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Ⅰ.安全保障輸出管理とは

１．「安全保障輸出管理」とは

安全保障輸出管理とは、日本を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、軍事目的に利用可能な貨物（装置・試料

等）及び技術を、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている国やテロリスト集団の手に渡らないようにするための管理制

度で、日本においては、外国為替及び外国貿易法（外為法）に従って実施されています。

大学においては、法令遵守及びリスク管理の観点から、また教育研究機関として社会的・道義的責任を果たす観点からも、

安全保障輸出管理は必須事項です。国際的な学術交流活動等を円滑に、安心して進めるためにも、適切に対応する必要が

あります。

研究機材や化学物質、微生物等の輸出（海外出張時の持出し）、海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究、海

外企業・大学への技術指導や講義・発表、海外からの研究員や留学生の受入れ、研究過程における海外研究者とのデータ

や資料の交換等が、外為法に基づく安全保障輸出管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることが

ありますので、注意が必要です。

無許可で輸出・提供すると、外為法違反となり、法律に基づき個人および大学に刑事罰（3000万円以下又は対象となる貨物

や技術の価格の5倍以下の罰金、10年以下の懲役）や行政制裁（3年以内の物の輸出・技術の提供の禁止）が科せられること

があります。

引用：鹿児島大学産学・地域共創センターHP

２．「輸出」とは

外国に物を出す行為はすべて「輸出」

外国に物を出すという行為はその形態・方法が何であれ輸出になり、輸出に関する法規制の対象となります。

次のような場合は、すべて輸出となります

①有償輸出（一般的にいわれる貨物の輸出）

②無償輸出（サンプル、展示会への出展、

修理のための返品等）

③職業用具や部品等の海外への携行

④国際宅配便等を利用して海外発送

技術を提供する場合も「輸出」

技術を外国において提供することを目的とする取引、

又は非居住者に提供することを目的とする取引

（=役務取引）は、外為法に基づく各種法令等に規定されて

いる事項を遵守し、適正な手続を行うことが必要です。

次のような場合は、技術の提供（役務取引）になります

①技術者が、海外に行って客先に技術内容を説明する。

②取扱説明書や学会発表用の技術資料を、限定された相手に配付する。

③ソフトウェアを装置等に内蔵して輸出する。

④技術資料やUSBメモリなどの電子媒体で技術を海外に提供する。

⑤E-mailに技術資料を添付し、海外の取引先に送付する。

⑥海外の客先から研修生を呼んで日本で技術研修会を行う。← 自分自身が日本国内にいる場合でも
技術提供は発生します!!
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引用：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）



３．大学・研究機関でよくみられる技術提供等の機会

外為法による規制を遵守するためには、大学や研究機関における外為法上の「技術の提供」や「貨物の輸出」に当たる具体

例を理解しておくことが重要です。大学・研究機関でよく見受けられる「技術の提供」や「貨物の輸出」の機会は次のような例

があります。

大学・研究機関では、技術提供等の機会が多く、特に技術は一旦提供されてしまえば、元に戻すことが難しいことが多いこと

もあり、その管理には十分な注意を払った上で上記のような活動を行う必要があります。

ただし、以下のようなケースは許可が不要です。
詳しくは経済産業省 大学・研究機関向けQ&Aへ
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigakuqanda/daigakuqanda.pdf

引用：経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第三版」（令和2年5月）

2
引用：大学・研究機関向けQ&A（令和2年5月）

市販されているノートパソコンや
携帯電話を海外に持ち出す場合

（一部を除きその大半が
リスト規制非該当であるため）

海外出張で、技術データや設計
図面などを持って行くが、自己使
用目的であり、誰にも提供せず

持ち帰ってくる場合
（対外取引とみなされないため）

市販された教科書を
用いた講義や実習

（公知の技術の
提供にあたるため）

公開特許情報を提供する場合

（公知の技術にあたるため）

入国後６ヶ月を超える留学生に
技術提供を 行う場合

（居住者扱いになるため）

不特定多数の者が入手又は閲
覧可能とするために論文発表や
学会発表などで公表する場合

（技術を公知とするための
技術提供にあたるため）

／

※それがリスト
規制に該当する
技術であったと
しても役務許可
取得不要
＼

技術 技術

技術 技術 技術

＼
※パソコンや

携帯電話の中に
保存されたデー
タは「技術」の観
点から別途確認

／

貨物

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigakuqanda/daigakuqanda.pdf


４．規制の対象となる「物」「技術」「国（機関）」

規制には、リスト規制とキャッチオール規制の2種類があり、物の輸出や技術の提供を行おうとする相手（国、機関等）により

適用される規制が異なります。

引用：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）

何を輸出するか？・・・リスト規制

兵器そのものや兵器の開発に利用できる高い性能を持つ汎用品などを１５項目にリストアップしています。

輸出にあたっては経済産業大臣の輸出許可が必要です。

Point

1

相手と目的は？・・・キャッチオール規制

リスト規制品に該当しない物の輸出に対して、その用途と需要者の内容に応じて規制が行われています。

キャッチオール規制の対象となった貨物・技術の輸出にあたっては経済産業大臣の輸出許可が必要です。

Point

2

3



7

キャッチオール規制

【貨物】輸出貿易管理令・別表第1の1項～15項
【技術】外国為替令・別表1項～15項

リスト規制

引用：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）



Ⅱ.立教大学における安全保障輸出管理体制

１．管理体制

２．様式

貨物の輸出や技術の提供を行う際には、こちらの様式をご利用ください。該非判定等審査の大まかな流れは次頁を確認してください。

様式
※立教大学リサーチ・イニシアティブセンターWebページからダウンロードしてください
https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/papers/

用途

【様式Ⅰ-1】セルフチェックシート 【技術の提供・貨物の輸出】

【様式Ⅰ-2】セルフチェック用フローチャート 【技術の提供・貨物の輸出】

最初にセルフチェックで使用

※様式Ⅰ-1とⅠ-2 またはⅠ-3とⅠ-4をセットで
使用します。

【様式Ⅰ-3】セルフチェックシート 【外国人研究者等の受入】

【様式Ⅰ-4】セルフチェック用フローチャート 【外国人研究者等の受入】

【様式Ⅱ】該非判定書 様式Ⅰのセルフチェックの結果、リスト規制に該
当する可能性があるときに使用

【様式Ⅲ】安全保障輸出管理チェックリスト 様式Ⅰのセルフチェックの結果、キャッチオール
規制に該当する可能性があるときに使用

【様式Ⅳ】取引審査票 確認・判定の結果、「規制対象」と判定された場合
のみ使用

本学では、２０１５年４月１日付で、「立教大学安全保障輸出管理規程」※を制定し、総長を安全保障輸出管理の最高責任者と

する管理体制をスタートさせました。各役職・委員会の主な役割は、下図の通りです。

※規程は、立教大学リサーチ・イニシアティブセンターWebページ

（https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/_asset/export_rules_150401.pdf）にて公開しています。
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経済産業大臣への取引許可申請（必要な場合）安全保障輸出管理最高責任者（総長）

• 輸出者によるセルフチェック結果の確認・判定
• 統括責任者へのセルフチェック判定結果報告
• 取引審査の申請（必要な場合）

• セルフチェックの実施
• 部局責任者へのセルフチェック結果報告
• 部局責任者を通じた取引審査の申請

（必要な場合）

安全保障輸出管理統括責任者（総長が指名する者）

安全保障輸出管理委員会

＜委員会メンバー＞ 議長：安全保障輸出管理統括責任者

最高責任者が指名する輸出管理責任者、ﾘｻｰﾁ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ長

国際センター長、総務部長、人事部長、その他委員会が必要と認めた者

• 該非判定及び取引審査の審議
• 教職員等に対する研修・啓発活動
• 規程等の制定及び改廃
• その他安全保障輸出管理に関する重要事項

など

輸出者（教職員等）

研修・啓発

セルフチェック
結果の報告

取引許可申請依頼

セルフチェック
判定結果の報告

取引審査の申請
（必要な場合）

取引審査の申請
（必要な場合）

安全保障輸出管理責任者 （部局責任者）
※学部・研究科、研究所、事務部局等

※学生が本学の活動において取引を行う場合は，関係教職員等の協力を得て，教職員等に準じた手続きを行う

https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/_asset/export_rules_150401.pdf


研究教育活動に関わる「貨物の輸出」「技術の提供」（具体例は2頁参照）が、外為法に基づく安全保障輸出管理上の規制対

象となる場合は、経済産業省に対して輸出許可申請を行う必要があります。貨物の輸出や、外国人研究者等の受入を含む

技術の提供が発生する際に、以下のフローチャートに沿って学内手続きを行ってください。

３．安全輸出管理の学内手続き
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【 該非判定のセルフチェック② 】

必要に応じて様式ⅡまたはⅢを作成してください。
様式Ⅰのフローチャートによって、
リスト規制に該当する場合は様式Ⅱを作成してください。
キャッチオール規制に該当する場合は様式Ⅲを作成してください。

書類が完成したら安全保障輸出管理責任者（部局責任者）に提出してください。

※Ⅰのみ、またはⅠとⅡ、ⅠとⅢの組合せの提出になります。
※ 安全保障輸出管理委員会から結果が通知されるまで、お待ちください。

使用する様式：ⅡまたはⅢ 提出された書類は…

 安全保障輸出管理責任者（部局責
任者）が、規制対象かどうかの確
認・判定を行います。

 安全保障輸出管理委員会が該非
判定結果の最終確認を行います。

※安全保障輸出管理責任者（部局責任者）に
よる判定結果に不明・疑義がある場合、安全
保障輸出管理委員会で審査されます。

【 取引審査票作成 】

様式Ⅳを作成してください。

使用する様式：Ⅳ

書類が完成したら安全保障輸出管理責任者（部局責任者）に提出してください。

※安全保障輸出管理委員会から結果が通知されるまで、お待ちください。

提出された書類は…

 安全保障輸出管理責
任者（部局責任者）が、
取引可否の判定を行
います。

 安全保障輸出管理委
員会が取引可否の審
査を行います。

【 経済産業省提出用書類作成 】

「輸出許可申請書」または「役務取引許可申請書」等
指定された必要書類を作成してください。

使用する様式：経済産業省HPからダウンロード
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply10.html 

提出された書類をもとに…

 安全保障輸出管理最高責任者（総長）へ取引承認の報告が行わ
れます。

 提出された書類は安全保障輸出管理委員会事務局の点検後、
安全保障輸出管理最高責任者（総長）へ経済産業省への許可申
請が依頼されます。

 総長名で経済産業省へ許可申請手続きが行われます。

書類が完成したら安全保障輸出管理
委員会事務局に提出してください。

※経済産業省による許可証が
発行されるのをお待ちください。

【 許可証受領 】

安全保障輸出管理責任者（部局責任者）より、許可証を受領してください。

※許可証は、経済産業大臣認可後、大学が受領し、安全保障輸出管理委員会事務局から、

安全保障輸出管理責任者（部局責任者）へ許可の旨を通知します。

取引開始 ※教職員等は、貨物の輸出を行う場合に通関時に事故が発生した場合には、直ちに
当該輸出の手続を取りやめ、部局責任者を通じて統括責任者にその旨を報告してく
ださい。

【 該非判定のセルフチェック① 】

様式Ⅰを作成してください（様式Ⅰは用途によって、使用する様式が異なります）。
貨物の輸出・技術の提供
様式Ⅰ-1を記入してから、様式Ⅰ-2を用いて、規制対象となるか点検してください。

外国人研究者等の受入
様式Ⅰ-3を記入してから、様式Ⅰ-4を用いて、規制対象となるか点検してください。

使用する様式：Ⅰ

様式Ⅰ-2または
Ⅰ-4で「書類の提
出は不要」に
至った場合

※セルフチェック結
果を記入した様式Ⅰ
は、取引開始年度を
含め８年度、お手元
で保管してください

様式Ⅰ-2またはⅠ-4で書類提出が必要となった場合

取引を承認された場合

判定・審査

規制対象と判定された場合

確認・判定

規制対象外と判定された場合



Ⅲ.セルフチェック

１．立教大学におけるセルフチェックの手順

輸出する貨物（物品）や技術情報が安全保障輸出管理の規制対象となるかどうかを判断するにあたり、セルフチェックのため

の【様式Ⅰ】を利用し、まずは研究者自身が提供先と使用目的について確認を行ってください。法令は非常に詳細で複雑です

ので、少しでも疑わしい場合は、必ず安全保障輸出管理責任者（部局責任者）、安全保障輸出管理委員会事務局にご相談く

ださい。

不明点がある場合は、様式Ⅰとともに安全保障輸出管理委員会事務局にお問合せください。

※メールでのお問合せは、すべて export@rikkyo.ac.jp までご連絡ください。

※お電話の場合は、お問合せの内容に応じて、連絡先が異なります。

【貨物の輸出・研究員受入・その他委員会全般等】 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】 国際化推進機構 TEL：03-3985-4249 7

様式Ⅰに沿ってセルフチェックする

STEP2

様式Ⅰ-1とⅠ-2、または、Ⅰ-3とⅠ-4を
セットで使用することに注意

STEP1

リサーチセンターWebページより

様式をダウンロードする

https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/papers/

様式Ⅰは「技術の提供／貨物の輸出」と

「外国人研究者等の受入」で使用する

様式が異なるので注意

 安全保障輸出管理の対象となる可能性がある場合、必要な様式を揃えて

輸出管理責任者（部局責任者）に提出し、判定結果を待つ

 様式提出の必要がない場合は輸出開始

※セルフチェック結果を記入した様式Ⅰは、取引開始年度を含め８年度、ご自身で書類を保管してください。

STEP3

https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/papers/


セルフチェックは、6頁の手順に記載のとおり、様式Ⅰ（セルフチェック用フローチャート）に沿って行ってください。

以下にセルフチェックの考え方のポイントを示しますので、参考にしてください。

Ⓐ“「外国へ」”とは？

①居住者から非居住者に提供することを

目的とする取引 （人的観点）

※居住者及び非居住者の判定は、

右図をご参照ください。

②外国 において提供することを

目的とする取引 （地理的観点）

Ⓑ“貨物の輸出/技術の提供” とは？

③特定の技術を持ち出す行為

④特定の技術の電子データの外国への送信行為

引用（説明に合わせ一部加工）：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）

●海外へ自己使用目的以外で持ち出す場合 ●国内で居住者から居住者へ提供する場合

以外は、すべて規制対象の行為となるため注意!!

誰
で
も

Ⓐ
①

Ⓐ
②

Ⓑ
③④

これらⒶとⒷの観点を図示すると以下のようになります

Point

1
Ⓐ「外国へ」の Ⓑ貨物の輸出/技術の提供にあたるか？
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２．セルフチェック時のポイント



キャッチオール規制のチェックポイント

輸出令別表第１又は外為令別表の１６項では、リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術が対象となりま

す。１６項貨物・キャッチオール規制対象品目表を参照してください。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf

≪大量破壊兵器キャッチオール規制のチェックポイント≫
✔用途要件（使用目的）・・・輸入先等において、大量破壊兵器等の開発等に用いられるか否か

✔需要者要件（顧客） ・・・①輸入者・需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う（行っていた）か否か
②外国ユーザーリスト掲載の企業・組織か否か

✔用途要件（使用目的）・・・輸入先等において、通常兵器等の開発等に用いられるか否か

≪通常兵器キャッチオール規制のチェックポイント≫

リスト規制対象の技術（外為令別表 1～15 項に該当）又は貨物（輸出令別表第１の 1～15 項に該当）か？

リスト規制のチェックポイント

⇒例外規定（次頁参照）に該当しない限り手続きが必要であるため、

貨物・技術のマトリクス表で確認してください。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

提供先の地域別 確認ポイント

（A）の地域
輸出令別表第３

☑ リスト規制に該当しないか

（B）の地域
輸出令別表第３の２

（C）の地域
（A）（B)以外全ての国

☑ リスト規制に該当しないか

☑ 大量破壊兵器キャッチオー
ル規制に該当しないか

☑ 通常兵器キャッチオール
規制に該当しないか

☑ リスト規制に該当しないか

☑ 大量破壊兵器キャッチオー
ル規制に該当しないか

引用：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）

9
参考：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）

Point

2
提供先の地域はどこか？

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html


外国ユーザーリストとは・・・

外国ユーザーリスト：
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list

引用：経済産業省「安全保障貿易管理について」（令和2年9月）

輸出する貨物（物品）や技術の提供において、リスト規制に該当している場合であっても、以下のいずれかに該当する場

合は、許可申請が不要です。

（１） 貨物の輸出（輸出令第4条第1項、運用通達）

①無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの

（輸出令第４条第１項第二号ホ）

・本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの（無償告示55第一号１）

②無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの

（輸出令第４条第１項第二号へ）

・一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第１の９の項の中欄に掲げる貨物

（（７）、（８）、（１０）又は（１１）のいずれかに掲げる貨物に係る部分に限る。）であって、貨物等省令第８条第九号から第十

号まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの（無償告示第二

号５）

・一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第１の１２の項の中欄に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第１１条第十三号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの（無償告示第二号６）

③少額特例（輸出令第４条第１項第四号）
引用：経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第三版」（令和2年5月）

Point

4
例外規定（許可を要しない特例）

Point

3
提供先が「外国ユーザーリスト」に該当する組織・人か？
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引用：経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第三版」（令和2年5月）

（２）技術の提供（貿易外省令第9条第２項）

①公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの

（第２項第９号）

・新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術

を提供する取引

・学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引

・工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引

・ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引

・学会発表用の原稿又は展示会等での配付資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手可能又は閲覧

可能とすることを目的とする取引

※将来的に公表を行う予定の技術であっても、許可が必要になる場合もあり得ることに注意してください。

②基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引（同項第１０号）

③工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引（同項第１１号）

④貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術（プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって必要
最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引（同項第１２号）

⑤プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術（プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって、
インストールや修理等のための必要最小限のものの取引（同項第１３号）

⑥コンピュータや通信関連貨物の設計、製造又は使用に係る市販のプログラムに関する取引（同項第１４号）

⑦あらかじめ利用者を特定した上で外為法第２５条第１項の許可を取得した者から技術の提供を受けた者が行う、利用者に

対する対外取引（同項第４号）

⑧以上のような取引（具体的には、貿易外省令第９条第２項各号）に伴って行われる技術の持ち出し（第１項第１号）

⑨外為法第２５条第１項の許可を取得した者から技術の提供を受けた者が行う、当該取引に伴って行われる技術の持ち出し

（同項第２号）等
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経済産業省では、大学・研究機関向けにQ&Aを公開しています

経済産業省 大学・研究機関向けQ&A

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku.html#qa

Ⅳ.大学・研究機関向けQ&A

たとえば、こんな質問があります
回答は上記URLにアクセスし、ご確認ください

ご不明点が生じたときには、こちらもぜひご活用ください

Q.２か月だけ日本国内の大学に
雇用されているような外国人は、
居住者に当たりますか。

➡経済産業省大学・研究機関向けQ&A 
A16をご確認ください

Q.市販された教科書を用いるなど、公表

された情報を用いて行う留学生等の非
居住者を対象とする講義や実習に、貿
易外省令第９条第２項第九号の特例の
適用は可能でしょうか。

➡経済産業省大学・研究機関向けQ&A 
A9をご確認ください

Q.留学生に教える内容は、最終的に何

に使われるかという観点から教えている
わけではありません。大量破壊兵器
キャッチオール規制の観点からどのよう
に考えればよいでしょうか。

➡経済産業省大学・研究機関向けQ&A 
A22をご確認ください

Q.スーツケースに入れて通常持っていく機
材のようなものは、リスト規制に該当して

いなければ、特に海外への持ち出しに問
題がないと考えて良いでしょうか。

➡経済産業省大学・研究機関向けQ&A
A3をご確認ください

Q.海外出張で、技術データや設計図面

などを持って行く場合、自由に持って行
けると考えていいでしょうか。

➡経済産業省大学・研究機関向けQ&A 
A4をご確認ください
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Ⅴ.問合せ先・関連リンク

立教大学安全保障輸出管理ホームページ
https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/export/

＜立教大学安全保障輸出管理委員会事務局 問合せ先＞

メールでのお問合せは、すべて export@rikkyo.ac.jp までご連絡ください

お電話の場合は、お問合せの内容に応じて、連絡先が異なります

【貨物の輸出・研究員受入・その他委員会全般等】 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】 国際化推進機構 TEL:03-3985-4249

＜関連リンク＞

安全保障貿易情報センター（CISTEC） https://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 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

問い合わせ内容 問い合わせ先

制度概要や法令解釈についてのお問合せ 【安全保障貿易管理課】 TEL:03-3501-2800

該非判定申請手続についてのお問合せ 【安全保障貿易審査課】 TEL:03-3501-2801

輸出者等遵守基準や輸出管理内部規程（CP）についてのお問合
せ、不正輸出のご連絡

【安全保障貿易検査官室】 TEL:03-3501-2841

安全保障に係る輸出管理以外のお問合せ 【貿易管理課】 TEL:03-3501-0538

安全保障貿易管理についての一般的なお問合せ 【安全保障貿易案内窓口】 TEL:03-3501-3679

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
https://www.anzen.mofa.go.jp/

JETRO（輸出入・海外進出の実務）
https://www.jetro.go.jp/world/japan
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