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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始

まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近

隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま

す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい

を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして財団法人 安全保障貿易情報センターに「国際的制度調和に向けた安全保障貿易

管理制度の比較・分析」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関

係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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 今日のわが国の経済力・技術力からは、わが国産業界の対外経済活動は今後とも活発化

し、国際社会への進出が増大していくことが見込まれます。このような企業活動と安全保

障関連の国際間題との関係はますます密接になっていくものと考えられます。 

 国際情勢を振り返れば、平成 13 年９月の米国同時多発テロ事件が象徴するように国際テ

ロ組織による無差別テロ事件が世界各地で勃発し、他方、中東、インド、パキスタンにお

ける民族・宗教問題を背景にした地域紛争も未だおさまる兆しはありません。最近では北

朝鮮、イランでの核開発問題が世界平和を不安定なものにしています。 

 このような国際情勢下、海外において広く活動を展開する我が国企業においては、研究

開発・生産された貨物・先端技術が懸念国における通常兵器及び大量破壊兵器等の開発・

製造に利用されることを防止するための、不拡散型輸出管理の重要性に関する認識がます

ます高まっております。また、我が国では平成 14 年４月に大量破壊兵器不拡散のためのキ

ャッチオール規制が導入されるなど、企業による的確な自主輸出管理の実施が一層重要に

なっています。 

 世界各国においても安全保障輸出管理の法制度化が進んでおり、最新の法制度状況を把

握することは国際的な制度の調和と健全な国際貿易を通じた我が国機械工業の振興に寄与

することになります。このような観点から「国際的制度調和に向けた安全保障貿易管理制

度の比較・分析」事業として、米国における安全保障貿易管理制度に関する調査研究を行

いました。本報告書が、わが国企業による的確な自主輸出管理の一助になるとともに機械

産業関連企業の国際化の資として活用願えれば幸甚であります。 

 最後に、当財団法人安全保障貿易情報センターに対して、本調査、研究の機会を提供し

て頂きました社団法人日本機械工業連合会と関係者の皆様に対して厚く御礼申し上げる次

第であります。 

 

平成 19 年３月 

 

財団法人 安全保障貿易情報センター 

理 事 長   黒 田   眞 
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総 論 

 

1．調査目的 

 米国における軍事用途に転用されるおそれのある輸出に対する中国軍事エンドユース・

キャッチオール規制を調査し、我が国における通常兵器キャッチオール規制導入のための

参考となる報告書を作成する。 

 

2．調査内容 

  米国商務省産業安全保障局（BIS）は、2006年7月6日付、米国官報(Federal 

RegisterVol.71,No.129)、において、中華人民共和国（以下、中国）への輸出・再輸出の改正

及び明確化に関する規則案を発表した。 

 同案の冒頭に付されている要約では「中国の軍事力に実質的な貢献を行なう輸出を阻み

つつ、同国の合法的な民間エンドユーザーへの米国輸出を促進することは、米国政府の方

針である。」とされている。 

 しかし公表された規則案は、米国産業界の予想とは大きく異なっており、当規則案に関

する公聴会においても産業界より活発な意見、問題提起がなされ、パブリックコメントの

受付期間も当初2006年11月3日より12月4日まで、1ヶ月延長された。提出された主なパブリ

ックコメントに関しては、本報告書の第４章以下を参照されたい（なお、BISのホームペー

ジには全てのコメントが掲載されている）。 

 BISはこれらコメントを含め、2007年2月現在、規制案について検討を続けており、対中

国通常兵器キャッチオールに関するEAR改正がなされるとの見方もある。 

 なお、当調査報告は、当規則案について以下の項目に関し、調査分析を行った。 

（1）新設の背景 

（2）規則案の内容 

（3）産業界の反応及びBISの対応 

 

3．調査の結果と得られた結論  

 新設の背景については、米国政府の中国の軍事力増大への対応を見るため、EUによる対

中武器禁輸措置の緩和に対する米国政府の対応並びに米国からの中国に関連する不正輸出

事件、中国の軍事企業に関する情報、動向等を調査した。 

 規制内容に関しては、規制品目、規制用途、新たな認定制度、その他につき内容を把握

することが出来た。 

－1－



 産業界の反応及びBISの対応に関しては、公聴会、パブリックコメント等の内容を把握し、

産業界の懸念、BISの対応等に関し内容を把握することが出来た。それらを踏まえ、米国の

対中国軍事用とキャッチオール規制に関し、以下のような結論を得た。 

 

 米国の安全保障と貿易振興の両立を図るため、規制案には以下のような工夫が凝らされ

ている。 

貿易振興に関する部分 

・規制対象品目を47のECCN品目に限定 

・規制用途をBISの定義する軍事用途に限定 

・新たなVEU認定制度の策定 

安全保障に関する部分 

・ 中国政府の発給するエンドユース証明書の要件を拡大し、規制理由に係りなく、総額

5,000ドルを越える全てのECCN品目の輸出についてMOFCOMの発行する「エンドユー

ザー証明書」の取得を輸出者に義務付ける。 

・大量破壊兵器を理由に輸出許可申請を義務づけているECCN品目に対する審査の厳格化 

 その他、BISでは輸出者の負荷を軽減すると共に、安全保障輸出管理の実効性を担保する

ため、エンドユーザーに関する情報提供体制の整備を検討している。具体的には、中国企

業における軍需生産活動、迂回調達等の懸念を払拭するため、輸出管理上、懸念が少ない

と思われるユーザー（Validated End User)と懸念のおそれがあるエンドユーザー（Entity List)

の企業について検討を行う「VEU委員会」を設定するべく関係省庁と調整している。 

 一方、規制案の実効性に関しては、中国国内の生産能力、他国からの調達能力等を勘案

すると、米国政府が単独で規制を実施しても一定の限界があるとの指摘も多い。 

 パブリックコメントの多くは、他のワッセナー加盟国が同種の規制を導入する合意を得

られぬままに、米国が単独で規制を導入することへの懸念、中国の「Foreign Availability」

と規制案の実効性に関する疑義、中国市場における米国企業の海外企業との競争力が損な

われる可能性を指摘している。また、規制の発動要件となる「軍事力への実質的な貢献」、

「軍事用途」に関する定義が不明瞭であること、不明瞭な軍事用途に対する輸出者の

「Knowledge」の責任範囲、VEUに関しては、エンドユーザーに対するVEUの審査期間及び

VEU認定制度の適用範囲、その後の立ち入り検査の内容等について明確化もしくは改善提

案がなされている。 
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各 論 

 

1．新設の背景 

 本章では、本規制案の背景を分析するため、以下の観点より調査を行うものである。 

 

1．1 米国の中国に対する安全保障上の懸念 

 米国の安全保障政策にとって、中国の軍事力の増大は重大な脅威と認識されており、米国

国防省（Department of Defense）は、2,000会計年度より20年間、中国の軍事戦略、軍事技

術動向、軍事組織等に関し、議会への報告を義務づけられている（The National Defense 

Authorization Act Section 1202） 

 2006年5月23日、国防総省は議会に対する年次報告書で、中国の物流改革は「民間部門と

軍事調達部門の統合」と断言し、中国軍がデュアルユースを市場から調達していると指摘し

ている。更に、軍に属する民間企業の統廃合により「約3,000社が地方自治体に移管、約4,000

社は閉鎖、8,000～10,000社が依然として軍の指揮下にある」としている。また「中国は、ソ

フトウエアや集積回路の業界において、貿易や民間の合弁企業からデュアルユース技術を取

得する組織的な取り組み」を続けているとしている。 

また同報告書では中国に関し懸念される事項として、 

 1．不明瞭な軍事研究開発費 

 2．中国の米国での研究活動 

 3．産業スパイを挙げ 

「中国の軍需企業の基盤は、外国からの直接投資、民間の合弁企業、海外から帰国した学生

の専門知識、産業スパイの恩恵を蒙っている」と説明している。 

 同報告は当規制案公布への契機の一つになったものと考えられる。 

米国の対中国輸出管理規制を考える上でマクロな観点より重要となる主なポイントは、 

  1．中国の軍事力の増大への懸念 

  2．中国を経由して懸念国へ軍事技術が拡散する懸念 

  3．中国に対し、軍事力の増強に資するようなデュアルユースの輸出が増加しているこ

と、の3点と思われる。 
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1．1．1 中国の軍事力の増大と拡散に対する懸念 

 2006年11月商務省クリス・パディラ次官補（輸出管理担当）は、Export Control News誌に

対し、この規則案について「米国の幅広い対中外交政策、とりわけ軍事エンドユース規制に

由来する」と述べ「本質的には、民生技術が武器禁輸措置を損なうことへの懸念」があると

語った。「また、中国では、中国軍が米軍と同じく、民生技術、市販の民生技術への依存を

高めているという現象が見られる」と指摘し、「その結果、民生技術が中国の兵器システム

に取り込まれ、民生技術に対する依存度の高まりとそうした技術の発展が、武器禁輸措置の

効果を意図せずして損ないかねない、という政策上の懸念が存在する」と述べた。47品目の

選定については、国防総省などとの協議に基づき、中国の兵器システムに組み込まれれば、

実質的な貢献（Material Contribution）をすると考えた領域であるとした。 

2006年10月16日に開催されたBISのUpdate 2006 Conference on Export Controls and Policyに

おける基調講演においても成長著しい民生品を活用した中国軍の近代化に対する懸念、米国

政府の過去30年の中国の軍事力に対する外交政策に基づいていることが強調された。 

2001年5月16日付の米国議会報告書（CRS Issue Brief for Congress）「China's Proliferation of 

Weapons of Mass Destruction and Missiles:Current Policy Issues」によれば、1990年代における

中国の大量破壊兵器関連資機材・技術等の供与について、パキスタン、イラン、北朝鮮、リ

ビア、シリア等への拡散懸念とともに以下のように述べている。「中国に対する輸出規制は、

米国にとって非常に重要な政策ツールであり、米国の技術は中国政府へ影響力を持つ手段の

一つである。例えば、1987年レーガン政権は中国がイランに対し、対艦船ミサイルSilkworm

を売却したことにより輸出規制の緩和を凍結した。冷戦後、米国の輸出規制の大命題は大量

破壊兵器の生産・開発に重要な品目を規制する、ということである。米国議会の一部は米国

技術が中国を経由し米国と敵対する国家へ流れていくことを懸念している。1989年の天安門

事件以来、米国の軍事技術の対中供与は完全に規制されているが、中国の軍事能力を増強に

つながる民生デュアルユース技術の供給は増加の一途をたどっている。」 

 

1．1．2 拡大するデュアルユース品目の輸出 

 一方、中国は巨大な経済市場として発展を続けており、2005年度BIS年次報告書によれば、

中国への許可件数は 多であり、2005年度では1,303件（＄2.4billion）の許可を行っている。

また、許可に要する期間は2004年度に比べ、約25％の短縮をしている。 

許可された輸出品目では5E001（通信関連、249件）、2B350（化学品製造工場及び資機材、

216件）、3E001（エレクトロニクス関連、3Aで続く番号で規制される機器の開発又は製造

用技術、150件）等とつづいている。 
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1．1．3 BISの見解 

 2006年7月6日の対中キャッチオール規制改正案公表の1年程前、2005年6月23日、当時のピ

ーター・リクテンバウム商務次官代行（輸出管理担当）は、米中経済安全保障再検討会議

（USCC)において、対中キャッチオール規制に関連し以下のように述べている。 

米国の対中デュアルユース輸出管理政策について同次官補は「安全保障の観点から見ると、

米政府は中国による通常兵器の近代化や、センシティブなデュアルユース品目や技術が中国

の軍事プログラムに転用されるリスクについて、相変わらず懸念を抱いている」と述べ、更

に中国の不拡散に関する対応について「米政府は、懸念国にセンシティブな品目を輸出して

きた中国の多数の組織や人に制裁を科してきた」と不満を述べた。 

 具体例として、「BISはデュアルユース品目が、中国の電子・対潜兵器、情報収集、発電、

あるいは制空権に直接かつ多大な貢献をする場合、当該品目の許可証を発行していない」ま

た、「MTCRカテゴリーⅠのミサイル、大量破壊兵器の運搬能力を高めるような、ミサイル

技術を理由に規制される品目の輸出をすべて却下」していると述べている。 

 更に、「ブッシュ政権は対中武器禁輸措置に基づき、中国の軍事エンドユーザーユースへ

の許可を行っていない」、新設を検討している対中キャッチオール規制は現行のEARでは規

制されていない品目であっても「中国の軍事能力を実質的に（materially）支援する可能性

が有る場合、ワッセナーアレンジメントで合意されたリスト規制品外のITEMであっても、

許可の取得を義務付けるもの」と述べている。 

 一方、実質的な貢献（material contribution）に関しては、「軍事エンドユースとは、

Capabilityであるという理由だけで、軍事ユースであることを輸出者が知っている」という

ことではなく、あくまで「Capabilityではなく、品目が中国の軍事能力に実質的な貢献をす

るか否か」であると述べた。（＊注：Knowledgeの基準については、2006年7月6日の規則案

発表後、パブリックコメント等において、明確化並びにActual Knowledgeの採用に関する要

望が多くなされている一方、BISの見解ではEARで二つのKnowledgeの基準は作らないとの

コメントもなされており、2007年2月現在まだ流動的である。） 

 また、航空宇宙産業・半導体産業に関し、「中国は、民生航空宇宙システムの大口顧客」

であり、「半導体市場において中国がメジャー・プレイヤーとして台頭しつつある」と述べ、

安全保障と貿易に関する諸問題が生じているとの認識を示した。 

 多くの航空宇宙システムは反テロ（AT)を理由に規制されているため、現在は許可の対象

となることなく中国の民生エンドユーザー／ユースに輸出できる。しかし、更にセンシティ

ブな品目は国家安全保障（＊注 NS：ワッセナーリスト)を理由に規制され、審査レベルは
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はるかに高いと述べ、半導体製造機器に関しては関係省庁が転用懸念を縮小するためエンド

ユーザーを綿密に調べ、軍事エンドユーザー／ユースに関しては、これを却下する方針がと

られていると述べた。 

 締めくくりとして、「米中の経済関係の拡大は両国の国益に資する」としながらも、「安

全保障や外交政策に関する諸問題で、大きな違いを依然として抱えていること」、「米国は

国家安全保障と外交政策に関する国益を守らなければならない」と結んでいる。 

 米国は、大量破壊兵器の拡散や軍事力の増強という懸念を完全に払拭できない中国に対し、

今後も拡大することが予想されるデュアルユース品の輸出というジレンマを抱えており、

「中国の軍事力に実質的な貢献を行なう輸出を阻みつつ、同国の合法的な民間エンドユーザ

ーへの米国輸出を促進する。」という今回の規制案に至ったものと思われる。 

 

1．1．4 米国の中国軍事力への懸念を示す例1（EUの対中武器禁輸措置の緩和問題に対す

る米国政府の対応）  

 米国の対中国安全保障政策を示す事例として、2003年、EUにより提起された、天安門事

件以来科されていた対中武器禁輸措置の解除問題に対する、米国政府の対応は中国の軍事力

の増大に関する懸念を示している。以下、EUの対中武器禁輸措置の緩和問題に対する米国

の反応をクロノロジーとして記す。 

2004年 

・ 1月26日：EU外相理事会において、1989年の天安門事件以来続けてきた対中武器禁輸制

裁の解除が討議された。 

・ 3月 1日 ：パウエル国務長官はアイルランドのコーエン外相との会談後、EU諸国に中

国への武器輸出を解除しないよう要請。 

・ 5月12日：下院軍事委員会は、中国の軍隊あるいは保安部隊に向けて軍事品あるいはデ

ュアルユース品目、そうした品目を米国から輸出したことのある外国人や外国に対して、

そのような品目を米国から輸出することを原則的に禁止するという条項を下院の「国防

承認法案」（NDAA）（H.R.4200）に盛り込む事を可決。 

・ 5月30日 ：国防総省が年次報告書においてEU諸国の対中武器禁輸制裁の解除に言及 

・ 6月1日 ：国務報道官はEUに対し、禁輸解除は地域の安定性に貢献せず、中国の人権問

題に誤ったメッセージを送るものと述べる。 

・ 6月3日  ：アミテージ国務副長官はEUに対して対中武器禁輸措置の継続を強く希望 

・ 6月15日 ：「米中経済安全保障再検討委員会」（USCC）はEUの対中武器禁輸案に警告。

同報告書の中で「アナリスト達は、EUによる対中武器販売の再開で、中国の軍事力を
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劇的に高めることを確信している。」と述べる。 

・ 10月5日 ：国務省アン・ガンサー国防貿易管理政策部長はBIS主催の「アップデート2004」

において同省の今後提出される可能性があるEU法案に対する懸念を表明 

・ 11月17日  ：国務省はEUの対中武器禁輸に関するファクト・シートを発表 

・ 12月10日 ：パウエル国務長官は、EUヴァルトナー委員らと共同記者会見し、EUの対

中武器禁輸は今後も続くことを確信すると、述べた。 

2005年 

・ 1月25日 ：バウチャー国務長官はEUの武器禁輸解除の検討を時期尚早と述べる 

・ 2月2日  ：米下院「対中武器禁輸措置を支持しEUが武器禁輸解除をした場合EU企業を

制裁する」という法的拘束力を伴わない決議（H.Res57)を圧倒多数で可決。ライス国務

長官は、EU武器禁輸解除は中国に人権問題に誤ったシグナルを送るとし、EUと協議を

継続する必要性を主張 

・ 2月21日 ：ブッシュ大統領訪欧。EU首脳との会談で対中武器禁輸解除に反対の姿勢を

強調。中国に武器を輸出するEU加盟国に対し、米議会が国防貿易関係を直ちに制限す

る法律を施行する可能性が高いことを伝える。シラク大統領との会談において「米国に

は、中国の武器移転が技術移転へつながり、結果として中国と台湾関係のバランスに変

化が生じるという大きな懸念がある。それが問題だ」と述べた。 

・ 4月14日 ：ピーター・ロドマン国防次官補（国際安全保障問題担当）は「EUの対中武

器禁輸解除は、欧州の先端技術が中国軍事力の近代化を後押しする」と述べる。ライス

国務長官はフィッシャー独首相が「EUは台湾との緊張関係や人権問題改善に向けた中

国政府の具体的措置を確認するまで対中武器禁輸解除を進めない」と発表したことを歓

迎。リクテンバウム商務次官代行は、下院軍事委員会と国際関係委員会で、米国がセン

シティブな技術の対中移転を非常に懸念していること、EUの武器禁輸解除に強く反対

すると述べた。解除されれば、対EUの戦略・貿易関係に重大な影響が及ぶ可能性があ

ると述べた。 

・ 4月20日：ライス国務長官は、ロシアに中台軍事バランスへの配慮を求める 

・ 5月25日：米下院「2006年国防承認法」(NDAA)(H.R.1815)を可決。米国国防総省は、米

国軍事リスト(USML)品目を中国に輸出、移転する外国企業からの物資、調達を禁止す

る条項が盛り込まれた。施行されればEUによる対中武器禁輸解除を阻むものとなる。

同案には中国に移転した企業を断定しリストを作成すること、制裁は5年間有効。USML

品目を販売した企業のみならず、承継会社、親会社、子会社、関連会社にも適用される

ことが盛り込まれている。 
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・ 11月3日：ジョン・ヒレン国務次官補（政治・軍事問題担当）はEUが「武器移転行動規

範」を改善したことを歓迎しつつ「EUの対中武器禁輸」の十分な代用になるわけでは

ないと述べた。 

 

1．2．中国企業に対する懸念 

 2006年3月26日、中国上海「Semicon上海2006」において、「テクノロジー企業における輸

出管理 要件の管理」と題する半日セミナーが開催された。その席上でBIS元商務省次官補

（輸出管理担当）ジェームス・ヨーカム氏は、米国の対中規制の要因について、以下の点を

指摘している。 

 1．中国のエンドユーザー及びエンドユースにおける透明性の欠如 

 2．中国国内の民生活動と軍事活動の関連性 

 3．米中両国の規則スキームの食い違い 

本項ではこの3点について、関連情報の調査を行った。3.米中両国のスキームの違いについ

ては、中国の輸出管理体制におけるCOSTINDの役割を中心に調査を行った。 

 

1．2．1 中国のエンドユーザー及びエンドユースにおける透明性の欠如 

 現在BISは輸出管理の実効性を向上するため、「許可前チェック」（PLC: Pre-License 

Check）、「出荷後証明」(PSV: Post-Shipment Verification)という米国在外大使館の担当者に

よる企業訪問を実施している。 

 2003年9月15日、米台ビジネス協会及びファブレス半導体協会との会合でケネス・ジャス

ター商務次官は中国に対するPSVについて「我々は85を越える国で問題なくエンドユースの

証明を問題なく実施してきたが、中国では政府当局がしばしばその業務を制限するので困難

をきたしている。」と述べている。(Ecn October2003) 

 また、セミナーにおいて在北京米国大使館で輸出管理を担当しているジャネット・チュー

大使館員が講演し、中国企業を訪問した際、よくあるものとして、以下の3点を指摘してい

る。 

 ： 発行された許可証に記された条件が何のことか認識できていない 

 ： 許可条件と販売条件が矛盾する可能性を確認できていない 

 ： エンドユーザーに許可条件を伝えていない 

また、訪問を無事に終えるための準備方法として以下を指摘している。 

 ： 充分な知識を持つものを同席させる 

 ： 記録を閲覧できる状態にしておく 
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 ： 組織機構、統治、財務、事業計画、技術の工程表に関する情報を準備する 

同指摘が事実とするならば、エンドユーザー側の中国企業の許可条件等の理解が十分ではな

く、輸出国側との理解に食い違いが起こる可能性もある。 

 

1．2．2 中国国内の民生活動と軍事活動の関連性 

1．2．2．1 国防科技工業委員会（COSTIND）について 

 中国の軍事企業は1980年代に従来の国防技術の自国生産より、海外の進んだ民生ハイテク

技術を積極的に導入するという方針転換をした。その流れを受け、1988年国防科技工業委員

会（COSTIND）は組織大改正を行い、従来の役割を大きく変えることとなった。COSTIND

は民営化され軍事的な役割はPLA Departmentへ移行した。 

CISTINDの改革の目的は 

 1．競争原理と効率性の観点より中国軍事産業を運営改革すること 

 2．合理的で整備された軍事物資の調達システムを構築すること、の2点である。 

COSINDは、総装備部（General Armament Department：GAD)と調整し、人民解放軍に軍事

資機材を供給することを期待されており、主な役割としては軍事技術の研究開発・生産、10

の軍事産業を広範囲に管轄し、民事・軍事の研究・開発及び産業の交流を推し進め、障壁を

取り払うことにあり、COSTINDはそのための中国軍事産業の軍民転換や外国軍事技術の紹

介、国防科学・技術及び産業の海外取引を担っている。 

中国は国策として、民生デュアルユース技術を軍事技術へ転用し、軍事能力を向上すると

ともに国営軍事企業の改革を推し進めており、COSTIND傘下の企業群をはじめ、軍民の切

り分け、民生活動と軍事活動の関連性に十分な注意を要するものと思われる。国防企業につ

いては軍と企業の分離、行政と企業の分離が、実態をみればまだ不十分との指摘もある。中

国の国防工業企業は人事権、財産権等を「国防科学技術工業委員会」（COSTIND)が直接握っ

ていると言われている。しかも軍事委員会の直轄である総装備部との二重指導体制になって

おり、人事権、実際の経営、研究開発部門での意志決定という点について非常に強く、軍や

政府の意向が働いているという指摘もある。 

 

1．2．2．2 中国の民間企業からの軍事物資調達の動き 

中国は軍事調達について従来の国防工業のみならず他の民間企業に対し、門戸を開き一部

競争入札制度を導入した（注）。従来、軍需生産とは無縁であった中国民間企業が、デュア

ルユース技術を利用し軍需品の生産を行う契機となる可能性がある。 

（注）中国の軍事発注と調達（中国大使館ＨＰ 2004年中国の国防）  
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 中国は国による軍事発注制度をとって、兵器・装備その他の軍事物資の調達・供給を保障

している。軍の兵器・装備調達は総装備部が担当し、物資調達は総後勤部が担当する。 2002

年10月、中央軍事委は「中国人民解放軍装備調達条例」を公布した。03年12月、総装備部は

「装備調達計画管理規定」､｢装備調達契約管理規定｣、「装備調達の方法と手続き管理規定」、

「装備製造者資格審査管理規定」及び「同一タイプ装備の集中調達管理規定」などの付帯規

則を下部に伝達した。これらは装備調達の新しい法規体系を成している。近年、装備調達業

務は政府調達制度の基本原則に従い、徐々に軍需品部門の垣根を取り払い、競争原理を導入

し、軍事工業以外の国有企業やハイテク民営企業による軍需品市場進出を支持している。調

達方式は従来の調達業者指定から公開入札、指定入札、競争的交渉、価格照会調達など複数

方式への転換を速め、装備調達の全体的効率を高めて、部隊が進んだ性能、優れた品質の、

一式揃った兵器・装備を合理的価格で購入できるようにした。軍事用コンピューターやネッ

トワーク設備、車両シャシー、発電ユニット、シェルターなど汎用性の強い装備は、各部門

による単独調達から全軍の集中調達に変わった。  

 2002年2月以降、総後勤部は中央軍事委が承認した「軍隊の物資、プロジェクト、サービ

ス調達改革深化総合プラン」に基づいて、「軍隊物資調達管理規定」、「軍隊物資入札管理

規定」、「軍隊物資調達契約管理規定」、「軍隊物資調達機構価格審査管理規定」、「軍隊

物資、プロジェクト、サービス集中調達資金支払暫定弁法」及び「軍隊物資、プロジェクト、

サービス調達会計検査規定」を相次いで公布した。軍隊の物資調達では政府調達の基本原則

を順守し、軍隊の建設・管理の実情に合わせて、分級管理体制と集中調達を主とする方式を

全面的に実行し、経費、計画、調達の分業・協業、相互けん制の仕組みをより完全にし、物

資調達の規範化、専門化、情報化水準と規模の効果を高めた。部隊の運営、訓練、科学研究、

生活などに必要な24分類、1000種余りの物資は、すでに集中調達の範囲に入っている。年度

予算に盛り込まれ、調達額が限度額以上に達する調達案件は入札が実施され、総部の物資入

札限度額〈総装備部が定めた限度額〉は50万元となっている。 

・中国の国防科学技術工業の対外協力（中国大使館ＨＰ 2004年中国の国防） 

 中国の国防科学技術工業は国際交流と協力に積極的に参加し、対外開放レベルを高めてい

る。軍事工業の民需産業分野では、軍事工業の企業・事業体が国内国外2つの市場を開発し、

国内国外の2つの資源を利用し、国際分業に参加、輸出品構造を 適化、製品の国際競争力

を高めることを奨励、支持している。外国の先進的技術と管理経験を導入し、外資利用の質

とレベルを高め、多国籍企業大手との戦略的協力を広げ、国防科学技術工業の技術レベルを

引き上げている。中国は友好諸国との防衛技術協力関係を発展させ、産業界の防衛技術交流

と協力を促進することを非常に重視している。 
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http://www.fm中国.gov.cn/ce/cejp/jpn/zgbk/gfzc/t182206.htm 

 

1．2．2．3 BISの見解 

 BISも「多くの中国企業は軍との関係がある」と認識し、中国で民間企業とされる組織が

実は中国陸軍の所有下あるいは管理下に置かれている場合が多いこと、多くは中国の国防制

度に基づき、民生品メーカーを所有することで人件費を補っていること、西側の製品や技術

を入手するためのダミー会社も存在しているとしており、中国向けの輸出許可品目について

は、中国の軍事エンドユース、エンドユーザーに向けたもの、中国軍に直接的あるいは重大

な貢献をめざすものについて、輸出を却下する方針を示している。 

 リクテンバウム商務次官代行も2005年4月28日にワシントンで開かれた会合で、BISが「中

国軍の近代化を助ける輸出であることを知りながら許可することはない」と語った。また「中

国軍の能力向上を支援する申請については、却下方針に基づいて審査を行う」と明言してい

る。 

 

1．2．2．4 米国の中国軍事調達活動に懸念を示す例2（中国関連の違反事例） 

 2005年度BIS年次報告書によれば、2005年度の輸出管理違反事件は31の人・組織を刑事告

訴、内14件が中国関連であった。以下概要を記す。 

制裁日 違反者 罪状   

10/6/04 Ting-Ih-Hsu 虚偽申告 執行猶予3年 中国向ミサイル部品輸出 

low-noise amplifier chips 

10/6/04 Hai lin Nee 虚偽申告 執行猶予3年 中国向ミサイル部品輸出 

low-noise amplifier chips 

01/10/05 Stephen Midgley 虚偽申告 罰金1,500＄他 中国の懸念顧客向ミサイ

ル関連輸出 

一度輸出許可を却下され

た規制品 

industrial furnace 

02/01/05 Spector 

International dba 

Norsal Export 

虚偽申告 罰金57,000＄他 中国向規制品輸出 

Radar applications付

microwave amplifiers 
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03/03/05 LaVern Miller IEEPA違反 

（＊） 

罰金18,000＄他 中国向規制品輸出 

polygraph machine 

03/03/05 Sroelting 

Company 

IEEPA違反 罰金20,000$ 中国向規制品輸出 

polygraph machine 

05/02/05 Rou Ling Wang IEEPA違反他 6ヶ月15日間 

の収監 

罰金1,500$ 

中国向規制品輸出 

electoronic equipment 

05/17/05 Valtex 

International 

IEEPA違反 罰金250,000$ 中国Chinese Academy of 

Space向に過去許可申請を

却下された規制品 

satell品目issile insultation 

blanketsの輸出を計画 

05/17/05 Vladmir Alexan 虚偽申告 罰金12,000＄執

行猶予3年 

中国Chinese Academy of 

Space向に過去許可申請を

却下された規制品 

satell品目issile insultation 

blanketsの輸出を計画 

07/25/05 Charles Kuan 

 

IEEPA違反 罰金300＄ 

1年1日の収監 

執行猶予2年 

中国向規制品輸出 

detector log- 

video amplifiers 

元中国政府管理会社向 

07/26/05 Jain Guo Qu National 

NuclEAR 

Security Act/ 

IEEPA違反 

46ヶ月収監 

罰金2,000$ 

保護観察2年 

中国向規制品輸出 

electronic equipment 

09/14/05 Zheng Zheng 輸出申告書虚

偽違反 

罰金1,000$ 中国向規制品輸出 

low noise amplifiers 

09/14/05 Univision 

Technology Inc. 

輸出申告書虚

偽違反 

罰金1,000$ 中国向規制品輸出 

low noise amplifiers 
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09/28/05 Zhaoxin Zhu 

 

18 USC 371条

違反謀議 

2年収監 

保護観察3年 

中国向輸出を目的とした

規制品 satellite and radar 

technologyの入手を謀議 

＊IEEPA：International Economic Emergency Power Act 国際経済緊急権限法 

 

1．2．3 中国の輸出管理におけるCOSTINDの役割（中国の輸出管理スキームについて） 

 1980年代、経済改革において軍が経営していた軍事企業は新たな収益源を求め、軍の関連

企業であるNew EraやPoly Technologiesといった企業は、利益を生む輸出企業となった。 

 機微な通常兵器に関する輸出はPoly Technologiesが、核関連資機材、ミサイル関連資機材

はCOSTIND傘下のNew Era Corporationが執り行っている。また、COSTINDは、機微な軍事

物資の輸出規制の法制化に関し重要な役割を担ってきた。1995年11月1日のStrategic Digest

に掲載された「China's Non-Proliferation And Export Control Policies」では、「機微品目の輸出

政策に関しては、COSTINDや中央軍事委員会、国家委員会等の参加による定例会議におい

て議論され、MOFTECや中国外務省はその意思決定において重要な役割を担っているよう

には見えない。MOFTECや中国外務省の役割を人民解放軍同様に強めること、それは中国

の不拡散に関する声明と実際の行動のGapを埋める重要なステップになる。」と指摘してい

る。 

 例えば、2002年10月15日に公布された「軍需品輸出管理条例」の規制リストに関しては2002

年11月1日に「科工法［2002］828号としてCOSTIND・中央人民解放軍総務部より合同公布

されている。国の指定した軍需品輸出主管部門（COSTIND・中央人民解放軍総務部）は全

国の軍需品輸出業務を主管し、全国の軍需品輸出に対して監督管理を行うとしている（同第

3条）。また、軍需品の輸出プロジェクトに関しては軍需品輸出主管部門（COSTIND・中央

人民解放軍総務部）が国務院・中央軍事委員会の関連部門と共に、審査認可する（同第14

条）としている。 

 このようにCOSTINDは傘下の元人民解放軍の企業であったPoly Technologies社等の経営

を実質的に管理しつつ、同時に輸出規制、審査に関係しているようにも見える。 
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2．2006年7月6日公表規則案「中華人民共和国（中国）向け輸出・再輸出の改正及び明確化

並びに認定制度（VEU）に関する規則案」の主な内容について 

 

（1）中国に対する特定のECCN品目について、軍事エンドユースの認識に基づく新たな規

制を導入する 

（2）化学・生物兵器拡散、核不拡散及びミサイル技術の理由で中国向け輸出が規制される

品目の許可審査方針の変更、国家安全保障に基づく新たな許可方針を踏まえ審査される。 

（3）新たに認定制度（VEU）を導入する。 

（4）規制理由に係りなく、総額5,000ドルを越える全てのECCN品目の輸出について

MOFCOMの発行する「エンドユーザー証明書」の取得を輸出者に義務付ける。 

（5）MOFCOMの発行する「エンドユーザー証明書」を許可申請書に添付しBISに提出しな

ければならないという現在の要件を廃止し、輸出者による同証明書の5年間保管を義務づけ

る。 

 

3．改正内容 

 

3．1 中国に対する特定のECCN 品目について、軍事エンドユースの認識 

に基づく新たな規制案の内容について 

3．1．1 発効要件 

対象品目 発効要件 法的効果 

Part 744 

Supplement No.2 

に掲げる貨物 

 

当該品目が中国において、

Part774.21において定義された「軍

事エンドユース」（＊）に全面的に

又は部分的に向けられることを明

確に又は実際に認識（EAR 

PART772.1）している場合 

当該品目が中国において「軍事エン

ドユース」に全面的に又は部分的に

向けられること、又は向けられる可

能性があることをBISから知らされ

ている場合 

輸出・再輸出・移転の場合はBIS の

許可が必要 

（＊注）軍事エンドユースの定義

対象となる軍事品目に対し、ある

用途をなす場合は「軍事エンドユ

ース」と見なされる 
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3．1．2 対象となる軍事品目及び軍事品目に対する用途 

対象となる軍事品目 軍事品目に対する用途 

1．米国軍需品リスト（USML）（22 CFR 

Part121，国際武器取引規則）の記載品目

2．国際軍需品リスト（IML）（ワッセナ

ーアレンジメントのウエブ

http://www.wassenaar.org）の記載品目 

3．EAR Part 774 Sppplement No.1の通称管

理リスト（CCL）において末尾が「A018」

のECCNに該当する品目 

左記品目への組み込み、又は左記品目の製造、

設計、開発、維持、操作、設置、配備、修理、

オーバーホール又は改造のための使用 

 

3．1．3 用途の解釈 

語句 解 釈 

「製造」 「製造」は、統合、組立、検査又は試験を意味する。 

「開発」 「開発」は、設計を意味し、試作品の試験及び製作を含む。 

「維持」 「維持」は、ある品目を、その意図された目的のために当初の又は計

画された能力及び効率にもどすための作業を意味し、試験、測定、調

整、検査、部品交換、修復、校正、オーバーホールを含む。 

「操作」 「操作」は、意図したとおりに機能させることを意味する。 

「設置」 「設置」は、使用の準備を行うことを意味し、接続、統合、組み込み、

ソフトウエアのローディング、試験を含む。 

「配備」 「配備」は、戦闘隊形又は適切な戦略地点への配置を意味する。 

「修理」／「オーバーホール」／「改造のための使用」に関しては特段の解釈は無し。
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3．1．4 Part 744 Supplement No.2に掲げる貨物（47のECCN品目） 

 

カテゴリー 1 材料、化学物質、微生物及び毒素 

 1Ａ290 Ｘ線装置、放射線照射／遠隔治療装置、放射線熱電気発生装置、 

又は放射性物質の輸送容器に組み込まれた遮蔽物の形で 

1,000キログラムを超える重量で出荷される劣化ウラン（アイ 

ソトープU-235の含有量0.1711パーセント未満） 

 1Ｂ999 1Ｂ999．ｅで規制される装置であって、カテゴリー1で規 

制される別途記載のない構造複合材料、ファイバー、プリプレ 

グ及びプレフォームの製造に用いられるよう特別に設計したも 

の 

 1Ｃ990 

 

1Ｃ010と1Ｃ210のいずれでも規制されない繊維状また 

は糸状材料であって、複合構造に使用され、比弾性比率が3.18 

×10の6乗メートル以上、比強度が7.62×10の4乗メート 

ル以上のもの 

1Ｃ995 1Ｃ350，1Ｃ355，1Ｃ395のいずれでも規制されない混合物のうち1Ｃ350

又は1Ｃ355で規制される化学物質を含むものと、1Ｃ350と1Ｃ395の 

いずれでも規制されない医療、分析、診断及び食料試験キット 

のうち1Ｃ350．ｄで規制される化学物質を含むものであっ 

て、下記に該当するもの（規制品目リスト参照）。但し1Ｃ9 

95．ｃ「医療、分析、診断及び食品検査キット」を除く。 

1Ｃ996 合成炭化水素油を含有する油圧オイルであって、下記のすべて 

の特性を有するもの（規制品目リスト） 

1Ｄ999 1Ｄ999．ｂで規制される特定のソフトウエアであって1Ｂ 

999．ｅで規制される装置に用いるもののうち、カテゴリー 

1で規制される他に記載のない複合構造、ファイバー、プリプ 

レグ及びプレフォームの製造に用いられるように特別に設計し 

たもの 
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1Ｄ993 1Ｃ210．ｂ又は1Ｃ990で規制させる装置又は材料 

の開発、製造又は使用に用いるよう特別に設計したソフトウ 

エア 

1Ｅ994 1Ｃ990で規制される繊維状及び糸状材料の開発、製造また 

は使用に用いるよう特別に設計したソフトウエア 

 カテゴリー2 材料加工 

2Ａ991  2Ａ001で規制されないベアリング及びベアリングシステム 

2Ｂ991 2Ｂ991で規制される工作機械のうち、「利用可能なすべての補正」を行

った後の位置決め精度が、どの直線軸についても0.010ミリメートルより

良好のものと、2Ｂ991．ｄ．1．ａで規制される1又は複数の輪郭制御用

「傾斜スピンドル」の特性を有する工作機械に限定 

2Ｂ992 優良光学面の生成に用いる非数値制御工作機械及び特別に設計したその

部分品 

２B993 ２B003で規制されない歯車製造及び／又は歯車仕上げ用工作機械のう

ち、品質レベルがAGMA12より良好の歯車を製造することの出来るもの

に限定 

2Ｂ996 2Ｂ006で規制されない寸法検査／測定システム又は装置 

 カテゴリー3 エレクトロニクス関連 

3Ａ992 3Ａ002．ａ．5で規制されるもの以外のオシロスコープ及び過度記録装置

及び特別に設計したその部分品 

3Ａ999 3Ａ999．ｃで規制される品目に限定 

3Ｂ991 3Ｂ001で規制されない装置であって電子部分品及び材料の製造に用いる

ものと、特別に設計したその部分品及び付属品 

3Ｂ992 3Ｂ002で規制されない装置であって電子部分品及び材料の検査又は試験

に用いるものと、特別に設計したその部分品及び付属品 

3Ｄ991 3Ａ991で規制される電子デバイス又は部分品、3Ａ992で規制される汎用

電子計算機、又は3Ｂ991と3Ｂ992で規制される製造装置及び試験装置の

開発、製造又は使用に用いるよう特別に設計したソフトウエア 

3Ｅ292 3Ａ292で規制される装置の開発、製造又は使用に用いる技術であって、
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ジェネラル・テクノロジー・ノートに合致したもの 

3Ｅ991 3Ａ991で規制される電子デバイス又は部分品、3Ａ992で規制される汎用

電子装置、又は3Ｂ991又は3Ｂ992で規制される製造装置及び試験装置の

開発、製造又は使用に用いる技術 

 カテゴリー4 コンピュータ 

 4Ａ994 4Ａ003で規制されないコンピュータであって、調整後の 高性能（ＡＰ

Ｐ）が0．1加重テラフロップ（ＷＴ）を超えるものに限定 

 4Ｄ993 プログラム証明、検証ソフトウエア、ソースコードの自動生成を可能と

するソフトウエア及びオペレーティング・システム・ソフトウエアであ

って、4Ｄ003で規制されず、実時間処理装置に用いるように設計したも

の 

4Ｄ994 4Ａ101で規制される装置、調整後の 高性能（ＡＰＰ）が0．1加重テラ

フロップ（ＷＴ）を超える4Ａ994、4Ｂ994、及び4Ｃ994で規制される材

料の開発、製造又は使用のために特別に設計したソフトウエア 

4Ｅ992 4Ａ994（本Supplement掲載）と4Ｂ994で規制される装置、4Ｃ994で規制さ

れる材料、又は4Ｄ993又は4Ｄ994で規制されるソフトウエアの開発、製

造又は使用に用いる技術 

カテゴリー5（Ｐａｒｔ 1）電気通信 

5Ａ991 5Ａ991．ａ、5Ａ991．ｂ．5、5Ａ991．ｂ．7及び 

5Ａ991．ｆで規制される品目に限定 

5Ｂ991 他に記載のない電気通信試験装置 

5Ｃ991 ガラス又はその他の材料を用いたプリフォームであって、5Ａ991で規制

される光ファイバーの製造用に 適化したもの 

5Ｄ991 5Ａ991と5Ｂ991で規制される装置の開発、製造又は使用に用いられるよ

う特別に設計又は修正したソフトウエア 

5Ｅ991 5Ａ991又は5Ｂ991で規制される装置、又は5Ｄ991で規制されるソフトウ

エアの開発、製造又は使用に用いる技術及びその他の技術であって、下

記に該当するもの（規制品目リスト参照） 

カテゴリー5（Ｐａｒｔ 2）情報セキュリティ 
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5Ａ992 5Ａ002で規制されない装置であって、Part 742.15(b)(1)(ⅰ) とPart 

742.15(b)(2)に示す大衆市場向け暗号商品及びソフトウエア、Part 

742.15(b)(3)(ⅱ) に示す特定の短距離無線商品及びソフトウエア及び

Part 742.15(b)(3)(ⅲ)に示す暗号機能の限定された商品及びソフトウエ

アを除くもの 

5Ｄ992 5Ｄ002で規制されない情報セキュリティ・ソフトウエアであってPart 

742.15(b)(1)(ⅰ) とPart 742.15(b)(2)に示す大衆市場向け暗号商品及び

ソフトウエア、Part 742.15(b)(3)(ⅱ) に示す特定の短距離無線商品及び

ソフトウエア、Part 742.15(b)(3)(ⅲ)に示す暗号機能の限定された商品及

びソフトウエアを除くもの、 

5Ｅ992 5Ｅ002で規制されない情報セキュリティ技術 

カテゴリー6 センサー及びレーザー 

6Ａ995 6Ａ005と6Ａ205のいずれでも規制されないレーザー 

6Ｃ992 6Ａ002．ｄ．3で規制されない光検知ファイバーであって、ビートレング

スが500ミリメートル未満（高複屈折）となるよう構造的に修正したもの、

又は6Ｃ002．ｂに示されない光センサー材料であって、亜鉛含有量がモ

ル比にして6パーセント以上のもの 

カテゴリー7 航行装置及びエビオニクス 

7Ａ994 その他の航行方向探知装置、航空機搭載通信装置、7Ａ003と7Ａ103のい

ずれでも規制されないすべての航空機慣性飛行システム、及び他に記載

のないその他のエビオニクス装置（部品及び部分品を含む） 

7Ｂ994 その他の装置であって、航行及びエビオニクス装置の試験、検査又は製

造に用いるもの 

7Ｄ994 航行装置、航空機搭載通信装置及びその他エビオニクス装置の開発、製

造、又は使用に用いるソフトウエアであって他の記載のないもの 

7Ｅ994 航行装置、航空機搭載通信装置及びその他エビオニクス装置の開発、製

造、又は使用に用いる技術であって他の記載のないもの 

カテゴリー8 海洋技術関連 

8Ａ992 8Ａ002で規制されない水中システム又は装置と、特別に設計したその部

品 
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8Ｄ992 8Ａ992で規制される装置の開発、製造又は使用に用いるように特別に設

計又は修正したソフトウエア 

8Ｅ992 8Ａ992で規制される装置の開発、製造又は使用に用いる技術 

カテゴリー9 推進システム、宇宙ビークル及び関連装置 

9Ａ991 9Ａ001と9Ａ101のいずれでも規制されない航空機（他に記載のないもの）

及びガスタービン・エンジン、並びに他に記載のない部品及び部分品 

9Ｂ990 振動試験装置と、他に記載のない特別に設計した部品及び部分品 

9D990 9A990又は9B990で規制される装置の開発又は製造に用いるソフトウエア

であって他に記載の無いもの 

9Ｄ991 9Ａ991又は9Ｂ990で規制される装置の開発又は製造に用いるソフトウエ

ア 

9Ｅ990 9Ａ990又は9Ｂ990で規制される装置の開発、製造又は使用に用いる技術

であって他に記載のないもの 

9Ｅ991 9Ａ991又は9Ｂ990で規制される装置の開発又は製造又は使用に用いる技

術 

 

3．1．4．1当該47品目が選定された要因 

 47のECCN品目の選定の理由に関しては、明確な選定基準は見あたらなかった。BISは

国防総省と協議の結果、軍事力に実質的な貢献をなす品目を選定したと述べている。しかし

ながら、ディーゼルエンジンやスキューバダイビングの器具等、軍事的用途への貢献に乏し

いと思われるものも以前残っている。（Mark D. Menefee氏よりヒアリング） 

一方、当初、キャッチオール規制として全品目を対象とする予定であったが、積極的に当

該品目を選択したわけではなく、中国のForeign Availabilityの検討、米国産業界等との調整

等の結果、47品目として案が出されたという見方もある。 
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3．2 化学・生物兵器拡散、核不拡散及びミサイル技術の理由で中国向け輸出が規制される

品目の許可審査方針の変更、国家安全保障に基づく新たな許可方針を踏まえた審査について 

                                                                    

Part742.4(b)(7) 国家安全保障（NS）品目のParagraph審査方針案 

 本コラムは、ワッセナーアレンジメントの規制品目の許可方針について定めているもので

ある。現行の規制では、中国に関しては、軍事エレクトロニクス、対潜水艦用兵器、軍事情

報収集等のいくつかの軍事用途に直接且つ顕著な貢献が認められる場合を除き、輸出許可申

請は許可をすることを一般方針としている。それぞれの申請は個別に審査され、例え、中国

の軍事能力を向上に寄与し、エンドユーザーやエンドユースが軍隊であった場合であっても、

許可されることもありうる、としている。 

 一方、今回の改正案では、「中国に関しては、民間エンドユースへの輸出、再輸出又は移

転の許可申請に対して許可の一般方針が適用される。中国の軍事能力に実質的貢献をなす品

目については拒否の推定が基盤となる。従って、中国向けの輸出、再輸出及び移転に対する

すべての許可申請は、その輸出、再輸出又は移転が同国の軍事能力に実質的貢献をなすかど

うかを判断するため、個別に審査される。更に、許可申請は、エンドユーザーが拡散活動に

関与しているかどうかを判断するために、ミサイル技術、核不拡散又は化学・生物兵器を理

由とする審査方針に基づき審査される。」とし、軍事用途であれば、原則拒否という姿勢を

明確にしている。 

 

3．3 認定制度VEUについて 

 規則案では、EAR748.15においてVEUと呼ばれている新たな認定制度を提案している。 

 VEU認定制度は、当セクションの要件に従い、事前にBISにより、VEU（Validated End User

：）と認可されたエンドユーザー（以下、VEU認定制度との混乱を避けるため「適格エンド

ユーザー」と記す）に対し、特定のECCNについて個別の輸出許可無く輸出を可能とする認

定制度である。「適格エンドユーザー」になるためには、当セクションに掲げる条件に基づ

きBISへ申請を行い、認定後は報告、現地調査の受け入れ等の義務が課される。また、VEU

認定制度を利用し、当該「適格エンドユーザー」へ輸出･再輸出を行った場合、輸出者等は

BISへ定められた報告義務、監査の受け入れ等の義務が課される。 

以下、条件を記す。 
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3．3．1 Validated End User （VEU）「適格エンドユーザー」について 

「適格エンドユーザー」は、EAR748 Supplement No.7で特定される 

エンドユーザーの適正の評価の際、BISは必要に応じて国務省、エネルギー省、国防総省、

その他省庁と協議の上、検討する。 

主な検討要素は 

1．当事者が民間エンドユース活動に専ら従事した実績 

2．当事者による米国輸出管理規制の遵守 

3．VEU認定制度の要件を遵守する当事者の能力 

4．米国政府代表者が行う現地遵守審査の受け入れに対する当事者の合意 

5．当事者の米国及び外国企業との関係 

6．適格仕向国政府による輸出規制の現状と国際レジームへの支持の状況 

 

3．3．2 VEU認定制度が適用できる品目に関する規制について 

EARにおいてミサイル技術（MT)及び犯罪規制（CC)の理由で規制される品目はこの認定制

度に基づき輸出／再輸出してはならない。 

 

3．3．3 VEU認定制度で入手したECCNのエンドユースに関する規制 

VEU認定制度に基づき入手した品目は、EAR744に示すいかなる活動にも使用してはならな

い。 

VEU認定制度により品目を入手する「適格エンドユーザー」は、以下のいずれかに該当す

る行為のみを許される。 

1．適格仕向地にある「適格エンドユーザー」自身の施設、もしくは適格仕向地にあり、同

「適格エンドユーザー」が全般にわたり効果的管理を立証した施設において当該品目を使用

する。 

2．当該品目をその使用中に消費する。 

3．BISの許可を得た上で初めて当該品目を移転又は再輸出する。 

4．証明及び記録保存 

 

3．3．4 VEU認定制度で輸出・再輸出する場合の適格エンドユーザーからの証明書 

 VEU認定制度に基づく輸出又は再輸出に先立ち、輸出者又は再輸出者は、「適格エンド

ユーザー」から下記の諸点を明記したエンドユース証明書を入手し、保管しなければならな

い。 
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 VEU認定制度のすべてのエンドユース規制を知らされており、それらの制限に従う。 

 VEU認定制度の仕向地及びエンドユース規制の順守を確実にするためのマニュアルが

整備されている。 

 VEU認定制度に基づき入手した品目は、EAR744に示すいかなる禁止対象活動にも使用

しない。 

 VEU認定制度の条件遵守を検証するための米国政府当局者の現地訪問を受け入れる。 

 

3．3．5 輸出者及び再輸出者の報告及び監査要件 

VEU認定制度を利用する輸出者及び再輸出者は、BISに年次報告書の提出が義務づけられる。 

 

3．3．6 VEU認定制度に係る監査について 

VEU認定制度の利用者は定例的に監査を受ける、BISの要請があり次第、輸出者、再輸出者、

「適格エンドユーザー」は、記録の検査又は現地の遵守審査を受け入れなければならない。

監査の目的上、当セクションで特定した情報、所用の記録をEAR762の記録保存要件に従い

保管しなければならない。 

 

3．3．7 指摘されているVEU認定制度の問題点 

 「適格エンドユーザー」の審査基準が広範囲であり漠然としている。 

 「適格エンドユーザー」の審査期間、迅速な審査が可能なのか 

 「適格エンドユーザー」の申請に伴う手続きとコスト 

 「適格エンドユーザー」の申請を却下された企業に対する扱い、「レッドフラッグ」と

なるのか 

 「適格エンドユーザー」の見直しにより、「適格エンドユーザー」では無くなった企業

に対する扱い、「レッドフラッグ」となるのか 

 VEU認定制度で課される事務負荷（輸出者／再輸出者、適格エンドユーザー） 

 構築中のAES（自動輸出制度）が使用できずペーパーワーク（輸出通関申告書（SED)

が発生する可能性がある 

 VEU認定制度の対象となるECCN品目に技術を含むか否かについて、国防総省とBISよ

り明確な見解が出されていない。 

 VEUの遵守のための情報開示が中国国内法との齟齬を生む可能性がある。（「企業秘

密」＝「枢密」に当たる可能性） 

 VEUの費用対効果（コストをかけ取得したVEUを競合他社も利用できる）等 
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3．3．8 VEU認定制度に関するBIS等のコメント 

 商務省クリストファー・パディラ次官補 

BISは「情報機関といっそう協力し、信頼できるエンドユーザーや疑わしいエンドユーザ

ーが誰かを、輸出者に可能な限り伝えられるようにする必要がある」と語った。（2006.9.17

公聴会）「VEUを通じて輸出許可手続きを簡素化することで、対中許可件数を削減する」

との付随的な目標を掲げている。関係省庁と「エンドユーザー審査委員会」(End-User Review 

Committee：別名VEU委員会)を設立する計画を明かした（2006.11) VEU委員会はEntity List

の検討も行うという。「現地審査」は「出荷後証明」（PSV）とは別に行うこととし、PSV

で行われている検査官にMOFCOM（中国商務部）の中国人担当官の同行という義務を付け

ない方向で調整すると述べた。 

米国商工会議所における米国業界代表者との10月19日の会議において、パディラ次官補は、

VEU認定制度が業界にメリットがあることを強調した。パディラ次官補は、中国に対する

米国の政策を変更する機会、輸出規制の緩和措置を講じる機会はそう多くなく、VEU認定

制度は数少ないチャンスの１つであると述べた。次官補は、輸出者に全般的に案に苦情を言

うばかりでなく、VEU認定制度を精査しそれをどう役立てるのかを検討すべきであるとし、

その観点からの質問を希望した。次官補は、VEU認定制度のメリットに関し確信を持って

おり、インドのような他の地域にも将来拡大される可能性を付け加えた。 

 

 商務省ボーマン副次官補 

BISが「適格エンドユーザー」の申請に係る審査を迅速に行うこと、及びそれを必要なス

タッフを割り当てることを確約したと述べた。 

BISは、「適格エンドユーザー」は定期的に再評価されると述べた（＊注「適格エンドユ

ーザー」には具体的な期限は規則案では定められていない）。 

 

4．米国産業界の当規制案に関する見解とBISの対応 

当規制案は、公聴会、パブリックコメント等により幅広く産業界の意見を求めており、多

数の意見が出された。 

 

4．1 公聴会 

公聴会における主な論点は以下の通りである。 

（1）中国における規制品目の海外入手可能性 

（2）軍事エンドユースの定義 
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（3）Verified End-User（VEU)の具体的手続き 

（4）Knowledgeの基準 

（5）規則案を受け入れる中国側の体制 

 

4．1．1 公聴会のコメントに対するBISの見解等について 

（1）中国における規制品目の海外入手可能性について 

ボーマン副次官補は2006年9月12日、「規則及び手続きに関する技術諮問委員会」

（RPTAC）において、公聴会では「中国国内の軍事エンドユースに輸出する場合に新たに

許可要件を定められた47のECCN品目の多くが、中国を含む世界各国で広く入手可能」との

意見が出た、と述べた。副次官補は47のECCNの品目を外国の調達先、とりわけ中国から入

手できることを示す、信頼できる客観的な証拠があれば、コメントとして提出するよう企業

に促した。 

副次官補はBISが収集した情報に基づき47のECCNのリストを作成したと述べたが、「よ

り新しく正確な情報を持っている方々がいることは明らかである」、「中国で事業を展開中

の企業が競合企業について情報を持っているのは間違いない」「問題は、中国メーカーの所

有者が誰かではなく、中国国内での入手が可能か否かということである」 

（2）軍事エンドユースの定義 

公聴会では「軍事エンドユース」の定義に質問が寄せられ、ある企業は中国沿岸警備隊に

対するアウトバウンド・モーターの輸出について、別の企業は人民解放軍に対するヘリコプ

ターの輸出等、具体的な質問もなされた。ボーマン副次官補は「公聴会で質問が出る度、コ

メントの提出をお願いしている。」と述べた。 

（3）Validated End User (VEU)の審査期間は30日 

BIS担当官は、「適格エンドユーザー」の審査期間について「関係省庁間で決着したわけ

ではないが、我々は30日と見ている。」と語った。「省内の作業は始まっており、まもなく

関係省庁との作業に入る」という。 

（4）knowledgeの基準 

ボーマン副次官補は、BISが「47のECCN品目の対中輸出にKnowledgeの狭義の定義（Actual 

Knowledge）を適用するとしたコメントを変更しようとしている」という輸出者の不満に

ついて、「結局のところ、輸出者、政府双方にとって同一取引に２つの異なる「knowledge」

の基準を持てば複雑になる」と述べ、一部の輸出者の指摘を認めた。しかし「BISが、

Knowledgeの基準の違反を理由に行政訴訟を起こしたのは、過去10年で2件だけ」とし、「規

則案がそのまま 終規則になった場合でも、過去の記録から見て、knowledge絡みの事件が
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多発する可能性は小さいと思われる」と述べ、Knowledgeの定義についてはActual 

Knowledgeの基準を採用しないことを示唆している。 

（5）中国側の対応について 

規則案により必要となるエンドユーザー証明書の増加に対し、中国政府の体制について疑

問が出されたがボーマン副次官補は「我々は中国政府と協議を続けているが、中国側から「出

来ない」との反応は出ていない」と述べた。  

 

4．2 米中経済安全保障検討委員会議長Larry Wortzel氏のコメント 

 米中経済安全保障検討委員会の議長、Larry Wortzel氏は、BISが規制案を「 初からやり

直す」ことを期待すると述べた。Wortzel氏は委員会の年次報告書の公開時にレポーターに

対し、BISが、中国に対する輸出規制について同様の規制を行うよう日本と欧州を説得する

ことを期待すると述べた。 

 Wortzel氏は、多くの下院議員が、規則案が公表されたやり方、ならびに米国の欧州の同

盟国との事前の調整がなかったという事実に不満を持っていると感じた、と述べた。例えば、

米国の独占的な技術等、いくつかの分野では米国の単独規制であっても効果はあるとしたが、

「もし他の国々と協調し規制をすることが出来ないなら、規制は効果的なものにはならな

い」と付け加えた。 

 米中経済安全保障検討委員会は米国議会に年次報告書を提出し、中国に対する米国のアプ

ローチに関する政策協議において重要なものと見なされるが、委員会は法制化には直接的に

は関与しない。 

 

4．3 規則案の展望 

 パブリックコメント等の意見に関連し、BISは大きな変更を行うという示唆は行っていな

い。BISは、規則案が米国の国家安全保障上に適うと主張しているが、この規則はBISより

ハイレベル且つBIS外部の米国政府当局が関わっているとの見方もある。 

 米国商工会議所における米国業界代表者との10月19日の会議において、パディラ次官補は、

当規制により、輸出者がEPCI（拡散管理強化イニシアチブ（Enhanced Proliferation Control 

Initiative）、拡散阻止の審査より更に一段スクリーニングが加えられることになることは認

識しているが、特に指定された品目（47のECCN品目)に限ったものであると述べた。また、

パディラ次官補は産業界の経歴があり、必要な審査を実行することは不可能という産業界の

意見は受け容れがたいと述べた。また、規則案における「knowledge」の定義が関係者とっ

て「負担の爆弾（liability bomb）」となるという主張に関しては、「受け入れがたい（hard to 
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buy）」と述べた。パディラ次官補は、BISは軍事 終用途の定義の明確化に関しては受け

容れる姿勢を示した。 

 

BISの規制案に関する見解 

 2006年12月1日、ロイターのニューズ･レポートによると、パディラ次官補は規則案につい

て以下のように述べている。 

 規則の制定の前に企業の懸念の払拭に努めること 

 関係者の多くが規則案の全面見直しを望もうが、BISには規則案を廃棄するつもりはな

い 

 規則案は、中国の二桁の軍事近代化を妨げ、民生事業を推進するという、米国の対中国

政策の根本的な方針に由来する 

 

4．4 パブリックコメントについて 

4．4．1 パブリックコメントの主な要望事項 

（１） 米国の単独制裁となることへの懸念、ワッセナー加盟国とのハーモナイゼイション 

（２） 中国現地の生産能力、海外からの調達能力からみた47のECCN品目を規制する意義 

（３） 中国の軍事力に対する「実質的貢献」の明確で客観的な基準が欠如している 

（４） Knowledgeに関する輸出者の責任範囲を明確化すること 

・インフォーム要件のみにすること 

・懸念されるユーザーをBISが公表すること 

（５） VEU認定制度に関する諸問題（適用範囲の拡大、技術に対する適用の明確化、申請

者・輸出者の義務の軽減、監査範囲の明確化、「適格エンドユーザー」の申請却下

・取り消し等が中国の組織にもたらす影響等） 

（６） 再輸出に対する影響、第三国との法令の齟齬 

（７） 他のライセンスエクセプションと当規制案で規制対象となる品目との整合性（暗号） 

（８） 「適格エンドユーザー」ではなく「適格エキスポーター」の検討  

 

 

 

 

 

 

－27－



 

 

4．5 主なパブリックコメントの要約 

BISのホームページ上には当規則案に対するパブリックコメント５５件が掲載されている。

同コメントより、代表的な業界団体、企業のパブリックコメントについて要約を紹介する。

（なお、本稿は仮訳であり、正式には以下のパブリックコメントを参照されたい。） 

（http://efoia.bis.doc.gov/） 

Record of Comments: Proposed Rule Revisions and Clarification of Export 

Reexport Controls for the People's Republic of China (中国); New Authorization 

Validated End-User (RIN0694-AD75) December 4, 2006  
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4．5．1 

全米対外貿易協議会（National Foreign Trade Council）（NFTC） 

NFTCは、米国企業の海外での競争力の強化を目的とする。自由市場を支持し貿易制限に

反対する、また必要とされる貿易政策及び輸出金融政策に関し、その加盟企業を代表してい

る。11月30日、NFTCはBISに規則案に関する意見を提出した。 

NTSCの意見は、規則案は米国企業に多大な負担となるだけで、目に見える利益もなく、

米国の対中政策の目標を損なうものである。NFTCの意見は以下の通りである。 

1. 再輸出に対し当規制案をすることは、中国以外の外国企業に対し、米国企業との取引縮

小を誘発する。 

2. EARで随所に用いられているKnow基準は、当規制案に適用されるべきではない。 

3. BISは、規制案で責任を負うこととなる供給チェーンの個々の関係者の通常分かる範囲

での責任を明確に示す十分なガイダンスをしていない。 

4. MOFCOM 終利用者証明書要件は、その負荷の増加により、取引の遅延をもたらす。 

5. 「軍事 終用途」、「支援」、及び「配備」等の規則案で使用されているいくつかの用

語の定義は幅広すぎ、輸出者にさらなる責任を生じさせる。 

6. 規則案は、BISから輸出者に対するインフォームを盛り込んでいるが、インフォームに

関する説明が少なく、輸出者が突然のインフォームで取引を停止せざるを得なくなる可

能性をはらんでいる。 

 

規則案のVEU認定制度について 

 

現行のままでは、企業のメリットは小さい。NFTCは、認定制度が中途半端で不明瞭であ

り、余り利用されずかえって混乱を招く懸念がある。「適格エンドユーザー」と認定された

エンドユーザーの施設内での立ち入り検査は、「適格エンドユーザー」の申請を躊躇させる

であろうし、またVEU認定制度がECCNの限定された品目に制限され適用されることはメリ

ットを損なうと主張する。現行案のVEU認定制度で課される輸出者、エンドユーザーに対し

厳格な責任、立ち入り検査、監査等の義務があれば、例え、あらゆるECCN品目にVEU認定

制度を適用し輸出をしたとしても、問題はないと考える。 
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4．5．2 

国際貿易開発全米評議会（National Council on International Trade Development）（NCITD） 

 

国際貿易開発全米評議会（NCITD）は、国際貿易のトピックスに関して直接的な専門知

識を提供することを目的とする非営利会員制組織である。評議会は輸出規則、輸入規則に焦

点を当て、国家安全保障等の問題を取り扱う。輸出に関する問題を特定し、世界的な解決策

を作成し、提言等を行っている。NCITDは12月4日にコメントを提出した。 

NCITDは、規則案にいくつかの懸念を表明し、大きな不備があると主張した。VEU認定

制度について、BISが想定するほど米中貿易の促進にはならないと述べている。NCITDです

ら厳しすぎると思う、VEU認定制度における「適格エンドユーザー」の義務が中国企業に

受け入れられる可能性は少ないと主張する。また、中国企業は自らが「適格エンドユーザー」

としてリスト公表されることを望まない可能性があり、規制案にある「適格エンドユーザー」

のリスト化は中国企業の「適格エンドユーザー」への申請を消極的にする懸念がある。この

点について、NCITDは、「適格エンドユーザー」が、自らの企業名のリスト公開を「免除

してもらう」オプションを付与することを提案する。 後に、BISには現地への立ち入り調

査のみならず、「適格エンドユーザー」の申請に伴い審査すべき大量の情報を、円滑に消化

できる十分なスタッフがいないことを懸念する。 

NCITDは、「Military end-use」（軍事 終用途）及び軍事力に対する「Material 

contribution」（実質的な貢献）の定義が不十分であり、自社の案件をその定義に照らし審

査するための輸出者の負担は非常に大きく、BISが単にビジネス禁止顧客リストを公表する

ことを提案する。 

NCITDは、規則案の「Foreign availability」「 終使用者証明書」の2点に関し問題点

を指摘している。 

「Foreign availability」に関しては規制される47のECCN品目は、海外で及び中国で容易

に入手可能な品目を多く含んでおり、国家安全保障上、目に見える効果はなく米国の貿易を

著しく阻害すると主張する。 

「 終使用者証明書」に関しては、中国通商部MOFCOMは、増加する証明書の発給に対処

できない懸念がある。現在でも輸出者は、MOFCOMからの 終使用者証明を取りにくい場

合があることを認識している。 

－30－



 

 

 

4．5．3 

ＡｅＡ 

AeA、旧米国電子工学協会は、ハイテク産業全般を代表する、全国的な非営利産業団体で

ある。AeAは、米国の航空研究を活性化し米国防衛産業の国際競争力を維持すること、及び

現在の輸出管理システムとプロセスを改善することを目的としている。AeAは、12月1日に

BISにその意見を提出した。 

 規則案に対し、AeAは、概して極めて批判的である。全体的には、AeAは、規則が米国単

独規制であるゆえ、効果的ではなく問題があるとしている。AeAは、従来規制されていなか

った品目の輸出、再輸出及び再移転について新たに規制を行っても規則案の目的に適う効果

はないと述べている。軍事 終用途に用いられる47のECCN品目だけを規制対象として追加

しているが、軍事 終用途に対する品目の規制は、国家安全保障（NS）を理由にワッセナ

ーアレンジメントの合意に基づきそもそも既に行われている。2003年のリスト規制対象外の

デュアルユース規制に関するワッセナー合意書は加盟国間ではほとんど支持されておらず、

加盟国間での合意の無い米国単独規制を実施しても、経験則では対象国がItemの入手を妨げ

る効果は小さい。しかしながら、AeAは、規制対象を47品目に限定したことについては評価

している。 

 AeAは、2つ具体的な問題、つまり法令遵守のリスクとVEU認定制度を取り上げている。

法令遵守のために新たに軍事用途の審査をしなければならず、輸出者に過重な負担を課すこ

ととなる。この規則の遵守に関する企業の費用、時間等のコストは、47品目であっても膨大

なものになる可能性がある。軍事 終用途の「Knowledge」の基準が、従来のEARの基準同

様、Actual Knowledgeに成らないと言うことになると、問題が更に複雑になる。 

 VEU認定制度については、規制案のままではメリットが小さい。VEU認定制度が特定の

ECCNに制限されていること、「適格エンドユーザー」としてBISに承認されるための厳格な

審査、その後のBISの現地調査の受け入れ義務等について批判している。 

また、「適格エンドユーザー」ではなく「適格エキスポーター」を検討すべきとしている。

特定の要件満たした「適格エキスポーター」が適用可能なECCNを、中国の顧客に輸出できる

方がより実用的であると述べている。 

 AeAは、軍事 終用途制限の対象となる47のECCN品目のカテゴリー4、カテゴリー5での

問題を表明する。 

カテゴリー4――コンピュータ：BISは本年4月24日に、Foreign Availabilityを考慮し、0.75

加重テラフロップ（WT）という計算能力に対する規制が適切であることを公式に認めた。
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規則案では、それより0.1WTレベルほど低い計算能力を規制している。 

 

カテゴリー5、Part1――電気通信。ECCN 5B991は、電気通信試験装置のための幅広いカテ

ゴリーであり、ほとんど軍事 終用途の可能性がない。47の品目のリストから削除すること

を要望する。 

カテゴリーー5、Part2――情報セキュリティ：ECCN 5D992への規制は大きな矛盾を引き起

こす。AeAは、カテゴリ3のECCN品目に関しSEMI（4．5．７ご参照）によって提起された

とのものとよく似た問題を提起している。 
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4．5．4 

ＣＣＲＥ 

 

 CCREは米国のコンピューター企業と連合の連盟であり、コンピューター産業の性格―そ

の製品、技術の先進性とグローバルビジネスの実態を政策決定者と世間に広めるため設立さ

れた。CCREのメンバーは、デル社、ヒューレットパッカード社、IBM社、Intel社、サン・

マイクロシステムズ社、ユニシス社、AeA社及び情報技術産業評議会等も含まれている。我

々の業界は国家安全保障関連技術問題に関し米国政府と長年協力しており、BISが必要とす

る効果的な輸出管理政策に資する情報を提供すべく活動をしている。 

 CCREは、効果的に安全保障輸出管理を行いつつ、中国とビジネスを進めていくという政

府の戦略を支持している。しかし、規則案を検討した結果、規制案が誤った方向への第一歩

となることを懸念している。当方の見解は、この規則案は当局の中国政策を危うくし、米国

輸出管理当局の労力を徒に消費し、法令遵法のため、米国企業に不必要な管理を強いるもの

である。 

 実業界の全体的論評に示された見解と勧告に加えて、当方は特に次のような懸念を抱いて

いる： 

・ 提案の規制範囲はあまりにも広く、大統領により、国家安全保障上のリスクないとさ

れ、既に規制対象から除外されたコンピューターシステムまでも規制対象となる。 

・ VEU認定制度の適用範囲は狭く、米国IT産業にとっては輸出管理上の効果的なツール

とはならない。 

 ・「 終軍事用途」の定義は広く曖昧であり、企業に重い遵守義務が課される。 

 当局に対するコメントは、以下に詳述する： 

・ 真に中国の軍事能力に実質的に寄与する品目に絞って欲しい。 

この観点より、 終規則の策定にあたっては： 

 0.50加重テラフロップ（WT）未満の調整 高性能（APP）のコンピューターにつ

いては、中域32ソケット企業サーバーの販売のため、18ヶ月間規制を猶予する。 

 コンピューター技術とソフトウェアのためのAPP規制値を提案の0.1WT水準に維

持し、現在の対中国の規制値と合致させる。 

 技術と国際市場環境の急速な変化への対応し主要な規制値を調整するため、年に一

度は見直しを行う。 

 許可不要（NLR）にて、現在中国への輸出可能な低位暗号品目、低水準チップ並び
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にイーサネットカードに組み込まれているカードやその他のメインストリームの

製品を規制から除外する。 

 原案のVEU認定制度の適用範囲を拡大し、広汎なカテゴリーの技術を性能による

制限を付けずに、或いは、 低限でも、管理が行き届いた海外の子会社、支社及び

米系合弁企業に対しては、広範囲の製品、技術と 終用途について知識の移転を可

能とする許可例外VEUを制定する。 

 「 終軍事用途」の定義をより明確とし、輸出者の規制への遵守をより効率的なも

のとする。 

規則案範囲の見直し 

 当局の掲げている政策は、輸出規制の能力を「中華人民共和国の軍事能力に実質的に寄与

する輸出」に対する規制に集約することであるが、規則案は過剰に広汎で、この原則に適っ

てはいない。軍事用途及びその他の軍需品のために特別に設計された全ての品目、並びに拡

散関係活動に使用される全ての品目に対し、当局は既に効果的な管理を実施しているが、当

局の国家安全保障という目標を達成するためには、どのように規則案を改善すべきかについ

て以下、若干の提案をしたいと考える。 

 

コンピューター 

 大統領は主要コンピューターの輸出規制値を2度に渡り緩和し、中国に対する32－ソケッ

ト商用サーバーは輸出許可対象から除外された。2002年、ブッシュ大統領による 初の緩和

措置により、コンピューターの規制値は190000MTOPSに引き上げとなり、中国への32－ソ

ケット商用サーバーの輸出については、許可対象から除外された。 

 更に 近では2006年4月に、大統領は中国向け輸出の商用コンピューターの規制値を0.75

加重テラフロップ（WT）に再度引き上げて、その結果、 新の32－ソケット商用サーバー、

大型システムも含めて規制対象から外れることとなった。2006年4月の大統領決定は、ワッ

セナーアレンジメントにおいても合意されたが、これは中国が「上位50」に格付けされるス

ーパーコンピューターを既に保有しており、0.75WT未満の商用サーバーへの規制は、米国

の輸出管理戦略に実質的な意味を持たないという、米国の国家安全保障の査定結果を反映し

たものである。 

 これら米国が主導したワッセナーの合意により、米国企業-並びにBull、NEC、富士通等

の外国企業-は過去4年間、中国に対し軍事用途に関するスクリーニングを行う必要もなく32

－ソケット商用サーバーを中国へ自由に販売して来た。規則案は0.1WT（＊注）という米国

単独の規制値を設定し、主に商取引処理のために設計され、特に軍需用途に適合してない32
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－ソケットサーバーを含む、広範囲の商用コンピューターシステムを許可のための審査対象

とするものである。 

 中国市場へのコンピューターの輸出に関する審査対象を0.75WTから0.10WTに引き下げ

る当案は、国防省の検討結果、「コンピューターに関する輸出管理を行ったとしても、仮想

敵国が国家安全保障関連する業務に関連しコンピューターを入手しようという企てを阻止

することはできない。ハイテク装備や諜報活動において米国政府により使用されている 高

級の効率性と信頼性を持つコンピュータの入手を阻止できる程度である」という国家安全保

障上の見解を無視するものである。従って、この規制に基づき商用コンピューターに新たな

規制を導入しようとするのであれば、国家安全保障に係る軍事装備を稼働する上で も重要

な機材である電子誘導システムに対する規制等、対象を絞るべきである。 

 商業的な観点から言えば、提案の0.1WT規制値は不必要に広汎であり、中国企業が、新し

い規制により海外企業との関係において、自らが「信用できない供給者」と位置づけられる

ことを懸念し、米国企業との取引を拒絶するようになるのではないかという懸念を惹起させ

ている。 

＊注 提案の0.1WT限度（4Ａ994）は大型コンピューターシステムに集積するために特別に

設計された交換ボード等の「電子組立品」は対象としていない。電子組立品を規則の対象と

しないことについて、企業の遵守責務の範囲を明確にするためにこの除外を規則の中に明記

することを提案する。 

 

下記の点を明記しておきたい： 

 

・ 一部の米国企業は既に0.1WT水準を超える32－ソケット商用サーバーを生産している。

規則案で対象となる装置、7ヶ月前に許可対象から除外されたばかりの広範囲のシステ

ムに対し、法令遵守の観点より企業に輸出審査を再度実行させることとなる。 

・ インテルのマイクロプロセッサに関する見通しでは、ほとんど全ての32－ソケットサー

バーは次の12～18ヶ月以内に0.45から0.5WTの性能を持つということである。 

・ 0.1WT水準が実施されたら、18ヶ月以内に、数万台が販売されている8－ソケットサーバ

ーが規制対象になり、次の3年間に、0.1WTはDawning等の中国の生産者をはじめとする、

様々な外国の供給元から数十万単位で販売された4－ソケットサーバーも規制対象にな

る可能性もある。 

 

従って、次の提案を致したい： 
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・ 0.75未満のWTに設定しなければならないのならば、規制水準は0.50WTに設定すべきで

ある。 新の商用プロセッサを使用している中位32－ソケットサーバーの規制除外を継

続し、次世代の民間用マイクロプロセッサを含む商用サーバー市場において米国企業の

優位を可能とする18ヶ月の準備期間を与えるべきである。 

・ 加えて、 終案においては主要APP規制値に関し年一度の定期的な見直しを盛り込む必

要がある。その調整により、技術と国際市場状態の急速な進歩を制度的に考慮すること

ができるようになる。特に、WT規制値は商用プロセッサを組み込んだ 高性能32－ソ

ケットサーバーに関する、18ヶ月の技術予測を踏まえ絶えず見直されるべきである。例

えば0.5WT規制値であれば、それは今日の技術と市場の動向より妥当な水準である必要

がある。 

  

コンピューター技術＆ソフトウェア 

 規則案はコンピューター技術（4E992）とソフトウェア（4D994）が0.1WTを超え、中国

の軍事エンドユースに用いられる場合についてのみ規制をするという当局の事前検討に基

づいている。米国の産業界は技術/ソフトウェアの規制値は主要なハードウェア規制値（す

なわち、0.75WT）と合わせるべきであるという立場を一貫して取っているが、0.1WT未満

のコンピューター技術とソフトウェアは（禁止顧客へのEPCI規制等を除いて）もはや中国

への規制は不必要であるという当局の認識に関しては評価している。従って、 終規則は

0.1WTを超えた技術/ソフトウェアについて「キャッチオール」規制を行うべきであり、中

国等を仕向地とする技術/ソフトウェアの輸出に対する現在の規制値も 新の技術の実態を

反映し0.1WTに改正されるべきである。 

 

暗号 

 BISは強力な暗号機能を有する広範のソフトウェア製品をこの規則の対象とはしないと

いう決定をした。記載されているように、規則案ではマスマーケットの暗号製品を明確に除

外しているが、 近、中国において入手できる低位の暗号品目（5A/D992）は規制されてい

る。この矛盾は、輸出業者に規制案の 終用途審査を回避するために、自己の製品により強

力な暗号の組み込みを推奨しているように見える。商務省産業安全保障局（BIS）は既にこ

の問題を認識していると信じているが、例えばウィルス防止機能を備えた低水準の商用シス

テム等の広範囲の市販製品が対象となっており、是正されなければ、企業に対し、エンドユ

ース審査に関する大きな負担を課すこととなる。 
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 CCREは許可例外ENCの元で典型的に輸出されている5D002はこの規則案の規制対象では

ないと信ずる。CCREはこの見解を強く支持し、BISはこの点を規則の中で明確にすべきで

ある。 

 

集積回路 

 ローテクのカテゴリー5A991（チップとカード）は、中国の主要な民生品製造業者へ売却

され、同製造業者は全ての経済部門で使用される他の電子製品を製造している。同様にカテ

ゴリー3のローテク技術（3A991b.2に該当するSRAMSと3A991に該当するチップ）、それら

はイーサネットカードに使用されるが、そのようなものすら規制対象となるかも知れない。

これらの状況のいずれにおいても、ハードウェアの戦略的価値は取るに足らないもので、製

造された製品は広く入手可能な普及品である。従って、当局はこれらの品目についてはあら

ゆる観点より、 終規制から除外すべきである。 

 

 VEU認定制度について 

 現在提案されているVEUは、2－3のECCNに狭く限定され、 終用途に関しても制限が多

く、米国IT産業にとっては特に価値のあるツールにはならない。従って、当局はそのVEU

認定制度案を改善し、コンピューター及びマイクロプロセッサについて企業内の知識共有を

促進し、米国の技術的リーダーシップ、全世界的な競争力と国家安全保障を推進するべきで

ある。 

 具体的には、当局はVEU認定制度の適用範囲に性能の制限を設けずに、より広い技術の

分野に拡大すべきである。少なくとも、当局は米国企業の管理下にある外国子会社及び合弁

に対し、知識移転を可能とする許可例外VEUとすべきである。またその対象範囲も広範囲

の製品、技術、 終用途に適用できるものとすべきである。我々は、懸念エンドユーズへの

転用の危険性を効果的に阻止している企業の輸出管理体制、通常の社内基盤は、米国の国家

安全保障上の懸案に効果的に対処できるものと信ずる。 

 

「 終軍事用途」の定義の明確化 

 規則案の「 終軍事用途」における定義は、輸出者が、ある輸出が少なくとも部分的に軍

需品の生産、設計、開発、保守、操作、設置又は配備、修理、又は更新のために組み込むか、

使用を意図していたことを知るに足る理由がある都度、責任を課すことを求めている。この

規則案の定義はいたずらに広汎であり、企業が管理することは困難である。例えば： 

 ある企業コンピューターサーバーが航空管制のために商用空港に売却され、輸出者
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がそこに着陸する数千機の航空機の中に軍用機があるかも知れないと知る理由が

ある時、規制対象となるのか？ 

 中国の大学との共同開発において、米国のIT企業はそこで進められている全ての計

画をどのように適格に把握し、中国軍部がごく僅かでも関係を有しているか否かを、

どのように信頼できる形で調べることが出来るのか？ 

 

「軍事用途」の定義を国際武器移転規則（ITAR）によって管理されている軍需品への品目

の「組込又は埋め込み」に限定することを提案する。少なくとも、「配備」という用語は、

鉄道、トラック、航空機又は船舶による出荷等、不当に広範囲の民間の活動を含む潜在性を

秘めており、規則案から削除すべきである。 

           

 まとめとして、我々の産業界として、当局の中国政策を支持するものであるが、米国単独

規制である当規制案はその政策目標を効果的に実現することにはならないと信ずる。 低限、

当局は中国軍部に実質的に貢献する品目だけを対象とし、規制の範囲を見直し-技術規制値

を見直す-必要がある。加えて、当局はこの機会を捉えて、VEU認定制度の適用範囲を性能

の制限を付けずに、もっと幅広い技術範囲を対象としたものとするか、或いは、 低限、広

範囲の製品、技術と 終用途について米国企業の管理する外国子会社及び合弁企業への知識

の移転のための許可例外とするべきである。 
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CITBA 税関国際貿易法曹協会 

2006年11月22日 

 

件名： 中華人民共和国（中国）向け輸出再輸出管理の改定とその説明に関する規則案、71 Fed. 

Reg. 38313 （2006年7月6日）：規則案論評 

 

 税関国際貿易法曹協会（CITBA）は1926年に設立された通関、輸出管理、国際貿易記載、

及びその他の関連法律分野を専門とする全米の弁護士協会で、米国全土の企業、海外の関係

会社等のメンバーがいる。 

 CITBAはBISが規則案を提出するに至った懸念については理解をしているが、規則案の内

容に関しては留保せざるを得ない。BISの認識の通り、中国は世界経済に大きな役割を果た

すようになり、とりわけ米国が得意としているハイテク製品の巨大輸出市場に成っている。

改正案により、輸出者が過大な負担と支出を強いられることとなれば、米国輸出業者に冷や

水をかけ、拡大する市場に参入するという絶好の機会を失うことになると懸念する。弊害を

小に抑えながら、政府の目標に適切に資することができるもっと緩やかな措置があるもの

と思料する。米国は貿易不均衡の解消のため、輸出を促進する必要があり、輸出に与える影

響は減らすべきであると考える。 

  

以下に当協会の懸念を述べる。： 

 

 744.21 

1. 規則案の744.21は輸出者が輸出の時点で輸出品が「軍事目的の 終使用」を意図する

ものであることを「知っている」場合に品目の輸出、再輸出又は移転を禁止するもの

である。規定がActual Knowledgeに限定されていること、またかかる認識は、特定の

品目に軍事転用の恐れがある当該取引を通じて入手するエビデンスや提案の744.21

（b）に基づくBISのインフォームと（c）の現在リスクがある特定の品目であると信

じる。輸出の時点でactual knowledgeが存在しなかったにもかかわらず、米国の輸出

者が後日議論の余地がある認識を問われ咎められるようなことはあってはならない。 

2. 規制案の条文は、輸出者が輸出申請書に 終軍事用途に関し知っている全ての情報を

記載することを要求している様に思える。広義の解釈では、これは一切かつ全ての輸
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出について広範な調査を要求することになりかねず、輸出者が巨大複合企業であれば、

非常に大きな負荷になると思慮する。更に、製品によってはその用途は数え切れず、

全ての潜在的な使用方法を上げるということになれば、新たな費用が発生し、又、全

てのエンドユースを特定していなかった、というリスクを生み出すことになる。輸出

者は社内の全ての関連部署の妥当な調査から得られた、営業時間内に妥当に入手でき

る情報だけを提出すれば十分とすべきだと思料する。それ以上の要求は、当協会の見

解では、米国企業の輸出に冷や水を浴びせ、その結果、輸出業者が本来得るべき正当

な取引迄も阻害することとなる。 

 提案の748.10節 

3. 748.10は5,000ドル未満の取引について、中国MOFTECの発給する 終需要者証明書

に例外を設けています。除外措置を設けること、一定の金額を設定することに関して

は賛成です。しかしながら、インフレが時間とともに実勢価格を変えるので、ある時

点での5,000ドルは、将来のある時点において、5,000ドルの価値を失っているかも知

れない。従って、規制には、BISがインフレ率を、おそらくは連邦準備評議会統計を

参照して少なくとも暦年ごとに数字を見直すように規定すべきである。自動的な見直

しが行われなければ、規則案の除外措置も時間とともに意味を失う可能性がある。自

動的に調整する仕組みは規制の定期的に改正を重ねるより容易であると思慮する。 

 提案の748.15節 

4. 規制案748.15はVEU認定制度について、当協会は全体としてこの制度を支持しますが、

審査は円滑に進まない様にも思えます。「適格エンドユーザー」の申請に対し、BIS

は国務省、エネルギー省、国防省並びに「その他の適切な省庁」に諮問し、748.15（ａ）

（1）にあるように幅広い観点より審査を行います。 終規則は、特定の状況が保証

されるときには具体的な例外を設ける可能性も含め、、省庁間審査のための確固たる

終期限を定めるべきだと思料する。特定の 終需要者にVEUを迅速に認めること

により、米国の輸出業者が広範な審査の結果として国際市場での販売競争に不可避的

に直面するかも知れないという不利益を 小限にできる可能性がある。申請処理のた

めの過剰な時間は、特に他国の供給者が政府の承認に苦労することなく同じ製品を供

給できるときには、売り上げの損失になることがある。先に述べたように、中国に米

国商品を輸出することは米国の利益であり、遅延のために売り上げの損失を招くので

あれば、米国の国益が損なわれる。 

その他、「見なし輸出」に関する論評 

 「見なし輸出」に関する規則案の影響は、特に米国企業の中国子会社の場合に、問題があ
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ると思慮する。技術的知識は多くの業務取引の中心にあり、関連組織内の技術情報の流れを

阻止することは、現在ある制約以上に、商取引に重大な混乱を引き起こし、米国の商務に悪

影響を及ぼすかも知れない。官報の注釈には、中国では「多くの米国企業が中国で大規模に

ビジネスを展開している」。（71 Fed. Reg. 38314）とあるが、新しい規則は関連会社間で流

れている技術情報には適用すべきではないと思料する。国家安全保障問題を保護するには既

存の管理で十分であると思われる。 
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ＥＭＳ 

 

  EMS連合は航空宇宙、自動車、コンピューター、消費財、工業、インフラ、医学と電

気通信産業において世界中で設計、工学、ロジスティックスと製造業務を提供している有数

の企業で構成されている。 

 EMS連合は、当規制案は正当であり、効果があるとは考えていない。世界中で広く入手

可能な市販既製品が、中国の軍事力に実質的に貢献する能力がないことは明らかである。中

国政府により発給される 終需要者証明書の要件拡大は、中国の顧客にとって、多くのトラ

ブルを引き起こし、もし、証明書が中国の担当官に恣意的に発給されることになれば、米国

の輸出者を犠牲にすることになる。EMS連合はVEU認定制度を支持しますが、商務省の処

理能力には懸念を持っている。 

 

終軍事用途 

 商務省は、現在国家安全保障を理由として規制の対象とされていない、規則案にある47

のECCN品目が、どのように中国の軍事能力の拡大に実質的に寄与するのかについて説明を

していない。 

 更に、これらテロ防止を理由に規制されている47のECCN品目の用途が、軍事用途であれ

ば許可の対象とする案は、軍又は政府が 終需要者であるにもかかわらず中国に合法的に輸

出できるその他の国家安全保障管理品目、例えば、許可例外ENCで輸出できる5A002と矛盾

する。 

 加えて、改正案が米国の単独規制ということになれば、米国の安全保障に益がなく、米国

電子部品の製造供給業者の競争力に悪影響を及ぼすだけである。米国企業に対し不必要な輸

出管理の義務を課すことは、単に中国の顧客は規制の少ない国々の供給者と契約するという

結果になるだけである。商務省は規則案の成案に先立ち、他のワッセナーアレンジメント加

盟国の完全参加を確認すべきである。 

 後に、EMS連合は単に輸出取引を支援しているに過ぎない当事者にまで、輸出取引に

責任範囲を拡大しようという商務省の目論見に反対する。供給業者、輸送業者その他の仲介

業者は、輸出の 終用途に対する責任又は責務を負わされるべきではない。効率的な供給網

を維持することはEMS参加企業にとっては枢要であり、 終需要者に対する責任又は管理

をする必要性をほとんど或いは全く持たない供給ラインの当事者に対し、責務を課すことは

－42－



 

 

間違いなく費用がかかり非生産的である。 終用途に関する管理の義務、責任範囲を、輸出

業者と 終需要者以外に拡大すべきではないと思慮する。 

 

終需要者証明書についての要求事項の変更 

 規則案は 終需要者証明書についての見直しに対し、根拠を示しておらず、或いは、 終

需要者証明書が、商務省の 終用途審査を実施において、どの程度、役に立っているのかを

説明していない。 

 規則案は 終需要者証明書の発行を大きく増加する。EMS連合は中国政府が当変更案に

進んで協力する用意があるか、並びに 終需要者証明書の発給を迅速に処理する能力がある

かを懸念する。中国政府が 終需要者証明書の発給にかなりの資源と人員を投入しない限り、

米国企業が輸出許可にかなりの遅延を強いられることは明らかである。 

 

VEU認定制度について 

EMS連合は輸出許可制度を簡素化し、効率を増し、重複許可の必要を減らすための商務

省の努力を評価する。しかし、規則案は特定の米国の輸出者に潜在的な利益を提供する可能

性はあるが、EMS連合としてはVEU認定制度案の実施に当たり、いくつかの懸念がある。 

 第一に、中国の企業が、「適格エンドユーザー」の申請について負担を感じ、申請そのも

のに消極的になることを懸念する。商務省は「適格エンドユーザー」の審査を簡素化し、中

国企業に対する米国政府の介入については制限すべきです。 

 第二に、中国の企業が米国の司法機構に取り込まれ、現地調査、査定及び記録保持等の従

来なかった米国政府の要請事項に服することに対し、消極的な姿勢を示すことを懸念する。

従って、商務省は義務に服することにより得る利益に見合ったものとなるよう、「適格エン

ドユーザー」の申請要件を簡素化すべきである。 

 第三に、商務省はVEU認定制度が、EMS企業の要望に適う個別輸出許可を上回る利益と

なるものとすべきである。このためには、「適格エンドユーザー」に対する輸出許可は、追

加商品や技術にも適用できるような拡大性と柔軟性を持ち、日常的に改定されるものでなけ

ればならない。 

 中国で営業しているEMS企業の子会社が「適格エンドユーザー」として機動的に活動で

きれば、広範で重複した輸出許可業務を排することとなり、業界・政府双方の利益となる。

この潜在性を実現するには、VEU認定制度は、単に部分的に特定の場合にだけ適用するこ

とに止めるより、むしろ、現行許可制度の円滑化の手法として進めていくべきである。規制

案が、目に見えるメリットが無ければ「適格エンドユーザー」は取得に値せず、個別許可の
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代替手段とはならない。 

 第四に、商務省は「適格エンドユーザー」の登録申請にあたり、中国企業にとって、個別

輸出許可での輸入を選択することにならぬよう、過重な要件を課さないようにすべきである。

現行案の「適格エンドユーザー」に対する責務、適用品目の制限及び面倒な現地調査等を考

えれば、中国の輸入者に「適格エンドユーザー」は過大な重荷となるだけで利益にはならな

いと思われる。 

 後に、「適格エンドユーザー」の審査は米国省庁間特別委員会の合意が必要であり、

EMS連合は審査が長引くことを懸念する。「適格エンドユーザー」の審査が長引けば、中

国企業は米国以外のもっと簡易で迅速な輸出許可制度を有する国の輸出者との契約を選択

する結果となり、規則案の目的は達成できない可能性がある。従って、商務省はVEU認定

制度は既存の輸出許可よりもシンプルであるよう努力すべきである。 
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序言と概観 

 SEMIは半導体、ディスプレイ機器、ナノスケール構造体、マイクロエレクトロニクス工

学品及び関連技術の製造に用いられる機器、資機材とサービスを提供する企業の業界団体で

ある。SEMIは大企業、中小企業を代表しており、それら企業はマイクロエレクトロニクス

工学の前進に大きく貢献している。又、SEMIは全米各地域で高度な技術を持った上級技師

と技術者のネットワークの中心となっている。米国の半導体機器及び資材会社は多数の技術

において世界の先頭に立っているが、他国との競争は激化している。 

 規則案に対するSEMIのコメントはSEMIの加盟企業、それら生産品、営業現場の情報、輸

出管理の関連性及び中国におけるその製品販売状況、米国国家安全保障問題の関連性を踏ま

えたものである。SEMIは米国の国家安全保障を保全するために必要な効果的な輸出管理を

支持し、過度な管理により生ずる米国産業の不必要なコストを削減しつつ、 終規則がこれ

らに資するようBISとともに努力していきたいと願っている。 

 SEMIの加盟企業の製品は、大量生産・販売される完全な商用及び民間用電子機器を製造

するために専ら設計され使用されている。SEMIの加盟企業は市販及び民間分野で操業して

いるが、数多くの技術において、世界における米国のリーダーシップを実現している。 

 半導体製造装置（SME）における中国市場は、米国のSEMIの加盟企業の健全性、また大

きくは、SME技術における米国のリーダーシップを確立する上で欠かせぬものである。SEMI

専門家による 近の調査では、2006年から2008年の中国の半導体製造装置の購入額は98億ド

ルを超えるとの予想を明らかにしているが、これは過去5年間（2001年から2005年）のSME

購入額合計を上回っている。 

 中国のSME市場は圧倒的な急成長を遂げており、中国市場でのシェアを大きく伸ばさな

い限り、米国企業は世界の上位のSME企業に留まることはできない。中国市場以外の市場

の規模は確かに大きいが、中国市場は も急成長をしており、SME業界の新規事業の大き

な契機となっている。本年度の推定成長率は、中国市場が2005年度の13億3,000万ドルから

2006年には23億7,000万ドルに78％増加すると予測されるので、極めて高くなる。2007年度

に少し落ち込み、2008年度は17.84％、2009年度は12.22％の成長が予想され、その間、他の

地域の成長率はもっと低いと思われている。2009年までに、中国市場の規模は欧州市場の3

から4倍に達すると予想されている。 
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 その中国に対するSME販売高に占める米国供給業者の占有率は、2003年の50％から2005

年には44.3％に低下した。このような状況において、輸出規制が米国の中国へのSME販売を

不必要に阻害しないものであることは特に重要である。 

SEMI調査-米国SEMI会員の調査では、輸出管理が中国市場で他国供給者と競争する米国

SME製造業者に大きな重荷と感じていることが明らかとなった。1 回答者の42％は輸出規

制により、中国への販売は減少したと報告している。多くの回答者が、売り上げ損失はそれ

ぞれ合計数百万ドルになると推定している。BISの不許可件数だけではなく、許可申請によ

る納期の遅延、その他の煩雑さを避けるため、販売を断念したものも含まれていると思慮す

る。 

 中国へのSMEの輸出に対する規制は速やかに緩和されるべきである。SMEシステムは、

形状的に大きく、高価値ではっきりと目に見えるものであり、流用や移転の恐れは少なく、

中国への販売は比較的少数の大規模な商用半導体製造施設に納品、使用されている。SEMI

会員アンケートでは、会員の60％が中国における取引は10社もしくはそれ未満の顧客に限定

されていると言う回答を寄せている。業界と協調して、米国政府は国家安全保障を脅かすこ

となく、また過剰な輸出規制を行うことなく、中国に対しSMEの輸出を可能にする包括的

な輸出管理政策を構築すべきと考える。 

 
1 SEMIは業界に対する輸出管理の影響に関して2006年4月～5月に米国加盟企業の調査を

実施した。調査書は協会の輸出管理活動に参加している企業に送付された。28の送付先に対

して回答したのは12の企業で回答率は43％と高かった。回答者の半分は機器供給業者、残り

の半分は組み立て部品、構成部品の供給者と資材会社であった。大半の回答企業の年売り上

げは5億ドルを超え、5社は10億ドルを超えていた。 

 

VEU認定制度について 

 SEMIはVEU認定制度案の概念には賛成する。個別輸出許可の必要なく、米国企業が市販

SMEツールの全部を中国の信頼できる商用製造施設に供給できる道筋の足がかりになるも

のと思われる。 

 特に、VEU認定制度は反復する輸出許可に伴い発生する費用を大幅に減らすことができ

る。米国SEMI会員のアンケート調査の回答の中で、一番の困っている点は、同一の中国の

顧客に対して同じ類型の機器を輸出するに際し、都度許可を取得しなければならないという

ものであった。回答者の64％はこのような反復許可が企業の許可取得数の75％～100％にな

ると報告している。同一顧客群について類似する製品を輸出する許可取得に係る政府と業界
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の不必要な費用の他、許可には様々な種類の条件が付されることがある。この付随事項が企

業の遵守を複雑にし、遵守のための費用を増大している。反復許可取得を大幅に削減し、中

国の主要顧客に対する許可条件を標準化することができれば、中国へのSME販売に関する

不必要な費用の削減につながることとなり、VEU認定制度はこの道筋となる可能性がある。 

 加えて、VEU認定制度は、他国との供給業者間と釣り合いの取れた競争環境を作る可能

性がある。SME許可申請の大半は承認されていますが、SEMI会員は米国と他のワッセナー

アレンジメント参加国の輸出管理との差に深刻な懸念を持っている。一つには、処理の時間

がある。SME会員調査の回答者の半数は許可申請から許可の取得まで平均すると2～4ヶ月

であると報告している。回答者の4分の1は4～6ヶ月であったとしている。他の国々では許可

取得までの期間がもっと短く、数週間更には数日単位であると理解している。VEU認定制

度により、中国の主要顧客に関しては、この問題を解決することができるかも知れない。 

 SEMIは、VEU認定制度の改善について以下の提案を行う。 

 

広範囲の適用 

 第一に、BISはVEU認定制度の適用範囲を十分に広げるべきである。特に対象範囲として

輸出管理分類番号（ECCN）3B001と3B002に該当する全ての品目が適用できることを明記す

べきである。VEU認定制度で輸出する際、 終需要者確認を3B001又は3B002の品目のみ実

施することは不必要であり、VEU認定制度のメリットを根本から無くすこととなります。

BISが、ある中国の半導体製造者に流用の危険或いはその他の安全保障上の懸念がないこと

を確認し、「適格エンドユーザー」とした時は、BISはその製造者に対する全ての3B001と

3B002に関し、VEU認定制度を利用できるようにすべきである。 

 VEU認定制度で合法的に輸出できる貨物に対し規制をかけるようなことになれば、SEMI

が理解するところのVEU認定制度の根本的な目的に反するものである。米国のSME企業の

SME技術における主導権を維持するために、輸出許可の煩雑な手続きを経ずに、信頼でき

る中国の民生企業に民生商用のSMEツールを提供する道筋が必要である。型遅れのシステ

ムを 速の成長市場に提供すしても米国の主導権保持にはならない。 

 逆にVEU認定制度の適用対象を今より更に制限することは避けるよう強く主張する。そ

うなれば現行の輸出許可と何ら変わることはない。米国の輸出者は遅延、費用、不確実とい

う同じ問題に依然、直面することになる。 

 更に、提案の748.15（d）（I）の用語「facility」は「facilities」に変更すべきである。現行

の本文はVEU認定制度の許可範囲が、「適格エンドユーザー」の一つの施設にしか適用で

きない、或いはそれぞれの施設毎に個別に認証されなければならないと解釈される恐れがあ
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る。ある中国の 終需要者を審査し、十分に信用出来る「適格エンドユーザー」として認定

されたなら、その業務の全てに対する輸出又は再輸出にVEU認定制度を適用すべきである

（特定の施設を明らかに除外するような極端な場合を除いて）。 

 

面倒な査定要求事項の回避 

 第二に、BISはVEU認定制度を利用する輸出者に過重な査定義務を課さないことを明らか

にすべきである。現行の輸出者に対するBISの検査は十分であり、VEU認定制度の利用に伴

う輸出者に対する検査の範囲はVEU認定制度の部分のみに限定すべきである。VEU認定制

度を利用することにより、より広範囲に調査されるということになれば、VEU認定制度を

利用するメリットがないという結論に導きかねない。 

VEU証明書要求事項削除 

 第三に、SEMIは「適格エンドユーザー」の候補者が証明書等を提出することについて削

除するか、少なくとも 小限にすることを提案する。「適格エンドユーザー」として十分に

資質を備えている候補者であれば、例え、米国政府に直接申し立てることはなくとも、自ら

の活動に関する証明書を作成することについて正当な異議を唱えるはずである。例えば、提

出した証明書により、自らが米国の法廷や機関、或いは他の形での係争において米国法の管

轄下に取り込まれ、外国の個人又は法人にとって、一方的に不利な状況に置かれるという懸

念を抱く可能性がある。その結果、「適格エンドユーザー」の申請について、消極的なもの

にする可能性がある。 

 「適格エンドユーザー」の審査に当たっては、申請者からの証明書が有ろうが無かろうが、

米国政府は当該企業の軍事活動との関係、或いは流用の危険性について評価をすることも可

能であるし、また、一旦「適格エンドユーザー」として認定した後、不的確な活動が明らか

になったり、米国政府の現地査察の受け入れを拒否したならば、その認定を取り消すことも

出来るということを考慮すべきである。 

 

効率的かつ迅速な管理 

 第四に、BISは「適格エンドユーザー」の申請処理について、熟練されたスタッフを十分

配備すべきである。 

 審査を迅速に処理することは特に重要である。他の多くの業界同様、この業界においても、

技術と市場の変化の速度はきわめて早く、審査に数ヶ月を要するようなことになるのであれ

ば、メリットは大幅に減じることになる。BISが「適格エンドユーザー」に対する申請につ

いて30日以内に結論を出すと述べたことは、その点より非常に喜ばしいものである。「適格
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エンドユーザー」に対する素早い審査は、米国輸出管理に貢献するものとなると思います。 

 

業界のコメントを踏まえ改善を継続していくこと 

 後に、SEMIはVEU認定制度が発行した後であっても、業界の意見を反映し続けること

を切望する。SEMIはVEU認定制度が実験的なものであると認識している。運用を通じ問題

点が明らかになり、改善が必要となることは疑いない。SEMIはVEU認定制度の運用後、数

ヶ月、数カ年に渡り、業界との連携の上、改善に関する議論が継続されることを切望する。 

 

終軍事用途規則 

 規則案の「 終軍事用途」に関して、輸出者又は再輸出者は特定の品目が「 終軍事用途」

向けであることの「認識」を持っている場合に、当該品目の輸出、再輸出及び移転に対し、

許可を要することとなる。 

SEMIは米国国家安全保障を高める米国輸出管理政策を常に支持してきた。しかし、この

規制は、米国の安全保障に寄与せず、米国産業の競争力を低下させる恐れがあると思料する。 

 第一に、当規則案は、米国単独規制になる可能性がある。現在、規則案のような 終軍事

用途規則を実施しようという国は他には無い。従って、中国は他国から調達を自由に出来る

こととなり、それは規則案の実効性を損ない、産業界のコストを増加させるだけである。他

国の供給者と熾烈な競争をしているSME業界には特に当てはまる。SEMIの見解では、BIS

は国際合意に基づく場合にのみ、新しい規則を公布すべきである。 

 第二に、ECCN 3B001と3B002を包含することで、SMEシステムは広く規制対象となる。2 

この機器は本来商用、民間用であり、市販の民間用装置の生産のために設計され使用されて

いる。対象品目に軍事的意味はなく、ワッセナーアレンジメントでは規制対象外である。更

にECCN 3B991と3B992も、きわめて広範囲であり、半導体生産に広く用いられている。少

なくとも、この膨大で多様な製品群を含める根拠はないと思われる。 

 

注２ これらのECCNは「半導体装置製造のために特に設計された機器」（3B991.b）と「半

導体装置の検査と試験のために特に設計された機器」（3B992.b）を含んでいる。 

 

 SMEが47のECCN品目より省かれるべきもう一つの理由は、SME製品が広く外国から入手

可能であることである。全ての主要SMEシステムは他国の企業でも供給可能であり、中国

へのSME輸出を安全保障上の問題とは見なしていないと思慮する。これらのシステムに対

し許可対象とすることは混乱を招き、費用を増やすだけである。 
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 一部の政府関係者は、他のワッセナー加盟国から中国が資機材を入手する可能性について

は、中国の国内生産による調達能力程、注意が払われていないかも知れないことを示唆して

いる。ある品目が中国の買い手に入手可能であれば、供給元が中国であろうが他国であろう

が調達可能ということである。この状況では、米国単独の管理では意味がなく、実施すべき

ではない。 

 第三に、規則案にはスクリーニングに関するガイダンスが少ない。当規則案のようなもの

が実施される場合には、遵守のため輸出者が為すべき義務を明示し、輸出者の責任範囲を明

確にし、免責となるような、セーフ・ハーバーを設けるべきである。 

 2006年10月にBISはそのインターネットサイトで公表したガイダンスにおいて、 終需要

者が軍事活動に従事しているという事実だけでは、 終需要者への輸出が 終軍事用途とい

うことにはならず、従って、許可申請対象となるものではないと述べている。この見解につ

いて、BISがこの点を規則自体に含めることを切望する。 

 第四に、輸出が 終軍事用途向けになるかも知れないと、輸出者がインフォームを受けた

場合にのみ、許可申請の対象とすべきである。例えば、BISは中国軍事計画又は輸出規制さ

れるべき外国購入者リストと輸出すべきでない品目を一覧として公表できるはずである。 

後に、 終案を出す場合、輸出と再輸出以外に範囲を拡大することは避けるべきである。

規則案には輸出と再輸出だけではなく、定義が曖昧な「支援」や特定の国内「移転」をも規

制の対象としている。SEMIは、失効した輸出管理法を含めて、輸出以外の活動を許可対象

とする制定法上の根拠をどこにも見いだすことが出来ない。輸出取引以外にに規制を課す政

策根拠があるとは思えないし、輸出取引以外にまで規制順守を課すことは企業の負担を増大

させる。一般禁止10は既に、EARの適用を受け、輸出管理規則違反が生じたか、違反しよう

としているか、違反を起こす意図のあることを承知して輸出された、或いは輸出される予定

の品目に関して「移転」、「融資」及び「輸送」等の各種の活動に米国人が関わることを禁

止している。 

  

MOFCOM証明書 

 MOFCOMが発給する証明書は、輸出者の負担を増し、遅延を招くことになる。SEMIは、

中国政府に証明書の発給増大に対する処理能力を憂慮している。中国当局はタイムリーに処

理できないことを認めているとの報告もある。加えて、発給する裁量により、輸出者が翻弄

されるかもしれない。この規制を実施する前に、中国政府がその発給を効果的、合理的かつ

タイムリーに管理するという合意が必要である。 

 また、証明書の発給金額である5,000ドルの根拠は述べられておらず、不明瞭である。あ
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まりにも低額であり、大量のSME輸出に証明書が必要となる。SEMIは、米国の国家安全保

障に特別の影響を及ぼす品目に焦点を絞り、この限度額を見直すこと、或いはもっと輸出者

の負担の少ない規則を強く要望する。この目的は、増加する輸出品目に対し、 終用途のチ

ェックを米国政府が実施できることを確認することであると理解している。 

 

結論 

 SEMIの立場は要約すると、評価できる部分とそうでない部分がある。SEMIはVEU認定制

度に関しては、上述の改善意見を付した上で支持する。 

また実効性のある新しい政策と方法を明らかにし、実施するために政府に協力するように務

めるつもりである。 

終軍事用途規制は、米国単独規制であり、あまりにも広範であり、曖昧としており全て

の可能性を想定し遵守するのは困難であるという問題がある。 も重要な点は、規制対象と

される品目には米国の国家安全保障上の問題があまりなく、中国における米国企業の販売を

損ない、中国での米国の地位を危うくすることである。長期的に見れば、枢要部門であるこ

の分野における米国のリーダーシップを危うくし、米国の国家安全保障を傷つけるおそれが

ある。 

 

SEMI添付書類I：2006年7月10日新聞発表からの市場情報 

 

SEMIはチップ機器産業についての年度中間合意予想を発表 

半導体機器会社は2006年度の売上げを388億ドルと見ている 

 サンフランシスコ、カリフォルニア--2006年7月10日-毎年のSEMICON West展示会でSEMI

が本日発表したSEMI主要機器合意予測の年度中間版によれば、半導体機器の主要メーカー

は2006年度が新規半導体機器の販売で過去 大に次ぐ年になると見ている。 

 予測どおり11.3％減少した2005年の後で、機器市場は2006年度に18％増加して388億ドル

になるだろうと予測されている。調査の回答者は、2007年度は停滞した後、市場は次年度二

桁の成長を再開して2008年度には441億ドルに達すると見ている。 

 「好景気という条件、半導体装置の需要増加、安定した在庫水準が上半期における世界の

チップメーカーの資本投資を刺激した」とSEMIの会長兼CEOのT. Myersは述べている。

「SEMI会員は2006年度にチップ製造機器の大幅な販売増加を予測している。更に、消費者

エレクトロニクスにおける末端市場の成長と長期的多様化傾向と相まって将来のサイクル

の劇的変動は少ないと見積もっている。」 
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 SEMIの年度中間合意予想は、ウェハー加工機器部門は20％の成長で274億ドルに達して本

年度もっとも大幅な成長が見込まれるとしている。調査の回答者は組み立て及びパッケージ

ング機器市場は2006年度に11.6％成長して24億ドルに達すると予想している。半導体試験機

器市場は本年度およそ14％成長して60億ドルに達すると予想されている。 

 新規機器の中国市場は2006年度に成長傾向になり、市場は78％成長すると予想され、それ

に続く残りの世界は23％の成長、台湾は22％、北米は21％の成長である。欧州の機器販売は

14％増加が予想され、韓国と日本は一桁後半の成長となるだろう。 

 SEMIの年度中間合意予想は世界の半導体機器産業の全販売量の大半を占める企業に対し

て2006年度5月末と6月に実施した面接調査に基づいている。 
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ＩＣＯＴＴ 

 

2006年11月29日 

 

本コメントは、（i）VEU認定制度、（ii）47のECCN品目に対する軍事的エンドユースの

認識に基づいた新規制（「当規制」）、の2点について述べる。 

 

ICOTT及びその加盟団体は、米国の国家安全保障は極めて重要と認めている。合理的で効

果的な輸出管理を支援している。ICOTT加盟団体の多くの企業は、米国の輸出管理の 前線

におり、時間、努力及び費用をかけ、輸出取引が輸出規制に則って行われるようにしている。

本規制案の問題提起はこれを前提としている。 

 

下記により、ICOTTはVEU認定制度は有力と確信している。しかし、規制案のについて、

多くの輸出業者に役立つように更に大幅な改訂が必要と考える。 

 

又、ICOTTは本規制案の中国への移転に関する追加規制を採用しないように要求する。当

規制は、ロナルド･レーガン（Ronald Reagan）大統領及びジョージH.W.ブッシュ（George H.W. 

Bush）大統領が1991年から開始した中国軍向に規制解除された品目への規制であり、米国

安全保障を高めるものではない。 近の米中間の高レベルな包括的戦略対話の確立及び北朝

鮮の核の脅威に関する中国との密接な連携することが急務であることを考慮すると、この規

則案は特に時を得ないものである。また、当規制案は米国輸出業者及び米国経済にかなり経

済的負担及び法令の遵守の義務を課すことになる。 

 

I. VEU認定制度は有力であるが、大幅な改訂が必要 

VEU認定制度案は、将来的に有力である。幅広く適用され、柔軟にかつ効率的に管理さ

れればVEU認定制度は、広範にわたる相当な米国輸出業者にかなりの利益を生む。特に、

認定制度によって同一の顧客に同一品目を輸出する場合、繰り返し許可を申請する産業界及

びそれを審査する政府の労力を著しく削減できる。この軽減により、商務省は、より重要な

業務に効果的に人員を割り当てることが可能となる。又、米国輸出業者は、他国企業との競

争力が増す。 
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しかし、現在の案は、魅力がなく多くの問題及び懸念がある。本案の改善提案は以下の

通りである。 

 

・BISは、VEU認定制度のメリットを米国輸出業者及び「適格エンドユーザー」に、詳細に

説明する必要がある。本規制案では、メリットが不明確である。 

 

・特定のECCNにVEU認定制度を適用することは、認定制度の有用性を減少し、輸出業者及

び商務省にとって余計な管理上の負担をかけることになる。更に、対象品目にハードウェア

だけでなく技術も含まれているかどうか、事前協議においても多少の混乱があった。技術を

含めければ、VEU認定制度は技術中心の輸出業者にとっては事実上役に立たないものにな

る。適用品目を制限すれば、合理的な取引を阻害する可能性がある。VEU認定制度は、審

査を経た「適格エンドユーザー」の内部での使用又は消費向けであり、かつMT又はCCの理

由で規制された品目以外の場合、ECCN全貨物及び技術に対し適用の対象とすべきである。

少なくとも、米国子会社に対しては、このような特例を設けるべきである。又、VEU認定

制度が技術に適用されることも明確に述べる必要がある。 

 

・本規制案の「適格エンドユーザー」の審査基準は曖昧すぎる。商務省は、輸出業者及びエ

ンドユーザーの「適格エンドユーザー」の申請に役立つよう、これらの審査基準を明確にす

る必要がある。例えば、「米国及び海外企業との当事者の関連性」というあいまいな審査基

準があるが、「現在、個別輸出許可にて貨物等を入手している米国企業の海外関連会社等」

と具体例を挙げて説明すれば「適格エンドユーザー」に対する理解を促すことができる。 

 

・本規制案は、「適格エンドユーザー」は「通常的に監査を受けいれる」としている。「適

格エンドユーザー」になれば広範に追加監査を受ける義務が発生すると受け取られ、「適格

エンドユーザー」の申請を躊躇させ、当案の意図を損なうだろう。商務省は、VEU認定制

度に係る調査は、VEUの法令の遵守に係る部分だけに制限されていることを明確にする必

要がある。その他の法令の遵守事項については、商務省の正規の監査手続きに則り行われる

必要がある。 

 

・商務省は、VEU認定制度の申請時に提出される「適格エンドユーザー」の誓約書を廃止

又は内容を削減する必要がある。「適格エンドユーザー」の申請を検討しているエンドユー

ザーであっても、中国政府の現地調査への拒絶反応を考慮し、現場視察を受け入れる誓約ヲ
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行うことについて躊躇する可能性がある。 

 

・商務省は、VEU認定制度が役に立つものであり、輸出業者のニーズに合うよう改善を図

っていくことを、輸出業者に対し理解して貰うための努力を重ねるべきである。特に、商務

省は広範のガイダンス、FAQに対する回答及びモデル事例を提供する必要がある。 

 

II. 47のECCN品目に対する規制について 

 

A. 当規制は、国家安全保障に対する寄与が明確ではない 

 

商務省は、当規制案の目的は「中国の軍事力の向上を実質的に貢献する輸出を行わない」

と述べている（71 Fed. Reg. at 38314）。しかし、当規則の貢献の中身について説明をしてい

ない。本規則は米国安全保障に深く貢献するものではなく、輸出管理に係る官民の資源を徒

に浪費し、また米国サプライヤの国際競争力に悪影響を与え、ひいては国家安全保障全体に

損害を与える可能性もある。 

 

当規制が効果を有さないのは、全てとは限らないが、ほとんどの品目は、中国現地での

生産や海外の企業から入手できる可用性があるためである。 

又、本規制案は広範であり遵守が困難である。例えば、本規制案リストの品目10（i）は、

現在は許可対象ではない「航空機」及び「部品及び構成部品」について規制対象としている。

このカテゴリーには、ナットやボルトに至るまで航空機に使用されている驚異的な数の部品

及び構成部品が含まれる。例えば、ECCN 9A991は、何千もの部品及び構成部品を対象とし

ており、この大多数は軍事的な意味を持たない汎用品である。 

 

又、商務省の提案した規制リストにある品目の本質に留意することも大切である。本提案

の規制対象品目は、中国の軍事力に貢献しないもの及び/又は規制出来ないほど幅広く入手

可能であるため、米国及びその関係国が1991年以来、規制を解除したものである。このよう

な品目に新たに規制を課したとしても米国安全保障にはさほど貢献するものではない。 

 

更に、米国による単独規制となり、ワッセナーアレンジメント加盟国間における合意も

なく行われる。イタリア及び英国は、リストに載っていないデュアルユース品目に関するワ

ッセナーの合意に関しては中国には適用しないことを示唆しているし、その他の加盟国もこ
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の規制に関して米国の主導に従うとの示唆はなかった。私たちは、英国、ドイツ及びイタリ

アの政府はこれらの規制を中国に対しては実施しないことを明らかにしたと理解している。 

 

商務省当局は、米国単独で当規制を実施することで、米国の決意を示し、他の加盟国の

支援を得ると主張した。しかし、逆に米国の外交政策及び防衛政策における単独行動に対し

て不満を高めてしまう結果になる可能性がある。更に、米国規制が実施されれば、海外の競

合他社は米国同様の規制を実施しないよう積極的に自国の政府に働きかけることが予想さ

れる。商務省に対して、ワッセナー加盟国と足並みを揃え規則案を施行するよう求める。 

 

ICOTTが言及した通り、広範囲に海外より入手できる貨物を、米国単独で一方的に規制

を行っても効果は少なく、半分のダムで川の流れを堰き止めようという試みに似ている。商

務省が規制しようと試みている「川」すなわち品目がやたらと広範囲であり、他の加盟国も

ダムの残りの部分を構築する意思がないことを示唆している。当規制案は、米国安全保障に

は貢献せず、徒労に終わる可能性が非常に高いと思慮する。 

 

B. 当規制は、 近の中国との米国イニシアティブに抵触する 

 

又、更に当規制を採用するとなると主要な政府イニシアティブと矛盾することになり、

米中関係を刺激すると思われる。 

 

2006年9月下旬に、ブッシュ大統領及び胡錦涛中国国家主席は米中間の戦略経済対話の構

築に合意した。この新イニシアティブを発表するに当たり、米国政府はこの2国間の「包括

的な2国間経済枠組みの確立」、「分野横断的な問題を議論するためのフォーラム」の形成、

そして「既存の2国間経済フォーラムに支援及び指針の提供」の意向があると言及した。こ

の初の対話は両国政府の 高レベルの関係者によって行われ、これらの作業には両国指導者

も積極的に関与するものと思われる。両国政府は、協調的かつ統合的な方法で両国間の長年

にわたる経済問題及び貿易問題を取り扱うための建設的なメカニズムとしてこの新しい対

話を歓迎した。米国政府は、第1回対話を2006年末までに行うことを発表した。 

 

当規制はこのイニシアティブとは正反対である。その他の有識者が指摘してきた通り、

「見なし輸出」及び国防調達規則に関する 近の提案のように、本規則案は輸出規制に対す

る焦点の合ってない方法、すなわち、米国政策全般と協調していないか又は政策に統合され
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ていないかのようである。政府の新戦略経済対話を成功させるために、米国政府は、中国に

向けて米国政策全般に照らして提案された貿易規制をくまなく評価する必要がある。当規制

の採用を保留し検討の余地を残すことは、イニシアティブの幸先の良い第1歩となる。 

 

中国当局は、米国輸出管理は現在の中国との米国の貿易不均衡に対する要因であると繰り

返し述べており、中国は新戦略経済対話でこの点をかなり強調するものと思われる。報告さ

れている通り、中国当局及び関係専門家は当規制を厳しく批判しており、米中貿易を阻害す

るものだと強く主張している。特に、 終需要者証明書（「EUC」）の発給要件の拡大につ

いて、中国商務部における発行業務に過重な負担となり、両国の企業に損害をもたらす原因

となり、結果的に米中間貿易を阻害すると指摘している。更に、本規制案が対象としている

47のECCN品目には、米国が以前、国家安全保障に脅威をもたらさないと規制を解除した品

目が含まれていることを指摘している。 

 

中国との連携は、北朝鮮の核開発計画を外交的に解決する上でも特に重要である。中国

は北朝鮮に対して も影響力を持つ唯一の国であるり、あえてこの時期に規制を導入し、朝

鮮に関する米中の連携を台無しにすることは無いと思われる。本規制案を保留することは、

米中関係を徒に刺激することを避けることにもなる。 

 

C. 当規制は、法令の遵守の負担を課し、米国輸出業者の競争力を害する 

 

米国民間部門は、輸出管理業務において主要な役割を果たしており、幅広い輸出に関す

る法令遵守を確実にするため、多数の輸出取引を審査している。当規制は、民間部門の法令

の遵守を著しく複雑なものにすると考えられる。また、米国生産者の競争力を損ないひいて

は米国安全保障にも影響する。 

 

規制案744.21(f)の「軍事的なエンドユース」の広範な定義は、極端な例だが、部品及び構

成部品の輸出者は、その顧客が軍事品目を生産しているかどうかを審査することが必要とな

る。特に中国に対し主に「許可不要」で輸出可能な品目を取り扱っている輸出業者又はUSML

要件に精通していない輸出者に対し、かなりの負荷となる。同様に、規制案744.6(a)(1)(ii)

の「支援」及び「配置」という広範囲にわたる曖昧な定義も、輸出取引に関係する多くの関

係者（運送会社、金融機関その他を含む）に対し法令の遵守の義務及び費用を課す。 

「支援」及び国内の「移転」に関する規制については商務省の法的根拠について疑問も
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ある。中国内での再輸出及び移転に対する本規制案の適用は管理が難しく、その他の実用面

及び国際政治的な側面で多くの複雑さを生み出す。米中の法律の間で生じる矛盾が生じたと

き、中国企業は中国の国内法より米国の法律を優先するのであろうか。既存の「knowledge」

の基準を商務省が採用することを併せて考えると、これらの広範囲にわたる曖昧な規制要件

は、多種の米国輸出の関係者に新たなリスクを生み出してしまう。 

 

本規制案は、本案が対象とするカテゴリ内及びその他の現在規制されたカテゴリ内の両

方で、中国と米国の取引を阻害し、米国輸出業者に損害を与える。748.10の規則案により、

輸出業者が中国商務部からエンドユーザー許可証を取得する要件が大幅に拡大される。しか

し、米国商務省は、中国商務部がこの発給業務を処理できその意思があるという確約を得る

ことは出来なかった。商務省は、中国商務部が新しい 終需要者証明書の発給に協力しない

だろうと信じる根拠はないとだけ述べた。しかし、報道によると、中国の輸出管理専門家は、

規制案は中国商務部の証明書発行業務への負担が大きく、輸出の遅延を招くと述べている。

米国商務省は、この規則案に反対している中国商務部が、証明書の発給において中心的な役

割を果たすことを予想している。中国商務部は証明書の発行を拒否又は遅延し、新規制に抗

議を示す可能性がある。規制品目が幅広く海外から入手できる状況を考えると、中国のユー

ザーは、中国商務部の 終需要者証明書の発給業務で予想される遅延を回避するために、中

国国内又は米国以外の諸外国からの購入を促すことになる。 

 

再輸出に対する本規則案の適用は米国輸出業者にに悪影響を及ぼす。米国民間部門の輸

出管理本部は、欧州及び日本企業の同部門は米国再輸出規制の遵守のため、かなりの時間を

費やすと推定している。本規制案は、これらの負担をかなり上乗せするものである。本規制

案により、海外の製造業者は米国の構成部品を設計から外すか、米国サプライヤーに好意的

ではなくなる可能性がある。 

 

例えば、ICOTTの加盟企業のある有力な欧州電気通信の顧客が当規制を遵守するため、シ

ステムの改訂に1億6,500万ドルかかることになると算出した。現在、同社はXX99Xレベルま

で下げて製品を分類する必要はない。米国以外のどの国もこのレベルの分類は必要ない。

EAR99とXX99Xの違いは、イラン、北朝鮮及びスーダンへの再輸出時のみに問題となる。  

当規制の要件を満たすために、同社は現在、分類されていない何百万もの製品及び構成部品

を再分類し、注文処理システムを再設計し（中国の場合のみ）、新スクリーニング要件を受

け入れる必要がある。同社は数種のシステムにこの変更を行う必要がある。 
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又、この欧州の会社は、あらゆる米国構成部品を識別し、複雑な手動システムを設定し、

軍事的なエンドユースのために中国への販売全てを審査する必要がある。更に、中国の販売

に関する輸出及び販売の担当者全員を訓練する必要がある。 

 

中国は世界で 大の電気通信市場となる可能性があり、現在急成長をしている。反対に、

米国は多くの電気通信製品及び構成部品の唯一の供給源ではなくなっている。この企業及び

その他の欧州サプライヤーは、新当規制に従うより可能な限り米国コンテンツを設計から外

すと述べている。いずれ、他の企業も同一の結論に達するものと予想している。 

 

一旦、重要な市場を失えば、ほとんどのグローバル企業は、中国又はある特定の国々へだ

けではなく、世界的に販売を支援してくれるサプライヤーを探すので、連鎖的に諸外国での

市場も失うことになる1。 

 

このような理由で、本規制案は米国輸出業者に相当な法令の遵守費用及び事業機会の逸

失利益を生むことになる。 

 

D. 本規制案は「主要な規則」（＊注）である 

 

本規制案を説明するに当たり、BISの輸出管理副次官補のMatthew Borman氏は、中国への

米国輸出で「何千万ドル」もの影響を及ぼすと述べた。しかし、米国経済において当規制案

の影響は、今まで以上に大きなものになると考えられる。本規制案の経済効果を評価する時、

本案が直接影響を及ぼす実際の輸出だけでなく、その他の多くの取引を審査するときに生じ

る法令の遵守費用及び新規制が米国輸出業者の競争力に及ぼす悪影響にも焦点を当てるこ

とが大切である。包括的ベースで見たとき、本規制案の費用効果は必然的に商務省の見積も

り額よりはるかに高くなる。実際に、米国経済への影響は年間1億ドルを超過するものと考

えられ、「米国企業の、輸出市場における海外企業との競争力に相当な悪影響」を及ぼすの

で、本規制案は5 U.S.C §506の下で「主要な規則」と分類されるべきである。 

上述の通り、１企業単独でも、その電子的法令の遵守･プログラムを再設計し、軍事的な

エンドユース審査を受け入れ、該当職員に訓練を行うのに1億6,500万ドルも法令の遵守費用

の試算がある。 

（＊注）「主要な規則」 

（注）主要規則（Major Rule） 
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Major ruleは, 5 U.S.C. § 801 (Pub. L. 104-121)で定義されており、年間$100 million

以上の経済的な影響等を与える様な規則として、Office of Information and Regulatory 

Affairs(OIRA)より認定されたものをいう。Ｍａｊｏｒ Ｒｕｌｅに認定された場合、最終規則としてＦｅｄｅ

ｒａｌ Registerorに掲載する前に、OIRA が検討をする対象となる。 

 

E. 「inform」要件は、中国に対して懸念する軍事的なエンドユース輸出に対してより効果

的で負担のない方法である 

 

費用対効果の観点から見ると、当規制は、採用されれば、ほとんど国家安全保障の恩恵

を与えず、米国輸出業者及び米国経済に相当額の負荷をかけるだろう。しかし、この問題に

対し効果的で負担のない代替案がある。ワッセナー･コンテクストで英国が使用したように、

「inform」要件に基づいてのみ規制を課すことにより、中国の軍事力に貢献する可能性があ

るものを規制することが可能となる。同時に法令の遵守及び事業機会逸失利益を大幅に削減

することになる。新規制の採用に当たり、商務省にこの方法を検討するよう要求する。もち

ろんInformは、ごくわずかな「選ばれた」人ではなく、将来の潜在的な輸出者も含め全て、

規制されるべき海外エンドユーザーについて、通知されることが必要である。 

 

ICOTTは、（i）新規のVEU認定制度を米国輸出業者に魅力的なものとなるように大幅に

拡大し改訂すべきである、（ii）提案された新当規制は採用しないこと、の2点を要請する。 

 

4．5．9 

Wisconsin Project 

 

2006年10月27日 

 

中華人民共和国への輸出・再輸出規制の修正と明確化及び新たな認定エンドユーザーに関す

る法案に対するコメント 

 

 Wisconsin Project on NuclEAR Arms Control（ウィスコンシン核兵器規制プロジェクト、以

下「当プロジェクト」とする）は、中華人民共和国（中国）への輸出・再輸出規制の修正と

明確化及び新たな認定エンドユーザーを規定する商務省産業安全保障局（BIS）の2006年7

月6日付け法案（71 Fed. Reg. 38313）について、以下のコメントを提出する。当プロジェク
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トは、大量破壊兵器（MDW）及びその運搬手段の拡散防止を支援するためにボランティア

活動や公教育を行っている非営利組織（NPO）である。20年以上にわたり、当プロジェクト

は、強力かつ効果的な輸出規制を世界中に提唱することで、このミッションを追求している。

我々は商務省が本法案の発表を通じて、取り扱いに慎重を要する米国製品の対中輸出を規制

する方向に踏み出したことに敬意を表する。米国製品に中国の軍事力強化支援を許すことは

米国の利益にならない。本法案には、2つの別々の構想が組み込まれている。これらは個別

に検討する価値がある。しかし残念なことに、どちらの構想にも以下に詳述する重大な問題

がある。従って我々は、本法案を一旦撤回し、商務省で更に検討を重ねることを提言する。 

 

中国の軍事エンドユース許可の義務 

 

本法案では、リストに登録された特定の品目を輸出する際、その製品が軍事利用を目的とす

ることを輸出業者が「知っている」場合、許可の申請が義務付けられている。新しい規制品

目リストはPart744Supplement2にて規定される。現時点では、これらの品目は許可を得ずに

中国に輸出することができる。 

 

規制案の品目リストは極めて限定的で、本法案の以前のドラフトよりも縮小されている。当

リストに含まれるのは、通商規制品目リスト（CCL）に記載された中国の軍事力に貢献する

可能性がある品目のごく一部に過ぎない。商務省は産業界から追加削除品目の提案を求めて、

このリスト案のさらなる縮小に寛容な姿勢を見せている。しかし、当該品目が中国や海外の

その他の地域で「入手できる」という理由で規制品目を削減し、この新規制を緩和するべき

ではない。中国軍は、軍事用にも民生用にも利用できるデュアルユースのアメリカの製品や

技術を入手しようとしているが、それはリバースエンジニアリングを通じて、米国製品と同

様だが性能や品質の劣る中国製製品又は他国からの輸入品を改良するためである。本規制案

はこうした行為の阻止を目指すものであり、性能の劣る外国製の「同等物」が存在するとい

うだけの理由で緩和するべきではない。 

 

新規制の効果を大きくするには、規制範囲を広げるために、対象品目リストを拡大する、も

しくは更に踏み込んで、リストそのものを排除するべきである。（新たな対中輸出規制品目

リストを作るのではなく、）EAR（輸出管理規則）対象品目にあたる商品が中国での軍事利

用を目的としたものであることを知った輸出業者に、許可の申請を義務付ければよいのであ

る。こうした包括的な条項は、提案されている規制対象品目リストよりもはるかに効果的で
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ある。 

 

本法案の第2の弱点は、中国の軍事エンドユーザーを挙げていない点である。輸出業者が得

た情報による「knowledge」の検証は、輸出業者による必要な知識や情報の獲得を支援する

施策を講じない限り、極めて実効性に乏しいものになる。例えば、ある中国のバイヤーが軍

事に携わっていることが明らかになっているとすれば、それは輸出業者がそのバイヤーに商

品を販売する際に知っておくべきことである。現状では、商務省は現行の「組織リスト」

（Entity List）に一握りの中国軍事組織の名称しか挙げていない。しかもそのリストに掲載

されているのは、核兵器とミサイルの開発・生産に携わる組織に集中しており、軍事関連企

業全般が対象となっていない。他国は、はるかに広範な警戒リストを作成しているが、米国

もそうあるべきである。 

 

新規制によって、中国の軍事力増強に貢献する輸出の阻止に有意義な効果を生むには、中国

の軍事エンドユーザーに関する教育を輸出業者に対して行うべきである。産業界は「ターゲ

ット」にするエンドユーザーのリストを新規制順守ガイダンスに含めることを要求している

が、それは妥当なことである。又、そうした組織をリストアップするのは簡単なことだろう

（こうした組織の活動内容は一般に利用できる情報源を調べれば分かる）。このようなリス

トを公表すれば、新規則に基づくデュー・デリジェンス実行という輸出業者の負担を軽減で

きる。リストへのエンドユーザーの掲載は、輸出業者による追加調査を要する「危険信号」

の役割を果たすことができる。又、意図する受領者がリストに掲載されている場合、輸出業

者に許可申請を義務付けることも考えられる。効果を発揮するには、中国の軍事エンドユー

ザーの公表リストに連絡先情報や関連組織（子会社、親会社、姉妹会社など）を含める必要

があるだろう。又このリストを定期的に更新する必要もある。このようなリストを公開した

ら、それと同時に「リスト掲載品目を中国に輸出する者は、それが軍事目的に利用されるこ

とを『知っている』場合、意図する受領者がリストに掲載されているかどうかにかかわらず、

許可を申請しなければならない」ということも明確にすべきである。 

 

VEU認定制度について 

 

この認定制度案は不明確であり、おそらく不要である。これが採用されると、特定の中国企

業が初めて、規制対象米国製品を輸出許可なしで受け取ることができるようになる。商務省

は、こうした特権中国企業のリストを作成するにあたり、それらの企業が民生業務にのみ携
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わっていると判定することになる。リストに掲載された企業は、「適格エンドユーザー」に

指定され、特定のカテゴリーの米国製品を個別の輸出許可なしで入手できる。この認定制度

案は、少なくとも大幅な修正を加えるとともに基準を明確化しない限り、採用すべきではな

い。 

 

VEU認定制度は民生エンドユーザーに対する合法的な輸出の円滑化、及び新しい対中軍事

関連商品輸出包括規制の順守に伴う負担の相殺を意図したものである。しかし産業界の識者

は、VEU認定制度にそうした効果があるのか疑問視している。輸出業者がVEU認定制度を

利用するには、新たに莫大な報告義務を負わなければならない。又、輸出業者とエンドユー

ザーの双方が米国政府による監査に同意する必要がある。業界の専門家は、前もってこうし

た監査を進んで承諾する外国企業（特に中国企業）は少ないとの見解を示している。又産業

界は、輸出業者にとってはVEU認定制度の要件を満たし、その必要手順に従うよりも、個

別に輸出許可の申請を続けるほうが簡単であるとの見解も示している。従ってVEU認定制

度は、商務省及び輸出業者の法令順守業務負担を軽減するために広く利用されることがない

ため、不必要である。事実、同様の制度が20年前に試行されたが、産業界で活用されること

なく、短期間で廃止となった。 

 

VEU認定制度案は義務負担が重すぎて産業界では利用できない。しかもその義務事項を守

っても、この制度による米国の安全保障の悪化を防ぐことはできない。それに加え、商務省

には、VEU認定制度を効果的に実行しながら国の安全を守るだけの資源がない。 

 

基本的に、輸出許可が義務付けられる場合（及び輸出業者によりその申請が行われる場合）、

規制対象のデュアルユース品目の輸出はその都度「事前に」検証される。しかし本法案では、

取り扱いに慎重を要する特定のデュアルユース品目の「適格エンドユーザー」への輸出は、

その後永久にチェックを受けないことになる。法案では、本制度に基づく輸出の詳細を毎年

報告すること、及び定期的に法令順守監査を行うことが定められているが、そうした手段は

手遅れであり、チェックを受けずに既に実行された疑わしい輸出を止めることはできない。 

 

本法案では、VEU認定後の環境の変化に対処するための手順が定められていない。「適格

エンドユーザー」の組織やオーナーに変更があったら、新たな非民生エンドユースのリスク

をチェックするために「適格エンドユーザー」の指定を再検証するべきではないだろうか。

又VEUが個別の輸出許可なしで受け取れる品目の拡大を輸出業者が求めた場合はどうなる
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のだろうか。そのような場合、その新たな品目が非民生エンドユースを目的に輸出される事

態を回避するために、「適格エンドユーザー」を再検証するべきではないか。これらは、商

務省の追加調査が必要になるにもかかわらず、本法案で対応できていない状況の2つの例だ

が、こうした例は他にも多く考えられる。 

 

又本法案においては、「知っていること」の基準が「適格エンドユーザー」に対する輸出業

者の行動に適用され続けることも明確化するべきである。これは従来の拡散防止の要件にも、

提案されている対中軍事関連製品輸出規制（採択された場合）にも当てはめるべきことであ

る。例えば、既にVEUリストに登録されているバイヤーが製品を軍事目的に利用しようと

している、又は軍事拠点に製品を再移転しようとしていることを輸出業者が知った場合、そ

の輸出業者に許可申請を義務付けるべきである。又輸出業者が製品受領者の「適格エンドユ

ーザー」を活用できるのは、その輸出業者が知る限り、非民生エンドユースを示唆する事実

がない場合に限定するべきである。このようなことは法律に明示すべきである。又輸出業者

には、「適格エンドユーザー」の関与する取引が非民生エンドユースを目的とすることに気

づいた場合、それを商務省に報告することも義務付けるべきである。更に商務省はこうした

報告を機に、そのエンドユーザーの「適格エンドユーザー」を見直すべきである。 

 

「適格エンドユーザー」の候補を適切に評価し、その民生利用状況を継続的に十分に検証す

るプロセスには、商務省の莫大な人的資源の投入が必要とされるだろう。米国との貿易に携

わる中国の大型コングロマリットには大きな製品転用リスクがある。多くの場合、何百とは

いかずとも何十もの子会社を持ち、その多くが軍事関連業務を行っているためである。しか

し商務省の管理職員たちは、中国の軍事関連組織に関する現在の情報が十分でないことを認

めている。しかも中国での現地調査を任命されている商務省の職員はほぼ皆無である。同省

は既に人員不足に悩まされており、それが許可申請や商品分類要請の処理時間に関する慢性

的な苦情に結びついている。VEU認定制度を機能させるため、商務省は「適格エンドユー

ザー」の選定にあたり過去の許可歴、「 近」の訪問、及び産業界からの提言に過度に依存

する誘惑や、VEU認定後の監査を簡略化してしまう誘惑に駆られるだろう。商務省職員は

既に迅速な「適格エンドユーザー」の審査を約束しているが、こうしたアプローチは国家の

安全保障を損なうので、是が非でも回避しなければならない。少なくとも商務省が本制度を

効果的かつ安全に実行する資源を手に入れるまで、この制度は先送りするのが賢明だろう。 

 

総合的に見て、提案されているVEU認定制度は産業界で利用される可能性が低く、実行さ
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れれば国家の安全保障を損ない、商務省に過度な負担を強いる。制度を修正し、安全保障リ

スクを 小限に抑えるようにして施行したとしても、輸出業者に利用される可能性はますま

す低くなる。現時点では、単純にこの方法をあきらめるのが 善の策だろう。更に、2007

年春までにVEU認定制度をインドにも拡大することについて議論するのは、明らかに時期

尚早であり、賢明とはいえないと思われる。 

 

エンドユーザー証明書に関する要件の修正 

 

本法案は、総額5,000ドル超のあらゆるECCN品目の対中輸出規制品目の輸出について、中国

エンドユーザー証明書の取得を義務付けることを提案している。この証明書は中国政府によ

って発行され、当該輸出に関する情報を含み、輸出された製品が中国で軍事転用されないこ

とのある種の保証としての役割を果たす。こうした証明書の取得は現在、国家安全保障上の

理由から規制されている輸出についてのみ義務付けられているため、修正案は安全保障の改

善につながる可能性がある。 

 

しかし本法案では、輸出業者が許可申請の際に証明書を提出する義務の撤廃も提案されてい

る。これは感覚的に受け入れがたいことのように思える。この証明書は申請を審査する際の

重要な証拠資料のはずだからである。発行済みのすべての証明書を簡単に検索できる 新の

データベースが商務省にない限り、輸出業者には引き続き、許可申請の際にこの証明書の提

出を求めるべきである。一度証明書を取得してしまえば、それを商務省に送るのは輸出業者

にとって 低限の追加負担にすぎない。 

 

結論 

 

当プロジェクトは、取り扱いに慎重を要する米国の対中輸出を規制するという商務省の意図

を支持している。当プロジェクトのコメント及び提言を有用なものと感じていただければ幸

甚である。又我々の見解を示す機会が得られたのは誠に光栄なことであり、将来又こうした

機会が得られることを期待する。 
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4．5．10 

ＡＮＳ 

 

2006年12月1日 

 

アライアンス・フォー・ネットワークセキュリティ（ANS）の会員は、「中華人民共和国

への輸出・再輸出規制の改正及び明確化、ならびにエンドユーザー新規承認に関する規制案

制定（71 FR 38313、2006年7月6日付）」にコメントをする機会を得たことを嬉しく思っ

ている。ANSの会員には、3Com Corp.、Cisco Systems, Inc.、Hewlett-Packard Company、

Hitachi Data Systems, Inc.、Juniper Networks, Inc.、Lucent Technologies, Inc.、McAfee, 

Inc.、Microsfot Corporation、Novell, Inc.、PGP Corporation、Sun Microsystems, Inc.

等が名前を連ねている。 

 

ANS及び会員企業は、中国との商取引を促進させる一方で米国の正当な国家安全保障を保

護するという目標を支援している。それでもなお、規則案については懸念を抱いており、産

業安全保障局（BIS）が暫定規則もしくは 終規則を公表するまでに取り組むべき点がいろ

いろとあると考えている。われわれの抱く懸念は次の3つにまとめることができる。 

 

業界共通の懸念 

まず、ANS会員は、他の多くの業界の企業同様、「軍事的エンドユース要件」が米国単独

規制であることに大きな不安を感じている。ワッセナーアレンジメント参加国が当規則案と

同類の規制を課さない限り、或いは規制を課すまでは、米国は規制を差し控えるべきである。

加えて、ANS会員は「VEU認定制度」は、間接流通経路で多数の廉価製品を販売している

IT企業に対して、例えあったとしてもごく僅かの利得しかないと考えている。エンドユー

ザー証明書の要件についても問題がある。本要件は中国との貿易に（更にもう一つ）非関税

障壁を課すことになるからである。 後に挙げるが、「knowledge」基準も曖昧である。規

則案のこうした側面については付録Aにて更に検討する。 

 

ネットワークセキュリティ業界の懸念 

第2に、ANS会員は規制案の対象品目の範囲が過度に広くなっている点に大きな不安を感じ

ている。輸出管理規則（EAR 15 CFRパート730以下参照）のPart 744・Supplement No.2

に具体的に記載の品目のみを規制対象とすべきであり、EARの規制品目リスト（CCL）に
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あるその他の品目は対象外とすべき、とわれわれは考えている。おそらくこれが規則案の目

的であろう。そうであればこの点をもっと明確にすべきである。更に、輸出規制品目分類番

号（ECCN）として3D991、4D994、5A/B/D/E991、5A/B/D/E992、3D991に分類される品

目は、規制対象から外すべきであると考えている。国家安全保障の目的にて規制されている

品目に対する現行の規制が、「国家安全保障のために規制対象となっている品目の大部分が

政府エンドユーザーへの輸出において許可を必要としていない」という事実を反映している

ためである。例としてはECCN 5A/D002等がある。こちらに挙げた提案の理由は付録Bに示

している。 

 

競争力に関する懸念 

第3に、本政策の意図した結果が得られないまま、規制要件が中国や他国のライバル企業と

競争している米国企業や米国輸出法の下に事業を展開している現地企業の売上にマイナス

の影響を及ぼすのではないか、との懸念があることである。1例としてネットワーク機器の

現在の市場勢力図を付録Cに示す。 

 

結論 

上記の通り、ANS及び会員企業は、中国との商取引を促進させる一方で米国の正当な国家

安全保障を保護する目標を支援している。それでもなお、上記の通り、規則案については懸

念を抱いており、産業安全保障局（BIS）が暫定規則もしくは 終規則を公表するまでに考

慮すべき点は多々あると考えている。規制案の米国単独規制を中心としたこれら問題は、同

業者との緊密な協議を必要とするため、対応に時間を要することは否定できない。 

 

米国が規制案を真に多角的なものにしたいと考え、本状に挙げた問題に取り組もうとしてい

るのであれば、業界と産業安全保障局は8月に開始した対話を継続し、対象品目の範囲及び

他の問題について検討することを提案する。中国の重要な市場への正当なアクセスを不必要

に妨げることなく、国家安全保障と外交政策の利益を守るため、われわれはいつでも話し合

いに参加するつもりである。 

 

付録索引 

A.  業界共通の懸念 

B.   ネットワークセキュリティ業界の懸念 

C.  競争力に関する懸念 
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付録A 

業界共通の懸念 

1．規則案は米国単独規制である 

ANS会員は、ワッセナー・アレンジメントが通常兵器禁輸の対象となる国に対して軍事的

エンドユース制約を課すことに合意していると理解している。だが、われわれの理解の範囲

では、対中通常兵器禁輸を実施しているのは米国だけである。事実上の影響としては、米国

企業が他国のライバル企業よりも厳しい規制を課せられ、米国単独規制により規制案の有効

性を損なうとともに、平等な競争条件で勝負をしようとする米国企業にマイナスの影響を及

ぼしている。 

 

2. VEU認定制度はANS会員にわずかな実用性をもたらすのみ 

ANS会員は、VEU認定制度が中国における活動の幅を狭めると考えている。VEU認定制度

は、比較的高額製品を少数の企業に直接販売している企業にはなにかしらの実用性があるか

もしれない。比較するところ、ANS会員は比較的小額製品を多数の企業に間接的（つまり、

販売代理店、再販業者、その他の流通業者を介する）販売を行っている。そのため、VEU

認定制度の意図する利得はANS会員にとっては幻想となる可能性がある。 

 

3. エンドユーザー証明書要件はANS会員の競争力を損なう 

ANS会員は、エンドユーザー証明書要件が中国での競争力を損なうと考えている。規制対

象数量よりもはるかに限定された、現行であっても証明書の発行が遅れた経験をもつANS

会員がいる。規則案が書かれた通りに採択された場合、多数の取引が対象となり、証明書発

行にさらなる遅れが生じるのは確実であり、海外ライバル社に対する米国企業の競争力に悪

影響が出てくるであろう。 

 

4. 「knowledge」は「Actual」の基準とすべき 

ANS会員は、規制案の「認識」は、「Constructive」（積極的な＝Reasons to know）では

なく「Actual」（通常の範囲で通常の知識で認識できる程度）に基づくものでなければなら

ないと考えている。この専門的ポイントをじっくりと検討することもないままに、行動規範

やデューディリジェンス（due diligence）の形の規制等があったとしても、ビジネスパー

トナー等の認識にまつわる責任を親会社が負わなければならない点をANS会員は深く憂慮

している。中国のように政府機能が社会に大きな役割を果たしている国では、「Actual」の

基準がより適切である。 
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付録B 

ネットワークセキュリティ業界の懸念 

1. 規制案はPart 744・Supplement No.2記載品目に限定すべき 

セクション744.21（a）と（c）の表現のため、規制案の範囲にはいささか不明瞭な点があ

る。例を挙げると、セクション744.21（a）では輸出規制規則（EAR 15 CFRパート730

以下参照）の規制品目リスト（CCL）に具体的に記載の品目を対象とするとあり、セクシ

ョン744.21（c）ではGOV以外の許可除外はないとしている。だが、Part 744・Supplement 

No.2には、規制対象品目の限定リストを公表するとの表現がある。 

ワッセナーアレンジメントとの一致を鑑み、規制案はEARのPart 744・Supplement No.2

に記載の品目のみを対象とすべき、とわれわれは考えている。そのため、セクション744.21

（a）と（c）を改定し、EARのCCLに記載の他のECCNは規制案対象外であることを明確

にすることをコメントする。 

 

2. ECCN 5A/B/D/E992は規制対象から除外すべき 

ECCN 5A/B/D/E992を規制対象から除外すべきであることを、通りわけ下記の理由からコ

メントする。 

ECCN 5A/B/D/E002に分類される情報セキュリティ品目は規制対象とならないと認識して

いる。大部分がライセンスエクセプション（ENC）に基づき民間・軍事的エンドユースへ

の輸出が可能であるためである。従って、国家安全保障の理由から規制されている品目が規

制対象とならない場合、テロ対策の理由から規制を受ける情報セキュリティのみを規制対象

とするのは矛盾する。 

ECCN 5A/B/D/E002に分類されている情報セキュリティ品目を同様に規制対象とすべきか

どうかについては議論されるところであろうが、結果としてはCCLに記載されていない品

目、ワッセナーアレンジメントの合意を超えるものとなり、規制対象範囲を大きく拡大する

ことになる。この点をわれわれは懸念している。 

 

3. ECCN 5A/D/E991は規制対象から除外すべき 

ECCN 5A/B/D/E991を規制対象から除外すべきであることを、通りわけ下記の理由からコ

メントする。 

ECCN 5A/B/D/E991に分類される品目が規制対象となっていることを認識しており、ここ

にはルータやスイッチ、ソフトウェア等のネットワーク機器が含まれている。しかし、ここ

に「用途が限られている」情報セキュリティ機能としてアクセス管理や認証を追加すれば、
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こうした品目は5A/B/D/E992に分類され、規制対象外となる。「用途が限られている」情報

セキュリティ機能がなければ規制対象となるが、機能がない場合、規制対象というのは、本

規則の論理的根拠を裏付けるものではないように思われる。 

こうした品目の大多数は市場において現在、規制対象から除外されるものと考えている。現

在のところ、「用途が限定されている」情報セキュリティ機能を有しているためである。本

規則の影響は、計画通り、規制対象から外すために同類機能の導入を促進することになるで

あろう。 

「用途が限定されている」情報セキュリティ機能を有する品目が依然としてECCN 

5A/B/D/E991に分類されることについては議論するところである。認めざる得ないことであ

るが、本件ついてはBISの見解には一貫性がない。だが、当会員の経験によれば、

5A/B/D/E991と5A/B/D/E992のいずれかの選択肢がある場合、BISは後者を選ぶケースが多

いとされている。この見解を変えるということは、BISの長年に渡る数々の判定に疑問を差

し挟むことにもなり、また適切な管理実務ではなく、規制対象範囲を大きく拡大されるので

はないかという懸念を持っている。 

 

4. ECCN 4D994は規制対象から除外すべき 

ECCN 4D994を規制対象から除外すべきであることを、とりわけ下記の理由からコメント

する。 

ECCN 4D994に分類される品目には、0.1 Weighted Teraflopsを上回る調整ピーク性能

（APP）を有するコンピュータ用に「特別設計」されたソフトウェアが含まれている。実

際のところ、この数値を上回るAPPを備えたコンピュータ用に特別設計されたソフトウェ

アがあるか疑わしい。特定できているソフトウェアがすべて上記数値を上回らないコンピュ

ータ上で稼動しているためである。 

さしあたり上記数値を上回るソフトウェアがあるとしたら、ECCN 5D992と重複している

場合、問題となる。「用途が限定されている」情報セキュリティ機能の単なる導入でこうし

たソフトウェアは規制対象から外れるためである。先のセクションA.3に記した同様の理由

から、ECCN 4D994に分類される品目は規制対象から除外すべきである。 

 

5. ECCN 3D991は規制対象から除外すべき 

ECCN 3D991を規制対象から除外すべきであることを、通りわけ下記の理由からコメント

する。 

ECCN 3D991に分類される品目には、「集積回路用のワードプロセッサ」と称されること
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がある電子設計自動化（EDA）ソフトウェアを含んでいることを認識している。こうした

ソフトウェアのなかには知的所有権を保護する情報セキュリティ機能を有するものもある。

今日、このようなソフトウェアはECCN 5D002に分類され、規制対象から外れている。2005

年度のリストを見直してみると、ワッセナー・アレンジメントはこうしたソフトウェアをは

っきりと規制対象から外している。そこで、ここでも情報セキュリティ機能のないソフトウ

ェアは規制対象となり、情報セキュリティ機能のあるものも規制対象にならないことは筋が

通っていない。 

 

6. 財産権のあるソースコードは規制対象から除外すべき 

暗号化を含まない財産権のあるソースコードは規制対象から除外すべきであることを、通り

わけ下記の理由からコメントする。 

暗号化を含む、及び含まない財産権のあるソースコードの輸出規制を慎重に検討したところ、

規制案の恣意的な特性と財産権のあるソースコードに与える不利益が明らかになった。
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付録C 

ネットワーク品目は中国で調達可能であるため、規制対象から除外すべき 

ネットワーキング向けのハードウェア、ソフトウェア、及び技術は、中国にて国内及び海外

の財源から一般に調達可能であることから、これら品目を規制対象から外すべきであるとこ

とをコメントする。ネットワーク機器の代表的な供給業者4社をピックアップした。2社は

米国企業であり（CiscoとJuniper）、1社は中国企業（Huawei）、もう1社はフランス企業

（Alcatel）であることから、この動きが激しい業界の国際競争が浮き彫りになっている。

下記の品目はECCN 5A/D002及び5A/D992に分類されている。（5A991に分類されている

ハードウェアは、暗号化したソフトウェアを搭載するとそれぞれに見合った形で5A002もし

くは5A992の適用対象となる。すべての暗号化は、相互運用性を高め、同様の性能にするた

め業界標準を基にしている。） 
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IBMは、175ヶ国を超える顧客に情報技術製品及びサービスを提供しており、従業員数は

320,000人超、世界75ヶ国に拠点を置いている。2005年の収益は910億ドルで、その内の60

％超が米国以外での収益である。中国IBMは2005年に売上高が13億ドルを超え、現在の従

業員数は約5,000人である。IBMは、中国で精力的に事業を展開しており、IBM内部の事業

単位だけでなく中国の外部顧客への製品及び構成部品の販売を行っている。IBMは、現在、

輸出管理の法令の遵守のために、中国を含む世界各国の顧客を審査している。しかし、本規

則案は非常に幅広く、長い間、規制対象外であった品目を管理しようとしている。これを遵

守するには、広範囲のビジネス･ルートに、重い費用を要する変更が必要となり、IBMの収

益にかなりの影響を与えることは必至である。このようなIBMへの影響は別としても、本

規則案は国家安全保障を強化するという目的には余り寄与せず、米国輸出業界の活動を阻害

すると信ずる。 

本規則案は、範囲が広く、曖昧であり、費用がかさむ非常に複雑な法令の遵守･プログラ

ムを企業に要請するとIBMは確信している。更に、米国商品の輸出における本追加規制か

ら来る要求及び複雑さによって、中国及び諸外国での米国サプライヤーの地位は更に弱体化

する。米国以外の国から供給される競合製品や技術を考えると、今回の追加規制が米国の国

家安全保障を高めるとは思えない。IBMは、本規則案が「軍事ユース」及び「Knowledge」

の定義、カテゴリ3、4及び5の品目に関する当社の具体的な意見を取り入れることによって、

もっと管理範囲を限定することを提案する。 

 

I. 背 景 

 

 IBMは、米国の国家安全保障を支持しており、合理的で効果的な輸出管理を支援する。

そのような輸出管理を確立するために、当社の考えている重要原則は以下のとおりである。 

 輸出管理は、 大限、各国が協調し行うことを原則とすべきである。 

 機微な技術は、産業界の意見を採り入れ、国際的な合意に基づき規制すべきである。 

 米国単独となる輸出規制は、 大限、行うべきではない。 

 IBMは、グローバル経済では国際合意に基づく輸出管理レジームが も効果的であり、

輸出規制の改正又は新輸出規制の導入は上記の原則に基づくべきものであると、長年に渡り
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述べてきた。規制は政策目標だけでなく、グローバル経済のなかで実用的かつ実行可能なも

のである必要がある。例えば、同等の品目が米国以外の供給国から入手できる場合、単にこ

の品目の輸出を米国単独で規制しても、実効性に乏しく管理コストのみがかかる。経験則か

ら言えば、単独規制は、ビジネスの負担となり、競争力を低下させ、管理当局の審査業務に

負担をかけることで、大きな政策目標に影響を与えるのではないか。 

 IBMは、産業安全保障局（BIS）が、中国でこれらの製品・技術が海外又は中国国内で入

手可能かどうかを判断するべく、今回、規制対象とされている品目を慎重に検討していただ

くことを要望する。特に、下記で論ずるが、製品が幅広くマスマーケットとして受け入れら

れているような、規制の必要がないと思われていたような品目、どこでも入手できるものに

まで規制を課しても、実効性に疑問を感じる。 

 また、IBMは、規制を成案化する前に、ワッセナー加盟国の大多数が本規制と同等の規

制を導入するという合意を得るまで、BISが本規則案を成案化しないよう要望する。他の供

給国が合意せず単独規制となった場合、規則の目的を達することなく米国輸出業者に損害を

与えるのみになる。冷戦時代、COCOMはすべての加盟国において厳密に管理されており非

常に効果的だった。米国政府はこの規則案の実効性を確保する上でも、同レベルの規制を加

盟国で導入するよう努力をすべきである。 

 

II. 商務省による「軍事ユース」及び「Knowledge」の定義は非常に広義であり限定す

べきである。 

 

 IBMは、米国輸出法及び規制の遵守のため、ICPを構築、実施するべく、世界各国で260

人超の輸出管理ネットワークを構築しこの管理体制は23年間以上、機能してきた。この体

制をもってしても、規則案の規制範囲が広範囲であり、 終エンドユーザーではない卸業者、

民間や政府機関に対し、ハードウェア、ソフトウェア及び構成部品などの民生品を販売する

ことは、法令遵守に膨大な負担がかかることを懸念する。特に、「軍事エンドユース」及び

「Knowledge」の解釈が広義であり、顧客との商談を萎縮させるのではないかと懸念する。

中国市場の複雑さ、人民解放軍（PLA）の長い歴史を考えると、これは決して想像上の懸

念ではない。 

 同様に、輸出業界は幅広い定義により、特に構成部品等の場合、不条理なレベルにまで取

引調査を拡大することとなってしまう。IBMの場合、規制案に備えて教育と顧客スクリー

ニングの拡大、体制の再構築のため2～4人の追加の正職員が必要と見込んでいる。これに

は、現行案より確実に生ずる顧客審査の追加費用又は内部費用は含まれていない。 
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BISは定義を限定し、明確で実用的な指針を産業に提供し企業の法令遵守を促進すべきで

ある。以下、定義について述べる。 

 

A.軍事ユース 

 規則案によれば、「軍事ユース」とは「品目の生産、設計、開発、メンテナンス、操作、

取り付け又は配置、修理、分解修理又は修復への取り込み又は用途」のことである（規則案、

71 Fed. Reg. at 38318）。このままでは定義が広く実用的ではない。「配置」及び「メンテ

ナンス」に関連する可能性のあるエンドユースの審査は、会社にとって非常に困難である。

例えば、中国のエレクトロニクス･メーカーなど、IBMの顧客の中には、大規模且つ形態が

複雑な企業もあり、IBM製品及び構成部品がどのようなエンドユースに使用されるのか、

全ての可能性を考慮することは不可能である。更に、規則案に基づいて、顧客は適切なエン

ドユース、民生用途に、IBM製品を99.9%の時間を使用しているが、その品目が残りわずか

でも軍事ユースになりうると解釈された場合、規制に抵触する。すなわち、「軍事エンドユ

ース」の概念の曖昧さ、使用目的の確認や意味を見極めることの難しさは、大企業による大

口顧客との取引で実質的に日々発生すると当社は確信する。この想定を以下の仮説で見てみ

たい。 

例えば、中国の通信企業の 終エンドユースの1つは、民間及び軍事用航空機の両方が着

陸可能な地元の空港に通信機器を取り付けることである。軍事エンドユースの広義の解釈で

は、ベンダーが導入品の軍事使用を予見していなかったということで責を負わせることはあ

りうるのか。その空港に商品を供給することは、空軍の「配置」のためとも言える。本社の

サーバーによる「操作」に係わる通信や「サービスレベルの監視」は、軍事ユースのメンテ

ナンスということになるのであろうか。 

ビジネスの現場では、このように予想以上に複雑なケースに直面することになる。IBM

は、現行の規則案の定義を明確化することを要望する。例えば、軍事ユースは、特定の軍需

品リスト項目又はその他の軍事兵器に「incorporated」（組み込まれた）又は「embedded」

（埋め込まれた）場合と限定する等である。これは産業界及び政府双方にとってより明確な

定義である。アメリカ産業界は、軍事用途について無制限の可能性の目録ではなく、軍事用

途となる具体的なケースを特定できるようになる。同様に、BISは規制されるべき行為なの

否かをより明確に認識できる。同時に、具体的な定義は、中国軍への「Material 

Contribution」を阻止するという規制目的を強化するものとなる。 

 

B.「Knowledge」の定義 
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 「Knowledge」の定義について、中国市場の特殊性及び多くの産業活動に対する人民解

放軍の歴史的な関与を考えると非常に問題が多い。法令の遵守の観点から言えば、顧客の事

業の全体像を完全に把握しているケースは多くなく、「knowledge」があると見なされる場

合を明確に把握することは難しいものと思われる。更に、当社は実用的な観点から懸念を抱

いている。中国政府及び特に軍隊は、多くの民生会社及び大学と関係を持っているし、又は

現在関係がある。中国のベンダーとして取引の大半は軍事エンドユースと無関係であるが、

IBMは、企業は軍事とつながりを持つ国営企業へのソフトウェアの販売などの場合、取引

審査に苦慮することになると確信している。従って、企業は軍との関係をどの程度まで審査

すべきか、未来永劫、試行錯誤を繰り返すことになるだろう。 

 も熱心な企業であっても、同様に文化の違い及び商慣行によって、軍と取引企業の関係

を評価できない場合がある。情報技術の世界は競争社会であり、IBMの顧客は必ずしも自

社の下流顧客に関する情報提供を積極的に開示したがらない。情報開示を控えることは、競

争上の理由によるもので、中国特有のものではなく、一般的に下流関係者の情報を提供して

貰うことは難しいという点を強調しておきたい。又、当社の中国在住の従業員が顧客の事業

に関する詳細な情報（IBM製品の使用を含む）を繰り返し要求した場合、この従業員は中

国国内法により、罪に問われる可能性もある。 

 現在の定義では「Knowledge」に関し、混乱した議論が続くことだろう。BISの政策立案

者は規則案が施行されても公平かつ合理的に運用されると述べているが、産業界はその時点

での政治情勢、その日のニュース、商務省の人事異動によって、当局が異なる解釈を採用す

るのではとの懸念を抱いている。 

 IBMは、「Knowledge」の定義を「Actual knowledge」であるか又は「is Informed」と

するよう推奨する。これは、規則案の当初の議論でBIS当局者が口頭で示唆したことである。

IBMは、英国政府は（ICOTTの提出コメントで言及されているとおり）ワッセナーのコン

テクストの中で「is Informed」を採用していることに留意する。 

「Knowledge」また「軍事エンドユース」定義の明確化により、輸出業者は明確な基準

及び尺度で取引顧客ができ、政府当局も規制を明確に実施することが出来る。BISが当社の

提案を採用するかは不明であるが、追加ガイダンスを産業界に示すよう商務省に対して要請

する。輸出業界は、サプライ･チェーンの審査、またある取引が「Knowledge」の欠落と見

なされるか、判断基準が必要である。その点で、BISは、どのような契約プロセスであれば、

ベンダーとして、軍関係者への取引を行っていないといえるのかを考慮願いたい。また、

IBMは、BISが顧客、取引又はエンドユースの指針に対する輸出業者の質問にタイムリーに

対応することを確約するパラメータの設定を提案する。輸出業者は、市場状況に迅速に対処
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する必要があり、質問の返事を何週間も待つことはできない。BISは特別な事情がない限り

48時間の期限をもって回答すべきと考える。 

 

III. BISは 終規則を採用する前に特殊カテゴリの問題を払拭するものとする 

 

 規則案では、47のECCN品目を規制するとしている（規則案（71 Fed. Reg. at 38313））。

IBMは、カテゴリ3、4及び5の貨物及び技術への規制に関心がある。規制案はこのカテゴリ

を広く規制対象としているが、中国の現地調達能力、海外からの入手状況が容易という現在

の中国市場を踏まえ見直すべきと確信する。 

 

A.カテゴリ4：コンピュータ及び関連ソフトウェア及び技術 

 

 2006年4月、BISは、Tier3の国に高性能コンピュータに対する現行の規制レベルを変更す

る新規制を発行した。この結論にもかかわらず、規則案では軍事ユースを伴う顧客向コンピ

ュータについては、規制されるべき加重テラフロップス（WT）を0.75から0.10へと後退し

ようとしている。この改正は国家安全保障の目的に貢献するものではないと確信している。

なぜなら中国国内生産能力、海外からの調達能力、複数の低能力コンピューターを集束すれ

ば規制レベルを上回る性能を発揮できるためである。これらを勘案すればこのカテゴリーを

再度、規制強化しても、官民双方を疲弊させるだけで、国家安全保障への貢献はほとんど認

められない。更に、外国のサプライヤー対し米国製品及び構成部品を敬遠する潜在要因とな

る。それら貨物が中国向けの場合、サプライ･チェーンの審査等、当該規則案で課せられる

再輸出規制を遵守する上でコストがかさむからである。 

 現在、サーバーの製造は、中国の曙光信息産業（Dawning Information Industry 

Company）、浪潮 (Langchao)（現、InSpurと改名）、レノボ（Lenovo）、方正集団（Founder 

Group）及び宝徳科技（PowerLeader）で行われている。特に注目すべき点は、曙光社

（Dawning）は、高性能サーバーだけではなく、上位100社（2006年11月現在の上位500

リストのうち）にランクされた上海超級計算中心（Shanghai Supercomputer Center）の

スーパーコンピュータも供給している。レノボ社（Lenovo）はシステムを中国科学院

（Chinese Academy of Sciences）に供給していた。フランス企業のBull社は、2004年に5

年流通協定に署名した後、サーバーをレノボ社と共に供給している。コンピュータ及び関連

ソフトウェアならびに開発技術の規制レベルについて、0.75WT又は中国の現行の生産能力

又は調達能力を反映したもののいずれかを求める。 
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 BISが0.75WT未満のレベルに設定する場合、IBMは0.75分の1 WTレベルと設定するよ

う要求する。つまり、今後0.75WT規制レベルが増加する場合、規制を改訂しなくとも適宜

緩和されることになる。例えば、このレベルが0.50WTに設定された場合、現行の規制レベ

ルの3分の2と表されることになる。 

完成品のコンピュータ･システムだけでなく、本規則案の技術の規制レベルは非常に低く設

定されており、急成長の中国コンピュータ産業と提携しようとしている米国企業に相当な影

響を与える。4E992（規則案（71 Fed. Reg. at 38318））では、規制から外れる技術は

0.00001WTとなり、事実上ゼロである。BISは本規則案の具体的な改正の根拠、新規制がい

かに特定の問題に対処しているのか、ということを示してはおらず再調査を願いたい。低レ

ベルの貨物は世界中に溢れているにもかかわらず、米国企業の参入を阻害することになるで

あろう規制案に正当性を見つけることは出来ない。 

 

B.カテゴリ5の暗号化製品 

 

 IBMが開発及び製造を行っているソフトウェア製品の中には、主に暗号によりカテゴリ

ー5で規制対象となるものがある。これらの製品は、通常いくつかのOSソフトウェアが付帯

する商用ミドルウェアである。当社は、BISが長年マスマーケットである5D992ソフトウェ

アを規制から外すべきであるとしてくれた点を高く評価している。しかし、IBMは、なぜ

いくつかのより低機能の暗号製品（64ビット暗号）を規制するのか疑問である。規制の理

由が暗号機能そのものというのであれば、マスマーケットを除くとした判断と矛盾している。 

インターネットには、暗号ライブラリ（多くの米国ソフトウェア･アプリケーションで頻繁

に使用される）があり、ソースコードまで公開されている状況であるが、当社はそれら公開

されている暗号をベースとした製品についてまで規制をすることは現実的ではないと考え

ている。中国のIT部門及び大学生は、コンピューターやソフトウェアのコードを用い業務

を行う十分な専門知識・経験がある。暗号機能を含む米国製品を規制しても、中国の暗号ソ

フトウェアの調達能力には影響がない。政府団体は、公開情報を利用するだろう。 近、あ

る政府関連機関よりIBMに次のような要望があった。その関連機関は、多くの工場に設置

される当社のミドルウェア製品の1つが輸出許可の対象となることを知った。その結果、

IBMの暗号を持つソフトウエアの削除を求めてきた。顧客自らがその機能を手当てできる

ためである。頻発しているわけではないが驚くにも当たらない。又、中国の顧客は米国の暗

号機能の利用をいつでもやめることができる。中国国内で独自の暗号製品を開発した企業も

ある。例えば、北京のTOPSECは中国ネットワーク･セキュリティ産業の大手であり、ファ
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イアウォール製品を含むさまざまなセキュリティ製品を生産している。従業員数は1,000人

超、10,000人を超える顧客を抱えており、それらセキュリティ製品により市場シェアの7～

15％を占める。又、中国の開発能力を示す例は、2004年に国内及び世界的競争力を高める

ため、中国独自のWi-Fi領域（WAPI）スタンダードを鋭意開発中であることを紹介したこ

とである。発展する中国のソフトウエア産業、公開されているオープンソース及び知識をも

った多くの中国人技術者の存在を考えれば、BISがこのカテゴリーの製品に規制を行う理由

が分からない。 

 本規則案ではライセンスエクセプションENC（License Exception ENC-Unrestricted）

に基づいて中国へ輸出できる5D002ソフトウェアに言及しなかったが、IBMはBISが既存の

品目リストにこのソフトウェアの追加を検討している可能性があると理解している。当社は

前述のように、このような改訂には反対する。更に、IBMの資産である商品の多くの5D002

製品に使用されている暗号は、マスマーケット製品である5D992に含まれるものと同一であ

る。従って、規制対象として5D002「規制対象外」製品を追加するというのは、強度な暗号

に関連した固有の要因に基づくものではなく、規制の枠組みにおける整合性に基づくもので

ある。マスマーケット製品のように長年に渡り、幅広く入手でき広範囲に流通してきたもの

に規制を行うことについて反対する。 

 

C.カテゴリ3の半導体技術 

 

 カテゴリ3の広範囲な技術規制は、非常に低レベルの電子試験装置技術が対象となる可能

性がある。この規制の結果、3A992.aで規制されている電圧計及びオーム計（通常電気技師

が使用する計器）などの普通の装置の開発、生産及び使用に関する技術を規制することにな

る。この種の規制がこの提案の目標に適っているのか疑問である。幅広く品目を規制したこ

とによる予期せぬ結果の一つではないかと思う。当社は、このカテゴリーの規制を排除する

か又はより限定的にすることを強く提案する。 

 

IV.商務省は提案されたVEU認定制度の適用の範囲を広げるべきである 

 BISは、「適格エンドユーザー」（VEU）の概念を導入した。VEU認定制度は潜在的な

利点を有するが、規則案では利点に対する負担が大きすぎる（例えば、現地審査、記録保存

等）。より革新的な改善方法は、特定の品目に限定せず全てのECCN関連製品及び技術を

VEU認定制度の対象とすることである。 

 上述の提案に加えて、米国の子会社が幅広く取引数やタイプに拘わらず、一つの認定制度
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で許可を取得できるという特権的な地位を持つということであればそれは大きな利益であ

る。 

 上述の提案のようにコメントは多いが、もし、施行された場合、IBMは規則案を遂行す

るためのBIS及びその他の省庁の予算及び財源について懸念を抱いている。BISはVEU認定

制度の管理だけでなく、新たな規制により発生した輸出者への対応等で業務が増えることは

明らかである。この規制は、輸出者の質問に迅速な対応を可能とする職員・資金が適切に配

分されることが絶対に必要である。関係省庁も業務の遅延を回避し、輸出者を支援できるよ

う資金配分を約束すべきである。 

中国（及び将来的に諸外国も含めて）に対する新規制の枠組みを確立しようとするBISの

試みは、必要な国内管理の枠組みを構築し、その遂行に必要な資金・体制がなければ効果が

少ないだろう。中国の「適格エンドユーザー」の審査承認は、中国企業の対応次第では、実

務的な負荷になる可能性がある。省庁は規制を発令する前に、このような可能性を考慮し、

必要な手当てを行うことが重要である。 

 

V.結論 

 

要約すれば、IBMは効果的に国家安全保障を強化するという行政の努力を支持するが、

規制は国際合意に基づき、現実的で実効性があり、特定の問題を抽出した意味のある管理で

ある必要がある。本規則案は、規制対象が非常に広範囲であり、本質的には米国単独規制で

ある。又、中国が幅広く調達できるいくつかの製品及び技術も規制の対象としている。IBM

は、この規則案が立案の目的に資するとは思えない。 
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4．5．12 

BOEING 

 

2006年12月4日 

この新しい規則に関する当社の懸念は、規制対象となるECCN品目が、中国国内もしくは

海外からいくらでも入手できる状況であるにも拘らず、米国単独で規制を行う点である。特

に当社にとっては、重要な民間航空機プログラムで当社と協力しているいくつかの企業が、

軍事的生産活動と商業的生産活動の両方に従事しており、中国における当社の商業活動に悪

影響を及ぼしかねない、意図せぬ結果が生じる恐れがある。 

上記の理由から、ボーイング社としては規則案のこの部分を支持できない。この書簡に詳

述した理由はもちろんのこと、米国の幅広い製造業者と輸出業者を代表して、24の主要な

団体が署名し、2006年11月30日に商務省に対して提出したコメントでのべた理由から、白

紙に戻して再検討すべきであると考える。この規則案が「主要規則」（注）として扱われな

いことを懸念する。当社は、商務省のVEU認定制度に関しては、いくつかの懸念もあるが

称賛する。 

（注）主要規則（Major Rule） 

Major ruleは, 5 U.S.C. § 801 (Pub. L. 104-121)で定義されており、年間$100 million

以上の経済的な影響等を与える様な規則として、Office of Information and Regulatory 

Affairs(OIRA)より認定されたものをいう。Ｍａｊｏｒ Ｒｕｌｅに認定された場合、最終規則としてＦｅｄｅ

ｒａｌ Registerorに掲載する前に、OIRA が検討をする対象となる。 

 

新しい軍事的 終用途の規制 

この規則には、中国の軍事的 終用途に関する新しい規制が、ワッセナーアレンジメント

の加盟国としての米国の多国間輸出規制義務（この義務は、すべての加盟国が遵守しなけれ

ばならない）に基づいて提案したものであると述べられている。しかし当社が知る限り、こ

の新しい規則の文言は、例えばEU加盟国との整合が取れておらず、米国政府はこれらの加

盟国から、同じような規制を定めるという確約を取り付けていない。 

ワッセナーアレンジメントの公式声明 

http://www.wassenaar.org/publicdocuments/2003_statementofunderstanding.htmlをク

リックして参照のこと）によれば、軍事的 終用途の規制対象となる品目については、必ず

しも許可が必要ない。この声明からは、ワッセナーアレンジメントの他の加盟国が、当規則

案と同じ方法で、しかも同じ程度に、規制を実施する準備を整えていないのではないかとい
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う懸念が生じる。 

新しく軍事的 終用途の規制対象となるECCN品目の多くが、ボーイング社に関係してい

る。事実、ボーイング社と、航空機部品の製造を支えている他の米国の製造業者は、新しい

規則に列挙されている47のECCNのうち約20を中国向けに輸出している。 も重要なのは、

民間航空機及び民間航空機の部品（9A911）、民間航空機の開発又は製造に用いるソフトウ

ェア（9D911）、ならびに民間航空機の開発又は製造に用いる技術（9E911）である。ボー

イング社及び他の米国企業が輸出するその他のECCN品目は、複合材料、材料加工、及び関

連する技術やソフトウェア（1B999, 1C990, 1D999）；工作機械（2B992）；寸法検査・測

定装置（2B996）；航法ならびに航空電子工学システム及び装置に関する技術（7A994, 7B994, 

7D994, 及び7E994）；並びに電子部品及び材料を点検又は試験するための装置（3B992）

に関するものである。他にもECCNがあるが、エレクトロニクス、コンピュータ及び情報セ

キュリティーなどは、当社との関連性の少ない品目である。 

当社が中国向けに輸出する品目や技術は、商業目的に用いられるものであるため、それら

が軍事目的に利用されると考える根拠はない。このため、中国での当社の活動に直接影響が

及ぶことはないと考えている。しかし当社の製品は高価なものであり、数多くのECCN品目

が関係しているため、この新しい規則の下で、当社に供給している米国の一部のサプライヤ

ーが困難な状況に直面する可能性を否定できない。また当社は、商業生産活動と軍事生産活

動の両方を行っている企業と協力しているため、先行きに不安を感じている。 

当社が具体的に懸念しているのは、許可が必要ない民間航空機部品の、米国からの継続的

な輸出、ならびに世界中に数多く存在する流通センターからの再輸出である。当社には、テ

ロ防止（AT）の目的で規制されている民間航空機用の部品だけでも、260万個以上ある。

これらの部品は、流通センターから世界中の顧客に向けて、いつでも輸出したり再輸出した

りする準備が整っており、4時間以内の出荷を目指している。これらの民間航空機の部品は、

E-1諸国向けにしか規制されていない。これら何百万もの部品に対して、中国向けに軍事的

終用途の確認を行うのは、ほぼ不可能と思われる。 

この規則には、特に「軍事的 終用途」及び「material contribution」に関する正確か

つ明確な定義を行って、業界が共通した認識を持つ必要がある。 

 

認証済エンドユーザー（VEU）構想 

 

当社は、中国を初めとするその他の仕向先に対して、認証制度VEUを創設することは、

デュアルユース品目の輸出管理におけて1つの重要な対策であると考える。この構想は、企
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業を認定して、取引規制リストに掲載されている数多くの品目を無許可で取引できるように

するというもので、当社はこれを支持する。なぜなら、この構想が実現すれば、ある1つの

システムを構築して、その中で主要な取引相手国の企業が、より競争意識を持って協力する

きっかけになるからである。 

しかしながら、輸出業者にとってこの構想を魅力的なものにするには、実施方法を管理し

やすくすることと、利益と義務の適正なバランスを見出すことが重要になる。当社がこの点

で心配しているのは、このバランスを見出すことが難しく、米国側の輸出業者やエンドユー

ザーが「適格エンドユーザー」の申請に難色を示したり、更に悪くすると、当社が提携して

いる海外の企業が激しく抵抗したりするのではないかということである。このような事態に

なると、その目的を達成できない可能性がある。 

・ 「適格エンドユーザー」の取り消しに関する検討 

何よりもまず、海外の提携企業が「適格エンドユーザー」を取り消された場合、結果的に

どのようなことになるかについて、注意深く検討すべきである。米国政府は、これらの決定

をどのようにして下すのだろうか？抗告手続きはあるのだろうか？米国企業は、予定通りの

生産や納入を行うために、長年にわたって継続した活動を行っているが、「適格エンドユー

ザー」を取り消されたことによって、こうした活動が突然許可されなくなれば、莫大な損失

が生じる恐れがある。 

・ 適格性の審査基準の妥当性 

適格性の基準は、エンドユーザーの所在国が輸出規制の管理を十分に行っているか、また

その国の政府が多国間輸出管理制度を支持したり遵守したりしているかどうかにも関係す

るが、これ自体は、申請する企業に遵守能力があってもどうにもならないことである。従っ

て、特定の国でVEU認定制度を適用するかどうかを判断する場合については、それら政府

の輸出管理について審査するのは良いが、個々の企業審査を行う際にそれらを適格性の要件

として考えるべきではないと思う。 

・ 「適格エンドユーザー」の取得不能 

民間の活動だけに従事していない場合、「適格エンドユーザー」の認定を希望しない場合、

要件を実行する人材が不足している場合などは、正当な理由によるものであるため、「適格

エンドユーザー」を取得できなくても「RED Flag」と見なすべきでない。新しい規則には

この点を十分に反映し、「ホワイトリスト」の作成により、「ブラックリスト」を作らぬよ

うにしなければならない。 

・ 貨物の特定 

規則案では、米国企業が中国企業に代わり「適格エンドユーザー」を申請する場合、VEU
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認定制度における適用範囲が不明確である。 

・ 要件の妥当性 

VEU認定制度の要件は、費用と実施の観点から、認定のメリットとデメリットのバラン

スを考慮すべきである。また要件は「適格エンドユーザー」に分かりやすい形で明確に示す

べきである。 

・ BIS等の体制 

当社は、商務省やその他の関係機関が、認定条件の実施、監査への協力、研修などを行う

ための人材を、米国、中国、及びVEU認定制度を利用できるその他の国々に確保している

のか疑問である。当社はまた、事務負荷の増加により、規制対象品目に対する通常の許可審

査プロセスに悪影響が及ぶ可能性を懸念している。 

・監査及び検証 

商務省は、監査の実施方法、実施頻度、及び実施環境だけでなく、継続的な遵守状況を具

体的に誰が監視するかについて明確に示すべきである。また 終的な規則を発行する前に、

この問題を完全に解決しておくべきである。 

・「適格エンドユーザー」の要件を満足しなかった場合の結果 

当社は、「適格エンドユーザー」の要件を満足していないことが判明した場合は、「適格

エンドユーザー」のリストから削除され、必要に応じて「他にも措置を講じる」とした、規

則の内容を懸念している。「適格エンドユーザー」の要件を満足していなかった場合には、

「適格エンドユーザー」の取り消し処分だけに止めるべきである。EARの他のセクション

や、法的要件に基づいて講ずるその他の措置は、この規則に直接結び付けるべきでない。当

社は、この点を明確にすることが重要だと考えている。そうしないと、申請を検討している

企業が「適格エンドユーザー」の申請に消極的になってしまう。 

・ 認定の更新や修正を可能にし、日程を決めること 

「適格エンドユーザー」を更新できるようにして、リストから実際に取り消されることが

ほとんど行われないようにすると便利である。更に、認定の日程を決めて計画的に取り組む

べきである。また、素早く簡単な修正オプションで変更点を報告できるようにすると便利で

ある。 

・ 再輸出及び再移転の要件を明確にすること 

再輸出又は再移転に関する文言を、いくつか明確にする必要がある。例えば、「適格エン

ドユーザー」の申請について述べた規則には、「適格エンドユーザー」に対して輸出、再輸

出、又は移転する、ECCNで特定された品目のリストを盛り込まなければならない。当社に

はこの規則が、米国企業の在外支店又は子会社が中国の認定された企業向けに再輸出もしく
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は移転する品目に限って適用されるのか、又は他の外国企業が再輸出又は再移転する品目に

も適用されるのかがはっきりと分からない。別な言い方をすれば、例えば当社が、中国向け

に規制されている技術を、あるASEAN加盟国の外国企業に向けて輸出した場合、その技術

がVEU認定制度に基づいて輸出できると認められていれば、その企業は中国の「適格エン

ドユーザー」に向けて、その技術をVEU認定制度に基づいて再輸出できるのだろうか？ 

当社は、商務省と密接に協力して、VEU認定制度の実施の手順や要件を明確にすることを

期待している。 

 

総額5,000ドルを超えるECCN品目に対する中国政府の発給するエンドユーザー誓約書につ

いて 

この要件は、米国軍需品リスト（USML）の品目に対して定められている要件よりも厳

しい。具体的に言えば、国際武器移転規則（ITAR）では、誓約書は、米国務省が任意の許

可申請に対して自由裁量で要求できるが、通常それが必要になるのは、重要軍装備品（SME）

を輸出する場合に限られる。米国軍需品リストで、機密扱いになっている品目や、軍事的な

実用性や能力がある品目は、SMEとして特定されている。当社としては、デュアルユース

品目の輸出に関する要件は、軍需品の要件より厳しくすべきでないと考える。 

 

結 論 

後に当社は、商務省に対して、規則案全体を「主要規則」（Major Rule）として再検討

し、VEU認定制度だけは、この規則とは別のテーマとして再検討の対象から外すよう提言

する。 

繰り返し述べるが、当社は、米国政府が、他のワッセナーアレンジメントの加盟国から、中

国に対する軍事的 終用途の規制を米国と同程度で適用する確約を取り付けず、米国単独で

規制を実施することを懸念している。米国の単独規制では、規則の目的を達成することはで

きないし、中国市場において米国企業と競合する海外の企業を益するだけである。 
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Rockwell Collins 

 

中華人民共和国（中国）向けの輸出及び再輸出規制の修正及び明確化、ならびに認証済み

エンドユーザーの新しい認定に関する規則作成案 

 

Rockwell Collins社は、通信及び航空電子工学の設計、製造、及びサポートにおけるリー

ダーとして、70年以上にわたって世界中の顧客に認められてきた。当社は、全世界の商業

用航空機や商業用の航空輸送業務に用いる、航空電子工学や機内エレクトロニクスを提供し

ている。 

中国に対する輸出規制に関しては、独特の難問が生じているという事実を認識しています。

しかしながら我々は、中国が も急速に成長している民間航空機の市場であり、5年以内に

は、米国に次いて世界で2番目に大きな市場になるということを認識しなければならない。 

下記の意見は、国家安全保障を強化しつつ、この規則案が、米国の輸出業者にとってより

明確で負担の軽いものになるよう意図したものである。 

 

域外調達可能性（Foreign Availability） 

中国の軍事力に実質的に貢献する47のECCN品目の輸出を行わないということがこの規

則案の目的であるならば、中国は米国のサプライヤー以外からも調達が可能であるという点

を指摘する。当社が行った市場調査によれば、規則案の規制対象となる航空電子工学関連の

品目は、中国国内や国外から幅広く調達できる。 

ワッセナー加盟国の合意を得ることなく、米国の単独規制になれば、米国の輸出業者は大

きな犠牲を強いられることになる。 

 

遵守義務 

当社の事業はもちろんのこと、当社と中国の提携企業に与える負担はかなり大きい。この

規則案を遵守しながら世界的規模で操業するためには、リスクと負担が著しく増加すると思

われる。この規則案は、定義が不明確で、広範囲であるため、負担が著しく増加する可能性

がある。また管理上の難問が数多く浮上し、海外の競合他社に対して不利になるのは言うま

でもない。また契約条件には納期が盛り込まれることがよくあるが、この規則が実施されれ

ば、納期違反を問われ、顧客からの損害賠償請求を被ることにもなりかねない。 

遵守のコストとして考えられるのは、職員を追加採用・教育する費用；許可申請の処理及
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び記録管理にかかる追加費用；中国のサプライヤーを「適格エンドユーザー」として申請す

るために行う、内部手続きの策定や管理、新しい技術者やプロジェクト・マネージャーを教

育したりするための費用等である。 

この規則案を再輸出に適用すると、負担が更に増大する。煩雑な再輸出規制を避けるため、

海外の顧客が米国製の部品を設計から外す可能性がある。 

5,000ドル以上、ECCN品目の輸出に関する 終需要者証明書の取得について、中国当局の

審査が長引く可能性がある。中国商務省は、タイムリーに証明書を発行するための人材が不

足していることを明確にしている。商務省もより頻繁にエンドユーザーを訪問しなければな

らなくなると思われるが、米国政府の職員を現在よりも多く中国に配置しなければ、許可手

続きが更に遅れる可能性がある。規則案のこの部分については、中国政府から、米国の輸出

業者に対して 終需要者証明書を迅速に与えるという同意を取り付けるまで実施はすべき

でない。 

当社は、この規則案が「中国航空無線電子工学研究協会（CARERI）」及び「航空計算技

術研究協会（ACTRI）」との外部委託関係に及ぼす影響を懸念している。組織上の構造が

民間用と軍事用に分かれている中国企業に対してどのような影響が生じるかが、この規則の

文言では明らかでない。更に、当社が提携している中国企業に、 終需要者証明書を取得し

たり、 終的にはVEU認定制度における「適格エンドユーザー」のステータスを取得した

りする能力があるかどうかも不安である。 

CARERIは、「中国航空工業第一集団公司（AVIC Ⅰ）」に所属している。CARERIは、

中国の航空産業で、航空電子機器に対する専門的な研究機関である。CARERIの事業の一部

は、中国軍向けの製品を開発したり、サービスを提供したりすることである。しかしながら

CARERIは、Rockwell Collins社だけのために、1）ソフトウェア・エンジニアリング部、

及び2）ソフトウェア試験・評価センターという2つの部門を設けて、他の軍事部門と分け

ている。 

ACTRIはAVIC Ⅰの子会社である。ACTRIは、中国の航空業界のためのコンピュータ研

究機関としてのみ指定されている。同社の主な事業には、機上装備、機上ソフトウェア、及

び航空計算が含まれる。CARERIと同様、ACTRIも軍事用の製品開発を行っている。 

1999年に設立されたXi’an Aero-Software Co., Ltd.は、ACTRIと「中国航空技術国際控

股有限公司（CATIC Supply）」の合弁企業である。同社は独立法人で、主にRockwell Collins

のプロジェクトに従事している。しかしながら、上述した法人と同様に、Xi’an 

Aero-Softwareも軍事関係の業務に従事している。 

それら中国の外部委託先をすべて断ち切るようなことになれば、当社は、提携企業が行っ
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ていた業務を別の企業に委託しなければならず、それに伴って約600万ドルの費用が発生す

る。 

 

 

VEU認定制度について 

中国の航空機メーカーは、ほぼ民間用と軍用の航空機を両方製造している。また当社の提

携企業もほぼ民間と軍の両方の用途に対して、製造や技術の開発を行っている。この規則で

は、中国の法人が厳密に商業目的の企業かどうかを、BISがどのようにして判断するかが明

確になっていない。 

当社は、BISが、米国企業の許可プロセスを簡素化するよう努力していることを評価して

いる。しかし現在のVEU認定制度プログラムは、その利点が明確になっておらず、「適格

エンドユーザー」の審査基準が、概略的で漠然としている。 

後に、当社は、米国の安全及び対外政策目標を支援している。しかしながら当社は、こ

の規則によってビジネス上の利益が損なわれ、当社の販売活動が阻害されると考える。規則

案について、産業界に見直しや改正の機会を与えていただくよう願う次第である。 
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4．5．14 

 

Sun Microsystems社 

2006年12月1日 

 

Sun Microsystems社は、ネットワークシステムで世界をリードしており、この規則案に

関して意見を述べる機会を与えていただいたことに感謝している。当社にとって中国は、1

つの重要な成長市場であり、輸出審査の範囲が広がったり遵守の負荷が増大したりすると、

当社の市場競争力に著しい影響が及ぶ。 

米国の安全保障上の観点から輸出される品目が、敵国によって軍事用途に転用されるよう

なことはあってはならず、品目のリストは定期的に見直すべきであると思う。しかし、既に

規制対象外となった品目を、正当な理由で再び規制対象とするような場合には、十分に的を

絞り、その頻度を少なくすべきである。 

デュアルユース品目は、戦略上重要な有用性があり、ワッセナーアレンジメントのデュア

ルユース規制リストに掲載されている。いくつかの品目は、戦略上の重要性がないという理

由、又はそれらの品目を規制しても、規制されていない供給元から入手できたり、大量に市

場に出回っていたりするために有効性が乏しいという理由から、このリストから削除されて

いる。 

ワッセナーアレンジメントの合意リストから削除される品目は、米商務省、国防総省、国

務省、エネルギー省、及びその他の関係する政府機関によって、徹底的に分析されている。

更に、品目の削除については、ワッセナーアレンジメントの加盟国での合意があり、戦略的

価値と規制可能性の両方の観点から、既に同様の分析が行われている。規制リストから削除

された品目は、中国の軍事エンドユーザーであっても、ワッセナーアレンジメント加盟国か

らも合法的に入手できるし、削除されなくとも国内の供給元やワッセナーアレンジメントに

加盟していない国の供給元から入手できる可能性もある。 

軍事的 終用途の規則案は、国際合意に基づく多国間の規制リストから既に削除された品

目を再び規制することとなり、当社は規則案のこの部分には賛成しかねる。リストから除外

された品目に対し米国で単独規制を行うことは、米国企業の競争力を落とし、米国の安全保

障にはほとんど寄与しないと思われる。 

繰り返しになるが、当社は、提案された軍事的 終用途の規制範囲は、情報技術やその他

の製品にとっては広過ぎると考える。 
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この規則案の特定の条項について、次のとおりコメントを述べる。 

 

審査の負担及び遵守リスク 

 

EPCIで拡散が禁止されている 終用途とは異なり、潜在的な「軍事的」活動の範囲は非

常に広い。当社は、中国で1か月平均、2000件以上顧客と接触しており、その全てについて、

ある程度の輸出審査を実施しなければならない。この 終用途の審査は、現時点では特定の

カテゴリーのIT製品に限られているが、実際問題として、もし 終用途の規制対象になっ

ている何らかの品目を、製品コンフィギュレーションのオプション又は機能として中国で提

供する場合は、すべての注文に対して、その品目を見つけて差し止めるための審査メカニズ

ムを構築しなければならない。 

 

その結果、繁雑さ、リスク、及び費用が増え、リストに記載された品目の範囲以上に取引

に悪影響が及ぶようになる。提案の中で定義されているように、軍事的 終用途が明確でな

い場合、非軍事的施設（例えば大学など）に潜在的な軍事的 終用途が存在する場合、又は

軍事施設と資金的、地理的、もしくはその他何らかの関係がある場合は、その取引に「疑い

を晴らす」ための裏付けが必要となり、取引が多い場合は、結果的に遅れたり確実性が損な

われたりする。 

 

VEU認定制度について 

VEU認定制度は、積極的かつ独創的なアイデアではあるが、情報技術業界ではあまり利

用されないと考える。わずかな顧客に対し複数の販売を行っている一部の業界とは異なり、

コンピュータ会社は、比較的多数の顧客を取り扱っている。申請の負担を負うのは、中国の

顧客よりもむしろ米国の輸出業者の方であり、しかも競合他社が認定を利用する可能性もあ

るため、あまり魅力を感じない。 

VEU認定制度は、中国にある米国の子会社が必要としている製品や技術に、現在の「サ

イトライセンス」の代わりとして適用するのであれば役に立つ可能性がある。しかし適用範

囲を広げる必要がある。 

VEU認定制度は、中国（又はその他の国々）で、 終用途に懸念のない団体を、確実に

見分けられるようになる。これにより、企業審査が容易になる可能性がある。 

当社は、代替案として、「認証済み輸出者」（適格エキスポーター）構想を強く勧める。
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これは「ゴールドカード」構想と呼ばれることもある。特定の規制基準を満たしている輸出

業者であれば、予め認定された範囲の製品を、資格を有する中国の顧客に対して輸出できる

ようにするというものである。 

 

軍事的な 終用途及び知識に関する基準 

 

この規則案で用いられている「knowledge」の定義は、現在EARのパート772に見られる

定義と同じであり、潜在的な軍事的 終用途を見つけるため、大がかりな審査を実施しなけ

ればならない。同様に、ITARから抜粋した「軍事的 終用途」という幅広い定義について

も、非常に広い範囲の活動が対象となるだけでなく、かなりの分析活動が必要となる。多く

の顧客と取引を行っている状況において、遅れや費用が生じることになる。 

 

ECCNに固有の意見 

 

カテゴリ4――コンピュータ 

 

近年、コンピュータ機器は、戦略的な有用性と域外調達可能性の両方について、長期にわ

たって徹底的に審査が行われるようになり、加重 高性能が0.75実効テラ演算（WT）以下

という許容範囲が、ワッセナーアレンジメントに盛り込まれるに至った。このため当社は、

規則案にある0.1WTという 終用途の許容範囲は、問題であると考える。 

BISは、2006年4月26日付けの変更通知で次のように述べている。 

 0.75WTという規制レベルは、中国の商品群が、世界で も速いHPC（高性能計算機）の

上位500機種の 新ランキングリストに掲載されていることから、計算能力の域外調達可能

性を認識したものである。この0.75WTというレベルで、国防総省やエネルギー省が、先端

研究、開発、及びシミュレーションを行うために利用しているコンピュータのように、独自

に開発したハイエンドのHPCを規制すると同時に、より一般に入手できる低機能なシステ

ムを規制対象から除外する。 

軍事的 終用途の要件案には、0.1WTというレベルが定められているが、これを大幅に上

回るコンピュータシステム及び／又は能力は、中国国内を含め、規制されていない供給国か

ら入手することが可能であり、そのことは認識されている。新しい軍事的 終用途の要件を

0.1WT以上のシステムに定めても、中国軍はこれらのシステムを米国以外の供給元から合法

的に調達することができ、購買には何ら影響を及ぼすことがない。 
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中国企業がHPCを導入しているという事例は、公開文献で数多く見受けられる。中には

2004年4月に登場した「Dawning 4000」のように、「China National Grid」プロジェクト

のノードになっているものもある。このシステムは、インテル社の2.2GHzアイテニアム・

プロセッサを2560個採用しており、処理能力は110テラフロップで、Linpack効率は67.8％

である。 

 

海外や国内の能力を米国政府が認めていることからも分かるように、新しい軍事的 終用

途の制限は0.75WTより低くするべきでない。また、集積することによって、性能をこの許

容範囲以上に高めることができるように設計又は変更された「電子アセンブリ」自体は、軍

事的 終用途の要件の対象にならないことを明文化し、この規則に盛り込むよう強く要請す

る。 

 

カテゴリ5, パート2――情報セキュリティー 

セクション744.21の文言は、ECCN 5A/D002で規制される品目に適用するかどうかが明

確になっていないが、軍事的 終用途の要件に対しては、ライセンスエクセプションENC

に基づいて、出荷が認められている。BISは、NS（ワッセナー規制）品目を軍事的 終用

途の規制対象にする意図はないと述べており、その旨を規則の中に明記すべきである。当社

もその意見に賛成であり、軍事的 終用途の要件を、ENCの下で現在納入可能な品目にま

で拡大するには、審査手続きに相当な変更が伴う。 

 

結 論 

後に、この軍事的 終用途の規制案は広範かつ複雑であり、しかし中国の軍事能力には

さほど影響を及ぼすものではないと考える。当社は、状況の変化により、規制を見直す必要

性については認めるが、見直しは多国間の合意を明確にし、十分に的を絞った形で実施すべ

きである。当社は、コメントを反映し規則を実施することが必要不可欠だと考える。 
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4．5．15 

TDK USA社 

 

2006年12月4日 

 

規則案 - 中華人民共和国向け輸出及び再輸出管理の改定及び明確化 (新規認証済エンド

ユーザーの承認(連邦規定71、規則38,313 (2006年7月6日)) 

 

TDK USA社(以下、「TDK」という)は、標記の輸出管理規制(「EAR」)に対し提案された

改定案に関する以下のコメントを商務省産業安全保障局(「BIS」)に提出します。 

 

序論と概観 

TDKによって作られた製品は、全体として大量生産、大量販売される商用・民生用向け

の電子デバイスを設計、製造するために使用される。HDD用ヘッドの顧客がアジアに施設

を所有するため、TDKは中国を含むアジアにHDDヘッド製造施設がある。多くの半導体装

置及び部品がHDD用ヘッドの製造のために必要となり、TDKとそのサプライヤーは、装置、

部品等のために米国輸出認可を申請している。 

TDK USは、主として装置、材料、HDDヘッドのための部品を輸出しており、ほとんど

のエンドユーザーが中国のTDKのグループ会社であり、従って、軍事転用のリスクは極め

て小さい。 

 

軍事的エンドユース規則 

軍事的エンドユース規則に関するコメントはない。 

 

VEU認定制度について 

TDKは、VEU認定制度を歓迎する。米国政府にとって、米国の会社が、個別の輸出ライセ

ンスを必要とせず、すべての市販品を信頼のおける中国の商用施設に供給できる方法を見い

だすことは重要である。特に、VEU認定制度は繰り返し許可申請を行うコストを大幅に縮

小するものである。 

 

TDKは、BISがSNAP-Rその他の電子申請システムに「適格エンドユーザー」申請書を含め

ることを提案させていただきたい。この方法で、BISは、「適格エンドユーザー」の申請を
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有効かつ効率的にコントロールできる。そして、それはBIS内の処理をスピードアップする

結果となる。 

 

MOFCOMによる 終需要者証明書 

 

新しい商務部(「MOFCOM」)証明書の要件は、輸出者のコストと時間が増大し、中国へ

の輸出が遅れる可能性がある。TDKは、タイムリーに証明書を発行することができないだ

ろうと中国政府、中国官庁が認めていることを懸念している。 

また、5,000ドルという価格の論理的根拠が述べられておらず、不明確である。当社は、

この提案の目的が、米国政府が増大した輸出品目にエンドユース・チェックを行えるように

なることを確実にすることであると理解しているが、段階的に導入することを勧める。 

以下に、例を挙げる。 

第1段階 

NS品を除き、価格が50,000ドルを超過する場合にMOFCOM証明書を義務づける。価格が

50,000ドルを超過しない場合、BIS-711( 終荷受人及び購入者による報告書)だけを必要と

する。 

第2段階 

NS品目を除き、価格25,000ドルを超過する場合にMOFCOM証明書を義務づける。価格が

25,000ドルを超過しない場合、BIS-711( 終荷受人及び購入者による報告書)だけを必要と

する。 

第3段階 

NS品目を除き、価格が10,000ドルを超過する場合にMOFCOM証明書を義務づける。価格

が10,000ドルを超過しない場合、BIS-711( 終荷受人及び購入者による報告書)だけを必要

とする。NS品目以外の場合は、MOFCOM証明書の要件は5,000ドルではなく10,000ドルで

あるべきである。 

 

結論 

 

本提案の影響は、企業の中国との取引の性質とボリュームだけでなく企業の特定のビジネス

モデルによるところも非常に大きくなります。TDKの見解を要約すると、VEUのコンセプ

トについては支持する。MOFCOM証明書は、対中国の米国の商取引に損害を与える可能性

がある。 
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4．5．16  

BASF 

 

2006年11月29日 

BASF株式会社(以下、「BC」という)は、2006年7月6日に連邦官報に公表された中華人民

共和国(中国)に対する輸出品に関する米国の政策を改定し明確化する産業安全保障局(BIS)

規則案に対するコメントを提出する。 

 

BCは米国化学工業協会(ACC)のアクティブメンバーであり、輸出管理及びEARの遵守に

関するACCの活動に広く関わっており、規則案についてACCは詳細なコメントを作成して

いる。BCは、ACCが提出したコメントを支持する。当社の提案の目的は、ECCN 1C995混

合物を含む規定に関する懸念を伝えることである。 

特に、規則案は、ECCN 1C995を含んでいる。BCは、1C995の下で規制される製品の中

国への輸出品が中国の軍事戦力に重大な寄与をすることはないと考える。1C995の下で規制

された混合物は、CWCとAGにより濃度10%又は30%未満に管理された化学兵器用原料物質

を含む。化学兵器の製造にこれらの混合物を使用するためには、それが含まれていた混合物

からまず原料物質を抽出しなければならない。化学兵器のために混合物を使用する有用性は

非常に低いとBCは考える。 

ＢCは、自動車産業で使用されるペイントとコーティングも製造している。これらのコー

ティングのうちのいくつかは、30%未満の濃縮液にトリエタノールアミン、メチルジエタノ

ールアミン及びN-N-ジエチルアミノエタノールを含んでいる。加硫剤の役割をするアミン

に加え、これらの製品は溶剤、顔料及び他の樹脂剤も含んでおり、溶剤、顔料及び他の樹脂

剤は抽出能力を妨げ、アミンの除去をほぼ不可能にする。これらの製品もBISの規則案に基

づき規制されることになる。 

1C995の削除については、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミン及びN-N-

ジエチルアミノエタノールが中国において生産されていることも付け加えたい。当社は、世

界の化学品生産者のディレクトリーを含むデータベースの調査により、1C350と1C355の化

学物質のほぼ3分の2が、中国において生産されていると結論づけました。中国内で容易に

入手可能であれば、これらの化学物質を含む製品の規制には理由がない。 
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DEPARTMENT OF COMMERCE 

Bureau of Industry and Security 

15 CFR Parts 740, 742, 744 and 748 

[Docket No. 060622180-6180-01] 

RIN 0694-AD75 

 

Revisions and Clarification of Export and Reexport Controls for the People's Republic of China 

(PRC); New Authorization Validated End-User 

 

AGENCY: Bureau of Industry and Security, Commerce. 

 

ACTION: Proposed rule. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

SUMMARY: It is the policy of the United States Government to prevent exports that would make a 

material contribution to the military capability of the People's Republic of China (PRC), while 

facilitating U.S. exports to legitimate civil end-users in the PRC. Consistent with this policy, the 

Bureau of Industry and Security (BIS) proposes to amend the Export Administration Regulations 

(EAR) by revising and clarifying United States licensing requirements and licensing policy on 
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exports and reexports of goods and technology to the PRC. 

    The proposed amendments include a revision to the licensing review policy for items controlled 

on the Commerce Control List (CCL) for reasons of national security, including a new control based 

on knowledge of a military end-use on exports to the PRC of certain CCL items that otherwise do 

not require a license to the PRC. The items subject to this license requirement will be set forth in a 

list. This rule further proposes to revise the licensing review policy for items controlled for reasons 

of chemical and biological proliferation, nuclear nonproliferation, and missile technology for export 

to the PRC, requiring that applications involving such items be reviewed in conjunction with the 

revised national security licensing policy. 

    This rule proposes the creation of a new authorization for validated end-users in certain 

destinations, including the PRC, to whom certain, specified items may be exported or reexported. 

Such validated end-users would be placed on a list in the EAR after review and approval by the 

United States Government. 

    Finally, this rule proposes to require exporters to obtain an End-User Certificate, issued by the 

PRC Ministry of Commerce, for all items that both require a license to the PRC for any reason and 

exceed a total value of $5,000. The current PRC End-Use Certificate applies only to items controlled 

for national security reasons. This rule also proposes to eliminate the current requirement that 

exporters submit PRC End-User Certificates to BIS with their license applications but provides that 

they must retain them for five years. 

 

DATES: Comments must be received by November 3, 2006. 

 

ADDRESSES: Written comments on this rule may be sent to the Federal  

eRulemaking Portal: http://www.regulations.gov, or by e-mail to  

publiccomments@bis.doc.gov. . Include RIN 0694-AD75 in the subject line of the message. 

Comments may be submitted by mail or hand delivery to Sheila Quarterman, Office of Exporter 

Services, Regulatory Policy Division, Bureau of Industry and Security, Department of Commerce, 

14th St. & Pennsylvania Avenue, NW., Room 2705, Washington, D.C. 20230, ATTN: RIN 

0694-AD75; or by fax to (202) 482-3355. 

    Send comments regarding the collection of information to David Rostker, Office of 

Management and Budget (OMB), by e-mail to David_Rostker@omb.eop.gov, or by fax to (202) 

395-7285; and to the Regulatory Policy Division, Bureau of Industry and Security, Department of  
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Commerce, P.O. Box 273, Washington, DC 20044. 

 

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Bernard Kritzer, Director, Office of National 

Security and Technology Transfer Controls, Bureau of Industry and Security, Department of 

Commerce, P.O. Box 273, Washington, DC 20044; telephone: (202) 482-0092, or e-mail: 

bkritzer@bis.doc.gov. 

 

SUPPLEMENTARY INFORMATION 

 

Background 

 

    This rule proposes revisions and clarifications to United States policy on exports to the People's 

Republic of China (PRC) of goods and technologies controlled for national security and foreign 

policy reasons. As the PRC has increased its participation in the global economy, bilateral trade 

between the PRC and the United States has grown rapidly, and the PRC has emerged as a major 

market for U.S. exports. In addition, as the PRC also increasingly has allowed foreign investment, 

many U.S. companies have established significant business operations there. This greatly expanded 

economic relationship is beneficial for both nations. The United States and China share an interest in 

expanding free and fair trade, which has increased the prosperity of both the American and Chinese 

people. At the same time, the United States has a long standing policy of not permitting exports that 

would make a material contribution to the PRC's military capability. Thus, the United States seeks to 

facilitate trade for confirmed civil end-uses and end-users in the PRC, while preventing trade that 

would serve military end-uses. 

    In 2005, U.S. companies exported approximately $41 billion worth of items to the PRC. During 

the same period, approximately $2.4 billion worth of exports were licensed for export to the PRC, 

while $12.5 million worth of exports were denied. In order to strengthen U.S. Government 

confidence that these U.S. exports conform to U.S. policy and to determine the bona fides of 

potential and actual end-users, the U.S. Government conducts end-use visits, consisting of 

Pre-License Checks (PLCs) and Post-Shipment Verifications (PSVs). In April 2004, the Vice 

Minister of Commerce of the PRC and the U.S. Under Secretary of Commerce for Industry and 

Security exchanged letters transmitting an understanding on strengthened procedures for conducting 

such end-use visits. This end-use visit understanding has facilitated exports of items on the 
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Commerce Control List (CCL) in Supplement No. 1 to Part 774 of the Export Administration 

Regulations (EAR) by providing greater assurance that U.S. exports of controlled dual-use items are 

being used by their intended recipients for their intended purposes. 

    This rule proposes certain revisions and clarifications to licensing requirements and policies 

with regard to the PRC to more precisely reflect U.S. export control policy. 

 

Revision of Licensing Review Policy and License Requirements 

 

    To strengthen U.S. efforts to prevent U.S. exports to the PRC that would make a material 

contribution to the PRC's military capabilities, this rule proposes revisions to the licensing review 

policy for items controlled on the CCL for reasons of national security (i.e., controlled pursuant to 

the Wassenaar Arrangement), set forth in section 742.4(b)(7) of the EAR. Specifically, this rule 

amends section 742.4(b)(7) to reaffirm that the overall policy of the United States for exports to the 

PRC of these items is to approve exports for civil applications but generally to deny exports that will 

contribute to the advancement of Chinese military capabilities. 

    Consistent with this revised policy and U.S. commitments as a Participating State in the 

Wassenaar Arrangement regarding review of items not on that regime's dual use list that are destined 

for military end-use in a country subject to an arms embargo, this rule proposes to implement a new 

control on exports to the PRC of certain CCL items that otherwise do not require a license to the 

PRC when the exporter has knowledge, as defined in section 772.1 of the EAR, that such items are  

destined for military end-use in the PRC or is informed that such items are destined for such an 

end-use. The additional items that would be subject to this military end-use restriction are based on 

careful interagency review of items listed on the CCL that currently do not require a license for 

export to the PRC but have the potential to advance the military capabilities of the PRC. For 

purposes of serving this revised policy and U.S. commitments as a Participating State in the 

Wassenaar Arrangement, this rule proposes to define ``military end-use'' as: incorporation into, or 

use for the production , design, development, maintenance, operation, installation, or deployment, 

repair, overhaul, or refurbishing of items (1) described on the U.S. Munitions List (USML) (22 CFR 

Part 121, International Traffic in Arms Regulations); (2) described on the Munitions List (IML) (as 

set out on the Wassenaar Arrangement Web site at http://www.wassenaar.org); or (3)  

 

listed under Export Control Classification Numbers (ECCNs) ending in ``A018'' on the CCL in 
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Supplement No. 1 to Part 774 of the EAR. This new control would be set forth in new section 744.21 

of the EAR. 

    Applications to export, reexport, or transfer items controlled pursuant to proposed section 

744.21 would be reviewed on a case-by-case basis to determine whether the export, reexport, or 

transfer would make a material contribution to the military capabilities of the PRC and would result 

in advancing the country's military activities contrary to the national security interests of the United 

States. Other end-use controls in part 744 of the EAR will continue to apply. In addition, BIS 

proposes to also review license applications for items controlled for chemical and biological 

proliferation, nuclear nonproliferation and missile technology under sections 742.2, 742.3 and 742.5, 

respectively, of the EAR, in accordance with the licensing policies in both paragraph (b) of the 

particular proliferation section and section 742.4(b)(7) of the EAR when those  

items are destined to the PRC. 

    items primarily affected by the revisions discussed in this section are items controlled for 

anti-terrorism reasons under the EAR. The specific items that are subject to the military end-use 

license requirement will be set forth, by ECCN, including specific parameters, in a list in 

Supplement No. 2 to Part 744 of the EAR. 

    See sections 744.6 (Restrictions on certain activities of U.S. persons), 744.21 (Restrictions on 

Certain Military End-uses in the People's Republic of China (PRC)), and Supplement No. 2 to Part 

744 (Supplement No. 2 to Part 744--List of items Subject to the Military End-Use License 

Requirement of Section 744.21) of the EAR. 

 

Revision of End-User Certificate Requirements 

 

    To strengthen implementation of the April 2004 end-use visit understanding between the Vice 

Minister of Commerce of the PRC and the U.S. Under Secretary of Commerce for Industry and 

Security, this rule proposes that the requirement for exporters to obtain PRC End-User Certificates 

from the Ministry of Commerce of the PRC be expanded to apply to all exports of controlled goods 

and technologies over a specific value threshold (and not merely to those exports controlled for 

national security reasons, as currently set forth in section 748.10 of the EAR). Specifically, exporters 

would be required to obtain an End-User Certificate, issued by the PRC Ministry of Commerce, for 

all items that require a license to the PRC for any reason and exceed a total value of $5,000 per 

single ECCN entry. Consistent with the existing Regulations, BIS will continue to require End-User  
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Certificates for all computer exports to the PRC that require license applications, regardless of the 

dollar value of the export. BIS anticipates that this expansion of the End-Use Certificate requirement  

will facilitate BIS's ability to conduct end-use checks on exports or reexports of controlled goods and 

technologies to the PRC, consistent with the existing end-use visit understanding with the 

Government of the PRC. Facilitation of end-use checks should facilitate increased U.S. exports to 

the PRC. This revised requirement would be set forth in revised section 748.10 of the EAR. 

    To minimize the impact that this expanded support documentation requirement will have on 

exporters, this rule also proposes to eliminate the requirement that exporters submit PRC End-User  

Certificates to BIS as required support documentation provided with the license application. Instead, 

this rule would require exporters to include the serial number of the PRC End-User Certificate in an  

appropriate field of the license application, and to retain the PRC End-User Certificate in accordance 

with the recordkeeping provisions of the EAR. See section 762.3 (Records exempt from 

recordkeeping requirements) of the EAR. These changes would be set forth in sections 748.9 

(Support Documents for License Applications), 748.10 (Import and End-User Certificates), and 

748.12 (Special Provisions for Support Documents) of the EAR. 

 

New Authorization Validated End-User (VEU) 

 

    To facilitate legitimate exports to civilian end-users, BIS proposes to establish a new 

authorization for validated end-users in section 748.15 of the EAR. This proposed authorization 

would allow the export, reexport, and transfer of eligible items to specified end-users in an eligible 

destination, including the PRC. These validated end-users would be those who meet a number of 

criteria, including a demonstrated record of engaging only in civil end-use activities and not 

contributing to the proliferation of weapons of mass destruction or otherwise engaged in activity 

contrary to U.S. national security or foreign policy interests. 

    In conjunction with other relevant agencies, BIS proposes to evaluate prospective validated 

end-users on the basis of a range of specific factors, which include the party's record of exclusive  

engagement in civil end-use activities; the party's compliance with U.S. export controls; the party's 

capability to comply with the requirements for VEU; the party's agreement to on-site compliance 

reviews by representatives of the United States Government; and the party's relationships with U.S 

and foreign companies. In addition, when evaluating the eligibility of an end-user, agencies would 

consider the status of export controls in the eligible destination and the support and adherence to 
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multilateral export control regimes of the government of the eligible destination. The proposed rule 

states that requests to be listed as a validated end-user should be submitted in the form of an advisory 

opinion request as set forth in new section 748.15(a)(2) (Eligible end-users) of the EAR. In addition, 

requests would have to include a list of items identified by ECCN that would be exported, reexported 

or transferred to an eligible end-user. Those items would have to be specified to the extent of the 

applicable subparagraph of the ECCN entry. The request also should include a description of how 

each item would be used by the eligible end-user in an eligible destination. Such requests would be 

accepted from exporters, reexporters and end-users. A list of validated end-users, respective eligible 

items, and eligible destinations would appear in proposed Supplement No. 7 to Part 748 (Supplement 

No. 7 to Part 748--Authorization Validated End-User (VEU): List of Validated End-Users, 

Respective Eligible items and Eligible Destinations) of the EAR. 

    The proposed rule also provides, as set forth in proposed section 748.15(c) (item restrictions), 

that some items would not be eligible for export, reexport, or transfer under this authorization. 

Ineligible items are those restricted by statute. 

    Finally, under new section 748.15, exporters, reexporters and end-users who use authorization 

VEU would be required to comply with recordkeeping and reporting requirements, as described in 

sections 748.15(e) (Certification and recordkeeping) and (f) (Reporting and auditing requirements) 

of the EAR. As required in proposed section 748.15(e), prior to the initial export or reexport under 

authorization VEU, exporters or reexporters would be required to receive and retain certifications 

from eligible end-users that state that they are informed of and will abide by all VEU end-use 

restrictions; they have procedures in place to ensure compliance with the terms and conditions of 

VEU; they will not use items obtained under VEU in any of the prohibited activities described in 

part 744 of the EAR; and they agree to allow on-site visits by U.S. Government officials to verify 

their compliance with the conditions of VEU. Validated end-users found to be not in compliance 

with the requirements of VEU as set forth in section 748.15 will be subject to removal from the list 

of validated end-users and other action, as appropriate. 

    In addition, as described in proposed section 748.15(f)(1), exporters and reexporters who use 

authorization VEU would be required to submit annual reports to BIS. These reports must include 

specific information regarding the export or reexport of eligible items to each validated end-user. 

Exporters, reexporters, and end-users who avail themselves of VEU also would be audited on a 

routine basis, as described in proposed section 748.15(f)(2) (Audits). Upon request by BIS, exporters, 

reexporters, and validated end-users would be required to allow inspection of records or on-site 
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compliance review. For audit purposes, this rule would require records and information identified in 

proposed section 748.15 to be retained in accordance with the recordkeeping requirements set forth 

in part 762 of the EAR. 

    Although the Export Administration Act expired on August 20, 2001, the President, through 

Executive Order 13222 of August 17, 2001 (3 CFR, 2001 Comp., p. 783 (2002)), as extended by the 

Notice of August 2, 2005, 70 FR 45273 (August 5, 2005), has continued the Export Administration 

Regulations in effect under the International Emergency Economic Powers Act. BIS proposes to 

amend the EAR in this rule under the provisions of the EAA as continued in effect under IEEPA and  

Executive Order 13222. 

 

Expansion of Foreign Policy-Based Controls 

 

[The following language will apply at the point the rule passes the proposed stage: This action is 

taken after consultation with the Secretary of State. This rule imposes new export controls for 

foreign policy reasons. As required by section 6 of the Export Administration Act of 1979, as 

amended (the Act), a report on the imposition of these controls was delivered to the Congress on 

[INSERT DATE OF DELIVERY TO THE CONGRESS.]]. Although the Act expired on August 20, 

2001, Executive Order 1322 of August 17, 2001, 3 CFR, 2001 Comp., p. 783 (2002), as extended by 

the Notice of August 2, 2005, 70 FR 45273 (August 5, 2005), has continued the Export 

Administration Regulations in effect under the International Emergency Economic Powers Act.] 

 

Rulemaking Requirements 

 

1. This proposed rule has been determined to be not significant for purposes of E.O. 12866. 

2. Notwithstanding any other provision of law, no person is required to respond to, nor shall any 

person be subject to a penalty for failure to comply with, a collection of information subject to 

the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995 (44 U.S.C. 3501 et seq.) (PRA), 

unless that collection of information displays a currently valid Office of Management and 

Budget (OMB) Control Number. This proposed rule contains collections of information subject 

to the requirements of the PRA. These collections have been approved by OMB under Control 

Numbers 0694-0088 (Multi-Purpose Application), which carries a burden hour estimate of 58 

minutes to prepare and submit form BIS-748, and 0694-0093, ``Import Certificates and 
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End-User Certificates,'' which carries a burden of 15 minutes per submission. This proposed 

rule also contains a proposed revision to the existing collection under Control Number 

0694-0088 for recordkeeping, reporting and auditing requirements, which would be submitted 

in connection with proposed authorization Validated End-User and would carry an estimated 

burden of 30 minutes per submission. An amendment to the existing collection under Control 

Number 0694-0088 will be submitted to OMB for approval. Public comment will be sought 

regarding the burden of the collection of information associated with preparation and 

submission of these proposed requirements. This proposed rule is not expected to result in a 

significant increase in license applications or other documentation submitted to BIS. Send 

comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, 

including suggestions for reducing the burden, to David Rostker, Office of Management and 

Budget (OMB), and to the Regulatory Policy Division, Bureau of Industry and Security, 

Department of Commerce, as indicated in the ADDRESSES section of this rule. 

3. This rule does not contain policies with Federalism implications as that term is defined under 

Executive Order 13132. 

4. The provisions of the Administrative Procedure Act (5 U.S.C. 553) requiring notice of proposed 

rulemaking and the opportunity for public participation are inapplicable because this regulation 

involves a military or foreign affairs function of the United States (5 U.S.C. 553(a)(1)). Further, 

no other law requires that a notice of proposed rulemaking and an opportunity for public 

comment be given for this rule. Because a notice of proposed rulemaking and an opportunity for 

public comment are not required to be given for this rule by 5 U.S.C. 553, or by any other law, 

the analytical requirements of the Regulatory Flexibility Act, 5 U.S.C. 601 et seq., are not 

applicable. However, in order to obtain the benefit of a variety of viewpoints before publishing 

any final rule, BIS is issuing this proposed rule with a request for comments. The period for 

submission of comments will close on November 3, 2006. In developing a final rule, BIS will 

consider all comments on all aspects of this proposed rule that are received before the close of 

the comment period. Comments received after the end of the comment period will be 

considered if possible, but their consideration cannot be assured. BIS will not accept public 

comments accompanied by a request that a part or all of the material be treated confidentially 

because of its business proprietary nature or for any other reason. BIS will return such 

comments and materials to the persons submitting the comments and will not consider them in 

the development of the final rule. All public comments on this proposed rule must be in writing 
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(including fax or e-mail) and will be a matter of public record, available for public inspection 

and copying at the Federal eRulemaking Portal at http://www.regulations.gov and on the BIS 

Freedom of Information Act (FOIA) web site at http://www.bis.doc..gov/foia. BIS does not 

maintain a separate public inspection facility. If you have technical difficulties accessing this 

web site, please call BIS's Office of Administration at (202) 482-0500 for assistance. 

 

List of Subjects 

 

15 CFR Parts 740 and 748 

 

    Administrative practice and procedure, Exports, Foreign trade, Reporting and recordkeeping 

requirements. 

 

15 CFR Part 742 

    Exports, Terrorism. 

 

15 CFR Part 744 

    Exports, Foreign trade, Reporting and recordkeeping requirements. 

    Accordingly, parts 740, 742, 744 and 748 of the Export Administration Regulations (15 CFR 

parts 730-799) are proposed to be amended as follows: 

 

PART 742--[AMENDED] 

 

    1. The authority citation for 15 CFR part 742 continues to read as follows: 

 

    Authority: 50 U.S.C. app. 2401 et seq.; 50 U.S.C. 1701 et seq.; 18 U.S.C. 2510 et seq.; 22 

U.S.C. 3201 et seq.; 42 U.S.C. 2139a; Sec. 901-911, Pub. L. 106-387; Sec. 221, Pub. L. 107-56; Sec 

1503, Pub. L. 108-11,117 Stat. 559; E.O. 12058, 43 FR 20947, 3 CFR, 1978 Comp., p. 179; E.O. 

12851, 58 FR 33181, 3 CFR, 1993 Comp., p. 608; E.O. 12938, 59 FR 59099, 3 CFR, 1994 Comp., p. 

950; E.O. 13026, 61 FR 58767, 3 CFR, 1996 Comp., p. 228; E.O. 13222, 66 FR 44025, 3 CFR, 2001 

Comp., p. 783; Presidential Determination 2003-23 of May 7, 2003, 68 FR 26459, May 16, 2003; 

Notice of August 2, 2005, 70 FR 45273 (August 5, 2005); Notice of October 25, 2005, 70 FR 62027 
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(October 27, 2005). 

 

    2. Amend Sec.  742.2 by adding paragraph (b)(4) to read as follows: 

Sec.  742.2  Proliferation of Chemical and Biological Weapons. 

* * * * * 

    (b) * * * 

    (4) BIS will review license applications for items described in paragraph (a) of this section in 

accordance with the licensing policies described in paragraph (b) of this section and the licensing 

policies in both paragraph (b) of this section and Sec.  742.4(b)(7) when those items are destined to 

the People's Republic of China.* * * * * 

    3. Amend Sec.  742.3 by adding paragraph (b)(4) to read as follows: 

Sec.  742.3  Nuclear nonproliferation. 

* * * * * 

    (b) * * * 

    (4) BIS will also review license applications for items described in paragraph (a) of this section 

in accordance with the licensing policies described in paragraph (b) of this section and the licensing  

policies in both paragraph (b) of this section and Sec.  742.4(b)(7) when those items are destined to 

the People's Republic of China. 

* * * * * 

    4. Amend Sec.  742.4 by revising paragraph (b)(7) to read as follows: 

 

Sec.  742.4  National Security. 

* * * * * 

    (b) * * * 

    (7) For the People's Republic of China, there is a general policy of approval for license 

applications to export, reexport, or transfer items to civil end-uses. There is a presumption of denial 

for items that would make a material contribution to the military capabilities of the People's Republic 

of China. Thus, all license applications for exports, reexports, and transfers to the People's Republic 

of China will be reviewed on a case-by-case basis to determine whether the export, reexport, or 

transfer would make a material contribution to the military capabilities of the People's Republic of 

China. In addition, license applications may be reviewed under missile technology, nuclear 

nonproliferation, or chemical and biological weapons review policies, to determine if the end-user 
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may be involved in proliferation activities. 

* * * * * 

    5. Amend Sec.  742.5 by adding paragraph (b)(4) to read as follows: 

 

Sec.  742.5  Missile Technology. 

 

* * * * * 

    (b) * * * 

    (4) BIS will also review license applications for items described  

in paragraph (a) of this section in accordance with the licensing  

policies described in paragraph (b) of this section and the licensing  

policies in both paragraph (b) of this section and section 742.4(b)(7)  

of the EAR when those items are destined to the People's Republic of  

China. 

* * * * * 

 

PART 744--[AMENDED] 

 

    6. The authority citation for 15 CFR part 744 is revised to read as follows: 

 

    Authority: 50 U.S.C. app. 2401 et seq.; 50 U.S.C. 1701 et seq.; 22 U.S.C. 3201 et seq.; 42 

U.S.C. 2139a; Sec. 901-911, Pub. L. 106-387; Sec. 221, Pub. L. 107-56; E.O. 12058, 43 FR 20947, 3 

CFR, 1978 Comp., p. 179; E.O. 12851, 58 FR 33181, 3 CFR, 1993 Comp., p. 608; E.O. 12938, 59 

FR 59099, 3 CFR, 1994 Comp., p. 950; E.O. 12947, 60 FR 5079, 3 CFR, 1995 Comp., p. 356; E.O. 

13026, 61 FR 58767, 3 CFR, 1996 Comp., p. 228; E.O. 13099, 63 FR 45167, 3 CFR, 1998 Comp., p. 

208; E.O. 13222, 66 FR 44025, 3 CFR, 2001 Comp., p. 783; E.O. 13224, 66 FR 49079, 3 CFR, 2001 

Comp., p. 786; Notice of August 2, 2005, 70 FR 45273 (August 5, 2005); Notice of October 25, 

2005, 70 FR 62027 (October 27, 2005). 

 

    7. Amend Sec.  744.6 by revising paragraph (a)(1)(ii) to read as follows: 

 

Sec.  744.6  Restrictions on certain activities of U.S. persons. 
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    (a) * * * 

    (1) * * * 

    (ii) No U.S. person, as defined in paragraph (c) of this section, shall, without a license from BIS, 

knowingly support an export or reexport, or transfer that does not have a license as required by this  

section or by Sec.  744.21. Support means any action, including financing, transportation, and 

freight forwarding, by which a person facilitates an export, reexport, or transfer without being the 

actual exporter or reexporter. 

* * * * * 

    8. Section 744.21 is added to read as follows: 

 

Sec.  744.21  Restrictions on Certain Military End-uses in the People's Republic of China (PRC). 

 

    (a) General prohibition. In addition to the license requirements for items specified on the 

Commerce Control List (CCL), you may not export, reexport, or transfer any item listed in 

Supplement No. 2 to Part 744 to the PRC without a license or under a license exception described in 

paragraph (c) of this section if, at the time of the export, reexport, or transfer, you know, meaning 

either: 

    (1) You have knowledge that the item is intended, entirely or in part, for a ``military end-use,'' 

as defined in paragraph (f) of this section, in the PRC; or 

    (2) You have been informed by BIS that the item is or may be intended, entirely or in part, for a 

``military end-use'' in the PRC. 

    (b) Additional prohibition on those informed by BIS. BIS may inform you either individually 

by specific notice, through amendment to the EAR published in the Federal Register, or through a 

separate notice published in the Federal Register, that a license is required for specific exports, 

reexports, or transfers of any item because there is an unacceptable risk of use in or diversion to 

military end-use activities in the PRC. Specific notice will be given only by, or at the direction of, 

the Deputy Assistant Secretary for Export Administration.  

When such notice is provided orally, it will be followed by written notice within two working days 

signed by the Deputy Assistant Secretary for Export Administration or the Deputy Assistant 

Secretary's designee.  

The absence of BIS notification does not excuse the exporter from compliance with the license 
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requirements of paragraph (a) of this section. 

    (c) License Exception. The only License Exception that may apply to  

the prohibitions described in paragraphs (a) and (b) of this section are the provisions of License 

Exception GOV set forth in Sec.  740.11(b)(2)(i) or (ii) of the EAR. 

    (d) License application procedure. When submitting a license application pursuant to this 

section, you must state in the ``additional information'' section of the BIS-748P ``Multipurpose 

Application'' or its electronic equivalent that ``this application is submitted because of the license 

requirement in Sec.  744.21 of the EAR (Restrictions on Certain Military End-uses in the People's 

Republic of China).'' In addition, either in the additional information section of the application or in 

an attachment to the application, you must include all known information concerning the military 

end-use of the item(s). If you submit an attachment with your license application, you must reference 

the attachment in the additional information section. 

    (e) License review standards. (1) Applications to export, reexport, or transfer items described in 

paragraph (a) of this section will be reviewed on a case-by-case basis to determine whether the 

export, reexport, or transfer would make a material contribution to the military capabilities of the 

PRC and would result in advancing the country's military activities contrary to the national security  

interests of the United States. 

    (2) Applications may be reviewed under missile technology, nuclear 

nonproliferation, or chemical and biological weapons review policies if the end-user may be 

involved in certain proliferation activities. 

    (3) Applications for items requiring a license for other reasons that are destined to the PRC for a 

military end-use also will be subject to the review policy stated in paragraph (e) of this section.    

(f) In this section, ``military end-use'' means: incorporation into, or use for the production, design, 

development, maintenance, operation, installation, or deployment, repair, overhaul, or refurbishing 

of items: 

    (1) Described on the U.S. Munitions List (USML) (22 CFR Part 121,  

International Traffic in Arms Regulations); 

    (2) Described on the International Munitions List (IML) (as set out on the Wassenaar 

Arrangement Web site at http://www.wassenaar.org); or 

    (3) Listed under ECCNs ending in ``A018'' on the Commerce Control  

List (CCL) in Supplement No. 1 to Part 774 of the EAR. 
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    Note to paragraph (f) of this section: For purposes of this  

section: ``production'' means integration, assembling, inspection,  

or testing; ``development'' means design, and includes testing and building of prototypes; 

``maintenance'' means performing work to bring an item to its original or designed capacity and 

efficiency for its intended purpose, and includes testing, measuring, adjusting, inspecting, replacing 

parts, restoring, calibrating, overhauling; ``operation'' means to cause to function as intended; 

``installation'' means to make ready for use, and includes connecting, integrating, incorporating, 

loading software, and testing; ``deployment'' means placing in battle formation or appropriate 

strategic position. 

    9. Supplement No. 2 to Part 744 is added to read as follows: 

 

Supplement No. 2 to Part 744--List of items Subject to the Military End-Use License Requirment of 

Sec.  744.21 

 

    The following items are subject to the military end-use license requirement in Sec.  744.21. 

 

(1) Category 1--Materials, Chemicals, Microorganisms, and Toxins 

 

    (i) 1A290 Depleted uranium (any uranium containing less than 0.711% of the isotope U-235) in 

shipments of more than 1,000 kilograms in the form of shielding contained in X-ray units, 

radiographic exposure or teletherapy devices, radioactive thermoelectric generators, or packaging for 

the transportation of radioactive materials. 

    (ii) 1B999 Equipment controlled by 1B999.e specially designed for the production of structural 

composites, fibers, prepregs and preforms controlled in Category 1, n.e.s. 

    (iii) 1C990 Fibrous and filamentary materials, not controlled by 1C010 or 1C210, for use in 

``composite'' structures and with a specific modulus of 3.18 x 106m or greater and a specific tensile 

strength of 7.62 x 104m or greater. 

    (iv) 1C995 Mixtures not controlled by 1C350, 1C355 or 1C395 that contain chemicals 

controlled by 1C350 or 1C355 and medical, analytical, diagnostic, and food testing kits not 

controlled by 1C350 or 1C395 that contain chemicals controlled by 1C350.d, as follows (see List of 

items Controlled), except 1C995.c ``Medical, analytical, diagnostic, and food testing kits.'' 

    (v) 1C996 Hydraulic fluids containing synthetic hydrocarbon oils, having all the following 
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characteristics (see List of items Controlled). 

    (vi) 1D999 Specific software controlled by 1D999.b for equipment controlled by 1B999.e 

specially designed for the production of structural composites, fibers, prepregs and preforms 

controlled in Category 1, n.e.s. 

    (vii) 1D993 ``Software'' specifically designed for the ``development'', ``production'', or ``use'' of 

equipment or materials controlled by 1C210.b, or 1C990. 

    (viii) 1E994 ``Technology'' for the ``development'', ``production'', or ``use'' of fibrous and 

filamentary materials controlled by 1C990. 

 

(2) Category 2--Materials Processing 

    (i) 2A991 Bearings and bearing systems not controlled by 2A001. 

    (ii) 2B991 Limited to machine tools controlled under 2B991 having ``positioning accuracies'', 

with all compensations available, better than 0.010 mm along any linear axis; and machine tools 

having the characteristic of one or more contouring ``tilting spindles'' controlled by 2B991.d.1.a. 

    (iii) 2B992 Non-''numerically controlled'' machine tools for generating optical quality surfaces, 

and specially designed components therefor. 

    (iv) 2B993 Limited to gear making and/or finishing machinery not controlled by 2B003 capable 

of producing gears to a quality level of better than AGMA 12. 

    (v) 2B996 Dimensional inspection or measuring systems or equipment not controlled by 2B006. 

 

(3) Category 3--Electronics Design, Development and Production 

 

    (i) 3A292 Oscilloscopes and transient recorders other than those controlled by 3A002.a.5, and 

specially designed components therefor. 

    (ii) 3A999 Limited to items controlled by 3A999.c. 

    (iii) 3B991 Equipment not controlled by 3B001 for the manufacture of electronic components 

and materials, and specially designed components and accessories therefor. 

    (iv) 3B992 Equipment not controlled by 3B002 for the inspection or testing of electronic 

components and materials, and specially designed components and accessories therefor. 

    (v) 3D991 ``Software'' specially designed for the ``development'', ``production'', or ``use'' of 

electronic devices or components controlled by 3A991, general purpose electronic equipment 

controlled by 3A992, or manufacturing and test equipment controlled by 3B991 and 3B992. 
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    (vi) 3E292 ``Technology'' according to the General Technology Note for the ``development', 

``production'', or ``use'' of equipment controlled by 3A292. 

    (vii) 3E991 ``Technology'' for the ``development'', ``production'', or ``use'' of electronic devices 

or components controlled by 3A991, general purpose electronic equipment controlled by 3A992, or 

manufacturing and test equipment controlled by 3B991 or 3B992. 

 

(4) Category 4--Computers 

 

    (i) 4A994 Limited to computers not controlled by 4A003, with an Adjusted Peak Performance 

(``APP'') exceeding 0.1 Weighted TeraFLOPS ( WT). 

    (ii) 4D993 ``Program'' proof and validation ``software'', ``software'' allowing the automatic 

generation of ``source codes'', and operating system ``software'' not controlled by 4D003 that are  

specially designed for real time processing equipment. 

    (iii) 4D994 ``Software'' specially designed or modified for the ``development'', ``production'' or 

``use'' of equipment controlled by 4A101, 4A994 with an Adjusted Peak Performance (``APP'') 

exceeding 0.1 Weighted TeraFLOPS (WT), 4B994 and materials controlled by 4C994. 

    (iv) 4E992 ``Technology'' for the ``development'', ``production'', or ``use'' of equipment 

controlled by 4A994, as described in this Supplement No. 2 to Part 744, and 4B994, materials 

controlled by 4C994, or ``software'' controlled by 4D993 or 4D994. 

 

(5) Category 5--(Part 1) Telecommunications 

 

    (i) 5A991 Limited to items controlled by 5A991.a., 5A991.b.5., 5A991.b.7. and 5A991.f. 

    (ii) 5B991 Telecommunications test equipment, n.e.s. 

    (iii) 5C991 Preforms of glass or of any other material optimized for the manufacture of optical 

fibers controlled by 5A991. 

    (iv) 5D991 ``Software'' specially designed or modified for the ``development'', ``production'', or 

``use'' of equipment controlled by 5A991 and 5B991. 

    (v) 5E991 ``Technology'' for the ``development'', ``production'' or ``use'' of equipment 

controlled by 5A991 or 5B991, or ``software'' controlled by 5D991, and other ``technologies'' as  

follows (see List of items Controlled). 
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(6) Category 5--(Part 2) Information Security 

 

    (i) 5A992 Equipment not controlled by 5A002, except mass market encryption commodities 

and software described in Sec. Sec.  742.15(b)(1)(i) and 742.15(b)(2); certain ``short-range 

wireless'' commodities and software described in Sec.  742.15(b)(3)(ii); and commodities and 

software with limited cryptographic functionally described in Sec.  742.15(b)(3)(iii). 

    (ii) 5D992 ``Information Security'' ``software'' not controlled by 5D002, except mass market 

encryption commodities and software described in Sec. Sec.  742.15(b)(1)(i) and 742.15(b)(2); 

certain ``short-range wireless'' commodities and software described in Sec.  742.15(b)(3)(ii); and 

commodities and software with limited cryptographic functionality described in Sec.  

742.15(b)(3)(iii). 

    (iii) 5E992 ``Information Security'' ``technology'', not controlled by 5E002. 

 

(7) Category 6--Sensors and Lasers 

 

    (i) 6A995 ``Lasers'', not controlled by 6A005 or 6A205. 

    (ii) 6C992 Optical sensing fibers not controlled by 6A002.d.3 which are modified structurally to 

have a ``beat length'' of less than 500 mm (high birefringence) or optical sensor materials not 

described in 6C002.b and having a zinc content of equal to or more than 6% by mole fraction. 

 

(8) Category 7--Navigation and Avionics 

 

    (i) 7A994 Other navigation direction finding equipment, airborne communication equipment, 

all aircraft inertial navigation systems not controlled under 7A003 or 7A103, and other avionic 

equipment, including parts and components, n.e.s. 

    (ii) 7B994 Other equipment for the test, inspection, or ``production'' of navigation and avionics 

equipment. 

    (iii) 7D994 ``Software'', n.e.s., for the ``development'', ``production'', or ``use'' of navigation, 

airborne communication and other avionics. 

    (iv) 7E994 ``Technology'', n.e.s., for the ``development'', ``production'', or ``use'' of navigation, 

airborne communication, and other avionics equipment. 
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(9) Category 8--Marine 

 

    (i) 8A992 Underwater systems or equipment, not controlled by 8A002, and specially designed 

parts therefor. 

    (ii) 8D992 ``Software'' specially designed or modified for the ``development'', ``production'' or 

``use'' of equipment controlled by 8A992. 

    (iii) 8E992 ``Technology'' for the ``development'', ``production'' or ``use'' of equipment 

controlled by 8A992. 

 

(10) Category 9--Propulsion Systems, Space Vehicles and Related Equipment 

 

    (i) 9A991 ``Aircraft'', n.e.s., and gas turbine engines not controlled by 9A001 or 9A101 and 

parts and components, n.e.s. 

    (ii) 9B990 Vibration test equipment and specially designed parts and components, n.e.s. 

    (iii) 9D990 ``Software'', n.e.s., for the ``development'' or ``production'' of equipment controlled 

by 9A990 or 9B990. 

    (iv) 9D991 ``Software'', for the ``development'' or ``production'' of equipment controlled by 

9A991 or 9B991. 

    (v) 9E990 ``Technology'', n.e.s., for the ``development'' or ``production'' or ``use'' of equipment 

controlled by 9A990 or 9B990. 

    (vi) 9E991 ``Technology'', for the ``development'', ``production'' or ``use'' of equipment 

controlled by 9A991 or 9B991. 

 

PART 748--[AMENDED] 

 

    10. The authority citation for 15 CFR part 748 continues to read as follows: 

 

    Authority: 50 U.S.C. app. 2401 et seq.; 50 U.S.C. 1701 et seq.; E.O. 13026, 61 FR 58767, 3 

CFR, 1996 Comp., p. 228; E.O. 13222, 66 FR 44025, 3 CFR, 2001 Comp., p. 783; Notice of August 

2, 2005, 70 FR 45273 (August 5, 2005). 

    11. Section 748.9 is amended: 

    a. By revising paragraph (b)(1) introductory text; 
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    b. By revising paragraph (b)(2) introductory text before the list of countries; 

    c. By revising paragraphs (b)(2)(i) and (b)(2)(ii); and 

    d. By revising paragraph (c)(1). 

    The revisions read as follows: 

 

 

Sec.  748.9  Support Documents for License Applications. 

* * * * * 

    (b) * * * 

    (1) Does your transaction involve items controlled for national security reasons? 

    Does your transaction involve items destined for the People's Republic of China (PRC)? 

* * * * * 

    (2) Does your transaction involve items controlled for national security reasons destined for one 

of the following countries? (This applies only to those overseas destinations specifically listed.) If 

your item is destined for the PRC, does your transaction involve items that require a license to the 

PRC for any reason? 

* * * * * 

    (i) If yes, your transaction may require an Import or End-User Certificate. If your transaction 

involves items destined for the PRC that are controlled to the PRC for any reason, your transaction 

may require a PRC End-User Certificate. Note that if the destination is the PRC, a Statement of 

Ultimate Consignee and Purchaser may be substituted for a PRC End-User Certificate when the item 

to be exported (i.e., replacement parts and sub-assemblies) is for servicing previously exported items 

and is valued at $75,000 or less. 

    (ii) If no, your transaction may require a Statement by Ultimate Consignee and Purchaser. Read 

the remainder of this section, then proceed to Sec.  748.11 of the EAR. 

    (c) License Applications Requiring Support Documents. * * * 

    (1) License applications supported by an Import or End-User Certificate. You may submit your 

license application upon receipt of a facsimile or other legible copy of the Import or End-User 

Certificate, provided that no shipment is made against any license issued based upon the Import or 

End-User Certificate prior to receipt and retention of the original statement by the applicant. 

* * * * * 

    12. Section 748.10 is amended: 
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    a. By revising the fourth sentence in paragraph (a); 

    b. By redesignating paragraph (b)(4) as paragraph (b)(5) and by  

adding a new paragraph (b)(4) and revising newly designated paragraph  

(b)(5); 

    c. By revising paragraph (c)(1); 

    d. By revising paragraph (c) (3) introductory text; and 

    e. By revising paragraph (g). 

    The additions and revisions read as follows: 

 

Sec.  748.10  Import and End-User Certificates. 

 

    (a) Scope. * * * This section describes exceptions and relationships true for both Import and 

End-User Certificates, and applies only to transactions involving national security controlled items 

destined for one of the countries identified in Sec.  748.9(b)(2) of this part, or, in the case of the 

PRC, for all items that require a license to the PRC for any reason. 

    (b) * * * 

    (4) Your transaction involves an export to the People's Republic of China (PRC) of 

commodities and software classified in a single entry on the CCL, the total value of which exceeds 

$5,000. Note that this $5,000 threshold does not apply to exports to the PRC of computers, which are  

subject to the provisions of Sec.  748.10(b)(3). 

    (i) Your license application may list several separate CCL entries. If the total value of entries 

that require a license to the PRC for any reason on the CCL on a license application exceeds $5,000, 

then a PRC End-User Certificate covering all controlled items on your license application must be 

obtained; 

    (ii) You may be specifically requested by BIS to obtain an End-User Certificate for a 

transaction valued under $5,000 or for a transaction that requires a license to the PRC for reasons in 

the EAR other than those listed on the CCL. 

    (5) Your transaction involves a destination other than the PRC and your license application 

involves the export of commodities and software classified in a single entry on the CCL, the total 

value of which exceeds $5,000. 

    (i) Your license application may list several separate CCL entries. If any entry controlled for 

national security reasons exceeds $5,000, then an Import Certificate must be obtained covering all 
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items controlled for national security reasons on your license application; 

    (ii) If your license application involves a lesser transaction that is part of a larger order for items 

controlled for national security reasons in a single ECCN exceeding $5,000, an Import Certificate 

must be obtained. 

    (iii) You may be specifically requested by BIS to obtain an Import Certificate for a transaction 

valued under $5,000. 

    (c) How to obtain an Import or End-User Certificate. (1) Applicants must request that the 

importer (e.g., ultimate consignee or purchaser) obtain the Import or End-User Certificate, and that it 

be issued covering only those items that are controlled for national security reasons. Note that in the 

case of the PRC, applicants must request that the importer obtain an End-User Certificate for all 

items on a license application that are controlled to the PRC for any reason on the CCL. Importers 

should not be requested, except in the case of the PRC, to obtain an Import or End-User Certificate 

for items that are controlled for reasons other than national security. Applicants must obtain  

original Import or End-User Certificates from importers. 

* * * * * 

    (3) If your transaction requires the support of a PRC End-User Certificate, you must ensure that 

the following information is included on the PRC End-User Certificate signed by an official of the 

Department of Scientific and Technological Development and Trade in Technology of the PRC 

Ministry of Commerce (MOFCOM), with MOFCOM's seal affixed to it: 

* * * * * 

    (g) Submission of Import and End-User Certificates. Certificates must be retained on file by the 

applicant in accordance with the recordkeeping provisions of part 762 of the EAR, and should not be  

submitted with the license application. For more information on what Import and End-user 

Certificate information must be included in license applications, refer to Sec.  748.9(c) of the EAR. 

In addition, as set forth in Sec.  748.12(e), to assist in license reviews, BIS will require applicants, 

on a random basis, to submit specific original Import and End-user Certificates. 

* * * * * 

Sec.  748.12  [Amended] 

 

    13. Section 748.12 is amended by removing and reserving paragraph  

(a). 

    14. Supplement No. 4 to Part 748, is amended by revising the entry for ``China, People's 
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Republic of'', to read as follows: 

 

Supplement No. 4 to Part 748--Authorities Administering Import Certificate/Delivery Verification 

(IC/DV) and End-Use Certificate Systems in Foreign Countries 

 

           Country              IC/DV authorities    System administered 

                              

China, People's Republic of.        Export Control        PRC End-User 

                               Division I            Certificate. 

                               Department of S&T 

                               No. 2 Dong Chang An 

                               Street Beijing 

                               Phone: 8610-6519- 

                               7366 Fax: 8610-6519- 

                               7926. 

 

    15. Section 748.15 is added to read as follows: 

Sec.  748.15  Authorization Validated End-User (VEU). 

 

    Authorization Validated End-User (VEU) permits the export, reexport, and transfer to validated 

end-users of any eligible items that will be used in an eligible destination. Validated end-users are 

those who have been approved in advance pursuant to the requirements of this section. To be eligible 

for authorization VEU, exporters, reexporters, and potential validated end-users must adhere to the  

conditions and restrictions set forth in paragraphs (a) through (f) of this section. 

    (a) Eligible end-users. The only end-users to whom eligible items may be exported, reexported, 

or transferred under VEU are those validated end-users identified in Supplement No. 7 to Part 748. 

    (1) In evaluating an end-user for eligibility under this authorization, BIS, in consultation with 

the Departments of State, Energy, and Defense and other agencies, as appropriate, will consider a 

range of information, including such factors as: The party's record of exclusive engagement in civil 

end-use activities; the party's compliance with U.S. export controls; the party's capability to comply  

with the requirements of authorization VEU; the party's agreement to on-site compliance reviews by 

representatives of the United States Government; and the party's relationships with U.S and foreign  
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companies. In addition, when evaluating the eligibility of an end-user, agencies will consider the 

status of export controls and the support and adherence to multilateral export control regimes of the 

government of the eligible destination. 

    (2) Requests for authorization must be submitted in the form of an advisory opinion request, as 

described in Sec.  748.3(c), and should include a list of items, identified by Export Control 

Classification Number (ECCN), that exporters or reexporters intend to export, reexport or transfer to 

an eligible end-user. In addition to the information described in Sec.  748.3, the items identified by 

ECCN should be specified to the extent of the applicable subparagraph of the ECCN entry. The 

request also should include a description of how each item would be used by the eligible end-user in 

an eligible destination. Requests for authorization will be accepted from exporters, reexporters  

and end-users. Submit the request to: 

 

The Office of Exporter Services, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, 

14th Street and Pennsylvania Avenue, NW., Room 2075, Washington, DC 20230; or to The Office 

of Exporter Services, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 273, 

Washington, DC 20044. 

 

    Mark the package sent to either address ``Request for Authorization  

Validated End-User''. 

    (3) Exports, reexports, or transfers made under authorization VEU may only be made to an 

end-user listed in Supplement No. 7 to Part 748 if the items will be consigned to and for use by the 

validated end-user. 

    (b) Eligible destinations. Authorization VEU may be used for the following destinations: 

    (1) The People's Republic of China. 

    (2) [Reserved]. 

    (c) item restrictions. (1) items controlled under the EAR for missile technology (MT) and crime 

control (CC) reasons may not be exported or reexported under this authorization. 

    (d) End-use restrictions. items obtained under authorization VEU may not be used for any 

activities described in part 744. Eligible end-users who obtain items under VEU may only: 

    (1) Use such items at the end-user's own facility located in an eligible destination or at a facility 

located in an eligible destination over which the end-user demonstrates effective control; 

    (2) Consume such items during use; or 
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    (3) Transfer or reexport such items only as authorized by BIS. 

 

    (e) Certification and recordkeeping. Prior to the initial export or reexport under authorization 

VEU, exporters or reexporters must receive and retain end-use certifications from eligible end-users 

stating that: 

    (1) They are informed of and will abide by all authorization VEU end-use restrictions; 

    (2) They have procedures in place to ensure compliance with authorization VEU destination 

and end-use restrictions; 

    (3) They will not use items obtained under authorization VEU in any of the prohibited activities 

described in part 744 of the EAR; and 

    (4) They agree to allow on-site visits by U.S. Government officials to verify the end-users' 

compliance with the conditions of authorization VEU. 

 

    Note to paragraph (e) of this section: These certifications must be retained by exporters or 

reexporters in accordance with the recordkeeping requirements set forth in part 762 of the EAR. 

 

    (f) Reporting and auditing requirements--(1)(i) Reports. Exporters and reexporters who use 

authorization VEU are required to submit annual reports to BIS. These reports must include, for each 

validated end-user to whom the exporter or reexporter exported or reexported eligible  

items: 

    (A) The name and address of any validated end-users to whom the exporters or reexporters 

exported or reexported eligible items; 

    (B) The eligible destination to which the items were exported or reexported; 

    (C) The quantity of such items; 

    (D) The value of such items; and 

    (E) The ECCN(s) of such items. 

    (ii) Reports are due by February 15 of each year, and must cover the period of January 1 

through December 31 of the prior year. Packages containing such reports should be marked 

``Authorization Validated End-User Reports.'' Reports should be sent to: Office of Export 

Enforcement, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, 14th Street and 

Constitution Avenue, NW., Room H-4520, Washington, DC 20230. 

    (2) Audits. Users of authorization VEU will be audited on a routine basis. Upon request by BIS, 
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exporters, reexporters, and validated end-users must allow inspection of records or on-site 

compliance reviews.  

For audit purposes, records, including information identified in paragraphs (e), (f)(1) and the note to 

paragraph (c) of this section, should be retained in accordance with the recordkeeping requirements  

set forth in part 762 of the EAR. 

    12. Supplement No. 7 to Part 748 is added to read as follows: 

Supplement No. 7 to Part 748--Authorization Validated End-User (VEU):  

List of Validated End-Users, Respective Eligible items and Eligible  

Destinations 

Validated End-Users, Respective Eligible items and Eligible  

Destinations for Exports and Reexports Under Authorization VEU: 

 

    Certified End-User 

    Eligible items 

    Eligible Destination 

 

    Dated: June 29, 2006. 

Matthew S. Borman, 

Deputy Assistant Secretary for Export Administration. 

 [FR Doc. E6-10504 Filed 7-5-06; 8:45 am] 
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