikkyo.ac.jp
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