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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 

 



 

序 

 

 

 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、ロシア連邦及びその周辺国の法制度整備状況の調査を行い

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 



目 次 

 

＜総 論＞··································································    1 

1. 調査目的·································································    1 

2. 調査内容·································································    1 

3. 調査結果と得られた結論···················································    1 

 

＜各 論＞··································································    2 

1. ロシア連邦及びその主要周辺国における輸出管理法制度の概要 ·················    2 

2. ロシア連邦及びその周辺国における輸出管理法制度の詳細 ·····················   29 

 2.1 ロシア連邦····························································   29 

 2.2 カザフスタン共和国····················································   76 

 2.3 タジキスタン共和国····················································  111 

 2.4 ウズベキスタン共和国··················································  142 

 2.5 キルギス共和国························································  162 

 2.6 トルクメニスタン······················································  186 

 2.7 ウクライナ····························································  200 

 2.8 グルジア······························································  232 

 2.9 モルドバ共和国························································  257 

 2.10 アゼルバイジャン共和国···············································  279 

 2.11 アルメニア共和国·····················································  288 

3. ロシア連邦およびその周辺国に関する安全保障関連情報 ·······················  301 

3.1 安全保障関連クロノロジー·············································  301 

3.2 ロシアから大量破壊兵器等の移転が懸念される情報一覧 ····················  413 

3.2.1ミサイル関連 ······················································  413 

3.2.2 核関連····························································  422 

 



＜総 論＞ 

 

１．調査目的 

 ロシア連邦及びその周辺国（カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、

トルクメニスタン、ウクライナなど）における安全保障貿易管理法制度を調査し、ロシアの

貨物・技術ならびにロシア及びその周辺国向けに輸出された貨物・技術が他の国へ拡散する

危険性を明らかにする。 

 旧ソ連崩壊後、規制品・規制技術がロシア及びその周辺国からイランをはじめとする懸念

国に流出した多くの事例が報告されている。米国はこうした状況を受け、商務省の専門家を

ロシアに派遣するなどしてロシアの輸出管理法制度の整備に協力し、現在では一定の法整備

はなされたと理解されているが、依然として「ロシアから旧ソ連への輸出については管理が

されていないものがある。例えばロシアから周辺国に輸出されたものは、イランへ容易に再

輸出される危険がある。」などの話が絶えない。日本からロシア及び周辺国への輸出は増加傾

向にあるため、我が国の製品・技術が懸念国へ流れ、懸念用途に流用される危険性が潜在的

に存在する。 

 

２．調査内容 

(1) ロシア連邦及びその周辺国（カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、

トルクメニスタン、ウクライナなど）における安全保障貿易管理法制度を国別に調査す

る。 

(2) 安全保障輸出管理法制度関連の政治的背景、国際協力関係等を調査し、課題を抽出する。 

(3) ロシア連邦およびその周辺国における安全保障関連情報、移転懸念情報を調査する。 

 

３．調査結果と得られた結論 

(1) ロシア連邦及びその周辺国における安全保障貿易管理法制度ならびに運用の実態を明ら

かにした。特にロシア周辺国においては、輸出管理法制度が十分整備されておらず、運

用面でも多くの問題があることがわかった。 

(2) 各国の安全保障輸出管理上の課題・問題点を抽出し、日本からの輸出の際の参考となる

判断材料を提供した。 
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＜各 論＞ 

 

 

1. ロシア連邦及びその主要周辺国における輸出管理法制度の概要 

 

本章はロシア連邦及びその主要周辺国の輸出管理制度の整備状況、制度概要、政治的背景、

課題などを各国ごとにまとめたものである。各国の制度内容については表としてまとめた。

なお、詳細については第２章を参照いただきたい。 

 

 

1.1 ロシア連邦 

 

1.1.1 ロシアの輸出管理制度概観 

ロシア連邦には旧ソ連時代から大量破壊兵器、通常兵器の蓄積と関連する技術があり、兵器

産業は国として重要な位置づけになっている。このため、不拡散を管理する輸出管理制度の

整備には困難さが伴っている。このような状況ではあるが、欧米諸国の支援もあり、着実に

制度を充実させている。 

ロシアの輸出管理は、他の旧ソ連諸国と同様に、整備し始めたのは1992年のソ連崩壊後であ

る。当初、輸出規制措置は、大統領令や命令に基づいて実施された。戦略物資の取引を規制

するための基盤となる、正式な輸出規制に関する法律を制定したのは、ソ連解体7年後の1999

年である。 

ロシアの輸出管理制度は、2004年3月の大統領選挙後に着手された政府組織再編により大き

く変化した。2004年3月までは、ロシアのライセンス付与当局は経済発展貿易省（MEDT）で

あり、ライセンス申請はMEDT内の輸出管理局（DEC）により処理されていた。2004年3月の

組織再編の後は、輸出ライセンス付与の責務は国防省に移され、さらに、「連邦技術・輸出規

制庁」（FTECS）が DEC の責務を引き継いだ。FTECS は国防省に属し、ロシア連邦大統領が直

接監督する。また、新たに「連邦軍事技術協力庁」（FSMTC）が創設され、軍事技術分野にお

ける軍事技術協力委員会（CMTC）のライセンス付与任務を引き継いだ。 

このように、ライセンス申請窓口を集約して手続きを簡素化するほか、該非判定を行う組織

として専門家センター（EC）を創設し、運用面の改善が行われている。 

ロシア連邦は国際レジームのうちオーストラリア・グループ(AG)に加盟していない。しかし、

制度面ではオーストラリア・グループも含む国際レジームの規制内容を盛り込んだものにな
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っている。 

NGO 組織として「輸出規制センター」があり、各種セミナー、ワークショップの開催、輸出

管理緒制度に関する 新情報のウェブサイトによる提供、法令など重要な情報の参考書、コ

ンプライアンスプログラム策定に関する情報などを提供している。 

 

表1.1にロシアの輸出管理法制度の概要を示す。 

 

1.1.2 輸出管理関連法令遵守のための政府の活動 

（１） 政府の啓蒙活動 

ロシア政府は、法律により、輸出者に輸出規制に関連する新たな規則を通知するこ

と（輸出規制に関する法律第27条）とこの情報を無料ですべての関係者に提供する

こと（輸出規制に関する法律第28条）を義務付けられている。 

その結果、現在では輸出者が必要とする情報のほとんどは FTECS のウェブサイトで

入手可能である。 

（２） 外国の支援 

 米国政府が提供したイニシアチブは、ロシアの輸出者や法執行機関がロシアにお

ける輸出規制制度をより深く理解し、実施するのに役立っている。 

米国エネルギー省（DOE）は、国際拡散防止輸出規制プログラム（INCEP）を通じて、

コンプライアンスプログラムの策定・運用に関する訓練ワークショップを開催した。

これらのセミナーは、国の組織と民間企業双方向けに行われ、FTECSや専門家センタ

ーと協力して開催される。税関職員向けに行われたその他の訓練ワークショップは、

WMDとその運搬手段および関連資材を管理する技術と容器検査に重点を置いている。 

米国連邦捜査局（FBI）は、10年以上にわたってロシアにかかわってきており、 近

では 2004 年 12 月にロシア連邦保安庁 (FSB)と「テロリズムと大量破壊兵器の拡散

と闘うこれまでの努力を発展させる」ための協力覚書に署名した。 

欧州連合（EU）も、ロシアの輸出管理制度を改善するために、協力プロジェクト－

「ロシア連邦におけるデュアルユース品目の輸出規制の強化」－に署名した。 

 

1.1.3 旧ソ連諸国への活動 

ロシアにおいて統一への動きは新しい現象ではない。過去数年、特にプーチン大統領の2期

目において、ロシアは周辺地域の諸国、特に旧ソ連の共和国における輸出規制や拡散防止活

動を統一・調整することを狙いとしてイニシアチブの先頭に立った。この分野での も重要
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な活動の1つは、ユーラシア経済共同体（EURASEC）を通じて行われる活動である。EURASEC

は、旧ソ連の6カ国－ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア、タジキスタン、

ウズベキスタン－の連合体で、次のことを狙いとしている。 

• WMD の製造に用いられる可能性がある原料、貨物、技術の輸出規制に関する標準的な

規範および原則を採択すること 

• 貨物および技術の共通リストを策定すること 

• 包括的な規制措置を実施すること 

• ライセンスの発給、取消および拒絶に関する情報を交換すること 

• 共通のライセンス付与様式を採用すること 

この活動は思うように進展はしなかったものの、EURASEC の協力・統一努力は奨励されてし

かるべきである。 

 

1.1.4．ロシアの輸出管理制度の今後の課題 

（１）企業による法令遵守や執行機関による執行を支援するためのロシアと他の諸国の共同

活動は成果をあげている。防止された違法取引事例数が増加していることは、国境地域での

探知機器や税関・保安機関職員の訓練の改善の証拠である。 

関連統計資料がないので、輸出法令遵守の向上の度合いを評価するのは困難である。それで

も、今の産業界は10年前よりも適切な情報を与えられている。 

それにもかかわらず、規制物資を違法に輸出しようとした者の摘発後のフォローアップ調査

についてはほとんど知られていない。また、一部の品目は同時にいくつかのリストに記載さ

れており、そのため判定専門家の意見が分かれる等の問題がある。 

（２）該非判定は専門化センター（EC）で行うことができるが、専門家センターのひとつで

の判定でライセンス不要と判定されたものが、規制対象品の不法輸出として告発された事例

がある。専門家センターによって判断が異なる場合があるのである。専門家センターの要員

の資格と物資を識別するのに用いられる方法の問題を提起している。 

（３）輸出者向けの情報提供の改善、輸出者との連絡方法の改善、実施面での改善が行われ

ているにもかかわらず、ロシアの輸出管理制度には多くの障害がある。問題の1つは、政府

機関間の行政上の闘いや権力を得るための輸出の利用が続いていることである。 

また、軍事輸出の規制を、ロシアの武器産業を促進する役割を担う機関－FSMTC－の管轄下に

置くことは、矛盾であるように思われる。さらに、輸出規制の分野での国防省の役割の増大

は、輸出取引に関する秘密の増大につながる可能性がある。 
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表1.1ロシア連邦の輸出管理法制度概要 

 項目 内容 

1 概観 ロシアの輸出管理制度は、2004年 3月の大統領選挙後に着手された政府組織再

編により大きく変化した。2004年 3月までは、ロシアのライセンス付与当局は

経済発展貿易省（MEDT）であり、ライセンス申請はMEDT内の輸出管理局（DEC）

により処理されていた。2004年 3月の組織再編の後は、輸出ライセンス付与の

責務は国防省に移され、さらに、「連邦技術・輸出規制庁」（FTECS）がDECの責

務を引き継いだ。FTECSは国防省に属し、ロシア連邦大統領が直接監督する。ま

た、新たに「連邦軍事技術協力庁」（FSMTC）が創設され、軍事技術分野におけ

る軍事技術協力委員会（CMTC）のライセンス付与任務を引き継いだ。 

2 法的枠

組 

デュアルユース品目及び核関連貨物については「1999年 7月の輸出規制に関す

る法律第183-FZ号」を基本法として、その下に多くの政令、命令が定められて

いる。 

軍事貨物（技術）については「1998年7月9日の軍技術協力に関する法律」に

より、政府が独占している。 

3 所管官

庁 

(1) 輸出ライセンス付与の権限は国防省にあり、デュアルユース・核関連物資

の輸出入のライセンスの発給は「連邦技術・輸出規制庁」（FTECS）が、軍

事物資（技術）の輸出入のライセンスの発給は「連邦軍事技術協力庁」

（FSMTC）が行う。 

なお、エネルギー省、原子力庁等の政府機関は所管貨物のライセンス申請

の検討に関与している。 

(2) 省庁合同組織である「輸出規制委員会」が設置されており、ロシアの輸出

規制政策の統一的実施を確保するため、輸出規制に関する指針等の策定、

関係機関の調整等を行っている。 

4 規制リ

スト 

６つの規制物資・技術のリストがある。これらリストは、ロシアが参加してい

ないオーストラリア・グループを含む国際レジームの要件と合致するものであ

る。 

5 規制対

象国・

地域 

ＷＭＤの開発に用いられる可能性の高い貨物（技術）は、ロシア連邦の安全保

障を確保するため規制貨物・技術の輸出禁止国リストを大統領命令により定め

ることができる。 

6 懸念顧 ・ キャッチオール規制の遵守ため、懸念のある輸入国、輸入者に係る「Red 

－5－



 項目 内容 

客情報 Flags」制度を設置 

・ 2006年 4月「輸出管理委員会」が、核･化学・ミサイル関連のプログラムに

関与している疑いのある外国組織の警戒リストを作成（51カ国、1152組織）

7 禁輸国

関連 

上記5参照 

8 再輸出

規制 

輸出規制に関する法律では「輸入国における輸出貨物･技術の使用を規制する権

利がある」旨定めている。また、輸入されたデュアルユース品目のロシアの他

の組織へ移転は、「連邦技術･輸出規制庁」（FTECS）の許可を要する。 

9 キャッ

チオー

ル規制 

規制リストに記載されていない貨物がＷＭＤやその運搬システムを開発するた

め用いられる可能性があると信じる理由がある場合には、輸出ライセンスを申

請しなければならない。 

10 インタ

ンジブ

ル規制 

不明 

ライセ

ンス申

請 

 

①個別

ライセ

ンス 

第一段階：ライセンス申請の第一段階は、輸出規制貨物か否か判断するほか、

TNVED記号（外国貿易物品番号）及び規制品リスト記号を確認する（専門家セン

ターが設置されている）。 

第２段階：申請書に関係書類を添付しFTECSに提出。FTECSは「省庁合同専門評

議会」に審査を付託する。 

第３段階：FTECSは「省庁合同専門評議会」の勧告を参考に許可の諾非を決定す

る。 

②包括

ライセ

ンス 

・FTECSにより認められたコンプライアンスプログラムを有し、国際レジーム参

加国へ、特定の貨物を輸出する場合に発給される。 

11 

③特則 ・FTECS管轄下の規制物資に適用される一般原則に加え、特定の種類の貨物（技

術）（核関連技術、化学兵器関連資機材等）に係る追加的条件が定められている。

①病原体、毒素等に係る「生物兵器関連ライセンス」、②化学兵器転用の可能性

のある化学品等に係る「化学兵器関連ライセンス」③輸出貨物のクレーム代替

品等の「ライセンス免除」④軍事貨物（技術）に係る「軍事技術関連ライセン

ス」等がある。なお、軍事輸出は、連邦国家で唯一「Rosobornexport」が行っ
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 項目 内容 

 ている。 

12 罰 則 ･

執行 

刑事罰：３年乃至７年の禁固、 低賃金の 500 倍以下の罰金（大量破壊兵器関

連は別途規定） 

13 記 録 ･

保管 

輸出取引の記録：３年間 

 

 

 

1.2 カザフスタン共和国 

 

1.2.1 輸出管理法制度整備状況 

カザフスタンは旧ソ連崩壊後、早くから輸出管理法制度を整備し、ロシア周辺国の中では

先進国である。ウズベキスタンやタジキスタンなどはカザフスタンの輸出管理法制度をモデ

ルとして採用している。しかし、カザフスタン政府組織の頻繁な再編、人事異動、汚職の蔓

延などにより、実質的には他のロシア周辺国と比べて大きな違いはない。 

カザフスタン法体系はある程度完全な枠組みがあり、定期的に修正または調整が行われると

いう優れた点がある。輸出規制により自由貿易が妨げられないよう取引に影響があった輸出

業者を補償するなど、自由貿易と輸出規制の間の調和を配慮した体系になっている。また、

自国民と外国企業／個人の輸出を差別しない、小企業への特例があるなど、他の国には見ら

れない特徴がある。 

ロシアの輸出管理センターと同様、輸出管理に関する非政府組織(NGO)として拡散防止研究所

連合（Association Institute of Nonproliferation）とIVTアスタナ(IVT Astana)がある。 

ソビエト連邦崩壊後に創設された独立国家共同体（CIS）の主導により、CIS加盟国は国内輸

出管理制度を創設すること、大量破壊兵器の生産に使用される貨物(材料)の輸出規制の取組

みを調整すること、および現行国際輸出管理制度に基づく統一規制リストを作成すること、

に合意した(ベラルーシのミンスク1992年6月26日)。しかし、この協定はCIS加盟国によ

ってほとんど実施されず、この多国間調整は失敗に終わったが、カザフスタンは独自の輸出

管理制度の創設と適切な法律基盤の整備を進めた背景がある。 

 

1.2.2 輸出管理法制度の概要 

表1.2にウズベキスタンの輸出管理法制度概要を示す。 
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政府の上位機関として国家輸出規制問題委員会があり、カザフスタンの輸出管理政策の規定、

法的基盤およびライセンスメカニズムの整備を行っている。 

輸出管理の基本文書として輸出管理法を1996 年 6 月 18 日に採択し、2000 年と 2003 年に 2

回修正され、コンプライアンスプログラム、キャッチオールなどの概念が導入された。また、

国際テロリズム支援の禁止、国際レジームとの協調なども含まれている。 

輸出規制の対象となる製品リストについては、 終的に2000年にＥＵのリストを若干の追加

を行なって採用している。 

 

1.2.3 政治的背景 

ナゼルバエフ大統領による全ての大量破壊兵器（WMD）の早期放棄、カザフスタンにおける政

治の相対的安定により海外からの援助を受け、輸出管理制度が整備されている。 

カザフスタンは部族社会であり、政府上級職位の大部分が伝統的に大統領の部族に近い部族

に割り当てられている。政府組織は、個人の専門性からではなく、大統領の部族との関係か

ら選らばれる。その結果として汚職、違法輸出事件を生み出すことになる。アゼルバイジャ

ンでの捜査で発覚した北朝鮮に対するミグ 21 の違法売却（1999 年）に対し、カザフスタン

大統領と政府の一部メンバーは、売却は公式には禁止されていないと宣言しているが、疑問

は払拭できない。 

1997 年 12 月にカザフスタンの首都がアルマティからアスタナに移転した。新首都へ移転し

たライセンス担当官もいるが、核関連のライセンス申請を審査する原子力委員会などのライ

センスプロセスに関係する他の重要組織が、前首都のアルマティに残った。新首都アスタナ

は通信インフラの未整備のため、ライセンス担当官と技術専門家との連絡に支障がある。 

 

1.2.4 国際支援状況 

カザフスタン当局は、輸出管理制度の創設には情報発信活動と啓蒙活動が重要であることを

理解し、輸出管理研修ワークショップ、製品判定（CI）ワークショップ、コンプライアンス

プログラムワークショップ(ICP)などを米国などの協力で行っている。また、自動化輸出管理

システムとしてトラッカー（Tracker）と呼ばれるシステムの導入提案を受け、 終的には

STORKEシステム「System To Review Kazakhstan Export」（カザフスタン輸出審査システム）

を導入した。 

 

1.2.5 課題 

制度を定期的に改定することが長所となる反面、制度履行面でマイナスになっている。また、
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政府機構の頻繁な再編成および人事異動、首都のアスタナ移転に伴うコミュニケーションの

低下、政府内の汚職、技術力不足、要員不足など多くの問題があり、実質的な輸出管理の阻

害要因になっている。 

カザフスタンの輸出においてブローカーおよび仲買人の役割を規制する法律が存在しない。

カザフスタン地理的条件から重大な弱点である。また、インタンジブル技術の移転に関する

適正な規制も不十分である。 

法体系の更なる整備、要員の育成、インフラ整備などが必要である。 

 

 

表1.2 カザフスタン共和国の輸出管理法制度概要 

 項 目 内 容 

1 法的枠組 基本法： 

・ 輸出管理法、1996年6月18日(2002年11月24日付修正) 

兵器、軍事･民生両用の製品およびテクノロジーの生産に利用可能な弾

薬、軍事テクノロジー、核関連および特殊核関連貨物(材料)、製品の輸

出、輸入、移転、再輸出および再輸入について、これらの生産および利

用に関連する原料、材料、機器、テクノロジー、科学および技術情報と

共にカバー。 

ライセンス関連： 

・ ライセンスに関する法律2200号（1995年4月17日付） 

カザフスタンにおけるライセンスについて広範な条件を規定。 

・ カザフスタン共和国の製品（作業、サービス）の輸出入ライセンスに関

する大統領命令1037号（1997年6月30日付） 

輸出管理に準拠する製品リストを規定。 

・ 輸出管理の実施に関する規則ならびに輸出管理に準拠して輸入された製

品の使用およびその使用の検証に関する規則の承認に関わる大統領命令

1919号（1999年12月14日付） 

ライセンス手続きについて詳細に記述。規制製品の輸出、再輸出、およ

び輸入に加えて、以前に輸入された製品のカザフスタンの第三者への譲

渡に関する規定。また、出荷前および出荷後の検査に適用する手続きを

規定。 
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 項 目 内 容 

・ 輸出管理に準拠する製品の移転に関する特定問題に関わる政令 1143 号

（1999年8月11日付） 

規制製品の移転を規制し、適用する手続きについて記述。 

・ カザフスタン輸出管理制度の強化に関する政令1917号（1999年12月）

国家輸出管理委員会の設置およびその任務について規定。 

2 所管官庁 ・国家輸出規制問題委員会(State Commission on Export Control Issues) 

・産業通商省（MIT; Ministry of Energy, Industry and Trade） 

・輸出管理･ライセンス部（Department of Export Control and Licensing）

・核関連製品の取引は、原子力庁(NEC)にも申請が必要。 

3 規制リス

ト 

EC統一リストを採用 

4 規制対象

国・地域 

国際協力を前提とし、条約、レジーム加盟を条件。 

核関連製品の核兵器非保有国への輸出は、核兵器、他の核爆発装置の生産、

または軍事目的に使用されないこと、IAEAの保障措置の下に置かれること、

など。ミサイル関連製品は当該国がMTCRのメンバーであることなど。 

5 懸念顧客

情報 

なし 

6 禁輸国関

連 

カザフスタン政府役人によれば、規制製品の輸出が制限されるかまたは禁止

される要注意国のリストを保持しているが、公開されていない。 

7 再輸出規

制 

再輸出許可申請書は、MIT へ提出。カザフスタン国内での譲渡についてもラ

イセンス当局の承認が必要。 

8 キャッチ

オール規

制 

規制リストに含まれない製品は、下記の場合に認可を必要とすることがある。

・ 輸出業者が、管轄政府機関から大量破壊兵器およびその運搬手段の生産

に資する可能性があることを知らされている場合 

・ 輸出業者が、大量破壊兵器およびその運搬手段の生産に資する可能性が

あると信じる理由がある場合 

9 インタン

ジブル規

制 

規定無し 

10 ライセン 個別許可のみ。戦略製品については包括ライセンスを交付しない。法律の修
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 項 目 内 容 

ス 正審議中で、採択されれば拡散の懸念のない国への複数回の出荷を認める｢包

括ライセンス｣が導入される。 

11 罰則・執

行 

・ 大量破壊兵器、および他の兵器の新たな生産に使用可能なテクノロジー、

科学および技術情報の不法輸出は、月次算出指数(monthly calculation 

index) の 700 倍から1000 倍までの罰金または3年以上7年以下の禁固

刑。 

・ 有毒、有害、放射性または爆発性物質、兵器、軍用機器、爆発装置、火

器および弾薬、核、化学、生物および他の大量破壊兵器、ならびに大量

破壊兵器の生産に使用可能な材料および機器の国境を越える不法譲渡は

財産没収の有無にかかわらず5年以下の禁固刑。 

・ 国際協定によって禁止される大量破壊兵器の生産、購入または販売は 5

年以上10年以下の禁固刑。 

・ (テロリズムについて)大量破壊兵器、放射性物質もしくは伝染病または

動物流行病を引き起こす生物要素、または大量死傷者をもたらす手段の

使用もしくは使用の企ては10年以上15年以下の禁固刑。 

12 記録保管 規定無し 

13 コンプラ

イアンス

プログラ

ム 

輸出業者がコンプライアンプログラムを作成することを勧告。 

 

 

 

1.3 タジキスタン共和国 

 

1.3.1 輸出管理法制度整備状況 

タジキスタンの輸出管理制度は不完全である。輸出管理として有効な基盤となっていない。 

タジキスタンは1992年から1997年までの内戦の直後1997年に輸出管理法を整備したものの、

周辺諸国との国境画定が優先され、法整備活動を続けることができなかった。制度内容はユ

ーラシア経済共同体（EURASEC）などの地域機構が整備した規則などに依存している。しかし、

多くのEURASECの規則は一部の加盟国で批准されておらず、またこの規則は国内規則の補完
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を意図するものであるため、タジキスタンの輸出管理の法的基盤は不完全かつ中途半端なも

のになっている。また不明確な点も多く、政府担当官によって異なる解釈がされているもの

もある。 

法的基盤が弱体であるため、輸出管理の実態は税関、国境警備に委ねられることになるが、

汚職を防ぐため、積荷を元の状態のまま国境を通過させることを基本とし、拡散防止という

考え方がない。 

 

1.3.2 輸出管理法制度の概要 

表1.3 にタジキスタン共和国の輸出管理法制度概要を示す。 

輸出管理の法的枠組は弱体であり、用語は不明確で異なる解釈を生じさせ、内容も不完全で

ある。 

基本法には、キャッチオール規制、コンプライアンスプログラムは含まれていない。「政府承

認」と「ライセンス」の用語の区別が明確にされていない。軍用機器、核関連物質及び核関

連技術ならびにデュアルユースの製品の輸出、輸入、再輸出及び輸送をカバーするが、ミサ

イルなどの運搬手段について具体的に触れていない。 

ライセンス申請も明確に規定されていない。法律では国家歳入関税省へ申請書を提出すべき

であるが、国家歳入関税省は廃止されている。 

 

1.3.3 政治的背景 

タジキスタンはウズベキスタン、キルギスタン、中国、アフガニスタンと国境を接する中継

国である。これら諸国との国境問題があり、政府は輸出管理に重点を置くことができず、整

備が遅れている。 

タジキスタンはアフガニスタンからロシア及びヨーロッパへ運ばれる麻薬の主要な通過国で

あるが、山岳地帯の管理が難しく、汚職も多い。 

 

1.3.4 国際支援状況 

米国をはじめとする各国が援助しているが、開始されて5年しか経っておらず、国境の警備

及び管理の改善が主目的で実施されている。 

 

1.3.5 問題点と評価 

国境紛争と麻薬取引のため、タジキスタンの も緊急な課題は国境管理の改善である。 

基盤を強化する意味で、軍事技術及びWMD関連物質を規制する輸出管理法制度の創設が重要
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であり、このための国際支援が必要である。 

産業界ならびに税関、国境警備隊などの政府職員に対する不拡散問題についての教育、産業

界への情報発信活動も必要である。 

 

表1.3 タジキスタン共和国の輸出管理法制度概要 

 項 目 内 容 

1 法的枠組 基本法 

・ 武器･軍事製品及びデュアルユースの製品の国家輸出管理に関する法

律(1997年12月13日付第521号) 

政府機関の主要な任務、管理対象のカテゴリー、再輸出及び積み替え、

認可、要注意製品の輸出規制について規定。 

・ タジキスタン共和国における外国経済活動の改善について(1997 年 12

月13日付政令第111号) 

政府許可を条件とする製品、サービス及び材料、輸出、輸入及び通過

のリストを承認する。輸出リストは、タジキスタンの経済または安全

上重要な製品に加え、拡散の可能性がある物質（材料）、製品及び役務

の13のタイプを含む。 

2 所管官庁 経済通商省他 

3 規制リスト EURASECに準拠。運用リストはなく、リスト原案を審査中 

1. 人、動物及び植物の病気の原因となる病原菌、遺伝子操作により作られ

た微生物、毒素、機器及び技術のリスト 

2. 化学兵器の生産に使用可能な化学薬品、機器及び技術のリスト 

3. 核物質、及び核関連機器ならびに非核関連物質及び技術のリスト 

4. 兵器の生産及び軍事技術に使用可能な及びデュアルユースの材料（物

質）、及び技術のリスト 

5. 核（原子力）応用を伴う及びデュアルユースの物質、機器及び技術のリ

スト 

6. ミサイルの生産に使用可能な及びデュアルユースの材料（物質）、機器

及び技術のリスト 

4 規 制 対 象

国・地域 

国家輸出管理に関する法律第８条では、規制品の輸出が許可されない国の

リストを特定することができる旨の規定が設けられている。 
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 項 目 内 容 

5 懸念顧客情

報 

- 

6 禁輸国関連 - 

7 再輸出規制 タジキスタン政府が指定する政府機関に申請 

8 キャッチオ

ール規制 

規定無し 

9 インタンジ

ブル規制 

タジキスタン政府主務当局の許可 

10 ライセンス ライセンス申請：国家歳入関税省（廃止されている） 

11 罰則・執行 • 密売買は5年以下の禁固。 

• ｢大量破壊兵器の生産に使用可能な物質のみならず、放射性物質、爆破装

置、弾薬、核、化学、生物または他の型の大量破壊兵器｣の不法移転は、

所有物の没収の有無を問わず8年から12年の禁固。 

• 国際協定で禁止される核、化学、生物または他の型の大量破壊兵器の違

法な生産、輸送、移転、または核兵器の生産に使用可能な物質、技術、

もしくは他の型の機器の非核保有国への移転は、12年から20年の禁固。

• 適正な関税申告書提出の不履行は、許可証の取消と共に、国が規定する

低賃金の2倍から5倍の罰金 

• 申請のない商品の輸出は、国が規定する 低賃金の3倍の罰金 

• 税関管理から商品の隠匿を図るときは、当該商品の没収と共に、輸送さ

れる商品の価値の300パーセントから500パーセントの罰金 

12 記録保管 規定無し 

13 コンプライ

アンスプロ

グラム 

規定無し 

 

 

 

1.4 ウズベキスタン共和国 
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1.4.1 輸出管理法制度整備状況 

ウズベキスタンの輸出管理法制度はほとんど存在していない。トルクメニスタン、キルギス

タン、タジキスタンと同様、輸出管理制度の策定が もうまく行かなかった国である。 

タジキスタンと同様、ウズベキスタンの輸出管理規則・手続は様々な法令中にばらばらに存

在し、ほとんどの場合、曖昧、不明確、単純である。 

同国の輸出管理法制度は、主としてソ連崩壊後の拡散の懸念を増大させた品目や物資－軍用

機器と核関連物資－を対象とするが、デュアルユース、生物、化学およびミサイル関連の技

術については扱わないかまたは 小限度でしか扱っていない。 

同国の輸出管理法制度の大部分は、ウズベキスタンの国内産業を保護し、輸出入を促進する

ことに大きな重点を置いている。2003年に法制度が強化されたが、主として中国からカザフ

スタンやキルギスタン経由で密輸入される品目の増加に対応するために定められたものであ

る。 

 

輸出管理と貿易規制の区別 

旧ソ連の多くの諸国では輸出管理と貿易規制を区別して取り扱っているが、ウズベキスタン

ではこの区別がされていない。 

旧ソ連諸国では規制措置や制限措置はすべて旧ソ連体制への後戻りとみなされた。その結果、

保有外貨を増加させ、貿易を自由化・促進する政策を取り入れた国が多い。これら諸国のほ

とんどは、それ以来貿易規制と輸出管理を区別し、自由貿易を許容する一方で輸出管理を実

施するようになっている。しかし、ウズベキスタンなどの諸国には、まだこの重要な区別を

しておらず、依然として輸出管理措置を貿易に対する障害とみなしている。 

 

1.4.2 輸出管理法制度の概要 

表1.4にウズベキスタン共和国の輸出管理法制度概要を示す。 

基本法は「2004年8月26日の輸出管理に関する法律第658-II号」である。ウズベキスタン

における輸出管理の主な原則を規定するとともに、所管当局の役割と責任を定めている。WMD

とその運搬手段の製造に用いられる可能性がある品目、技術、物資、情報、役務の輸出に適

用される。しかし、ライセンス付与の対象となる品目の輸出のみに適用され、その輸入や再

輸出には適用されない。同法は申請できるライセンスの種類を明示しておらず、キャッチオ

ール規制も規定していない。 

規制品目のリストはなく、正式の省庁間の手続も存在しない。さらに、ライセンスを申請す

るのに必要な書類の種類はどの公式文書にも明記されていない。 
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実施をする諸機関を定めているが、全般的な輸出管理政策の策定を担当する機関を定めてい

ない。施行法令も限られたもので、輸出管理実施の具体的内容について十分な情報を与えて

いない。 

 

1.4.3 政治的背景 

ウズベキスタンは、トルクメニスタンと同様、輸出管理への関心は低い。大統領の関心は自

らの強力な支配権力を維持することにある。 

アンディジャンで発生した武装グループによる刑務所襲撃に端を発した大規模反政府暴動

（2005年5月）に対し、欧州諸国と米国が非難した。カリモフ大統領は米国との関係を一部

断ち、ロシア、中国との関係を緊密化する傾向にある。米国は国境警備のための脅威低減プ

ログラムについて協力を続けている。 

 

1.4.4 国際支援状況 

ウズベキスタンに対する国際支援は国境警備に関するものがほとんどである。輸出管理に関

するものは唯一、米エネルギー省（DOE）がライセンス付与システムの改善を目的として行っ

ている。 

 

1.4.5 課題 

ウズベキスタンは輸出管理法制を策定し、ライセンス手続を改善し、啓蒙活動を行う必要が

ある。2005年5月のアンディジャン事件により生じた情勢不安のため、恐らく将来も輸出管

理の優先度は低いままで、違法貿易とテロリストの侵入の観点から国境警備に重点が置かれ

ると思われる。輸出管理の強化のためには国際支援が必要である。 

 

表1.4 ウズベキスタン共和国の輸出管理法制度概要 

 項 目 内 容 

1 法的枠組 基本法：2004年8月26日の輸出管理に関する法律第658-II号（2005年12

月14日改正） 

2 所管官庁 輸出： 対外経済関係・投資・貿易省（MFERIT; Ministry of Foreign Economic 

Relations, Investment and Trade） 

通過:内閣または内閣が指定する政府機関が発行。 

3 規制リス 規制品目リストは政府承認待ちの状態。この間、初期の輸出管理法制におい
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 項 目 内 容 

ト て策定された国定リストと命令第 137 号に記載されるリストが用いられて

いる。 

4 規制対象

国・地域 

規定無し 

5 懸念顧客

情報 

規定無し 

6 禁輸国関

連 

規定無し 

7 再輸出管

理 

規定無し 

8 キャッチ

オール規

制 

規定無し 

9 インタン

ジブル規

制 

規定無し 

10 ライセン

ス 

第 1段階（政府の許可）：輸出入契約を結ぶ前に手続を進める許可を政府か

ら取得。 

第2段階（MEFRITに契約登録）：規制品目の輸出入契約で軍事技術や核関連

品目を含むものはMEFRITに登録。 

第3段階（輸出／輸入ライセンス申請）：契約登録後、MEFRITに輸出／輸入

ライセンスを申請。承認された場合、輸出／輸入ライセンスは1回用で、1

年を超えない期間について発行。 

11 罰則・執行 密輸：毒性、放射性、爆発性物質、爆発性組立品、武器、火器、弾薬の密輸

は5年以上10年以下の禁固。核、化学、生物その他の種類の大量破壊兵器

の密輸は10年以上20年以下の禁固。 

生物、化学その他のWMDの開発、製造、取得、移転：ウズベキスタンが署名

した国際条約により禁止されている生物、化学その他の種類のWMDにかかわ

る開発、製造、拡散、購入、移転、貯蔵、違法な保有その他の行為は5年以

上8年以下の禁固。 
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 項 目 内 容 

12 記録保管 - 

13 コンプラ

イアンス

プログラ

ム 

規制品目の貿易に携わる会社とウズベキスタンの軍事・安全保障政策を支え

る品目の研究および／または生産を行う組織にコンプライアンスプログラ

ムを設けることを義務付け。 

 

 

 

1.5 キルギス共和国 

 

1.5.1 輸出管理法制度整備状況 

キルギスの輸出管理は未発達の段階である。タジキスタンと同様、制度が弱体であるため税

関と国境警備隊による国境管理に大きく委ねられている。しかし、税関と国境警備隊の装備

はきわめて貧弱で、任務を適切に実行するための訓練が不足している。 

他のロシア周辺国と比べ、キルギスの法制度整備の着手は遅く、2003年になってからである。

政府組織の改変、省庁間の権利争いがあり、法案の審議と採択が遅延していた。法制度整備

はカザフスタンおよび米国の専門家の意見を受けて行われた。 

 

1.5.2 輸出管理法制度の概要 

表1.5にキルギス共和国の輸出管理法制度概要を示す。 

法律は明確で詳細である。ライセンシングについてははきわめて詳細に関連組織を規定して

いる。また、キルギスは国際レジームの加盟国ではないにもかかわらず、国際調整・協力す

ることの重要性を強調している。 

しかし、例えば、法律では「規制品リスト」を参照することになっているがリストが作成さ

れていない、輸出管理政策を定める組織を規定していない、など、法制度には整合性が欠け

ているものが多い。表現から輸出管理の原理についての理解不足がうかがえる。 

キルギスの法律は輸出管理の責任部署を、法律を定め作成する高位の省庁と、制度の運用に

責任を負う実施当局に分配している。 

 

1.5.3 政治的背景 

ロシア周辺国に共通して、政府組織の改変が頻繁に行われている。ここ数年間で、輸出管理
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手続きに直接関与した省庁が明確な理由もなく再編された。 

アスカル・アカエフ大統領が追放された「チューリップ革命」（2005 年 2 月）は輸出管理制

度の進展を妨げる要因となっている。 

 

1.5.4 国際支援状況 

輸出管理に関し、キルギスに対する 大の支援国は米国であり、米国商務省（DOC）、国務省

（DOS）およびエネルギー省（DOE）がワークショップを提供している。 

日本もキルギスを含むさまざまな中央アジア諸国に対し、2001 年と 2002 年に輸出管理セミ

ナーを行った。 

大部分の国際協力は2001年以降に始まったため、その具体的成果は未だ実っていない 

 

1.5.5 課題 

近の国際支援の成果はまだ出ていないが、積極的に継続されなければ、成果はでてこない。

法的枠組の見直し、規制リストの採択への支援ならびに運用面の改善を継続して促進するこ

とが重要である。 

輸出者が必要な情報を入手できるのか不明であり、政府と輸出者間の情報交流が必要である。

輸出管理法では、軍事貿易を取り扱う企業はコンプライアンスプログラムを作成すべきであ

ると記しているが、支援はほとんど行われていない。 

チューリップ革命後に登場した政府が、旧アカエフ政府と同様、一貫した輸出管理を引き続

き進展させるかどうかがポイントである。 

 

 

表1.5 キルギス共和国の輸出管理法制度概要 

 項 目 内 容 

1 法的枠組 ・ 輸出管理法第30号(2003年1月23日付) 

対象は、核兵器、化学兵器と生物兵器、およびその運搬手段の生産に

利用できる軍事技術、二重用途物資と材料に関する輸出、輸入、再輸

出および通過業務。 

・ 政令第121-r号（2003年3月） 

輸出管理法実施を促進する輸出管理専門家による議会の省庁間作業グ

ループを設置。 
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 項 目 内 容 

・ 外国との軍事・技術協力を推進する措置に関する大統領令 第 265 号

（2003年8月14日付） 

輸出管理分野を調整する政府組織として、軍事・技術協力・輸出管理

委員会を設置。 

・ キルギスの輸出管理実施に関する政府決定第330号（2004年 5月4日

付） 

輸出、輸入、再輸出、通過、および移転に関する許可手続きを明記。

2 所管官庁 ・ 上位組織：輸出管理専門家による恒久的省庁間作業グループ 

輸出管理法実施に必要な法律を作成するため設置。 

・ 実施当局；軍事技術協力・輸出管理委員会 

2003 年 8月に設置。輸出管理分野におけるキルギスの主要調整機関。

委員会の議長は首相。 

・ 許可当局:：産業・貿易・観光省 

輸出、輸入、再輸出および通過に対する許可を発行し、輸入統制品に

対する 終用途証明書を交付し、また輸入物資に対する 終検査を行

う。  

3 規制リスト 法律では参照されているが整備されていない。作成中。 

4 規 制 対 象

国・地域 

統制品の貿易が禁止され、制限される国のリストは、（1）国際協定または

通商停止を遵守する大統領、(2) 国際核不拡散協定を遵守しない国に対し、

またはキルギスの利益を守るため、キルギス政府が作成することができる。

5 懸念顧客情

報 

なし 

6 禁輸国関連 - 

7 再輸出規制 産業・貿易・観光省に申請 

8 キャッチオ

ール規制 

輸出業者は、大量破壊兵器とその運搬手段の生産に使用されるかもしれな

いと考える理由がある場合、取引を行ってはならない。 

9 インタンジ

ブル規制 

- 

10 ライセンス 個別ライセンス：特定の種類の商品に関する 1 件の取引に対し、1 歴年間

有効。 
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 項 目 内 容 

包括ライセンス：特定の種類の商品に関する数件の契約に使用 

11 罰則・執行 • 適切な許可なしに行われた活動は法律の定める 低賃金の 100 から 200

倍の罰金、または 240 時間以下の地域社会奉仕、または 3 年以下の禁固

刑 

• 核、化学、生物、その他大量破壊兵器関連物質と技術、大量破壊兵器、

および兵器の密輸を対象。財産没収を伴う5年から7年の禁固刑。 

12 記録保管 輸出業者/輸入業者はその活動記録を保管し、要請あり次第行政省庁が入手

できるようにしなければならないと規定。 

13 コンプライ

アンスプロ

グラム 

軍事物資に関する組織は、コンプライアンスプログラム(ICP)を作成すべき

と規定。 

 

 

 

1.6 トルクメニスタン 

 

1.6.1 輸出管理法制度整備状況 

トルクメニスタンの輸出管理制度はきわめて未整備な状態である。 

輸出管理制度の基本要素は全く存在していない。基礎となる輸出管理法も、移転を規制する

法もない。貿易を規制する既存の法律は、主に同国にとって経済的価値のある商品に関する

ものである。 

輸出管理制度が未整備な他の国と同様、トルクメニスタン貿易管理は、税関と国境警備に大

きく依存している。大量破壊兵器またはその部品に関する違法な貿易、使用、誤用または脅

威に関連する長い条項が記載されているが、安全保障輸出管理を実施するには全く不十分で

ある。既存の法律は、予防より管理の罰則面に重点が置かれている。 

 

1.6.2 輸出管理法制度の概要 

表1.6にトルクメニスタンの輸出管理法制度概要を示す。 

主要な法令には要注意商品の貿易に関する規則が記載されているが、その範囲は限られてお

り、戦略的商品は、遠まわしに言及されているだけである。ライセンス手続、執行する法令

も存在しない。規制品目リストは不完全で、その大部分には馬と食糧など、トルクメニスタ
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ンにとって経済的価値のある商品または道徳上に関するものだけである。これらリストには、

核関連物質など拡散が懸念される品目が 低限含まれているのみで、生物兵器、化学兵器、

ミサイル技術の生産に利用できる材料は含まれていない。 

 

1.6.3 政治的背景 

トルクメニスタンは1995年にすべての大量破壊兵器（WMD）を放棄し、当該の兵器を拡散し

ないことを誓い、WMD 不拡散を明確に約束した。しかし、誓約の実行に必要な立法とインフ

ラストラクチャーはほとんど整備されなかった。 

トルクメニスタンは隣国と異なり、旧ソ連から大量破壊兵器や兵器施設を引き継がなかった。

また、大量破壊兵器関連を開発または生産する能力はない。国が大量破壊兵器とその部品を

生産しないなら、当該品目に関する特定の管理は不要であるという考え方があるようである。

明らかに、トルクメニスタンの指導者はWMD不拡散の約束を優先事項とみなしていない。 

ソ連の崩壊後、サパルムラト・ニヤゾフ大統領は、実質的に同国を外部の影響から閉ざす政

治制度を敷いた。同国のWMD不拡散誓約実行の一手段となりえるが、政治に腐敗が蔓延して

いる。2006 年 12 月 21 日のサパルムラト・ニヤゾフ大統領の死は、事態を悪化させている。

暫定内閣は一部の隣接国家とトルクメニスタンの国境を封鎖し、国際的な通行を禁止した。

大統領の死は政治的真空状態を作り出し、不安定につながり、国境が穴だらけになる可能性

がある。 

 

1.6.4 国際支援状況 

日本など様々な国が着手した国際支援計画により、税関と国境管理インフラストラクチャー

の改善が試みられ、税関、国境警備隊などに対してある程度の教育研修が実施された。しか

しながら、こうした努力は、WMD 不拡散問題における 高レベルの関心の欠如のみならず、

同国を実質的に外部の影響から閉ざした政治制度により妨げられてきた。また、同制度によ

り政府職員の遵法意識が阻害され、すべての決定が 高レベルで行われているため、トルク

メニスタンの協力事業計画の実施に大きな遅れが生じている。  

 

1.6.5 課題 

トルクメニスタンの輸出管理と核不拡散の優先順位は従来から低かった。しかし、大量破壊

兵器関連品目と麻薬の違法な貿易経路が交差する移転国である。 

トルクメニスタンの上層部が強力な輸出管理確立の重要性を認識すれば改善は起こり得る。

新大統領が戦略的商品の流れを管理する重要性を認識すれば、一部の望みはあるかもしれな

－22－



い。 

 

 

表1.6 トルクメニスタンの輸出管理法制度概要 

 項 目 内 容 

1 法的枠組 ・ 大統領決議第 2251 号、「トルクメニスタン国境にまたがる、自然人によ

る商品、品目および貴重品の輸送に関する規制」（1997年7月18日付）

輸出管理に従う商品に関する 5 件のリストを規定。国家機関と民間企業

には適用されない。農業品目、麻薬、ヘビとハチの毒液、宝石、および

その他消費者商品など、拡散の可能性のない商品を規制している。 

・ 特定の種類の活動許可に関する法律、第384-I号（1999年6月14日付）

許可に関する法律であるが、診療所を開業する権利や石油産業で働く権

利などの民間活動を主に規制。戦略的商品の輸出入は特に管理していな

い。 

2 所管官庁 内閣/大統領： 

トルクメニスタン大統領に、大きな権限が与えられている。法律に従い、内

閣はライセンス手続きを決定し、ライセンスを要する活動を特定し、ライセ

ンス発行に責任を有する政府機関を指名する（第6条）。 

ライセンス当局： 

ライセンスに関する法律に従い、ライセンス当局はライセンスの発行、ライ

センスを付与された個人および企業の活動の管理、および発行したライセン

スの登録を維持する責任を有する。大統領決議第 2251号は、以下の政府当局

とその各権限を列挙している： 

 内務省：小火器 

 通信省：ラジオと高周波装置、衛星用送受信装置 

3 規制リス

ト 

有効なものはない 

4 規制対象

国・地域 

- 

5 懸念顧客

情報 

- 
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 項 目 内 容 

6 禁輸国関

連 

- 

7 再輸出規

制 

- 

8 キャッチ

オール規

制 

- 

9 インタン

ジブル規

制 

- 

10 ライセン

ス 

- 

11 罰則・執

行 

・ 麻薬、向精神薬、有害物質、毒性物質、放射性物質または爆発性物質、

武器、爆発装置、小火器または弾薬、核兵器、化学兵器、生物兵器およ

びその他の種類の大量破壊兵器、特定の規制下に管理されている大量破

壊兵器の製造に使用される恐れのある材料と装置の国外への不当輸送

は、財産没収の有無にかかわらず3年から8年の禁固刑。 

・ 放射性物質の違法な入手、所有、使用、または移転は、2年以下の禁固刑。

・ 放射性物質の取扱い（所有、使用、登録または移転）に関する規則違反

は、これら行為が重大な結果を招く場合、2年から7年の禁固刑。 

・ 放射性物質の窃盗または強奪は5年以下の禁固刑。 

・ 兵器、ガス兵器、弾薬、爆薬または爆発装置の違法な製造、および小火

器とその予備部品の違法な修理は、3年以下の禁固刑。 

・ テロ行為は5年から10年の禁固刑 

12 記録保管 - 

13 コンプラ

イアンス

プログラ

ム 

- 
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1.7 ウクライナ 

 

1.7.1 輸出管理法制度整備状況 

ウクライナの輸出管理法制度は「軍事目的指定物資およびデュアルユース品目の国際移転国

家管理」法として2003年に採択されている。これ以前は「外国経済活動」法(1991年)と「ウ

クライナにおける輸出管理法に関する」大統領令第117/98号（1998年）により規制があり、

比較的早くから輸出管理法制度の整備に取組んでいる。包括的かつ詳細な法令で、内容的に

も充実しており、ほぼ完全な形の法体系を構成している。 

しかし、政府の腐敗により実質的に機能していないという大きな問題がある。国連禁輸措置

を受けていた当時のイラクへのKolchugaパッシブ･レーダー･ステーションの売却、中国への

核搭載可能地上発射巡航ミサイル(Kh-55)の売却、イランへのKh-55ミサイル売却などのスキ

ャンダルが発覚している。 

輸出者に輸出管理規則を周知するため、業界団体によって科学技術センター(STC)が創設され

ている。輸出管理に関する新しい法令と政府の決定を定期的にウェブで公表しているほか、

ウクライナにおける輸出管理に関するニュースレターも公開している。 

 

1.7.2 輸出管理法制度の概要 

表1.7にウクライナの輸出管理法制度概要を示す。 

輸出しようとするものは事前にライセンス発行機関である国家輸出部門（SSEC）に登録が必

要である。また、軍事品および国家機密を含む物資/情報の移転に関与する者は内閣の事前の

承認を受けなければならない。 

該非判定はSSECまたは、SSECが認可した「専門家センター」で実施することができる。 

ウクライナには、軍事品、デュアルユース品目またはキャッチオール規制に該当する物資の

輸出入に関する交渉及び契約のために「コンクルージョン」とよばれる事前のライセンス制

度がある。 

 

1.7.3 政治的背景 

ソ連解体の後、ウクライナは旧ソ連から武器を引き継いだ。戦車9,000台、装甲車11,000

台、大砲18,000基、戦闘機とヘリコプター約4,000機と膨大な量である。政府はこれを多国

に売却・輸出する方針を取っている。合法的な売却・輸出もあるが、政府が関与する違法な

ものも含まれる。大半の不法輸出は、クロアチア、ボスニア、国連制裁国向けである。 
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いわゆるオレンジ革命(2004年)によりウクライナは政治的に不安定の状態になり、現在も政

治的混乱が続いている。 

 

1.7.4 国際支援状況 

米国がウクライナの輸出管理制度の改善に前向きである。米国と欧州はウクライナに自動

ライセンスシステムを導入する技術的、財務的支援をしている。米国エネルギー省(DOE)は核

関連施設においてコンプライアンスプログラムを作成、運用するための支援、米国国務省は

輸出管理および関連国境安全保障援助計画(EXBS)プログラムを通じて国境管理を強化する支

援を行っている。 

 

1.7.5 課題 

(1) 現在の輸出管理制度は政府・大統領の管轄下にあり、非合法取引が発覚されないままに

取引を行うことが可能である、という大きな問題がある。効果的な運用には議会に監視権限

を持たせるべきであるという意見がある。 

(2) 輸出管理違反に対する制裁はライセンスの発行機関である SSEC に登録されていない企

業には適用されないという問題がある。未登録企業は刑事罰のみを受けることになるが、刑

事罰の制裁は輸出管理法の制裁よりもはるかに軽い。 

(3) 国防省、宇宙局などの政府機関は輸出管理と武器輸出という、相反する２つの側面があ

る。このような矛盾を見直し、省庁の役割を見直すことが必要である。 

 

表1.7 ウクライナの輸出管理法制度概要 

 項 目 内 容 

1 法的枠組 「軍事目的指定物資およびデュアルユース品目の国際移転国家管理」法

(2003年2月20日) （「輸出管理法」） 

デュアルユース品目、関連技術、役務、情報の輸出入、再輸出、通過、一時

的輸出入を対象。各種政府機関の権限と役割を規定し、ライセンス手続き方

法、キャッチオール条項、該非判定、 終使用および出荷後検査などを規定

している。 

2 所管官庁 実施当局 

・ 軍事および技術協力政策と輸出管理に関する大統領付委員会 

・ 国家輸出部門（SSEC）：ウクライナ唯一の許可当局。経済欧州統合省に属
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 項 目 内 容 

す。 

3 規制リス

ト 

各レジームに対応した５つの管理品目リストがある。 

(1)通常兵器生産に使用できる品目リスト 

(2)ミサイル生産に使用できる品目リスト 

(3)核兵器生産に使用できる品目リスト 

(4)化学兵器生産に使用できる品目リスト 

(5)生物兵器生産に使用できる品目リスト 

4 規制対象

国・地域 

- 

5 懸念顧客

情報 

SSECには認可を拒絶した法人のリストがあり、ランセンス担当官は申請を審

査する際に参照する。 

6 禁輸国関

連 

ウクライナ当局によれば、懸念する国のリストを作成していることを明らか

にしている。内容は不明。 

7 再輸出規

制 

- 

8 キャッチ

オール規

制 

ウクライナの法人が管理品目リストに含まれてない品目の輸出がWMD生産ま

たはその運搬手段に使用されるかも知れないと信じるに足る理由があると

き、SSECから輸出許可を請求しなければならないと規定。ただし、キャッチ

オール規制に該当したときのライセンス手続方法は不明。 

9 インタン

ジブル規

制 

- 

10 ライセン

ス 

個別ライセンス：１暦年有効。 

包括ライセンス：３年を超えない範囲で有効。 

オープンライセンス：特定国の異なる 終使用者への複数回の移転を計画し

ている契約に付与 

コンクルージョン：規制品目の一時的輸出入と通過に対して発行される。コ

ンクルージョンは軍事品、デュアルユース品目またはキャッチオール規制に

該当する物資の輸出入に関する交渉実施または契約調印を企業に許可する

ためにも発行される。 
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 項 目 内 容 

11 罰則・執行 (1) 適切な許可またはコンクルージョンのない管理品目の国際移転の実施 

(2) 申請過程での虚偽情報または偽造文書の提出 

(3) 当該品がWMD製造またはその運搬手段に使用されるかも知れないことを

知った上で、管理品目の国際移転を実施または当該品の交渉に参加 

(4) 管理品が申告された目的以外の目的に使用されるという情報を入手した

にもかかわらず管理品を移転 

(5) 許可またはコンクルージョンの SSEC による決定に影響するかも知れな

い情報の秘匿 

(6) ラインセンスまたはコンクルージョンに記載の条件を遵守しない 

(7) 出荷後報告を提出しない、あるいは期限までに提出しない 

などに対し、 

-上記(2)(3)(4)違反：移転対象品対価の 大150%の金額の罰金 

-上記(5)(6) 違反：移転対象品対価の 大100%の金額の罰金 

その他の違反は、非課税 低収入の100から1000倍の金額の罰金 

12 記録保管 取引完了後、ウクライナの法人はSSECに報告書を提出しなければならない。

契約完了日から起算して5年間その取引の記録を保管しなければならない。 

ただし監査規定はない。 

13 コンプラ

イアンス

プログラ

ム 

規制品目の輸出入取引に係わる全ての法人がコンプライアンスプログラム

を作成することを勧めている。 

軍事品と国家機密に属する物資と情報を輸出しようとする企業、ジェネラル

またはオープンライセンスとコンクルージョン（契約前交渉実施承認）を請

求する輸出者はICPが義務づけられる。 

ICPは、SSECの認証が必要。 
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2. ロシア連邦及びその周辺国における輸出管理法制度の詳細 

 

2.1 ロシア連邦 

 

2.1.1 歴史と背景 

 

ロシアの輸出管理は、まだ比較的新しい。他のすべての旧ソ連の国家と同様に、ロシアが輸

出管理制度を整備し始めたのは1992年のソ連崩壊後のことだった。輸出管理は、当初、大統

領令や命令に基づいて実施していた1。戦略物資の取引を規制するためのより正式な基盤とな

る輸出管理に関する法律をロシアが制定したのは、1999年－ソ連解体の7年後－のことだっ

た。ところが、同法の施行は、それに必要な法律や政令等を制定するのに、さらに2年以上

かかった。 

 

ただでさえ遅いロシアの輸出管理制度整備のテンポは、多くの政府改革のためにさらに遅

れた。1999 年以降、政府の改革が少なくとも 3 回あり、輸出管理制度の変革をもたらした。

一部の政府機関が改称または再編され、また一部は解体されて新たな機関が創設された。こ

のような変化は、輸出管理の実施をますます困難なものにした。というのも、新しい政府機

関の役割や権限、組織を定める法令がすみやかに整備されず、輸出管理制度に関係する政府

機関の間に混乱や調整不足をもたらしたからである。さらに、各政府機関は利害対立等によ

りしばしば衝突を起こした。その結果、ライセンス申請の検討や処理は、政府の改革や政府

内の権力闘争のために遅延したり一時的に停止したりすることが普通になり、そのため輸出

者は、輸出管理制度について混乱し、不満を感じていた。 

 

2001年、プーチン大統領がロシア連邦のトップになってから、輸出管理は新たな方向に進む

こととなった。プーチンが大統領に再選された2004年の大統領選挙は、政府再編のために輸

出管理制度に新たな不安定の時期をもたらしたが、プーチンの2回の任期の間に意思決定に

ついて主導権を取り戻そうとする努力が行われ、それにより輸出管理は次第に大統領レベル

にまで引き上げられた。この点で、大統領やその他の閣僚が出したいくつかの声明は、この

問題の重要性を示している。たとえば、2003 年 12 月のロシア安全保障評議会の会合におい

                                                  
1 1992 年以降の輸出規制に適用される大統領令や命令のリストについては下記参照： 
http://www.nti.org/db/nisprofs/russia/excon/laws.htm 
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て、プーチン大統領は、輸出管理制度における重複の除去、NIS 間の輸出管理面での調整強

化、及び大量破壊兵器等の拡散防止を呼びかけた2。その後、ロシアの輸出管理の監督に当た

るイワノフ国防相は、2005年 6月の輸出管理委員会の会合において行った声明の中で、輸出

管理制度にかかわる諸機関の調整の改善、近隣諸国の大量破壊兵器等の拡散活動の監視への

ロシア安全保障機関による関与の強化、輸出管理や大量破壊兵器等の拡散防止に関する法令

の改正を呼びかけた3。2001 年以降、輸出管理制度の一貫性を高めるとともに実施面と規則

面を改善する上で大きな進歩が見られた。その後、ロシア政府は、輸出管理をする上で、国

家安全保障やインテリジェンスを担当する機関や個人を重視するようになった。これは、プ

ーチン大統領やイワノフ国防相の声明に示唆されるように、輸出管理を拡散防止に結び付け

る意思の表われであるのか、または、ロシアの輸出管理政策における機密性の高まりとライ

センス制度の不透明性をもたらすものか、現時点では確認できない。 

 

3つの発展段階 

 

1992年以降、ロシアの輸出管理制度は、3つの主な発展段階を経てきた。第1段階（1992年

から2000年まで）は大混乱の時期で、輸出管理法令についての理解不足や輸出管理制度に関

係する政府機関の間の頻繁な対立に起因する輸出者の法令遵守の意識の低さとロシア政府当

局の執行体制の弱体性が特徴だった。第 2 段階（2001 年から 2004 年中頃まで）は、安定性

と組織的一貫性が高まった時期で、その間、政府は輸出者のニーズをより考慮するようにな

り、また、以前には欠如していた啓蒙や研修支援を行おうとした。2004年に始まった第3段

階には、大統領選挙後、2004年の春に開始されたロシア政府の再改編が変化の時期のきっか

けとなった。 

 

1992年－2000年：無秩序と混乱 

 

1992年－2000年の間、ロシアにおける輸出管理は、輸出者からすると、貿易に対する障害で

あり、一部の政府機関の収入源であり、様々な政府機関の政治的対立が表面化する場であっ

た。政府機関どうしの調整と協力の欠如により、ライセンス手続きは、輸出者にとって厄介

で高価なものとなった。事実、輸出者は、ライセンス申請を関係するすべての政府機関に提

                                                  
2 『ロシアの輸出規制：2003 年のハイライト』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 1 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
3 『ロシア、輸出規制制度改革を続行』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 12 月／2006 年

1 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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出しなければならず、それには、ほとんどの場合、外務省、貿易省、国防省、司法省、原子

力省等6つ程度の政府機関にライセンス申請を行う必要があった。関係する省はいずれも地

域事務所を持っていなかったので、モスクワ以外に所在する輸出者はこのような政府の怠慢

により特に被害を蒙った。その結果、輸出者は、ライセンス申請について各政府機関による

手続が済んだことを確かめるためにモスクワに飛ぶことを余儀なくされたが、これは、シベ

リア以遠に所在する輸出者にとって高くつくものだった。さらに、政府は、貨物の判定につ

いて輸出者をまったく支援せず、また、輸出管理に適用される法令や規制貨物リストをなか

なか提供しなかった。 

 

また、この時期には、方針が異なる政府機関どうしで頻繁に争いが生じた。たとえば、基幹

核関連技術の輸出（提供）は、往々にして、原子力省（Minatom）、連邦通貨・輸出規制局（VEK）

－当時、輸出管理委員会（ロシアの輸出管理政策の監督について責任を有する関係省庁合同

機関）の下部組織であるライセンス発行機関－及びFAPRID（司法省内の国の知的所有権の保

護を担当する組織）の間の激しい論争の種となった。この3つの組織は現在、存在しない。

VEKは、しばしば、Minatomの職員は主として自己の経済的利益に動かされ、ロシア全体の利

益にはほとんど注意を払わない主張をして、核関連輸出（提供）を許可するMinatomの決定

に異論を唱えた。政府の資金関連の技術に係わるライセンスを審査するFAPRIDは、数多くの

恣意的な税を課したが、輸出者はほとんどこれを納付できず、したがって審査手続は遅延し、

しばしば数カ月にわたって停止した。FAPRIDは、1998年の財政危機の後に政府が輸出から追

加的な収入を得る手段の一つとして創設されたことに留意されたい。したがって、同機関が

核関連輸出から、できる限り多くの利益を得ようとしたことは、驚くに当たらない。このよ

うな政府機関どうしの協調性の欠如から生じた輸出ライセンス処理の混乱と遅延は、輸出者

の法令遵守の意識を低下させる一因となった。 

 

また、この時期のロシアの輸出管理制度の 大の弱点は、執行面の不備である。これは、税

関職員の教育訓練が不足したことと、技術的支援がまったくなかったことに起因している。

積荷が国境を越える際、税関職員には、これが合法的なものであるか疑わしいものであるか

を判断する手段がまったくなかった。また、税関職員は、大量破壊兵器（WMD）関連の技術や

機器設備についてほとんど知識を持たず、まったく訓練を受けておらず、また、輸出貨物の

特性を検査するとともに当該貨物にはライセンスが必要かどうかの判断を支援してくれる技

術専門家に頼る手段も持たなかった。さらに、ロシア政府は、税関職員が以前違反した者を
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より厳しく取り締まることを可能にするロシア内外の企業の輸出違反事例に関する記録を保

存していなかったので、国境での税関による取り締まりは、往々にして課税だけにとどまっ

た。 

 

2001年－2004年中頃：安定性と組織の向上 

 

第 2段階においても、執行面の不備がロシアの課題として残った。たとえば、ロシアにおい

て2000年から2003年の間に90件の輸出規制違反事例が発見されたが、刑事罰を課されたの

は3件にすぎなかった4。それでもロシア政府は、過去の過ちから重要な教訓を得、輸出管理

法令と執行メカニズムの効率を改善することに注力した。また、ロシア政府当局は、その支

援活動を強化するとともにライセンス手続きを簡素化することにより、輸出者のニーズに応

え始めた。この時期の重要な変化の一つは、2001年にいわゆる「一つの窓口」原則を採用し

たことである。この原則によれば、一つの中核機関がライセンス申請を受理し、輸出者の唯

一の接触先としての役割を果たし、輸出ライセンス申請の省庁間合同審査を調整する。経済

発展貿易省（MEDT）がライセンス発行の中核機関に指定され、ライセンス申請は、MEDT内の

輸出管理局（DEC）により処理されることとなった。DECは、デュアルユース品目（生物・化

学・ミサイル関連技術）と核関連貨物についてライセンスを発行した。軍事技術についての

ライセンス発行は、国防省内の軍事技術政策委員会が行った。DEC は、輸出管理委員会の作

業を支援し、国際会議に代表を派遣し、これらの会合でのロシアの公式見解の策定を支援す

る責務も負った。DEC は、輸出者との意思疎通を改善し、輸出管理関連の法令遵守を奨励す

るために、モスクワ以外に所在する輸出者がライセンス申請を行うことができる地域事務所

を18カ所開設した。しかし、ライセンス審査は、モスクワにあるDECの本部のだけにとどま

った。 

 

2002年のもう一つの重要な改善点は、輸出者が輸出貨物の該非を正確に判定するのを助ける

ための専門家センター（EC）の創設である。ECは、特定の貨物－核・生物・化学・ミサイル

関連のもの－を判定する目的で経済発展貿易省から認可された専門組織である。輸出者は、

貨物を独自に判定することもできるしDECに判定を要請することもできるが、ECの判定手続

の方が迅速なことが明らかになった。すなわち、DECの場合は少なくとも2週間かかるのに、

EC の方は数日ないし 1 週間だった。さらに、EC のサービスは手数料が徴収されるので、EC

                                                  
4 『ロシアの輸出規制：2003 年のハイライト』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 1 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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は、違法な輸出を引き起こすような誤った判定を行った場合には法的責任を負う。国境にお

ける管理を強化するために、ECとその連絡先のリストが税関に配布されており、税関職員は、

必要とあれば技術的助言を得ることができる。 

 

後に、ロシア政府は、国際援助プログラムの支援を受けて、輸出管理法令やライセンス手

続きに関する研修を輸出企業の社員や税関職員等に実施した。 

 

2004年春－現在：新たな変化の時期 

 

過去2年間において、ロシアの輸出管理制度は、2004年 3月の大統領選挙後に着手された政

府組織再編により大きな変化を遂げた。この変化は、輸出管理制度に不安定の時期をもたら

したが、以降行われた決定は、輸出管理規制にかかる意思決定を再集中化することを狙いと

するものだった。2004年の政府再編は、新たな特色を持ち込むものでもあり、輸出管理を安

全保障規制や国家機密保護等の確保を担当する機関の管轄下に置くこととした。 

 

前述のとおり、2004 年 3 月までは、ロシアのライセンス当局は MEDT であり、ライセンス申

請はMEDT内のDECによって処理されていた。ロシアの省庁を統合し、その数を半減させるこ

ととなった2004年 3月の組織再編の後は、輸出ライセンス発行の責務は国防省に移された。

さらに、連邦技術・輸出規制庁（FTECS）5－秘密の規則の執行等を担当する2004年 8月に創

設された機関－がDECの責務を引き継ぎ、DECは解体された。FTECSは国防省に属し、ロシア

連邦大統領が直接監督する。国防相の助言を得て大統領が承認するリストに基づいて、連邦

行政当局、国家機関及び組織の長から構成される。もう一つの新たな機関－連邦軍事技術協

力庁（FSMTC）―も創設され、軍事技術分野における軍事技術協力委員会（CMTC）のライセン

ス発行業務を引き継いだ。もっとも、新旧機関双方が国防省の下に置かれ、CMTCの委員長が

FSMTC の長官に任命されたので、このような変化も軍事技術ライセンス発行手続に影響を及

ぼすことはなかった6。 

 

2004年の政府改革は、デュアルユース技術や核関連技術のライセンス発行に多大の影響を及

ぼした。政府機関や連邦省の再編についてはごくわずかな法的枠組の調整しか要しなかった

                                                  
5 連邦技術・輸出規制庁（FTECS）規定に関する 2004 年 8 月 16 日の大統領令第 1085 号 
6 『ロシアの武器貿易・関税機関の職員異動』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 6 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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ので、ロシアの輸出管理制度は、約10カ月の移行期間の間、引き続き元の法的枠組の中で運

用された。実際、2004年の政府再編により導入された輸出管理制度の改革に基づいて主要な

法律や規則の修正を導入したロシア政令第54号が公布されたのはやっと2005年 2月のこと

だった。FTECSの創設とその職員の任命に至る約6カ月の移行期間の間、MEDT内のDECは、

引き続き輸出ライセンス申請の審査を行うとともにロシアの輸出者に対する輸出ライセンス

発行を行った。しかし、DEC の職員は、自分たちの将来について確信が持てず、また、新し

い輸出管理政策について明確なところが分からなかったので、輸出ライセンスの許可・不許

可の決定を行なうことを躊躇した。その結果、ライセンス発行手続きに多大の遅延が生じた。 

 

それにもかかわらず、2004年の政府再編により導入された輸出管理制度変革は、過去の経験

と同じ、不安定をもたらすことはなかった。ロシア政府は、移行期間の間、輸出管理制度の

運用を維持するための措置をある程度とった。たとえば、DEC の元職員は国防省で働くのを

嫌がったが、Sergey Yakimov局長（FTECSの副長官になった。）を含む一部の者は結局新設の

FTECSに移り、その結果制度内の継続性が保たれた。 

 

連邦関税庁は、国境地域における執行面の継続性を確保するために、輸出・輸入ライセンス

に署名する権限を有する職員のリスト及び署名の見本を税関各部署に配布し、税関職員が国

境においてライセンスの信憑性を確認できるようにした。さらに、税関各部署は、ライセン

スの新様式がFTECSにより発行されるまで旧様式が引き続き使用される旨、また、2004年 3

月前に発行されたライセンスは有効期限の間有効である旨の通知を受けた7。 

 

輸出規制分野での意思決定の集中化とこの分野での国防省の役割の増大は、イワノフ国防相

が輸出管理委員会の委員長に任命された 2005 年 4 月に一層強化された。その後 2005 年 11

月 14日、イワノフ国防相は、軍事技術協力と輸出規制に関連する問題を担当する副首相に昇

進する一方、国防相としての地位も保つこととなった8。2006年 5月 11日、プーチン大統領

は、意思決定の集中化の継続を示すものとして、連邦関税庁（FCS）を改革してこれを内閣の

管轄下に移す新たな大統領令に署名することにより、FCS長官（FCSは以前MEDTの管轄下に

あった。）を任命・解任する権限を首相に与えた。 

 

                                                  
7 『ロシア連邦関税庁、新しい参考文書を発行』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 2 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
8 『ロシア、輸出規制制度改革を続行』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 12 月／2006 年

1 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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意思決定の集中化は、主要機関の長のポストに「安全保障」の経験を持つ者を任命する方法

につながる。たとえば、Andrey Belyaninovは、FCSの新長官に任命される前は国防省の下の

Rosoboronzakazの連邦武器調達局の局長だった。彼は、1990年代末期から2000年初にかけ

て、PromeksportやRosoboroneksportといったロシアの武器輸出機関の管理職に就いていた。

ソ連時代、彼は、ソビエト国家保安委員会（KGB）の第1総局（対外諜報）に勤務した。同様

に、2004 年 7月 28 日に FTECS 局長に任命されたSergey Grigorov は、以前、国家機密を保

護するための産業間活動調整・規制を担当する国家技術委員会の委員長を務めた9。 後に、

2000 年以降軍事輸出を独占している国有会社 Rosoboronexport の社長(director)の Sergey 

Chemezovは、1985年から88年まで東ドイツにおいてKGBに勤務していた際にプーチン大統

領の同僚だった10。 

 

2.1.2 輸出管理法制度 

 

2.1.2.1 法的枠組 

 

ロシアは、法律、大統領令、政令、通達から成る輸出管理の法的枠組を作り上げ、輸出管理

に関する主な規則とこれを実施するメカニズムを定めている。まず、輸出管理に適用される

主な法律その他の規則を説明し、次に重要な規定について説明する。下表に載せた規則のい

くつかの内容は、ライセンスに関する項目で詳細に扱う。 

 

デュアルユース品目と軍事技術の輸出管理に適用される主な法律、大統領令、政令 

 

基本法 

法律 1998年 7月9日の軍事技術協力に関する法律 軍事品・技術の輸出入に適用

される。 

法律 1999 年 7 月 18 日に制定された輸出規制に関する

法律第183-FZ号 

デュアルユース品目と核関

連貨物の輸出入に適用され

る。 

核関連の輸出入に適用される特則 

政令 2000年 12月 15日の政令第973号：核関連貨物、

特殊非核関連貨物及び関連技術に関する規定

（2005年に修正） 

規制リストに掲載された核

関連貨物・技術の輸出にかか

る規則を定める。 

大統領令 大統領令第 822 号：1992 年 3月 27 日の大統領令 IAEA 保障措置を受けていな

                                                  
9 『ロシア FTECS の新副長官任命される』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 10 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
10 Alla Kassianova、『Rosoboronexport の登場』、Ponars 政策メモ第 406 号、2006 年 7 月 
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第312号に対する2000年 5月 6日の改正 い国に対する核関連技術の

例外的移転にかかる条件を

定める。 

ミサイル技術の輸出入に適用される特則 

政令 2001 年 4 月 16 日のミサイルシステムを作るため

に用いられる可能性がある貨物及び技術に関す

る外国の経済活動に対する規制の実施に関する

政令第296号 

ミサイル技術の輸出入及び

再輸出に関する規則を定め

る。 

軍事技術の輸出入に適用される特則 

政令 2001年6月7日の武器を製造するために用いられ

る可能性があるデュアルユース貨物・技術に関す

る外国の経済活動に対する規制の実施に関する

政令第447号（修正） 

軍事機器を製造するために

用いられる可能性があるデ

ュアルユース貨物・技術の輸

出に適用される。 

生物・化学兵器関連物資の輸出入に適用される特則 

政令 2001 年 8月 29 日の大統領令第 634 号により承認

された人間・動物・植物の病気の原因物質、微生

物の遺伝子組み換え、毒素、機器及び技術に関す

る国際経済活動に対する規制の実施に関する政

令（2002年に修正） 

病原体の輸出・輸入・移転に

適用される。 

政令 2001 年 9 月 24 日の政令により承認された化学兵

器製造に用いられる可能性がある化学品、設備及

び技術に関する国際経済活動に対する規制の実

施に関する政令（2005年 2月 4日に修正） 

化学品の輸出入に適用され

る。 

ライセンス手続きに適用される特則 

政令 2001 年 6 月 14 日の核関連分野で使用されるデュ

アルユース核関連貨物及び技術に関する外国の

経済活動に対する規制の実施に関する政令第 462

号 

「一つの窓口」原則を導入す

ることによりライセンス手

続きを簡素化する。 

政令 2005 年 8 月 15 日の大量破壊兵器及びその運搬手

段を作るために外国または外国人が使用し得る

貨物、情報、活動、役務及び知的所有権の取引に

対するロシア連邦輸出規制委員会によるライセ

ンスに関するロシア政令第517号 

包括条項に該当する物資、技

術及び役務にかかるライセ

ンス手続きを定める。 

政令 2001 年 6 月 21 日の輸出規制目的の貨物及び技術

の独立的分類のための体系に関する政令第477号

貨物判定を行う権限を付与

された専門家センターを選

ぶ手続を定める。 

輸出管理関連のコンプライアンスプログラム等に関する特則 

政令 経済発展貿易省が認可する専門家センターに関

する政令 2001年 3月 19日付け 

専門家センターの認可に関

するもの（認可様式付き） 

大統領令 2000 年 2 月 29 日の大統領命令(Presidential 

decree)第 176 号により承認された輸出管理関連

のコンプライアンスプログラムの認証に関する

命令 

輸出管理関連のコンプライ

アンスプログラムの策定に

適用される。 

刑法 

法律 刑法の抜粋：第188条（禁制品）及び第189条（違

法輸出） 

違法取引及び輸出規制違反

に関連する刑法の2カ条 

法律 2002年5月7日のロシア連邦刑法第188条及び第

189条の改正に関する連邦法第50号 

その違法な移転が犯罪であ

る貨物のリストを拡大する。

犯罪とみなされる活動のリ

ストを拡大する。 

その他 
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政令 2005 年 2 月 15 日の輸出規制に適用される一部の

法律文書の修正に関する政令第54号 

2004 年 3 月の政府再編に沿

って輸出管理法令を修正す

る。 

法律 1997 年 10月 6日に改正された1993 年 7月 23日

の国家機密に関する法律第5485-1号  

国家機密の保護に適用され

る。 

大統領令 2006 年 2 月 11 日の「国家機密に属する情報のリ

ストに関する」大統領令第9号 

国家機密で、かつ移転するこ

とができない情報のカテゴ

リーを列挙する。 

大統領令 2004年8月16日の大統領命令第1085号により承

認された連邦技術・輸出規制庁（FTECS）規定 

FTECS の役割と責務を列挙す

る。 

大統領令 2004年8月16日の命令第1083号により定められ

た連邦軍事技術協力庁（FSMTC）規定 

FSMTC の役割と責務を列挙す

る。 

 

2.1.2.2 基本法 

 

1999年 7月 18日の輸出管理に関する法律 

 

ロシアの輸出管理制度の主たる基本法は、1999 年 7 月 18 日に制定された輸出管理に関する

法律である。1999 年前は、輸出管理には 1995 年の外国貿易活動の国家規制に関する法律及

びいくつかの政令や決議、規則が適用されていた。1999 年の法律（以下「同法」）の制定に

より、輸出管理の定義が拡大されるとともに、以前の規定には存在しなかった要素が導入さ

れた。 

 

同法は、デュアルユース品目と核関連貨物11（技術、役務、情報を含む。）の輸出入及びロシ

アにいる外国人の移転にも適用される。 

また同法は、 

・ 輸出規制の策定・実施に係わる各政府機関の役割と責務を定め、 

・ ライセンスメカニズムや要求し得るライセンスの種類について詳細事項を規定し、 

・ ライセンス申請を処理する期間や申請の拒絶または取消にかかる条件を定め、 

・ 暫定的な輸出やライセンス免除にかかる条件を定め、 

・ 終用途／需要者証明書を要件とするキャッチオール規制や積出し後検査を定め、 

                                                  
11 同法の条文では対象範囲をデュアルユース・核関連物資に限定していないが、軍事技術の

取引には相応する法律が適用される旨を明記している。さらに 2003 年 12 月 8 日、プーチン

大統領は、外国貿易活動の国家規制の枠組みに関する法律第 164-F3 号に署名した。第 3 部第

1 条は、デュアルユース品目・技術の輸出入には輸出規制法が適用される一方、軍事物資・

技術の輸出には軍事技術協力に関する法律が適用される旨規定している。『ロシアの輸出規

制：2003 年のハイライト』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 1 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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・ 一部の輸出者に対し輸出管理関連のコンプライアンスプログラムを設けることを義務

付け、 

・ 違反の場合に適用される制裁措置を列挙する。 

 

WMD の開発に用いられ可能性がある貨物、情報、知見、役務の輸出には同法第 III 編が適用

される。第III編の主な規定には次のようなものがある。 

 

・ 規制貨物・技術の輸出は、当該貨物・技術がWMDやその運搬システムの開発に用いられ

ないことを輸入者が証明することを条件としている。さらにロシア政府は、輸入者に追加的

な条件を付することもできる。これには、輸入国における輸出貨物・技術の使用を規制する

権利が含まれる（第18条）。 

 

・ 「ロシア連邦の防衛と国家安全保障の分野での政府の要請を満たすための科学的及び／

または生産活動に従事しており、かつ、規制貨物・技術がかかわる外国貿易活動から常時収

入を得ている」組織は、輸出管理関連のコンプライアンスプログラムを設けることを義務付

けられている。このプログラムは、関係輸出規制当局により認証されなければならない（第

16条）。 

 

・ 輸出者は、2 種類の輸出ライセンスを申請することができる。すなわち、個別ライセン

スまたは包括ライセンスである。包括ライセンスは、一定数量の貨物と輸入者が特定されな

い一定の仕向地について用いられ得る。ロシア政府は、包括ライセンスを発行することがで

きる貨物と国のリストを定める。包括ライセンスは、輸出管理関連のコンプライアンスプロ

グラムを設けた組織にしか発行されない（第19条）。 

 

・ 輸出ライセンス申請は、技術的な省庁合同審査を受ける（第21条）。 

 

・ 輸出ライセンスは、次の理由で拒絶されることがある（第22条）。 

- 申請者が提出した情報が欠如し、不完全であり、または虚偽であること 

- 当該輸出がロシア連邦の国益を脅かす恐れがあること 

 

・ 次の場合は輸出ライセンスを取り消すことができる（第22条）。 

－38－



 

- ライセンスを受けた組織が清算された場合 

- 輸出者がライセンスの条件に違反した場合 

- 輸出者がロシアの法令に違反した場合 

- ライセンスがロシアの法令に違反して発行されていた場合 

- ライセンスの取消を必要とするようなロシア法令の変更が行われた場合 

 

・ 次の場合は、外国での使用（個人的使用及び展示会での使用を含む。）の目的で、ライセ

ンスなしでの規制貨物・技術の暫定的な輸出が認められる。すなわち、(a) 外国の組織に対

する移転がなく、(b) 当該貨物・技術が輸出を行うロシア人の管理下から離れることがなく、

かつ、(c) 当該貨物・技術が合意された期限までに返還される場合。このような輸出を行う

ための許可は、ロシア政府が定める省庁合同調整機関［現在は輸出規制委員会］により発行

される（第19条）。 

 

・ 国のブラックリスト：ロシア連邦の安全保障を確保するために規制貨物・技術の輸出先

となることが制限または禁止されている国のリストが大統領令により定められる（第25条）。 

 

・ キャッチオール規制：同法第20条に基づき、ロシアの輸出者は、規制リストに記載され

ていない貨物がWMDやその運搬システムを開発するために用いられる可能性があると信ずる

に足る理由がある場合、輸出ライセンスを申請しなければならない。 

 

ロシア政府は、輸出者がキャッチオール規制を遵守しやすいように2005年 8月 15日に政令

第517号を公布した。これは、輸出者に疑惑を生じさせる当該貨物の輸入国、輸入者または

特性にかかわる「赤信号(red flags)」を定めている。これには次のものが対象とされる。 

- 輸入国が拡散防止コミットメントに違反したこと 

- 外国人（輸出される物の契約者、受取人または 終需要者）が軍事的な核、化学、生

物またはミサイル関連プログラムにつながりがあることをロシアの輸出者が知ってい

ること 

- 外国の受取人（または 終需要者）が 

° 経済自由地域に所在すること 

° 輸出される貨物の使用場所として外国人にアクセスが制限されている地域または

施設を挙げること 
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° 輸出される物資の 終用途、 終需要者、使用場所に関する情報の提供に消極的な

こと 

° 輸出される貨物の 終用途や 終需要者に関して秘密保持を強く要求すること 

° 普通でない支払方法を用いること、または現金での支払いを欲すること 

° サプライヤーが申し出た据付け・組立・保守サービスを理由を述べずに拒絶するこ

と 

° 通関手続や税関での規制を妨げるような包装やラベルを要求すること 

° 輸出される貨物をWMDやその運搬手段の製造に使えるように変更することを目論ん

でいること 

° 事業目的の通信に私書箱を用いること 

° 輸出される貨物を申告された仕向地に輸送するのに経済的に不合理な手段や経路

を選ぶこと 

 

- 当該貨物は規制リストに記載されていないが、規制リストに記載されている機器に類

似する特性を持っていること 

- ライセンス申請や通関書類に用いられている当該機器の名称はリストに記載されて

いないが、当該貨物の特性が規制リストに記載されている機器の特性に類似している

こと 

- 当該機器は規制リストに記載されていないが、規制貨物の構成部分として用いること

ができること 

- 輸出される物の技術的特性が申告された 終用途に合致しないこと 

- 輸出される物の数量や特性が 終需要者の生産方法、技術水準、生産能力に合致しな

いこと 

- 輸出注文が輸入国とは異なる国に所在する組織または者により行われたこと12 

 

1998年 7月9日の軍事技術協力に関する法律 

 

同法は、軍事技術の輸出入に適用され、規制対象となる貨物や活動のカテゴリーを特定する。

これには軍用の貨物、製造能力、ノウハウ、保守、役務、訓練、公開実験、展示等が含まれ

                                                  
12 Elina Kirichenko、『ロシアの輸出規制の発展』、拡散防止意識訓練ワークショップ、カザフ

スタン国アルマティ、2006 年 10 月 16-18 日；『ロシア、包括規定の実施を促進するために新

たなライセンス規則を導入』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 10 月、
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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る。同法の主な原則は次のとおりである。 

• 同法は、軍事技術の取引の政府による独占を定めるとともに、輸出入活動についてラ

イセンス取得を義務付ける（第5条）。 

• 政府持分が 51%である会社のみが軍事技術を提供し、作り出し、開発することについ

て国からライセンスを取得することができる（第12条）。 

• 国連の武器禁輸措置に違反するまたはロシアの国際コミットメントに反する輸出は禁

止される（第6条）。 

• ロシア大統領は、軍事技術の提供先となることができる国のリストを承認する権限を

有するとともに、リストに載っている国に対する特定の種類の貨物の輸出を制限する

権限を有する（第6条）。 

• 輸出される軍需貨物には当該貨物の納入を監督する「護衛者」を付けなければならな

い（第8条）。 

 

また、同法は、各政府機関の役割と責務を定めるとともに、ロシア大統領に幅広い権限を与

えており、大統領は、軍事輸出政策のみならず軍事協力の実施手続も定め、手続を監督する

政府機関を指定する（第9条）。また、大統領は、軍事貿易関連の活動を実施することを認め

られる組織を定める（第12条）。ロシア政府は、大統領が定める政策を実施すること、国際

協定に署名すること、軍事協力に関する法制を策定することについて責任を負う（第10条）。

軍事上の輸出入は、「連邦行政機関」［現在は連邦軍事技術協力局］により監督される（第11

条）。 

 

2.1.3 ライセンス制度と手続 

2.1.3.1 所管官庁 

 

ロシアの法制においては、輸出管理分野の役割と責任を高位の機関の間で配分しており、こ

れら機関は、ロシアの輸出管理政策の全般的な方向や輸出規制措置の実施・管理に責任を負

う実施機関を定める。 

 

2.1.3.1.1 上級機関 

 

• ロシア大統領：ロシアの輸出管理政策の主な方向を定めるとともに、輸出規制リスト
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を承認する。 

• ロシア政府：大統領が定めたロシアの輸出管理政策を実施し、規制貨物の輸出手続を

定め、輸出管理制度の分野での国際協定を取り決める。 

 

2.1.3.1.2 実施機関 

 

・ 輸出管理委員会：同委員会は、ロシアの輸出管理政策の統一的実施を確保することにつ

いて責任を有する省庁合同組織である。高位の機関と実施機関との間の直接のリンクである。

同委員会は、輸出管理制度に関与している連邦機関に組織面や方法面での指針を与えたり、

これら機関の作業を調整すること、キャチオール規制に基づく輸出ライセンスを発行するこ

と、法律に基づいてライセンスなしでの規制貨物輸出を許可すること、輸出管理制度に関与

する政府機関間の紛争を解決することについて責任を負う。 

 

2005 年 4 月 26 日、プーチン大統領は、ロシア連邦輸出管理委員会に関する大統領令第 468

号に署名したが、これは、次のとおり、同委員会に拡散防止にかかる特定の責務を負わせる

ことにより委員会の権限を拡大するものだった。 

- 拡散の脅威やロシア連邦の安全保障に対する脅威を予測・識別することを任務とする

連邦各機関の作業を調整すること。同委員会は、このような脅威を防止するための勧

告を策定する任務も担わされた。 

- 大量破壊兵器（WMD）とその運搬手段の拡散防止に関して大統領への年次政府報告書を

作成すること 

- WMD 拡散防止の分野でのロシアの国際協力の効率を評価するとともに効率向上のため

の勧告を行うこと 

- 核、宇宙、その他の科学・ハイテク産業における外国及び国際組織との協力に関して

勧告を行うこと 

 

また、大統領令第468号は、2004年 3月にプーチン大統領が導入したロシア政府の改編を反

映するために、委員会の委員構成を変更した。具体的には、セルゲイ・イワノフ国防相－輸

出管理を監督する－は現在委員会の委員長である。委員会の2003年の委員のうち承認された

のは4名－E. Antipenko、I. Materov、S. Yakimov及びG. Mesyats－のみであった。他のす

べての被任命者は下記リストに示すように新たな委員である。 
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輸出管理委員会の構成 

氏名 公的地位（委員会内の地位）［ロシア語の略号］ 

S.B. Ivanov ロシア連邦国防相（委員会委員長） 

S.I. Grigorov ロシア連邦技術・輸出規制庁［FSTEK］長官（委員会副委員長） 

E.E. Antipenko 連邦原子力庁［Rosatom］副長官 

A.V. Bortnikov ロシア連邦保安庁(Service)経済安全保障庁(Service)［FSB］長官 

E.P. Buzhinskiy ロシア国防省外国軍事協力総局長 

Yu.K. Demchenko ロシア対外情報庁［SVR］副長官 

A.E. Zherikhov ロシア連邦関税庁［FTS］長官 

S.I. Kislyak ロシア連邦外務副大臣 

A.V. Klimenko 連邦科学・技術革新庁［Rosnauka］副長官 

A.B. Malyshev 連邦核・産業・環境庁［Rostekhnadzor］副長官 

I.S. Materov ロシア連邦産業・エネルギー副大臣 

G.A. Mesyats ロシア科学アカデミー副総裁 

M.A. Novikov 連邦軍事技術協力庁［FSVTS］副長官 

A.N. Perminov 連邦宇宙庁［Roskosmos］長官 

V.I. Pryadko ロシア連邦軍総司令部総局次長 

D.A. Ryzhkov ロシア連邦政府総参謀長府副長官 

V.G. Savelyev ロシア連邦経済開発貿易副大臣 

A.V. Spasskiy ロシア連邦安全保障評議会副議長 

A.V. Fyodorov ロシア連邦連邦薬品管理庁［FSKN］副長官 

V.I. Kholstov 連邦産業庁［Rosprom］副長官 

Yu.A. Chikhanchin 連邦金融監視庁［Rosfinmonitoring］副長官 

S.F. Yakimov FSTEK副長官（委員会事務局長） 

V.U. Yalunin ロシア連邦司法副大臣 

出所：NIS輸出規制オブザーバー、2005年 4月 

 

・ 国防省：国防相は、軍事、デュアルユース及び核関連輸出について責任を負うライセン

ス発行機関である。輸出ライセンス申請の省庁合同審査の間、国防省は、ロシアの安全保障

確保の観点からライセンス申請（包括ライセンス申請を含む。）を審査する。同省内では、2

つの機関が経常的なライセンス発行手続を担当する。 

- 連邦技術・輸出規制庁（FTECS）：FTECS は、デュアルユースや核関連の輸出入及び再

輸出についてライセンス発行を担当するライセンス機関である。また、同庁は、多国

間輸出管理制度に関する国際会議においてロシアを代表する。 

- 連邦軍事技術協力庁（FSMTC）：FSMTC は、軍事技術の輸出入についてのライセンス発

行を担当するライセンス機関である。 

 

・ 輸出管理について責任を負う他の機関 

いくつかの省や政府機関が輸出管理制度にかかわっており、関係する貨物の種類により
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FTECS または FSMTC によって監督される省庁合同審査の際のライセンス申請の検討に参加す

る。 

- 原子力庁（Rosatom）：Rosatom は、核関連の貨物や技術にかかるすべてのライセンス

申請の審査に携わる。同庁は、また、規制されるべき核関連技術のリスト草案を作成

する。 

- 連邦宇宙庁（Roskosmos）：ミサイル技術・貨物にかかわるライセンス申請を審査する。 

- 連邦産業庁：規制化学品にかかわるライセンス申請を審査する。 

- 産業・エネルギー省：包括ライセンス申請の審査に携わる。 

- 経済発展貿易省：包括ライセンス申請の審査に携わる。 

- 保健・社会開発省、農業省、ロシア科学アカデミー：人間、動物及び動物原性感染の

疾病を引き起こす病原体にかかわるライセンス申請を審査する。 

- 外務省（MFA）：MFAは、ロシアの国際約束の観点からライセンス申請を審査する。MFA

は、また、国際協定を取り決めるとともに、その代表が輸出管理関連の国際レジーム

の会議に出席する。さらにMFAは、包括ライセンス申請も審査する。 

- 司法省：国有財産保護の観点からライセンス申請を審査する。 

- 対外情報庁（SVR）： 終用途と 終需要者を確認する。 

- 連邦保安庁（FSB）：国内外の輸出者を調査する。輸出管理違反を調査する。 

- 連邦核・産業・環境庁［Rostekhnadzor］：核関連会社が核分野で活動するために必要

なライセンスを発行する。（このライセンスは、核関連貨物にかかわるライセンスを申

請する際に必要とされる。） 

- 連邦税関：国境においてライセンスを確認する。 

 

FTECS 

 

上述のように、FTECSは、2004年の大統領選挙を経たロシア政府改組の後、2004年 8月に創

設された。FTECSは、その前身－DEC－とは異なり、ロシアの通信インフラの防護、技術防諜、

情報や国家機密の技術的保護、輸出管理等の幅広い活動に従事する。 

 

FTECS規定によれば、その輸出管理の責務は次のとおりである13。 

• ロシアの法制と国防省の命令に基づいて輸出管理措置の実施を確実にすること 

                                                  
13 2004 年 8 月 16 日の大統領命令第 1085 号により承認された連邦技術・輸出規制庁（FTECS）
規定 
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• 関連連邦行政機関・組織の参加を得て、輸出管理の対象となる貨物、情報、知的所有

権のリストを作成すること 

• WMD、その運搬手段、その他の種類の武器・軍事ハードウェアを製造するために用いら

れる可能性がある物品にかかる対外経済取引の審査を組織し、実施すること 

• 外国貿易活動を監督するとともに、ロシアの法令に定めるところにしたがって貨物（活

動、役務）、情報、知的所有権の輸出及び（または）輸入についてライセンスを発行す

ること 

• 発行された輸出規制対象貨物にかかる輸出入ライセンスに関する連邦データベースを

備えること 

• ロシアの輸出者や輸入者の輸出管理に関する意識を向上させるための啓蒙活動を組織

すること 

• 輸出管理関連のコンプライアンスプログラムを設ける会社に国家認証証明書を交付す

ること 

• 貨物や技術の独立的な判定を監督するとともにその実行を管理し、貨物判定を行うた

めの特別許可を得た組織の登録簿を備えること 

• WMDその他の危険な武器の拡散防止や、WMD、その運搬手段、その他の種類の武器・軍

事ハードウェアを製造するために用いられる可能性がある貨物の輸出管理に関する政

府の政策の実施に参加すること 

• 関係連邦行政機関・組織の参加を得て、統合連邦輸出規制情報システムや、FTECS と

その他の国家機関との間の情報共有手続の創設を準備すること 

• その権限の範囲内で国際輸出管理制度へのロシア連邦の参加を確保すること 

• ロシアの輸出管理法令や関係する国際的合意の違反防止を狙いとする活動を行うこと 

• 国際法の一般に認められた原則、規則に基づいて、CIS（独立国家共同体）構成国及び

ユーラシア経済共同体の加盟国の国内輸出管理法令の調整・統一に関する活動の準

備・実施に参加すること 

• 一国または複数国に対する国際経済制裁へのロシアの参加に関する問題の検討に参加

すること 

• 申告された目的での使用についての政府保証に基づいてロシア連邦に輸入されたデュ

アルユース品目のロシア連邦からの無許可の再輸出の防止を狙いとする活動に参加す

ること及び法令に定められたところによりロシアの輸入証明書を交付すること 

• その権限の範囲内で国際協力を実施すること、及び国際情報交換に関する活動や情報
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保護・輸出管理における国際協力プログラムの策定・実施に参加すること 

 

輸出管理の分野における上述のFTECSの責務は、旧DECの責務に類似している14。FTECSはモ

スクワに所在する本部のほかに地域事務所を7カ所持っており、ロシアの輸出者・輸入者は

そこで申請を行うことができる。下表は、これら事務所の所在地と連絡先を示す。 

 

FTECS においてライセンス申請を受理して審査する部局は輸出管理部で、FTECS の Sergey 

Yakimov 次長の直接の監督下にある。S. Yakimov は、FTECS 創設前のロシアのライセンス発

行機関であった DEC の局長であったことに留意されたい。輸出規制部は、3 つの管理課とラ

イセンス申請の審査に当たる4つの技術課－核・ミサイル・生物／化学・デュアルユース技

術－から成る。下記図表は、FTECSの輸出規制部の組織構造（連絡先を含む。）を示す。 

 

FTECSの地域事務所 

 地域 住所 電話／ファックス 

1 本部 17 Staraia Basmannaia street, 

Moscow 105175 

 

電話：(095) 606-68-04 

ファックス：(095) 924-88-40 

Eメール：klochko_vn@gov.ru 

http://www.fstec.ru/_ekcon/_osn.htm

2 中央 56/40 Sevastopolskii lane, Moscow, 

117342 

電話：(095)333-50-37 

ファックス：(095) 334-16-21 

3 北西 11 Isakievskaia Place, 

St.Petersburg, 190000 

電話：(812) 312-28-14 

ファックス：(812) 312-55-29 

4 南 4 Yufimtseva Street, 

Rostov-on-the-Don, 344012 

電話：(863-2) 63-67-51 

ファックス：(863-2) 32-32-93 

5 ボルガ 60 Gagarine lane, Nizhnyi 

Novgorod, 603104 

電話：(8312) 39-62-11 

ファックス：(8312) 39-68-79 

6 ウラル 286 Gagarine street, Ekaterinburg, 

620078 

電話：(343) 372-18-61Λ 

ファックス：(343) 372-18-61 

7 シベリ

ア 

1 Voennyi gorodok, suite 16, 

Novosibirsk, 630017 

電話：(383-2) 27-38-44 

ファックス：(383-2) 27-39-11 

8 極東 37 Lenin street, Khabarovsk, 

680030 

電話：(4212) 420-755 

ファックス：(4212) 304-524 

出所：http://www.fstec.ru/_ekcon/_osn.htm 

 

 

                                                  
14 NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 8 月 
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Serguey Ivanovich Grigorov 
FTECS 長官 

Sergey Fotievich Yakimov 
FTECS 副長官 

FTECS 輸出管理部 

電話：606-68-04 

組織・手順課 

電話：(095) 606-68-58 

規制・分析課 

電話：(095) 606-14-19 

ミサイル技術課 

電話：(095) 606-17-18 

化学・生物課 

電話：(095) 606-61-17 

デュアルユース品目課 

電話：(095) 606-07-13 

核技術課 

電話：(095) 606-61-17 

輸出者／輸入者連絡課 

電話：(095) 606-73-46 

地域事務所 

FTECS の組織構造 

出所：http://www.fstec.ru. 
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FSMTC 

 

連邦軍事技術協力庁（FSMTC）は、軍事技術にかかるライセンス発行を担当する機関である。

同庁は国防省の一部ではあるが、ロシア連邦大統領が直接監督する。FSMTC 規定によれば、

同庁の責務には3つの主なカテゴリーがあり、それには輸出規制、軍事協力の分野でのロシ

アの政策の策定、軍事マーケティングが含まれる。具体的には、FSMTCは、 

• 軍事上の輸出入を規制・監督し、 

• 輸出・輸入ライセンスを発行し、 

• ロシアの軍事関係会社の作業を調整・管理し、 

• ロシアの軍事関係輸出者の登録簿を備えるとともにこれらの輸出者の活動を分析し、 

• ロシアに特有の輸出者－Rosoboronprom－の業務を監督するとともにその従業員の任

用・異動を行い、 

• すでに輸出された軍用品について保守その他の役務を提供することをロシアの会社に

許可し、 

• 他の関係政府機関と協力して、外国との軍事協力に関するロシアの政策について提案

を策定し、 

• 他の関係政府機関と協力して、軍事協力の分野における外国との国際協定について提

案を作成し、 

• 軍事協力に関連する法令その他の規則の草案を作成して国防省に提出し、 

• 他国との軍事協力の継続または解消に関して勧告を策定し、 

• 独立国家共同体（CIS－旧ソ連諸国）の国との軍事協力に関する勧告を策定し、 

• 外国との軍事協力に関するロシアの政策を実施し、 

• ロシア内外において軍事展示会・見本市や軍事品公開実験を開催し、 

• 国際軍事市場の趨勢を分析し、 

• 各年の 初の 3 カ月の間にロシア大統領に提出する軍事売却に関する年次報告書を作

成する。 

 

FSMTCは、モスクワに本拠を置き、185名の職員を擁する。管理職陣は次の者から構成される。 

• 長官：Michail Arkadevich Dmitriev（電話：(095) 950-90-49、950-15-76、電話／フ

ァックス：(095) 953-49-17） 
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• 第一副長官：Alexander Vladimirovich Denissov（電話：095-950-92-42、電話／ファ

ックス：095-953-78-32） 

• 他の副長官： 

Karlovich Viachislav Dzirkaln：（095-950-92-15、ファックス：095-951-35-29） 

Alexander Vassilievich Fomin：（095-950-14-73、ファックス：095-953-05-68） 

Vladimir Alexandrovich Paleshuk：（095-950-97-51、ファックス：095-953-48-14） 

Michail Vladimirovich Petukhov：（095-950-99-04、ファックス：095-953-12-49） 

Kiril Vladimirovich Gdzatsev：（095-953-78-48） 

 

FSMTCの住所：モスクワ115324 Ovchinnikovskaia Naberezhenaia 18/1 

主な電話番号：(095)-950-90-49、950-15-76 

 

2.1.3.2 申請手続 

 

ロシアの制度は、輸出される貨物の種類によって異なるライセンス手続きから成る。下記に

おいて、デュアルユース品目、軍事品及びキャッチオール規制にかかるライセンス手続きを

説明する。ライセンス免除、報告・監査、組織監視リスト・輸出規制リスト、輸入貨物のロ

シア内での移転も取り扱う。 

 

核・化学・生物兵器とその運搬手段を製造するために用いられる可能性があるデュアルユー

ス品目及び核関連専用の品目に対するライセンス 

 

ロシアの輸出者は、FTECS にライセンス申請を行う前に、輸出する貨物を判定しなければな

らない。すなわち、当該貨物がロシアの規制貨物・技術リスト6つのうちの1つに該当し、

したがってライセンスの対象となるかどうかを確認しなければならない。判定は、輸入者に

より独立的に、ライセンス発行機関－FTECS－により、または専門家センターにより、行われ

得る。専門家センターとは、特定の種類の（核・BW(生物兵器)・化学・ミサイル関連の）製

品の判定を行うために国防省から認可された組織である。 

 

輸出者は、2 種類のライセンスを申請することができる。すなわち(1) 輸出 1 回に用いるこ

とができる個別のライセンスと、(2) 一定期間有効で、特定の貨物を特定の国に数回輸出す
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ることができる包括ライセンスである。個別のライセンスは法律により45日以内に処理され

なければならず、包括ライセンスは25日以内に処理されなければならない。下記の前半部分

では、FTECS の権限の下で物資に適用される包括ライセンスの手続について説明する。後半

部分では、特定のカテゴリーの貨物や技術に適用される追加的なライセンスの原則を列記す

る。 

 

2.1.3.2.1 貨物判定手続 

 

ロシアにおけるライセンス手続きの第1段階は、当該貨物の輸出入にライセンスが必要とさ

れるか否かを判断するための貨物の判定である15。貨物の判定は、輸出者自身により独自に、

または専門家センターにより行われ得る。専門家センターとは、特定のカテゴリーの物につ

いて貨物の判定を行うために輸出規制委員会が認可した組織である。 

 

現在、ロシアには規制貨物の判定を行うことを認められた組織が18ある。その5つは、すべ

ての現行規制リストに記載されたすべての貨物について貨物の判定をおこなうことができる。

9 つは、いくつかの規制リストに記載された一部の貨物について貨物の判定を行うことがで

きる。4つは、1つのカテゴリーの物資についてのみ貨物の判定を行うことができる。専門家

センターとその各専門分野の完全なリストを下表に示す。 

 

専門家センターリスト 

すべての規制リストに記載された貨物について判定を行うことができる組織 

1 産業開発プロジェクトセンター 

2 ロシア科学アカデミー 

3 国有会社「Infortechnika」 

4 ロシア科学アカデミーシベリア支部 

5 非公開株式会社「Commercial Information Sociological Company」 

いくつかの規制リストに記載された特定の貨物について判定を行うことができる組織 

6 連邦単一企業「冶金 Bardina 中央科学研究

所」 

軍事・核・ミサイル・化学関連の用途があ

るデュアルユース品目 

7 ウラル国立技術研究所 軍事・核・ミサイル・化学関連の用途があ

るデュアルユース品目 

8 モ ス ク ワ 国 立 無 線 工 学

(Radiotechnology)・電子工学・オートメー

ション研究所 

軍事・核・ミサイル・化学・生物関連の用

途があるデュアルユース品目 

9 共和国化学研究・コンサルティングセンタ

ー「RINKTsE」 

軍事・核・ミサイル・化学・生物関連の用

途があるデュアルユース品目 

                                                  
15 1999 年 7 月 18 日の輸出規制に関する法律第 24 条 
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10 Kurchatov研究所 核・ミサイル関連の用途がある核関連専

用・デュアルユース品目 

11 金属切断機械実験科学研究所 核・ミサイル関連の用途があるデュアルユ

ース品目 

12 サマラ国立技術大学 軍事・ミサイル・化学関連の用途があるデ

ュアルユース品目 

13 連邦単一会社「Gostechstroi」 軍事・核・ミサイル・生物・化学関連の用

途があるデュアルユース品目 

14 南ロシア国立技術大学 軍事・核・ミサイル・生物・化学関連の用

途があるデュアルユース品目 

1回限り規制リストに記載された貨物について判定を行うことができる組織 

15 公開株式会社「Biopreparat」 生物関連 

16 公開株式会社「Belokalinsky冶金生産協会」 一定の種類の金属 

17 ロシア連邦国立研究センター「物理・エネ

ルギー研究所Leipunskii」 

核関連 

18 公開株式会社「VNIPP」 一定の種類のベアリング 

出所：http://www.fstec.ru/_ekcon/_ddoc/_register.htm 

 

専門家センターによる貨物の判定には手数料がかかる。貨物の判定手続の費用と所用期間は、

物資の内容と適正な識別を行うのに要する試験の種類によって左右される。通常、貨物の判

定手続に要する平均的な期間は数日ないし1週間である。 

 

判定の目的は、輸出される貨物が規制リストに記載されているかどうかを確認することのみ

ならず、その記号を識別することでもある。ロシアは二重記号体系を用いる。第 1 は TNVED

記号で、ライセンスの対象であるか否かを問わずすべての貨物の分類に用いられる。ソ連時

代からの遺物であるTNVED記号－ロシア語による外国貿易物品名称は、主として税関のため

に用いられる。TNVD 記号は 10 桁からなり、各数字は、活動分野（たとえば農業）等特定の

種類の情報や関係する貨物の種類（たとえば穀物）を示す16。第 2 の記号体系は 6 つの規制

リストに用いられるもので、TNVEDとは異なり、輸出される貨物の機微度(sensitivity)を示

す。一部の貨物はいくつかの規制リストに記載され、規制貨物の分類手続を専門家に委ねざ

るを得ないような困難なものにしている。 

 

専門家センターは、企図されている輸出が輸入国の軍事プログラムに役立つかどうかを判断

するために、キャッチオール規制の観点からの検討も行う。FTECS は、この検討を容易にす

るために、専門家センターに対して懸念が抱かれる 終用途と 終需要者に関する機密情報

を提供する。 

                                                  
16 http://www.megasert.com/news.php?show=6 
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専門家センターは、その判定が誤ったために違法な輸出が行われた場合、法的に責任を負う。

各専門家センターは、行ったすべての貨物の判定についてFTECSに報告しなければならない。

当該貨物についてライセンス申請が行われるに至ったかどうかを問わない17。 

 

貨物の判定は、FTECS が先着順に無料で行うこともある。その場合の貨物の判定は、ライセ

ンス申請と同時に行われる。貨物の複雑さの度合いや適正な判定を行うために必要な試験の

種類によっては、FTECSによる貨物の判定は2週間以上かかることもある18。 

 

2.1.3.2.2 ライセンスの種類 

 

ロシアの輸出者は、2 種類のライセンスを申請することができる。すなわち、個別のライセ

ンスまたは包括ライセンスである。 

 

個別ライセンス申請 

 

ロシアの輸出者は、個別のライセンスを取得するためには、下記の書類をFTECSに提出しな

ければならない。 

1. ライセンス申請様式 

2. 輸出される貨物の説明書（TNVED記号、関係規制リストでの記号の記載を含む。） 

3. 付属書を伴う契約書または合意書の写し（写し発行の日付、原本の物理的所在の記載

を含む。）規制物資の輸出に関する契約書または合意書には次の情報を含めなければな

らない。 

a 規制貨物の所在と申告された用途 

b 終需要者についての説明 

c 取得した規制貨物について次のことを述べる外国の 終需要者のステートメント 

i 申告されたとおりに使用され、武器や大量破壊兵器を製造するためには用いら

れないこと 

                                                  
17 『Sergey Yakimov とのインタビュー』、NIS 輸出規制オブザーバー、2003 年 3 月。2004 年

の政府改編に沿って改訂 
18 『Sergey Yakimov とのインタビュー』、NIS 輸出規制オブザーバー、第 3 号、2003 年 3 月、

pp. 17-22、http://cns.miis.edu/nis-excon 
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ii 所轄のロシア当局［FTECS］の書面による事前の許可なしに他の組織に再輸出ま

たは移転されることはないこと 

4. 申請者が規制貨物の製造者（所有者）でない場合は、申請者と規制貨物または技術の

製造者（所有者）または開発者（所有者）との間の合意書の写しを申請書類に添付し

なければならない。 

5. 会社の基本文書の写し 

個人の識別文書及び個人の勤務先と地位を証明する文書 

6. ［会社についての］ロシアの統一国定法人登録簿または［個人についての］統一国定

個人企業家登録簿、及び納税文書の写し 

［物理的組織についての］租税当局の印が付された個人企業家としての国が定めた国

民登録証明書の写し 

7. 計画された輸出が国家機密を構成するか否かを記述する文書 

8. 国有財産の保護に関する問題が解決されたことを示す司法省からの証明書 

 

FTECSは、個別ライセンスの申請の審査を45日以内に完了しなければならない。FTECSは、

ライセンス申請書類を受領した後、予備審査を行う。これは、(1) 申請書類にすべての必要

文書が含まれていること及び情報が完全であることを確認すること、(2) ライセンスを発行

するべきか否かについて予備的勧告を行うことから成る。申請書類から情報が欠如している

場合や情報に説明を加える必要がある場合は、FTECS は、書類を輸出者に返して完全なもの

にさせる。 

 

予備審査が完了した時は（申請書提出から 5 日以内に完了しなければならない。）19、FTECS

は、ライセンス申請を審査するべき連邦省庁を指定して申請書類を送付する20。省庁合同審

査－ロシアの法令で「省庁合同専門評議会」［межведомственный экспертный совет］と

もいう－において20日以内にライセンス申請を審査しなければならない21。 

 

省庁合同審査の際、ライセンス申請は、当該輸出がロシアの国際的責務とその政治・経済・

                                                  
19 2001 年 4 月 16 日の「輸出規制の対象となる物品、情報、作業、役務及び知的活動の結果

にかかる対外経済活動の国家専門評価の実施規則の承認に関する」政令第 294 号第 5 条 
20 『Sergey Yaimov とのインタビュー』NIS 輸出規制オブザーバー、第 3 号、2003 年 3 月、

pp. 17-22、http://cns.miis.edu/nis-excon 
21 2001 年 4 月 16 日の「輸出規制の対象となる物品、情報、作業、役務及び知的活動の結果

にかかる対外経済活動の国家専門評価の実施規則の承認に関する」政令第 294 号第 3 条、第

5 条 
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軍事・安全保障上の利益に合致していることを確認するために、政治・技術・安全保障上の

観点から検討される。ライセンス申請の技術的審査は、輸出される貨物の申告された用途が

合法的であるかどうかを判断するとともに、申告された目的以外の目的に用いられる危険性

を評価することを狙いとしている。技術的審査においては、計画された輸出が輸入国の軍事

力の強化を助長し、したがって国際安全保障や地域の安定に影響を及ぼすかどうかについて

も検討する22。 

 

省庁合同審査の結論は FTECS によりまとめられ、FTECS は、その情報に基づいてライセンス

を認めるか否かを決定する。FTECS は、省庁合同審査からの勧告を受理してから 3 業務日以

内に申請者に通知をしなければならない。ライセンスが拒絶された場合、FTECS は、拒絶に

至った理由を書面で告げなければならない。ライセンスが認められた場合は、ライセンスは、

申請者からライセンス料を受理してから10日以内に発行しなければならない。 

 

省庁合同審査の際に、全省庁が申請に対する対応について合意に達しない場合は、FTECSは、

政府の関係省庁の次席［以上］から構成される諮問グループを招集し、同グループは、問題

の申請を審査し、FTECS に対して勧告を行う。省庁間の意見の不一致が諮問グループによっ

ても解決することができない場合は、申請の審査は輸出管理委員会に委ねられ、同委員会が

終決定を行う。 

 

申請者が法定の期限内に FTECS から回答を得られない場合は、申請者は、FTECS に対し遅延

の理由を開示するよう要求することができる。この要求は、FTECS により 1 カ月以内に処理

されなければならない23。 

 

包括輸出ライセンス申請 

 

包括ラインセンスは、各輸出について個別のライセンスを申請することなしに特定の貨物の

特定の国への輸出を数回行うことを認める。包括ライセンスは、FTECS により認証された輸

出管理関連のコンプライアンスプログラムを設けており、かつ、関連国際協定の当事国であ

る国へ規制貨物を輸出しようとする会社に対してのみ発行される。 

                                                  
22 2001 年 4 月 16 日の「輸出規制の対象となる物品、情報、作業、役務及び知的活動の結果

にかかる対外経済活動の国家専門評価の実施規則の承認に関する」政令第 294 号第 7 条 
23 1999 年の輸出規制に関する法律第 26 条 
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ロシアの輸出者は、包括ライセンスを取得するためには、次の資料を添えた申請書を FTECS

に提出しなければならない。 

1. 輸出者の公式名称と連絡先、法的地位、統一国定法人登録簿において輸出者に付与さ

れた記号、納税文書 

2. 規制貨物の名称と技術的特性、その数量、TNVED記号及び関連規制リスト記号 

3. 輸入国のリスト 

4. ライセンスの申請有効期間 

5. 輸出される貨物が国家機密を含まないことを示す文書 

 

包括ライセンス申請は、25日以内に処理しなければならない。FTECSは、申請書類を受理し

てから10日以内に、申請の予備審査を行い、かつ、ロシア連邦政府に提出する決定案を作成

しなければならない。包括ライセンスの審査に関与する政府機関としては、外務省、国防省、

経済発展貿易省、産業・エネルギー省が含まれ、また、輸出される貨物の内容によっては原

子力庁、連邦宇宙庁、連邦産業庁、保健・社会開発省、農業省、ロシア科学アカデミーが含

まれる可能性がある。省庁合同審査は、10日以内に完了しなければならず、かつ、ライセン

スを許可または不許可にしなければならない。FTECS は、省庁合同審査の結論を受理してか

ら5日以内に申請者に対して通知を行わなければならず、ライセンスが認められた場合は、

申請者からライセンス料を受理した日から 10 日以内にライセンスを発行しなければならな

い。 

 

包括ライセンスを発行されたロシアの輸出者は、その輸出活動に関する報告（個々の輸出契

約書の写しを添付する。）を四半期ごとにFTECSに提出しなければならない。この報告は、報

告対象四半期の次の月の10日目までに提出しなければならない。 

 

特則 

 

ロシアの法制においては、FTECS の管轄下のすべての規制貨物に適用される前述の一般原則

に加え、特定の種類の貨物にかかわる追加的な条件も定めている。 

 

核関連ライセンス 
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2000年 12月 15日の政令第973号－核関連貨物、特殊非核関連貨物及び関連技術の輸出及び

輸入に関する規定－（2005年修正）に定めるように、基幹核関連技術の取引には次の特則が

適用される。 

 

・ 基幹核関連技術は、20%を超えて濃縮されたウラン；プルトニウム；ウラン濃縮技術、重

水生産技術；使用済み燃料再処理技術；ウラン同位体分離に用いられる技術；濃縮ウラン・

プルトニウム転換技術；これら技術の構成要素と部品と定義される。（第3条） 

 

・ 「基幹核関連技術」を輸出または輸入することを希望するロシアの組織は、まず、外国

相手方と交渉に入るための許可をロシア政府から取得しなければならない。（第3条） 

 

・ 核関連輸出入のためのライセンス申請は、FTCS、原子力庁、外務省、国防省、財務省、

連邦国有財産管理庁（所有権移転の場合）及び必要に応じてその他の政府機関により審査さ

れる。（第3条、第11条） 

 

・ 1992年前に署名した非核保有国への核関連技術輸出契約は、(1) 輸入国内の核関連施設

がIAEAの保障措置下に置かれていること、(2) 輸入国が当該技術を核兵器の開発に用いない

ことを誓約すること、(3) IAEA により勧告されたレベルを下回らない安全措置を取ること、

及び(4) 当該技術を輸出者の事前の承認なしに再輸出しないことを条件として履行すること

ができる。（第5条） 

 

・ ロシアから核関連技術を受け取る非核保有国は、FTECS との合意により、ロシア原子力

庁の書面による事前承認なしには、受け取った技術を「20%を超えてウランを濃縮する研究

や活動」を行うために移転または使用することはないことを誓約しなければならない。（第

5条） 

 

・ 基幹核関連技術の核保有国への輸出は、(1) 輸入国が受け取った技術を核兵器の製造に

用いないことを誓約すること、(2) IAEA により勧告されたレベルを下回らない安全措置を

取ること、及び(3) FTECSと合意されたところにより、ロシア原子力庁の書面による事前承

認なしには、受け取った技術を再輸出または移転しないことを条件として行うことができる。
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（第6条） 

 

・ 輸出者は、輸出ライセンスを取得するためには、1.2.1に記載された文書のほかに(1) 当

該輸出を許可するロシア原子力庁との合意書（第10条）の写し、(2) 連邦環境・技術・核

監視庁により交付された原子力関連の活動を行うことを輸出者に認めるライセンスの写し

を提出しなければならない。（第11条） 

 

・ 基幹核関連技術の輸出にかかる包括ライセンスは、ロシア政府の決定により発行される

（第12条）。包括ライセンスは、(1) 当該輸出がロシアの国際約束に違背しないこと、及び

(2) 輸出者が FTECS により認証された輸出管理関連のコンプライアンスプログラムを備え

ていることを条件として交付される。 

 

・ 核関連貨物の輸入は、個別ライセンスのみ（包括ライセンスは不可）により行うことが

できる（第 14 条）。「輸入者」は、ライセンスを申請するためには、FTECS に次の文書を提

出しなければならない。 

 

- ライセンス申請様式 

- 輸出者との契約の写し 

- 会社の書類(companies documents)の写し 

- 連邦環境・技術・核監視庁からのライセンスの写し 

- 輸出国から要求された場合は、外務省及び必要に応じて他の政府行政機関の承認を得

て、 終需用者証明書が原子力庁から交付される。 

 

輸入ライセンス審査は、所要書類の提出の日から 25 日以内に行わなければならない（第 14

条）。さらに、2000年 5月 6日の大統領令第822号「1992年 3月 27日の大統領令第312号

の改正」は、完全にIAEAの保障措置下にない国に対する核関連輸出は、次の条件が満たさ

れている場合に行うことができるとしている。 

 

• 当該輸出がロシアの国際的合意事項に違背しないこと 

• 当該輸出が輸入国内の既存の核関連設備の安全運用を確保する目的でのみ行われる

こと 
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• 輸入国政府が、輸出された貨物が核兵器の開発には用いられない旨の公式のコミッ

トメントを行うこと 

• 輸出された貨物がIAEAの保障措置の下に置かれること 

 

これは、核移転にかかる原子力供給国グループ指針（IAEA INFCIRC/254/Rev.4?partI）と完

全に合致する24。 

 

生物兵器関連ライセンス 

 

BWC(生物兵器禁止条約)の締約国でない国への規制されている病原体、毒素、機器、技術の輸

出の場合は、輸入国の関係政府機関は、次のことについての誓約書を交付しなければならな

い。 

- 輸出品目の使用場所と目的 

- 輸出品目は記載された目的のみに用いられ、かつ、生物兵器の製造または BWC により

禁止されている他の活動に用いられないこと 

- 輸出品目は、FTECSの許可なしには再輸出されないこと25 

 

前述のとおり、規制されている病原体、毒素、機器の輸出が生物兵器禁止条約の締約国であ

る国に対して行われる場合であって、ロシアの輸出者が輸出管理関連のコンプライアンスプ

ログラムを設けているときは、包括輸出ライセンスがロシア連邦政府の決定に基づいて

FTECS により発行されることに留意されたい26。ただし、2004 年 6 月現在、規制されている

病原体、毒素、BW関連機器の輸出にかかる包括ライセンスがロシア連邦において発行された

例はまだない。DEC専門家［FTECSの前身］は、将来このようなライセンスを発行する理由は

ないと考えている27。 

 

化学兵器関連ライセンス 

                                                  
24 http://www.nti.org/db/nisprofs/russia/fulltext/excon/ed312amd.htm 
25 2001 年 8 月 29 日の「人間、動物及び植物の病因物質（病原体）、遺伝子が組み換えられた

微生物、毒素、機器ならびに技術に関連する対外経済活動の規制実施に関する規定の承認に

関する」政令第 634 号第 8 条 
26 1999 年 7 月 18 日の「輸出規制に関する」ロシア連邦の連邦法第 183-FZ 号の第 II 章「輸

出規制組織の法的基礎」の第 16 条「組織におけるコンプライアンスプログラム」 
27 世界経済国際関係研究所（IMEMO、モスクワ）の北米研究センター所長 Elina Kirichenko
との CNS の E メールによる接触、2003 年 6 月 6 日、2004 年 6 月 18 日 

－58－



 

 

2001 年 9 月 24 日の化学兵器の製造に用いられる可能性がある化学品、機器及び技術の輸出

に関する政令第686号（2005年 2月 4日修正）によれば次のとおりである。 

 

・ 規制リスト第 1 部と第 2 部に記載されている化学品や技術の CWC(化学兵器禁止条約)の

非締約国への輸出は禁止されている。 

・ 規制リスト第1部に記載されている化学品のCWCの締約国である国への輸出及びこのよ

うな化学品のこれらの国からの輸入は、研究・医療・医薬上の目的でのみ認められる。この

ような輸出や輸入は、CWC に合致する有毒化学品や化学兵器に対する防護措置のための直接

使用についても認められる。 

さらに、このような化学品の輸出は、OPCW(化学兵器禁止機関)に通知した後にのみ行うこと

ができる。 

・ 化学品輸出にかかる包括ライセンスは、規制リスト第3部と第5部に記載されている化

学品であって CWC 締約国である国へのものについてのみ認められる。輸出者は、FTECS によ

り認証された輸出管理関連のコンプライアンスプログラムを設けていなければならない。 

・ OPCWにより行われる国際査察の際に使用される貨物の輸出または輸入はライセンス発行

手続の適用を受けない。 

・ FTECSは、将来のOPCWへの通報に備えて、ライセンス発行日から5日以内に、規制リス

ト第1部に記載される化学品のすべての輸出入について連邦産業庁に通報しなければならな

い。 

 

キャッチオール規制関連ライセンス 

 

前述のとおり、2005年 8月に交付された命令第517号によれば、ロシアの輸出者は、キャッ

チオール規制に該当する貨物の輸出にかかるライセンスを取得するためには、次の文書を

FTECSに提出しなければならない。 

- ライセンス申請様式 

- 契約書の写し 

- それぞれロシアの統一法人国定登録簿または統一個人企業家国定登録簿への法人また

は個人としての登録を確認する文書 

- 個人企業家でない個人の身元証明書の写し 
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- 輸出される貨物の技術的説明書 

- 外国の受取人と輸出される貨物の使用場所に関する情報文書 

 

キャッチオール規制に係わるライセンスの申請は、FTECS、国防省及び外務省によって審査さ

れる。必要に応じて他の連邦機関もライセンス審査にかかわることがある。審査によりライ

センスが必要であることが確認された場合は、輸出管理委員会は、申請を認めるか拒絶する

かを決定する。政令第517号は、ライセンス審査の期限を示していない。他方、同政令にお

いて、委員会は、決定が行われてから3業務日以内に輸出者に通知しなければならない旨定

めている。ライセンスが認められた場合、委員会の委員長、副委員長または事務局長により

署名されなければならない。包括ライセンスの審査や発行に料金は課されない28。 

 

軍事技術関連ライセンス 

 

ロシアにおいては、軍事輸出は国の独占である。すなわち、国営の「Rosobornexport」がロ

シアにおける軍事輸出・輸入を行う権限を与えられた唯一の会社である。Rosobornexportは、

2000年 11月 4日の大統領令第1834号により創設され、ロシアの軍事会社による輸出及び輸

入のための独特の仲介機関となった。それにもかかわらず、軍事会社数社は、輸出ライセン

スを取得し、Rosoboronexportを経ないで自ら取引を行っている。2005年には、ロシアの軍

事輸出の15%が 終製品や予備部品を輸出するライセンスを所持する軍事会社約20社によっ

て行われ、輸出の残り85%が Rosoboronexportにより管理された29。 

 

さらに、ロシアの法制によれば、武器や軍事技術の開発や生産にかかわるすべての会社と研

究センターは、ロシア政府によって認可されなければならない。輸出・輸入の計画は、FSMTC

により国防省、外務省、経済発展貿易省、連邦税関、対外情報庁を含む省庁合同審査に提出

される。輸出が許可された場合は、FSMTCは軍事品の引渡しを監督しなければならない。 

 

Rosoboronexportの住所： 

27/3 Stromnika street 

                                                  
28 『ロシア、包括規定の実施を促進するために新たなライセンス規則を制定』、国際輸出規

制オブザーバー、2005 年 10 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
29 Alla Kassianova、『Rosoboronexport 登場』、Ponars 政策メモ第 406 号、2006 年 7 月 
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Moscow, 107076 

電話：(495) 964-6183 

ファックス：(495) 963-2613、(495) 964-8311 

ウェブサイト：http://www.roe.ru（英語とロシア語による） 

 

ライセンス免除 

 

1999年の輸出管理に関する法律によれば、一定の条件の下における規制貨物の輸出入は、ラ

イセンス手続きの対象とならない。ただし、関係ライセンス発行機関－デュアルユース及び

核関連物資についてはFTECS、軍事物資についてはFSMTC－からの書面による許可が必要であ

る（第19条）。 

したがって、次のものについてはライセンスを必要としない30。 

・ 以前輸出された貨物であって、契約に定めるところにより保守または現物代替のため

にロシアに持ち込まれたもの 

・ 以前輸出された欠陥品の代替用貨物 

・ 元の国・所有者に戻されることを条件として、暫定的にロシアに輸入される貨物 

・ 国外にあるロシア所有の軍艦または航空機を修理するために必要な機器や資材 

 

2005年に発行されたライセンス数 

 

イワノフ国防相によれば、ロシアは、2005年にデュアルユース品目について1,153件の輸出

ライセンスを発行し、主として欧州連合、米国、ウクライナ、韓国、カザフスタンに38億米

ドル相当の規制貨物を輸出した31。 

 

軍事輸出に関する限りでは、FSMTC のウェブサイトは 2005 年の輸出が 60 億ドルを超え、輸

出の70%強はインド、中国、アルジェリア、東南アジア諸国向けのものであったとしている32。 

                                                  
30 政令第 54 号 
31 『ロシア、WMD 関連活動の疑惑がある組織の警戒リストを導入』、国際輸出規制オブザ

ーバー、2006 年 4 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
32 『ロシアと外国との間の軍事技術協力』、航空宇宙コンプレックス、 

http://www.fsvts.gov.ru/db/kvts-portal-eng/8835AC9E06DE2FF4C32571CB003D323A/ddb/formal/d

oc.html 
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2.1.4  規制品目リスト 

 

現在、ロシアは、規制貨物と技術のリストを6つ備えているが、これらリストは、ロシアが

加盟している輸出管理関連の国際レジーム及びロシアは加盟国ではないが遵守している制度

（オーストラリアグループ）の規制要件と合致するものである。規制リストは次のとおりで

ある。 

 

1. 核関連貨物、特殊な非核関連貨物及び関連技術のリスト 

2. 核関連目的に用いられるデュアルユースの貨物及び関連技術のリスト 

3. 武器や軍事機器を作るのに用いられる可能性があるデュアルユースの貨物及び技術の

リスト 

4. 人間・動物・植物の病気の原因物質（病原体）、遺伝子を組み換えられた微生物、毒素、

ならびに機器及び技術のリスト 

5. ミサイルの製造に用いられる可能性がある機器、資材及び技術のリスト 

6. 化学兵器の製造に用いられる可能性がある化学品、機器及び技術のリスト 

 

規制リストは、輸出管理関連の国際レジームの会合で合意された変更を反映させるために定

期的に修正される。たとえば、2004年 2月 4日、ウラジーミル・プーチン・ロシア大統領は、

国の核関連輸出規制リストに変更を施す命令書に署名した。この修正は、ロシアのリストを

2002 年 9 月 24 日のウィーンでのザンガー委員会会合で採択されたザンガー委員会のトリガ

ーリストに加えられた変更に合致させるために施されたものである。 

 

2005 年 12 月 1 日、プーチン大統領は、武器及び軍事品を製造するのに使用される可能性が

あり輸出規制の対象となるデュアルユース品及び技術リストの変更に関する大統領令第

1384号に署名した。この変更は、ロシアのデュアルユース戦略物資リストをワッセナー・ア

レンジメントに基づくコミットメントに合致させるために施されたものである33。 

 

2005 年 12 月 2 日、プーチン大統領はミサイルを製造するのに用いられる可能性があり輸出

規制の対象となる機器、資材及び技術のリストの変更に関する大統領令第1395号に署名した。

                                                  
33 （ロシア、輸出規制制度改革を続行、オブザーバー2006 年 12 月／1 月） 
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この大統領令は、ロシアの関係規制リストをMTCRの技術付属書の変更に合致させるための修

正を施すためのものである34。 

 

2.1.5  外国組織の警戒リスト 

 

ロシアは公式には外国についてのブラックリストを備えていないが、1999年の輸出規制に関

する法律は、ロシア連邦大統領がどの国向けの規制貨物・技術の輸出を禁止するか決定でき

る旨を規定している（第25条）。 

 

さらに、2006年 4月初旬、輸出管理委員会は、問題のある外国組織の警戒リストを作成した。

これらの組織は、核・化学・生物・ミサイル関連のプログラムに関与している疑いが持たれ

ている。これらの組織とのすべての取引がライセンス手続きの対象となる。また、ロシア連

邦は、輸出された貨物・技術が輸出ライセンス申請に記載されているとおりに使用されるこ

とを確認するために、これら諸国への引渡し後にこれら貨物・技術の用途を監視する権利を

留保している。 

 

イワノフ国防相によれば、51カ国の1,152の組織を載せているこのリストは、ロシア外務省、

諸情報機関の助力を得て、また、他の諸国と共有する情報を用いて作成された。このリスト

は公表されていない35。 

 

輸入されたデュアルユース品目のロシアの他の組織への移転 

 

2005年 2月4日の政令第54号36によれば、輸入されたデュアルユース品目を他のロシアの組

織に移転するためには、使用者は、移転を行うための許可をFTECSに求めなければならない。

原輸入者は、次の情報を提出しなければならない。 

• 移転される品目（役務）の名称、完全な説明、数量 

• 輸入証明書の番号と発行日 

• 当該品目を受け取る組織の名称と住所 

                                                  
34 （ロシア、輸出規制制度改革を続行、オブザーバー2006 年 12 月／1 月） 
35 『ロシア、WMD 関連活動の疑いがある組織の警戒リストを導入』、国際輸出規制オブザ

ーバー、2006 年 4 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
36 Rossiyskaya gazeta、2005 年 2 月 15 日、http://www.rg.ru/2005/02/15/eksport-kontrol-dok.html 
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• 移転の理由 

• 移転を認める旨の輸出者からの合意書 

• 輸出者が統一国定法人登録簿または統一国定個人企業家登録簿に登録されていること

を示す文書 

• 移転を取り決める契約書の写し 

• 当該品目を移転するロシアの会社の 終需要者証明書 

• 要求に応じて FTECS に追加の文書を提供する旨または移転される品目を検査すること

をFTECSの代表に認める旨のロシアの原輸入者からの書面によるコミットメント 

 

2.1.6  記録保存義務 

 

ロシアの法律は、輸出者はその輸出取引の記録を 3 年間保存し37、求めに応じてこれを政府

当局に利用させなければならない旨を定めている。輸出規制当局に輸出者による違法行為を

疑うに足る理由があるときは、次を要求することができる。 

- 当該取引に関する文書 

- 監査された会社・個人からの書面または口頭による説明 

- 違法行為の証拠となるような文書 

 

輸出規制当局は、その審査に基づいて不正行為や違反行為が発見されたか否かを示す報告を

作成するとともに、一定の期限内での是正を求める。また、同法は、監査の際に収集された

情報が秘匿される旨及び監査により「回復できない損害」を監査対象会社・個人に与えるこ

とがあってはならない旨を定める38。 

 

2.1.7  罰則 

 

輸出規制規則の違反に対する制裁は、1999年の輸出管理に関する法律及びロシア犯罪法と行

政法に規定されている。 

 

1999年の輸出規制に関する法律 

 

                                                  
37 輸出規制に関する法律第 23 条 
38 輸出規制に関する法律第 17 条 
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同法第30条は違法な行為のリストを定めているが、それには次が含まれる。 

1. 義務付けられたライセンスや無許可での規制貨物の輸出 

2. ライセンス取得目的での偽造文書や虚偽の情報の提出 

3. ライセンス発行の際付された条件に対する違反 

4. 輸出規制当局の指示を遵守しないことまたは遵守の仕方が不適切なこと 

5. 輸出規制当局がその任務を果たすことを妨げる障害を生じさせること 

6. 輸出規制当局が求めた情報の提供を拒絶すること、またはこの情報を故意に歪曲した

り秘匿したりすること 

7. 定められた記録保存手続の違反 

 

同法第31条及び第32条は、次のとおり違反者は刑事・行政・民事罰の対象となる旨を定め

ている。 

• 上記1、2及び3の違反行為を犯した者は、当該品目の価額に相当する罰金の対象とな

る。 

• 4 及び 5 の違反行為を犯した者は、その時点でロシア法令により定められている 低

賃金39の 100倍に相当する罰金の対象となる。 

• 1、2及び3の違反行為がロシアの政治的・経済的利益、国防及び国の安全保障に多大

の損害を及ぼした場合、または再犯の場合は、違反者は 3 年以内の範囲において輸出

の権利を失うことがある。この決定は、輸出規制調整機関［FTECS］の勧告に基づいて

ロシア政府が行う。 

 

刑法 

 

ロシアの刑法において、輸出管理規則の違反行為には第188条（禁制品）と第189条（大量

破壊兵器製造に用いられる可能性がある資材、機器または役務の違法な輸出）が適用され、

双方とも2002年 5月に改正されている40。 

 

第 188条は、一定の物資の違法な移転－無申告のまたは虚偽の情報によるもの－は3年ない

                                                  
39 低賃金［minimalnyy razmer zarabotnoy platy またはロシア語の略号で MROT］とは、労働

法制に基づいて支払われる賃金、補償その他の給付を規律するため、及び租税、納付金、賦

課金、罰金その他の支払金の額を計算するためにロシアで用いられる単位である。 
40 2002 年 5 月 7 日のロシア連邦刑法第 188 条及び第 189 条の改正に関する連邦法第 50 号 
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し7年の禁固、関係する貨物の没収、及び 低賃金の500倍以下の罰金による処罰の対象に

なる旨を定めている。 

 

違法な取引が刑事訴追の対象となる品目のリストには次のものが含まれる。 

- 放射線源及び物質 

- 核分裂性物質 

- 核関連物資(nuclear material) 

- 爆発物 

- 弾薬 

- 大量破壊兵器 

- 軍事技術 

- 大量破壊兵器及びその運搬手段の製造に用いられる可能性がある資材及び機器 

 

第 189条は、貨物、技術、情報の違法な移転に加えWMDの開発に役立つ可能性がある外国組

織またはその代表に対する役務にかかる違法な取引は犯罪である旨を定めている。このよう

な行為に対する処罰は、 低賃金の1,000倍以下の罰金または違反者の7カ月ないし1年分

の給与もしくはその他の所得の額の罰金、一定の地位を保持し一定の活動を行う権利の取消、

または3年以下の禁固である。再犯または共謀は、一定の活動を行う権利の3年以下の取消

を伴う2年ないし5年の禁固刑に処せられる。この分野での組織犯罪行為は資産の没収を伴

うまたは伴わない3年ないし7年の禁固刑に処せられる。 

 

第 189条の注は、ロシアの法令に基づいて設立された法人の長またはロシア連邦において個

人企業家として登録されている個人も犯罪当事者になり得るとしている41。 

 

第 188条及び第189条に該当する違反行為の調査は、FSB及び連邦関税庁により行われる。 

 

行政法 

 

行政法も輸出規制違反行為に対する制裁を定めている。同法は、輸出規制違反行為に対する

罰金の額を引き上げるとともに輸出規制違反行為にかかる出訴期限を6カ月から1年に引き

                                                  
41 ロシアの刑法 
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上げるために2005年 11月に改正された42。同改正では、FTECSと地域機関の輸出規制措置を

調査する権限も拡大している。また、修正された同法は、輸出管理規則の行政上の違反行為

に関する手続(protocols)を起草する権限をロシア連邦保安局の職員に与える43。 

 

2.1.8 輸出管理関連の法令遵守活動 

 

政府の啓蒙 

 

ロシア政府が輸出管理規則の理解と実施についてロシアの輸出者を支援する措置を取るまで

には何年もかかったが、現在ロシアの当局は、輸出管理関連の法令遵守を奨励することを狙

いとした種々の活動を行っている。このような活動は、単純にライセンス制度に関する情報

を提供することから輸出施設の職員の訓練までにわたっている。 

 

ロシア政府は、法律により、輸出者に輸出管理に関連する新たな規則を通知すること（輸出

規制に関する法律第27条）と、この情報を無料ですべての関係者に提供すること（輸出規制

に関する法律第 28 条）を義務付けられている。もっとも 2.1.1 で述べたように、2001 年ま

で輸出者はごくわずかしか政府から支援を受けておらず、往々にして輸出規制リストや新た

な立法といった非常に重要な情報を得られなかった。また、輸出者は、企図した輸出が国家

機密を含まないことを確認するものとされたが、政府は、機密とみなされる品目や情報のリ

ストを公表していなかった。さらに、1990年代を特徴付けた政府機関間の政治的内部抗争は、

輸出者が輸出管理関連の法令を遵守しないという新たな障害を生み出した。 

 

2001年以降、ロシア政府は、輸出者に情報を与え、彼等が輸出管理規則を理解し実施するの

を助けるために、より積極的な役割を果たすようになった。その結果、現在では輸出者が必

要とする情報のほとんどはFTECSのウェブサイトで入手可能である。このウェブサイトは、

関連規則のリストを提供するのみならず、FTECS のライセンス発行担当職員の氏名や連絡先

情報も掲載している。また、同ウェブサイトは、貨物判定に助力することが可能な専門家セ

ンターのリスト、ライセンス制度の説明、FTECS 地域事務所の住所や連絡先情報、申請様式

                                                  
42 『ロシア、輸出規制制度改革を続行』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 12 月／2006
年 1 月 
43 『ロシア、輸出規制制度改革を続行』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 12 月／2006
年 1 月  
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やライセンス申請に必要な文書のリスト、輸出管理関連のコンプライアンスプログラムに適

用される規則、及び輸出管理関連の国際レジームの説明といったその他の一般的情報も提供

する。連邦関税庁やロシア政府のウェブサイト等政府関係のその他のウェブサイトは、追加

的なまたは類似の情報を提供する（本ペーパーの 後の節の役に立つウェブサイトリスト参

照）。 

さらに、2000年初以降、規制リストの利用方法、二重記号システム（TNVEDや規制品目記号）

を理解し使用する方法、特定の活動部門に関連する主な規則について輸出者を訓練するため、

また、輸出者に拡散問題に関するより多くの一般的な情報を提供するために、輸出者向け輸

出管理訓練セミナーやワークショップが組織された。このようなワークショップの目的は、

適切な情報を輸出者に提供することのみならず、彼等の輸出管理に対する意識を、輸出管理

は国際協力に対する障害であるとの考え方から輸出管理を大量破壊兵器等の拡散防止の手段

とみなす方向に変化させることでもあった。当初、このような訓練ワークショップは、ロシ

アにおける 大の輸出者の1つである核関連部門のために組織された。訓練セミナーは、モ

スクワに本拠を置く輸出管理センター－様々な政府機関、主に原子力省が出資する非政府組

織－により組織された。その後原子力省－現在の原子力庁－がこれらの訓練ワークショップ

の管理を引き継いで、ロシアのほとんどの核関連施設で実施している。輸出管理センターは、

生物やミサイル関連技術施設等のロシアにおいて拡散の懸念がある他の部門、また、税関職

員に対し、その業績を改善するために類似の訓練セミナーを提供するようになった。このよ

うなセミナーは、しばしば FTECS や連邦関税庁と協力して組織される44。また、同センター

は、ロシアの輸出管理制度の変更について定期的に 新情報を提供するウェブサイトを設け

るとともに、輸出管理に関連するすべての法令やその他の重要な情報・文書を記載する年次

参考書を発行している。同センターは、さらに、輸出管理関連のコンプライアンスプログラ

ムの策定・運用方法に関する訓練を提供している。 

 

前述のとおり、ロシア政府は、 近、輸出者が疑わしい取引を見分けるのを助け、キャッチ

オール規制を実施するのを支援するためにレッドフラッグ(red flags)を公表した。国家機密

を含む情報のリストも本年公表された。 

 

さらにロシア政府は、輸出規制措置の実施を円滑化するために、政府機関の間の情報の流れ

を改善した。たとえば、FTECS は、新たな専門家センターが認可されるたびに、新センター

                                                  
44 たとえば、2006 年 4 月の国際輸出規制オブザーバーの『ロシアのペルミで開催された輸出

規制会合』中のこれらのセミナーの 1 つの説明を参照のこと 
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が管轄する物資の種類や、国境で勤務する税関職員が利用できる専門家の氏名・連絡先情報

を盛り込んだ情報を連邦税関に提供する。 

 

今年の夏に開始されたイニシアチブも、輸出者との意思疎通を改善して輸出者の業績の直接

的な評価を可能にしようとするロシア当局の意欲を示している。事実、ロシアの輸出規制史

上初めて、ロケットエンジン用液体燃料の主たる製造業者－NPO Energomash－の会長が自ら

の輸出管理関連のコンプライアンスプログラムの運用について輸出管理委員会の委員に説明

した。同委員会の委員は、この実験を続けることを決定した。というのも、それにより、輸

出規制措置を実施する面での業界の進展ぶりを自信をもって評価することができるからであ

る45。 

 

外国の支援 

 

米国政府が資金を供与したいくつかのイニシアチブも、ロシアの輸出者や法執行機関がロシ

アにおける輸出規制措置をより深く理解して実施するのに役立った。 

 

米国商務省（DOC）は、モスクワを本拠とする輸出管理センターが組織するセミナーに非常に

よく似た輸出管理セミナーを組織する。他方、DOC の訓練セミナーの特徴は、ドイツ、イギ

リス等他の諸国の輸出管理制度の概要を示すとともに、欧州統一輸出規制リストについても

説明することである。 

 

米国エネルギー省（DOE）は、その国際拡散防止輸出規制プログラム（INCEP）を通じて、輸

出管理関連のコンプライアンスプログラムの策定・運用に関する訓練ワークショップを組織

する。これらのセミナーは、国の組織と民間企業双方向けに組織され、FTECS や専門家セン

ターと協力して開催される46。税関職員向けに組織されたその他の訓練ワークショップは、

WMDとその運搬手段及び関連資器材を管理する技術と容器検査に重点を置く47。 

 

                                                  
45 『セルゲイ・イワノフ、輸出規制委員会の会合について報告』、国際輸出規制オブザーバ

ー、2006 年 6 月 
46 たとえば、次の短い記事参照：『ロシアでコンプライアンスプログラム・ワークショップ

開催』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 12 月／2005 年 1 月；『DOE、ロシアとグルジア

で輸出規制セミナーを開催』、NIS 輸出規制オブザーバー、2005 年 5 月 
47 『ウラジオストクで米ロ輸出規制セミナー開催』、NIS 輸出規制オブザーバー、2005 年 8
月 
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DOE は、税関の核・放射能物質の違法な取引と違法な輸出を探知・防止する能力を高めるた

めに、別の協力プロジェクト－第2防衛線プログラム（SLD）－を通じて放射線検知機を税関

に提供している。たとえば、2006年 5月、SLDプログラムにより、ロシアのダゲスタン共和

国のマハチカラ国際空港への改良型放射能検知機の設置に資金を供与した48。また、DOE は、

SLD プログラムに基づいて、核分裂性・放射性物質税関規制センターの創設に当たっても資

金を供与した。モスクワの関税庁本庁内に設けられた同センターは、国境地域で生じる核関

連事件についての連絡や対応を改善することを狙いとしている。同センターの原則は、国境

地域の税関職員が事件を電子的手段で報告することを認めることである。情報は、モスクワ

の同センターで吟味される。同センターの専門家は、適切な行動が取られたことを確認する49。 

 

米国連邦捜査局（FBI）もロシアFSB(連邦保安庁)との協力を通じてロシアにおける輸出管理

の改善に関与している。FBIは、10年以上にわたってロシアにかかわってきており、 近で

は2004年 12月に両組織は、「テロリズムと大量破壊兵器の拡散と闘うこれまでの努力を発展

させる」ための協力覚書に署名した。この取決めにより、FBI と FSB はこれらの問題に関す

る情報を交換することができる。このような協力の成果の1つは、2003年8月に米国にIGLA-2

地対空ミサイルを米国に密輸しようとした英国の武器商人の逮捕をもたらしたFBI、FSB、英

国保安機関が加わった秘密工作である50。 

 

ロシアにおける輸出規制の分野での DOC や DOE のプログラムへの資金は米国国務省輸出規

制・国境保安（EXBS）プログラムからのものである。 

 

欧州連合（EU）も、ロシアの輸出管理制度を改善するためにロシアを支援することを誓約し

た。2006年 5月 18日、EUとロシアは、協力プロジェクト－「ロシア連邦におけるデュアル

ユース品目の輸出規制の強化」－に署名した。同プロジェクトは、総予算が380万ドルで、

(1) ロシアの輸出規制の法的枠組を強化すること、(2) ロシアの諸輸出規制機関の能力を強

化すること（EUとロシアの機関の間の情報及び 善慣行の交換の改善を含む。）、(3) 輸出規

制の分野での政府・産業協力を改善することを狙いとしている51。 

                                                  
48 『ロシアのダゲスタンに放射線検知機を設置』、国際輸出規制オブザーバー、2006 年 6 月 
49 『税関規制センターをロシアに設置』、NIS 輸出規制オブザーバー、2005 年 8 月 
50 『FSB、FBI の長官、協力覚書に署名』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 12 月／2005
年 1 月 
51 『EU とロシア、ロシアのデュアルユース品目の輸出規制を強化する共同プロジェクトを

立ち上げ』、国際輸出規制オブザーバー、2006 年 6 月 
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2.1.9 問題点と評価 

 

企業による輸出管理関連の法令遵守や執行機関による執行を支援するためのロシアと他の諸

国の共同活動は実を結んだ。防止された違法取引の事例数の増加は、国境地域での探知機器

の設置や税関・保安機関職員の訓練の改善が行われたことの証拠である52。関連統計資料が

ないので、輸出管理関連法令遵守の向上の度合いを評価するのは困難である。それでも、今

の産業界の代表は、10年前よりも適切な情報を与えられている。 

 

それにもかかわらず、実施面に関する限りは問題が残っている。第一に、規制貨物を違法に

輸出しようとした者の逮捕後のフォローアップ調査についてはほとんど知られていない。

近では、この問題に関する情報のほとんどは、許可なしに規制情報・技術を輸出したとされ

ている科学者についての注目度の高い事案にかかわるものである。他方、これらの事案を検

証してみると、ロシアにおける貨物判定に関連して重大な問題が存在しているようである。

たとえば、 近の事案の 1 つは、ロシアの宇宙航空会社 TsNIIMASH-Export の社長の Igor 

Reshetinにかかわるものである。同人は、ライセンスを取得しないで規制されている情報を

中国に輸出したかどで告発されている53。しかし、当時のライセンス発行機関である DEC と

科学アカデミー－この分野で貨物判定を行うことを認可された専門家センターの1つ－の双

方により行われた貨物判定では、この取引については輸出ライセンスを必要としないとの結

論が出された。他方、今度はFSBの求めによる貨物判定で専門家センター－産業開発プロジ

ェクトセンター（CIDP）－により行われたものでは、当該取引にはライセンスが必要とされ

るとの結論が出された。ここで、CIDPは、かつて、韓国への違法輸出のかどで告発された科

学者－Oskar Kabyshev－に対するFSBの違法輸出を行ったとの申立を支持したことがあるこ

とに留意されたい。 

 

この一連の事案は、取引当時の貨物判定は十分適切には行われておらず、専門家センターの

能力はその後改善されたことを示しているのかもしれない。他方、ロシア科学コミュニティ

の多くの者が、これらの事案は、FSB が拡散防止の分野での自己の認識業績を改善するため

                                                  
52 これらの事例のリストについては、NIS 輸出規制オブザーバーと国際輸出規制オブザーバ

ー参照 
53 この事案の詳細については次を参照：『ロシア宇宙会社社長、デュアルユース技術を中国

の組織に移転したかどで逮捕』、国際輸出規制オブザーバー、2005 年 12 月／2006 年 1 月 
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に人為的にでっち上げられたと考えている。一部の科学者は、輸出を行うための許可は後日

違法輸出のかどで科学者を逮捕するために与えられているともほのめかしている。それはと

もかく、これらの事案は、専門家センターの要員の資格と貨物を判定するのに用いられる方

法の問題を提起している。 

 

もう1つは、一部の品目は同時にいくつかのリストに記載されており、そのため判定専門家

の意見が分かれる余地が残るという事実にかかわるものである。複数の規制リストの存在に

より引き起こされる混乱がロシアにおける輸出管理の改善を妨げる重要問題であると輸出者

がしばしば述べている。旧ソ連の多くの国が欧州連合統一規制物資リストを採用しているか

または採用しつつあるが、ロシアはこれまでのところ採用することに消極的であった。しか

し、ロシアの輸出管理専門家によれば、ロシア当局は間もなくこの問題についての見解を変

えて欧州統一リストを採用する可能性がある54。 

 

地域統合 

 

ロシアにおいて統一への動きは新しい現象ではない。過去数年、特にプーチン大統領の2期

目において、ロシアはこの地域の諸国、特に旧ソ連の共和国における輸出規制や大量破壊兵

器等の拡散防止活動を統一・調整することを狙いとしてイニシアチブの先頭に立った。この

分野での も重要な活動の1つは、ユーラシア経済共同体（EURASEC）を通じて行われる活動

である。EURASECは、旧ソ連の6カ国－ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア、

タジキスタン、ウズベキスタン－の連合体で、次のことを狙いとしている。 

- WMD の製造に用いられる可能性がある原料、物資、技術の輸出規制に関する標準的な

規範及び原則を採択すること 

- 貨物及び技術の包括リストを策定すること 

- キャッチオール規制を実施すること 

- ライセンスの発行、取消及び拒絶に関する情報を交換すること 

- 共通のライセンス申請様式を採用すること 

進展はおおむね理論上のものにとどまるが、EURASEC の協力・統一努力は奨励されてしかる

べきである。 

 

                                                  
54 Elina Kirichenko との会話、IMEMO、カザフスタン、アルマティ、2006 年 10 月 17 日 
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2.1.10  ロシアの輸出管理制度の今後の課題 

 

輸出者向け情報の利用可能性や輸出者との連絡を改善する上での前進、また、実施面での改

善にもかかわらず、ロシアの輸出管理制度は障害に満ちた状態にとどまっている。主な問題

の1つは、政府機関間の行政上の闘いや権力を得るための輸出の利用が続いていることであ

る。 

 

1990 年代末期から 2000 年初にかけて、アダモフ元原子力相は、ロシアのために利益を上げ

るとともに個人的な影響力を得るために核関連技術の輸出を利用した。このような輸出は、

意思決定面での独立性も助長した。当時同氏がエリツィン前大統領と親密な関係にあったこ

ともこのような自由裁量を可能にした。これは、輸入国の軍事力の増大に役立った可能性が

あるいくつかの取引を引き起こした。たとえば、多くの専門家は、ロシア人技術者や専門家

の長期イラン滞在を要するイランのブシェール原子炉の建設に対するロシアの援助は、イラ

ンの核関連能力の改善に役立つノウハウの移転につながった可能性があると考えている。こ

れは、援助資金をふんだんに使うことにもつながった。現在アダモフは、原子力省の長であ

った時に米国政府の資金を個人目的で流用したかどで、米国において拘留され、取調べを受

けている。 

 

近同様の人物がもう1人登場した。その行動と個人的野心は、同様の結果をもたらすかも

しれない。ロシアの軍事輸出機関であるRosoboronexportの長(director)の Sergei Chemezov

は、アダモフの場合と同様の状況から利益を得ている。同氏は、1980年代にKGBでプーチン

大統領と一緒に勤務した同大統領の親友であり、ロシアで も儲かる組織の1つの長である。

2005 年、軍事輸出は 60 億ドルに達したが、同機関は、自動車産業等の他の活動部門の一連

の企業を取得することによりロシア経済における力を増大させようとしている。ロシアの政

治専門家によれば、Chemezovは、副首相に任命されることを求め、2000年代初に政治的野心

を表わし始めた。2004年、Rosoboronexportの独立性を高めるためにその組織を改変しよう

としたが、結局失敗した55。 近のChemezovの声明を見ると、個人的目標を達成するために

Rosobornexportを利用しようとしているようにも思われる。たとえば、同氏は、 近のイン

タビューの中で「武器貿易は非常に儲かるのでこれをしない手はない。幸いなことにロシア

はそのことを理解している、、、幻想を抱かないようにしよう。もしわれわれが武器を輸出し

                                                  
55 『Rosoboronexpor の登場』 
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なかったら、他の者が輸出するまでだ」と言明した56。 

 

また、軍事輸出の規制をロシアの武器産業を促進する役割を担う機関－FSMTC－の管轄下に置

くことは、まったくの矛盾であるように思われ、Rosoboronexport やその長(director)の私

的野心を抑えるのには役立たないだろう。さらに、輸出管理の分野での国防省の役割の増大

と、輸出管理と国家機密・安全保障の保護とは、輸出取引に関する意思決定における秘密の

減少でなく増大につながる可能性がある。 

 

 

 

ロシア連邦の国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 核保有国 (ソ連により批准)

化学兵器禁止条約（CWC） 批准1997/11/5 

生物兵器禁止条約（BWC） 批准 (ソ連により批准) 

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 署名 2000/3/22 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) ○ 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR ○ 

ワッセナーアレジメント ○ 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) ○ 

国連決議第1540号報告 2004/10/26 提出 

追加 2005/8/23提出 

 

関連ウェブサイト 

• 国際輸出規制オブザーバー：http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 

• FTECS：法制、ライセンス手続き、輸出規制の法的根拠その他の重要な情報について輸

出者・輸入者に情報を提供する。 

                                                  
56 『ロシアは武器について実際的だが貿易は健全か？』、ロイター通信社、2006 年 6 月 19
日 
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http://www.fstec.ru（ロシア語のみ） 

• ロシアの拡散防止白書： 

http://cns.miis.edu/pubs/other/rusfed.htm#ch4（英語） 

• ロシア政府の組織構造： 

http://www.government.ru/government/executivepowerservices/ 

Rossiiskaya Gazetta：http://www.rg.ru/2005/02/15/eksport-kontrol-dok.html（新

しい法令を公表するロシアの新聞－ロシア語） 

• 連邦軍事技術協力庁：（ロシアにおける軍事輸出規制措置にかかる法令を列挙する－ロ

シア語） 

http://www.fsvts.gov.ru/db/kvts-portal/EA07AA9947AE5F9DC3256E24004161A8/doc.

html 

• ロシア政府ウェブサイト：（ロシアの規則のデータベース） 

http://npa-gov.garweb.ru:8080/public/default.asp?no=5078169 

• 連邦関税庁：http://www.customs.ru/ru/ved.info/ 

• 輸出規制センター：ロシア企業に輸出規制関連情報を提供するとともにロシアにおけ

る輸出規制問題に関するニュースレターを刊行する非政府組織。規制物資のリスト、

輸出規制関連法制のリストをオンラインで提供する；http://www.expcon.ru/ 
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2.2 カザフスタン共和国 

 

2.2.1 歴史と背景 

 

カザフスタンの輸出管理制度は、ソ連邦崩壊後の早い時期から着手され、適切かつ着実に法

体系を整備した。旧ソ連邦諸国で統一した輸出規制を策定しようとする動きがあったが、そ

れが失敗に終わった後、カザフスタンは自国の制度の創設および輸出管理に関する適切な法

律とインフラの整備に積極的に動き、1993年の着手以来、毎年一つ重要な法律が採択されて

いる。ナゼルバエフ大統領によるすべての大量破壊兵器（WMD）の早期放棄、カザフスタンに

おける政治の相対的安定（実際は政治上の敵対勢力の排除によって達成されたものであるが）

そして政治エリートの欧米諸国との協調により、1990年代初期から外国からのカザフスタン

への援助を促進させた。この支援により、WMD 関連貨物(材料)の拡散防止、ならびに輸出管

理および国境警備体制の整備を目的とするプロジェクトへの資金が調達できた。この結果、

カザフスタンは中央アジアの近隣諸国と異なり輸出管理制度の創設に早くから着手し、現在

はこの分野における中央アジアの 先進国である。実際、中央アジアの近隣諸国はカザフス

タンを先駆者と見なして、ウズベキスタンやタジキスタンなどの国がカザフスタンの輸出管

理法制を法律整備のモデルとして採用したことは驚くに当たらない。それにもかかわらず、

カザフスタン政界のある側面が輸出管理制度の更なる発展およびその有効性を妨げてきた。

行政に蔓延する汚職のみならず、頻繁に行なわれる組織再編と人事異動が重大な問題であり、

もし是正されなければ、カザフスタンが早くから努力してきた成果を得ることができないだ

ろう。2.2.1 ではカザフスタンの輸出管理制度の概要について述べ、また、カザフスタンが

今日直面するいくつかの課題を明らかにする。2.2.2 では、輸出管理を規制する法的枠組を

説明し、また、主要な法令の規定について概説する。2.2.3 ではライセンス制度について記

述し、また、2.2.4では輸出管理規則違反に適用される制裁のリストを示す。2.2.5ではカザ

フスタンの輸出規制の達成状況の評価を行い、また、カザフスタンが解決を必要とする問題

を明らかにする。 

 

急速な進歩 

カザフスタン輸出管理法制の着実かつ適切な法体系の整備 

カザフスタンにおける輸出管理制度の 初の整備は、ソ連邦崩壊後に旧ソ連諸国によって創

－76－



設された機構である独立国家共同体（CIS）1 のイニシャティブの下で1992年に行なわれた。

ベラルーシのミンスクで1992 年 6月 26 日に調印された「WMD および運搬手段の生産に使用

可能な原料、材料、機器、技術および役務の輸出調整に関する協定」2 に基づいて、CIS 加

盟国は国内輸出管理制度を創設すること、大量破壊兵器の生産に使用される貨物(材料)の輸

出規制の取組みを調整すること、および現行各国際レジームの合意事項3 に基づく統一規制

リストを作成することに合意した。しかしながら、この協定はCIS加盟国によってほとんど

実施されなかった。1年後の1993年6月に輸出管理を機構内で調整する別のCIS提案がなさ

れたが、この案も実現しなかった4 。 

この多国間調整が失敗してから、カザフスタンは独自の輸出管理制度の創設と適切な法律基

盤の整備を進めた。この初期段階において、輸出管理はWMD関連貨物、具体的には核関連貨

物(材料)の輸出/輸入に焦点をあてた大統領命令および政令によって規制を受けた。例えば、

1993年2月付「カザフスタン共和国領土における製品(貨物および役務)の輸出ならびに輸入

の割当および認可に関する政令」第118号は、ミサイル、核兵器、化学兵器および他の大量

破壊兵器の生産に使用可能な貨物（材料）、機器、および技術などの一定製品の輸出/輸入に

対して規制するものである。 

これらの品目は、内閣の許可によってのみ輸出することができる5 。その後、カザフスタン

の内閣は1993年3月9日に「核関連貨物、技術、機器および設備、特殊非核関連貨物、デュ

アルユースの機器、材料、技術、放射線源およびアイソトープの輸出ならびに輸入に関する

政令」183 号を採択した。当文書では核関連輸出に関する要求事項について概説し、また、

後に原子力委員会と名称が変更されたカザフスタン原子力庁（Atomic Energy Agency）の輸

出規制分野における責任を明確にした。次の年以降も戦略物資のライセンスの規制、輸出管

理制度に関与するライセンス当局およびその他の政府機関の役割の規定ならびに輸出管理の

規制を受ける製品および技術リストの一層の整備について、いくつかの文書が発行された。

初期の法律の大部分は、後に新たな法律に置き換えられたが、これは輸出規制の法的基盤を

改善するため不断の努力をするカザフスタンの誓い（testament）である。 

                                                  
1 CIS はソビエト連邦の崩壊後に創設され、旧ソ連の共和国 11 カ国、アルメニア、アゼルパ

イジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、キルギスタン、モルドバ、ロシア、タジ

キスタン、ウクライナ、およびウズベキスタンで構成される。トルクメニスタンは、以前CIS
の加盟国であったが、2005 年 8 月に部分的にCIS から脱退して、現在は準加盟国である。 
2 Valeriy Korableb,Chingis Masenov｢カザフスタンにおける輸出管理の課題および解決策｣、

ザ･モニター、1999 年秋／2000 年冬 
3 http://www.nti.org/e_research/profiles/Armenia/index.html 
4 Valeriy Korableb,Chingis Masenov｢カザフスタンにおける輸出管理の課題および解決策｣、

ザ･モニター、1999 年秋／2000 年冬 
5 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html 
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カザフスタンは、その輸出管理の基本文書となる輸出管理法を1996年6月18日に採択した。

1996年の 初の法律文書は輸出管理の基本的原則および規則について述べているが、範囲は

限られており、キャッチオール規制など 近の輸出管理制度の重要な側面を含んでいない。

当法律文書は2000年と2003年に2回修正され、新たな規則が追加された。例えば、修正規

定はコンプライアンスプログラムおよびキャッチオール規制などの概念を導入し、また、輸

出規制の実施に必要な新たな原則を追加した。これは、国際テロリズム支援の禁止、輸出規

制地域の国際組織や諸外国との調整および協力、各国際レジームの合意事項に基づく国内規

則および手続きの遵守を含むものである。 

また、カザフスタンは早くから輸出管理政策およびライセンスメカニズムの創設に取り組ん

だ。1995年には輸出管理委員会が創設された。この上位機関は、カザフスタンの輸出管理政

策の策定、ならびに法的基盤およびライセンスメカニズムの整備について責任を負う。その

構成および名称は1998年（政令950号）と1999年（政令1917号）6 に 2回修正されたが、

委員会は制度の改善に重要な貢献をした。また、政令950号は、その執行機関としてエネル

ギー･産業通商省（Ministry of Energy, Industry and Trade）を設置した。同省は、認可申

請の審査の承認および追跡を行なうライセンスメカニズムを整備した。別の命令（1998年10

月9日付1029号）は、エネルギー･産業通商省の下にライセンス機関として輸出管理･ライセ

ンス部（Department of Export Control and Licensing）を設置した。 

ライセンスを規制する2つの法律が1995年と1997年に公布された。この法律では、輸出管

理の対象となる規制品リストについて詳細に記述されている。これらのリストの策定により

カザフスタン輸出管理制度は改善に向けて前進したものの、産業界および政府の担当官は一

様に、リストが混乱していること、同じ製品がいくつかのリストに重複して含まれているこ

とを指摘している。また、このリストはソビエト・コーディングシステム－TNVED、またはロ

シア語による外国貿易商品命名法7 －に基づくもので、これは主に関税目的に使用され、要

注意製品を表示しない。この問題を解決するため、政府は、コーディングシステムが要注意

製品の輸出を規制する各国際レジームの合意事項に対応する「デュアルユース品目に関する

ＥＵ統一輸出規制リスト」を採用する案を直ちに検討した。カザフスタンは米国と欧州政府

の支援により、 終的に2000年に欧州リストを(若干の追加を行なって)採用した。 

また、カザフスタンは通過国として、カザフスタンの国境を越えて他の目的地へ向かう要注

意製品に関する法律を強化する措置を取った。この措置に基づいて、1996年輸出管理法で前

に規定された通過規則の強化を特に意図した修正規定を導入する政令(1143 号)が 1999 年に

                                                  
6 後記法令一覧表 
7 TNVED 
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採択された。 

輸出管理の執行の側面では、1998年に輸出管理規則違反に対する処罰を含む新刑法が採択さ

れた。当法律は、状況の変化に対応する調整のため、2000年、2004年および2005年に修正

された。さらに、行政法も、輸出管理規則違反に対する制裁のみならず、核関連貨物(材料)

の報告および保全の規制を規定するために2001年に修正された8 。 

 

政府の啓蒙 

法的基盤の積極的整備に加え、カザフスタン当局は、複雑な輸出管理を一元化した制度とし

て創設するにあたっては、情報発信活動と研修活動が重要であることを理解していた。この

分野においても、この目標を達成するためには国際的支援が不可欠であった。例えば、米商

務省輸出管理局（BXA）は、拡散防止・輸出管理協力プログラムに基づいて1994年からカザ

フスタン輸出管理担当官、および産業界の代表者に対する一連の研修会を主催した。BXAは、

さらに政府の担当官に対する輸出管理会議をワシントンD.C.において主催した。カザフスタ

ン原子力庁は、1998 年から IAEA と協力して核関連輸出規制のため特別に用意したいくつか

の研修会を始めた。後に、WMD 関連の機器、材料および技術を持つ他の産業分野に対する同

様の研修会も開催された9 。これらの会議は、主としてライセンス手続き、輸出規制リスト

の使用、輸出管理法規、不法密売および税関管理などの問題を扱った。これらの研修会の参

加者からのフィードバックは、カザフスタン当局が輸出管理規則の有効性をテストし、必要

な場合、輸出者が法令遵守をしやすいように規則を改正する際の参考資料として利用される。

これらの研修会も、一連の重要な立法の出発点であった。例えば、カザフスタンの1996年輸

出管理法は、BXAが1995年3月にワシントンD.C.において主催した研修会の期間にその一部

分が整備された10 。 

 

設備の近代化 

カザフスタン当局も、国際支援を得て1990年代中頃に輸出管理インフラの近代化に着手した。

BXA は、認可申請の審査業務改善のため、1996 年に脅威削減協力プログラム（Cooperative 

Threat Reduction Program）に基づいてカザフスタンに自動ライセンス処理システムを創設

する機器を提供した。いくつかのコンピュータシステム、端末機器およびファックスモデム

                                                  
8 Valeriy Korableb,Chingis Masenov｢カザフスタンにおける輸出規制の課題および解決策｣、

ザ･モニター、1993 年秋／2000 年冬 
9 カザフスタンのステプノゴルスクとアルマティにおいて 1999 年、2003 年および 2004 年

の 3 回、生物兵器（BW）拡散防止に対処する前のBW 要員および政府の担当官に対する研

修会。 
10 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html. 
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がこの目的のためにカザフスタン当局へ譲渡され、輸出管理に関与する省庁に設置された11 。 

米国務省とカザフスタンエネルギー･産業通商省は、1999 年 12 月、トラッカー（Tracker）

として知られる自動化輸出管理システムの導入に関する基本合意書に調印した。 

国境における設備の近代化も、国境検問所で関税管理部門が使用する携帯放射能探知機、Ｘ

線装置および他の型の機器が提供されたことにより1996年から始まった12 。 

この近代化の推進は、米国だけではなく欧州数カ国の援助を得て何年にもわたり展開され、

今日まで継続されてきた。 

 

国際協調 

カザフスタン輸出管理制度の別の面での特質は、その国際志向にある。カザフスタンの初期

の法令をはじめとする大部分の輸出管理法規は、カザフスタンの輸出管理当局が調整を行い、

国際組織および諸外国と協力の必要性を示している。例えば、輸出管理法の多くの条項がこ

の必要性について規定している。同様に、前述の命令183号はカザフスタンが核拡散防止条

約（NPT）へ正式に加盟する前に告知されたが、核関連輸出についてはNPTの規定に準拠して

実施することを特に求めた。さらに、命令に添付された規制対象の核関連貨物(材料)および

デュアルユースの核関連貨物(材料)のリストは、NSGリストとの一貫性を持つものである。 

また、決議では、核関連貨物(材料)に対するライセンスについて、それが IAEA(国際原子力

機関)の保障措置の下に置かれる場合、また、輸入国における物理的保全がIAEA勧告と同等

のものか、またはそれを上回るものである場合にのみ発行されることを求めた13 。 

 

貿易と拡散防止間の調和 

また、カザフスタンの法律は、その起草者が自由貿易と輸出規制の間の調和を意図したこと

を示すものである。例えば、輸出管理法は、取引相手国に通商禁止または制裁が課せられた

ことで被害を受ける輸出者に対する補償について定める規定を含む。また、ライセンスに関

する法には、小規模企業についての特別な規定がある。具体的には、法律は小企業が提出す

る輸出／輸入申請の審査については、他の企業の1ヶ月に対して10日以内に完了すべきこと

を定めている。 

 

                                                  
11 Valeriy Korableb,Chingis Masenov｢カザフスタンにおける輸出管理の課題および解決

策｣、ザ･モニター、1999 年秋／2000 年冬 
12 Valeriy Korableb,Chingis Masenov｢カザフスタンにおける輸出管理の課題および解決

策｣、ザ･モニター、1993 年秋／2000 年冬 
13 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html. 
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課題 

しかしながら、拡散を防止し、国際社会との協調を目指すカザフスタン政府が推進する国内

法規および輸出管理制度の性急な整備のあり方は、マイナスの側面をもたらす。方法が一定

しているからこそ履行が可能となる輸出規制の、度重なる制度的変更が、輸出管理制度の土

台に悪影響を及ぼした。カザフスタン文化の一部の側面も、堅固な輸出管理制度の創設を妨

げる。カザフスタンの輸出管理制度履行の進捗を妨げる他の原因は要員配置の問題および技

術支援の不足であり、輸出管理制度が早くから始まったにもかかわらず、今日では中央アジ

ア近隣国に対してわずか数歩先を行っているに過ぎない。 

 

頻繁な政府組織再編 

カザフスタン輸出管理制度の進展上の重要課題の一つは、政府機構の頻繁な再編成およびそ

れに続く人事異動である。現在は輸出管理部（Service for Export Control）として知られ

るライセンス執行当局は、1993 年以降、対外経済関係省（Ministry of Foreign Economic 

Relations）(1993 年～1994 年)、産業通商省（Ministry of Industry and Trade）(1994 年

～1997年)、エネルギー･産業通商省(1997年～2000年)、経済通商省(2000年～2002年)およ

び再び産業通商省(2002年～)の 5つの異なる省の下部機関であった。これらの組織再編成の

結果として、とりわけ当時輸出入管理局と呼ばれた部門が改組された後、2001年に熟練のラ

イセンス担当官が免職になったり、政府部門から離れた14 。 

1997 年 12 月にカザフスタンの首都がアルマティからアスタナに移転したことによって、新

たに別の重大な混乱が起きた。少数のライセンス担当官だけが新首都への移転を決めたので

ある。さらに、核関連のライセンス申請を審査する原子力委員会などのライセンスプロセス

に関係する他の重要組織が、前首都のアルマティに残った。同委員会が2007年にアスタナへ

移転する決定をしたことは留意を要する15 。首都移転は、ライセンス機関の要員不足ならび

に遠距離および新首都の通信インフラの未整備のためにライセンス担当官が技術専門家と相

互に連絡作用する機会をほとんど持てない状況を生み出した16 。 

要員不足は、ライセンス担当官が輸出者からの質問の対応に追われ、制度の改善およびその

実施の監視を行なう時間をほとんど持てない状況のため、特に懸念される問題である17 。 

                                                  
14 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html. 
15 原子力委員会Chengis Massenov との討議、2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、アルマ

ティ 
16 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html 
17 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html 
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この問題の解決策として、ロシアの輸出管理センターと同様の、輸出者が必要とする法令遵

守のためのアドバイスと研修を提供する非政府組織(NGO)を創設する計画があった。その中の

2組織－拡散防止研究所連合（Association Institute of Nonproliferation）およびIVTア

スタナ－が要員不足の対策として考えられたが、下記で取り上げるカザフスタンの文化的特

殊性と国の支援不足によって挫折した。この結果、これらの組織のいずれも、ライセンス機

関の業務を軽減するための情報提供、研修および専門知識のセンターとして実際に実現しな

かった。 

 

文化的特殊性および汚職 

カザフスタンは、氏族が個人に対して優先する部族社会である。政府の構成もこの文化的特

殊性によって規定され、そこでは上級職位の大部分が伝統的に大統領の部族に近い部族員に

割り当てられる。数少ない例外の一つは、産業通商大臣Schkolnikであり、彼は民族的にロ

シア人である事実にかかわらず、ソビエト連邦崩壊以来政府の様々な上級職位を維持してき

た。 

このカザフスタン政界の文化的特色は、輸出管理の履行において悪影響を及ぼす。多くの場

合、政府組織再編成は、仕事を遂行する上で適格な者ではなく、大統領の部族との関係から、

職位に配置されることを意味する。これは、政府の担当官が個人の利得のためにその地位を

利用する隠れた汚職事件を生み出すことになる。例えば、1990年代初期に、ライセンスシス

テムに関与する省庁で使用される予定の数台のコンピュータが米国から供与されたが、その

うちの何台かを隠匿した高級官僚のために自動ライセンスシステムの実施が遅延した。 

また、このことは1999年の北朝鮮に対するミグ 21の違法売却が実証しているとおり、違法

輸出事件をもたらす恐れがある。このスキャンダルは、ミグの輸送機の飛行が停止され、ア

ゼルバイジャンで捜査を受けたことから発覚した。たとえカザフスタン大統領と政府の一部

メンバーが売却は公式には禁止されていないと宣言しても、多くの者は取引が単独の個人ま

たは個人のグループの行為であると疑念を抱いている。 

カザフスタンのこの文化的特色は、法的枠組、または輸出管理制度のいかなる改善も政治的

影響力を有する官僚によって無効にされる可能性があるため、おそらく 重要問題であろう。、

教育と研修によってのみ改善が可能な分野である。 

  

2.2.2 輸出管理制度 

 

2.2.2.1 法的枠組 

－82－



カザフスタンは、法律と規則で構成され、現状に適応させるために定期的に修正または調整

が行われる長所を持つ、ある程度完全な輸出管理の法的枠組を有する。しかしながら、既存

の法律はブローカー活動、輸出者／輸入者の記録保管を規制せず、また、インタンジブル技

術の移転を明確にカバーしていない。まず、輸出管理を規制する法律および他の規則のリス

トを提供し、次に重要な規定について詳しく記述する。下表に記載されるライセンスに関す

るものは2-2-3で詳細に説明する。したがって、本項では簡単に要約する。 

 

戦略物資の輸出／輸入を規制する主要な法律および命令 

法律 輸出管理法、1996年6月18日（11月24日付修正） 

政令 カザフスタン輸出管理制度の強化に関する政令1917号、1999年12月 

政令 輸出規制問題委員会の構成の変更に関する政令936号、2005年9月21日 

法律 ライセンスに関する法律2200号、1995年4月17日 

政令 カザフスタン共和国の製品（貨物、役務）の輸出入ライセンスに関する政令1037

号、1997年6月30日 

大統領令 輸出管理の実施に関する規則ならびに輸出管理に準拠して輸入された製品の使用

およびその使用の検証に関する規則の承認に関わる大統領命令 1919 号、1999 年

12月14日 

政令 輸出管理に準拠する製品の通過に関する特定問題に関わる政令1143号、1999年8

月11日 

大統領令 カザフスタン共和国の輸出管理に準拠する製品リストの承認に関する大統領命令

1282号、2000年8月18日 

法律 原子力の利用に関する法律、1997年4月14日 

法律 刑法 

法律 テロ対策法（Law On Combating Terrorism)416 号のⅠ、1999 年 7 月 13 日(2002

年2月19日付修正) 

 

輸出管理法、1996年6月18日(2002年11月24日付修正) 

輸出管理法は、軍需品、軍事技術、核関連および特殊核関連貨物(材料)、武器の製造に使用

可能なデュアルユース品目、武器の製造や使用に関連する原料、材料、機器、技術、科学的

技術的な情報等の輸出、輸入、通過、再輸出および再輸入についてカバーしている。 

輸出管理法は、輸出者／輸入者の権利および義務と共に、輸出管理制度に関与する政府機関
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の役割ならびに責任を特定し、違反者への制裁を規定する。（第13条）また、輸出管理法は

キャッチオール規制を含み、ライセンス当局は輸出者のコンプライアンスプログラムの作成

に協力することを求められている。法律の主要な規定は、以下のとおりである。 

 

・第2条は輸出管理を基盤とする重要原則を確立する。 

- 大量破壊兵器、他の危険兵器およびその運搬手段の拡散防止の領域における国際義務

の遵守 

- 輸出管理の履行における政治上の利益の優先 

- 終用途および 終需要者の検証 

- 輸出管理に関する省庁間諮問委員会の創設 

- 輸出管理に関する情報へのアクセス 

- 国際テロリズムの支援の禁止 

- 輸出管理分野における国際組織および諸外国との調整および協力 

- 各国際レジームの合意事項の遵守 

 

・第3条は、カザフスタンの法律と国際協定との間に矛盾が生じる場合は、国際協定が優先

することを強調する。 

 

・また、法律は輸出管理の分野における様々な政府組織のそれぞれの役割および責任につい

て定める。 

カザフスタン政府は、下記に対して責任を負う(第5条)。 

- 国内輸出管理政策の主要な指示の確認 

- 国内輸出管理制度の創設および維持 

- 輸出管理に関する規則および決定の公示 

- 輸出管理に準拠する製品の規制リストの承認 

- 輸出管理プロセスに関与する他の政府機関とライセンス当局の定めること 

- 輸出管理に準拠する製品の輸出、輸入、および通過の量的制限に関する決定 

 

ライセンス当局は、下記に対して責任を負う（第5条の1）。 

- 国内輸出管理政策の実施および輸出管理分野における他の政府機関との調整 

- 輸出管理の執行に関連する手段の整備および実施、規則および手続きの統一、ならび

に輸出管理制度に関与する政府機関の勧告に基づくこれらの修正、および輸出管理制
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度の改善 

- 輸出管理に準拠する製品リストの整備 

- 輸出管理に準拠する製品の輸出、再輸出、輸入、再輸入、通過および海外修理の規制 

- 輸出管理に準拠する製品の輸出および輸入に対するライセンスの発行 

- 輸出管理分野における国際組織および諸外国との調整メカニズムの整備 

- 要求がある場合、出荷前および出荷後検査の実施 

- 要求がある場合、 終用途証明書の発行 

- 輸出管理に準拠する製品に対する通過ライセンスの発行 

- 製品が輸出管理に関連しているかどうかについて輸出者および政府機関への助言 

 

輸出管理制度に関与する他の政府機関(第5条の2) 

- 輸出管理を規制する法的基盤創設への寄与 

- 輸出管理に準拠する製品の不法な譲渡の防止 

 

・第6条は、輸出管理に準拠する製品の分類を特定する。これは下記を含む。 

- 通常兵器および軍事技術に加え、その生産に関連する原料、材料。特殊機器および技

術、ならびに研究および役務 

- 核関連貨物(材料)、機器、装置、技術、放射線源、デュアルユース品目、設備および

関連技術、これらの生産に関連する研究および役務 

- 多国間拡散防止制度によって開発されたリストに準拠する化学兵器の生産に使用が可

能な化学物質および関連デュアルユース品目 

- 多国間拡散防止制度によって開発されたリストに準拠する生物兵器の生産に使用可能

な危険な疾病の原因となる薬品、その遺伝子の改質および留分 

- 国際レジームの合意事項に基づくリストに準拠するミサイル技術、エンジン、および

その構成品 

- 兵器およびデュアルユースの技術の生産に関係する科学的および技術的情報、役務お

よび知的活動 

 

・また、法律は、規制製品の取引に関与する事業体の権利および義務を特定する。 

- 事業体は、要求に応じてカザフスタン当局へ支援および輸出／輸入された製品へのア

クセスを提供しなければならない(第7条)。 

- 輸入者／輸出者に規則違反がある場合、ライセンス当局はライセンスの取消し、一時
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的中止を行なうことができる(第7条)。 

- 制裁または国際的通商禁止の実施がカザフスタン輸出者に損失をもたらす場合、政府

はその補償水準を決定する(第9条) 

- ライセンス当局へ提供されるすべての情報は、秘密扱いである。しかしながら、これ

は国家の利益および安全保障に負の影響を与える情報については適用しない(第 11

条)。 

 

・第8条は、カザフスタンを源とする製品の再輸出について、ライセンス当局の事前承認を

得た場合にのみ実施できることを定める。 

同様に、他国を源とする製品の再輸出も、原産国の関係等当局の事前承認を条件とする。 

 

キャッチオール規制 

・2000年の法改正後に追加された第8条の1は、キャッチオール規制の概念を導入し、これ

によって規制リストに含まれない製品は、下記の場合に認可を必要とすることがある。 

- 輸出者が、管轄政府機関から輸出は大量破壊兵器およびその運搬手段の生産に資する

可能性があることを知らされている場合 

- 輸出者が、輸出は大量破壊兵器およびその運搬手段の生産に資する可能性があると信

じる理由がある場合 

 

・法律は、輸出管理の実施上の改善および違法取引の防止のために、ライセンス当局が輸出

者によるコンプライアンスプログラムの創設に助力することを求める(第8条の2)。 

 

・要注意国リスト：第10条は、輸出入業務が制限されているか、またはライセンスを条件と

する国のリストをカザフスタン政府が決定ことを指示する。 

 

 

ライセンスプロセスを規制する規則 

ライセンスは1つの法律と4つの命令によって規制される。1995 年 4月 17日付のライセン

スに関する法律2200号は、カザフスタンにおけるライセンスについて広範な条件を規定する。

元のソビエト連邦諸国で整備された法律と異なり、この法律は特定活動(銀行業務、航空保安、

兵器生産など)のライセンスを規制するが、一方で輸出者／輸入者が取得できる別の型の輸出

／輸入ライセンスを特定する。この法律は、包括的ライセンス法として多数のセクターの活
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動に適用する。したがって、他国で公布された同様な法律では一般的に見られない規定が、

この法律に含まれていることは驚くことではない。 

例えば、第3条はすべての申請者は平等に扱われること、および国民と外国企業または外国

人の間でいかなる差別もされないことを規定する。また、法律は小企業に対する特別規則を

含み、これにより、小企業が関係する場合は、政府が平易な規則を公布し、ライセンスの交

付についても若干の遅延を認める。第4条は、入手できるライセンスの型について示す(個別

ライセンスおよび包括ライセンスを含む)。ライセンスは1暦年間有効であり、契約書に記載

される量に関係なく一つの型の製品に対して発行される(第12条)。さらに、審査プロセスは

1ヶ月以内に完了することを求め、また、小企業については10日を超えてはならない(第17

条)。第9条は、国から許可された事業体だけが兵器および核技術の生産に関係する事業を行

なえることを定める(第9条の1から第9条の10)。 

 

1997 年 6 月 30 日付のカザフスタン共和国の製品（貨物、役務）の輸出入ライセンスに関す

る大統領命令1037号。 

この命令は、輸出管理に準拠する製品リストを確認する。8 つのリストが特定される。しか

しながら、これらのリストは軍用、核関連の製品およびデュアルユースの製品および技術に

関係がないだけではなく、金属、および織物などの品目にも関係がない。これらのリストに

は(後に統一欧州リストに取り替えられたが)、同じカテゴリーの製品がいくつかのリストに

含まれるので、その使用について輸出者を混乱させるものである。 

また、法律は、産業通商省がライセンス当局であることを規定する(ライセンスの責任は、後

に他の複数の機関へ移管されたことに留意)。 

 

1999年12月14日付の輸出管理の実施に関する規則ならびに輸出管理に準拠して輸入された

製品の使用およびその使用の検証に関する規則の承認に関わる大統領命令1919号 

大統領命令1919号はライセンス手続きについて詳細に記述し、また、規制製品の輸出、再輸

出、および輸入に加えて、前に輸入された製品のカザフスタンの第三者への譲渡に関するラ

イセンスの申請に必要な文書のリストを記述する。また、この命令は、出荷前および出荷後

の検査に適用する手続きを規定する。この命令の一部規定は、現在は適用されないことに留

意を要する。実際、この命令は、戦略製品が政府の承認、およびライセンスを必要としたと

きに出されたものである。また、命令は、下記の若干の基本原則について規定する。 

- ライセンスは譲渡できないこと 

- ある目的地に対して発行されたライセンスは、別の目的地には使用できないこと 
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この命令については、ライセンスの項で詳細に扱う。 

 

1999年8月11日付の輸出管理に準拠する製品の通過に関する特定問題に関わる政令1143号 

この命令は規制製品の通過を規制し、この実施に対して適用する手続きについて記述する。

この命令については、ライセンスの項でさらに詳細に扱う。 

  

カザフスタン輸出管理制度の強化に関する政令1917号、1999年12月 

この命令は採択以来数度にわたり修正されたが、国家輸出管理委員会を設置およびその任務

について規定し、また、その委員の資格を特定する。 

この命令については、ライセンスに関する項で詳細に扱う。 

  

2.2.3  ライセンス制度と手続 

 

カザフスタンのライセンスプロセスは、すべての規制製品に対して同じであり、産業通商省

（MIT）への一段階申請に適用される。しかしながら、核関連製品の取引は、原子力庁(NEC)

の事前承認およびMITへのライセンスの申請を伴う二段階プロセスを通過しなければならな

い。 

 

2.2.3.1  所管官庁 

カザフスタンの法律は、輸出管理の分野における役割および責任を、カザフスタン輸出管理

政策の全般的指示(命令)を決定する上位機関と輸出管理の実施および運用に責任を負う実施

機関の間に配分する。 

 

2.2.3.1.1  上級機関 

大統領 

カザフスタン輸出管理政策の主要特性を規定する。 

 

首相18  

首相は、政府運営の監督に加え、なかでも輸出管理実施の調整に責任を負う19  

                                                  
18 ｢カザフスタン輸出管理制度の人事異動｣、NIS エクスポートコントロール･オブザーバー、

2003 年 8 月 
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国家輸出規制問題委員会(State Commission on Export Control Issues) 

国家輸出規制問題委員会(以下、委員会という)は、カザフスタン輸出管理政策の決定および

その実施両面で助力する責任があるため、上位機関と実施機関の間を結ぶ組織である。委員

会は、軍用機器、核技術、デュアルユースの製品および関連製品、技術および情報の輸出規

制に関わる問題について政府に助言する諮問機関である。 

委員会は政府が任命する10人の委員で構成され、法的拘束力のない勧告を行なう。委員会の

会議は必要に応じて開催されるが、4 半期に一回は少なくとも委員の半数が出席して開かれ

る。会議の審議事項および資料は、産業通商省が準備する。委員会における決定は、出席委

員の単純過半数によって行なわれる。賛否同数の場合は、委員長が 終決定する20 。 

 

法律が定める委員会の主要任務は次のとおりである。 

・下記について勧告を行なう。 

- カザフスタン輸出管理政策の実施 

- 輸出管理制度に関与する政府機関の業務の調整 

- カザフスタン輸出管理制度、特に軍用機器、核関連およびデュアルユースの製品なら

びに技術に対する規制の問題の改善 

- カザフスタン輸出管理の法的枠組および既存輸出管理規則の実施を管理する方法の改

善 

- 規制リストに含まれる製品の類別 

- 多国間拡散防止制度の規範および規則と共にカザフスタン輸出管理規範および手続き

の遵守 

- 輸出管理分野における国際組織との協力 

- カザフスタン輸出管理規則と他のCIS諸国の規則との調和 

- 国防産業の転換 

 

・輸出管理、および規制製品の通過を規制する法律ならびに他の文書案の審査。下記を含む。 

- カザフスタン輸出管理制度の簡素化を意図する提案 

- 輸出管理審査プロセスのコンピュータ化の状況および資金拠出に関する問題 

- 研修会、研修会議の実施ならびに規制製品の生産、輸出および輸入に関与する政府の

                                                                                                                                             
19 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html. 
20 カザフスタン輸出管理制度の強化に関する政令 1917 号、1999 年 12 月 
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担当官および産業界代表者に対する輸出管理実施に関する通達の整備立案 

・規制製品に関わる通過申請書の審査 

・多国間輸出管理制度(NSG、MTCR、オーストラリアグループ、ワッセナー協定他)の可能な支

持についての検討 

・輸出管理分野における他の諸国の経験についての調査 

・規制製品の輸出に関する出荷前または出荷後検査の勧告 

・その権限内の他の問題の調査 

 

  

国家輸出規制問題委員会の構成21  

名前 委員会における役割 政府の役職 

Saukhat Mykhamebaevitch 

Mynbaev 

委員長 副首相兼産業通商大臣 

Saimurata Bapanuly Tanirbegena  安全保障会議副議長（Deputy Head）

Nartai Nurtaevicth Dubaev  国家安全保障委員会（KNB）委員長

Vladimir Sergeevich Shkolnik  エネルギー･鉱物資源大臣 

Berdibek Mashbekovich 

Saparbaev 

 副大臣、財務省関税管理委員会委

員長 

Mukhtar Kapashevich Altynbaev  国防大臣 

Onalsyn Islamovich Zhumabekov  司法大臣 

Zhanat Bazikenovich 書記 外務委員会副委員長(Deputy Head 

of the Foreign Affairs) 

Mukashev  総理府付 

Ivana Mikhailovicha 

Kravechenko 

 通商産業第一副大臣 

Askar Orazalievich Shakirov  外務副大臣 

 

2.2.3.1.2  実施機関 

 

産業通商省（MIT） 

                                                  
21 2005 年 9 月 21 日付政令 936 号 
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産業通商省がライセンスを所管する。省内では、国防産業・輸出管理・ライセンス局の下に

置かれる輸出管理部(後記の図｢MIT の組織構造｣を参照)がライセンス申請の審査およびライ

センスの発行を行なう執行当局である。 

 

MITの住所は下記のとおり。 

Prospekt Ka Banbai Batyr 

Transport Tower Building 

473000、Astana 

Tel:(3172)299-032、241-529 

Fax:(3172)241-901,241-213 

 

  

審査プロセスに関与する他の政府機関 

• 外務省 

エンドユーズの誓約書の信憑性の検査および輸出取引の政治的側面の評価 

• 国防省 

軍用機器の輸出申請書の審査 

• 原子力委員会(エネルギー･鉱物資源省傘下) 

核関連輸出申請書の審査、輸出取引の書類および条件の評価、 終需要者の評価(外務

省と共同)、核関連ライセンス承認の容認、 終需要者側に違反がある場合の輸出取引

の防止(外務省および経済通商省と共同) 

• 保健省 

生物関連製品および技術(人および動物疾病)に関するライセンス申請書の審査、有害

物質(核、生物、化学物質を含む)の生産、使用、輸送および貯蔵に関する公衆衛生問

題の規制 

• 農務省 

生物関連製品および技術(動物および植物の疾病) に関するライセンス申請書の審査 

• KNB 

輸出者の信用調査の実施、カザフスタンの法律要求事項の実施の管理、輸出取引現場

に同行(警護が要請される場合)、核関連貨物(材料)の不法密売の防止 

• 内務省 

輸出される製品の移動の規制、輸出される製品の警備の提供 
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2.2.3.2  申請手続 

2.2.3.2.1  申請手続 

ライセンス申請書ファイルは、MIT の国防産業・輸出管理・ライセンス輸出管理部長に対し

て提出しなければならない。輸出管理部は、ライセンスの審査を必要とする他の政府機関を

決定し、審査に関して勧告を行なう国家輸出管理委員会へ申請書を提出する。この審査およ

び勧告に基づいて、MITはライセンスを交付または却下する。 

 

前述の命令1037号に従って、ライセンス申請の回答は完全な申請書ファイルの受領後10営

業日以内に行なわれなければならない。承認された場合、ライセンスは1取引および1暦年

についてのみ有効である：ライセンスは特定された型の製品のみをカバーし、ライセンスに

記載の輸入者に対してのみ有効である。カザフスタンは、戦略製品については包括ライセン

スを交付しない。しかしながら、ライセンスに関する法律の修正が現在審議中であり、もし

採択されれば、拡散の懸念のない国への複数回の出荷を認める｢包括ライセンス｣が導入され

る。 

MIT からライセンスが交付された場合、輸出者は通関に必要な他の書類(貨物明細書)と共に

ライセンスを関税委員会へ提出しなければならない。 

 

輸出(輸入)申請書ファイルに必要な書類22  

申請者は、ライセンスの請求のためには下記書類をMITへ提出しなければならない。 

- 次の情報を含むライセンス申請書 

○ 輸出者(輸入者)の連絡先（Coordinates） 

○ 買い手の名前および法的住所 

○ 仕向国(原産国) 

○ 積荷が国境を越える税関所 

○ 金融取引の形態および決済通貨 

○ 製品の型および数量ならびにその金銭的価値 

○ TNVEDコードの他、規制リストのコード 

○ 契約書番号および日付 

○ ライセンスの請求有効期日 

                                                  
22 1999 年 12 月 14 日付の輸出管理の実施に関する規則ならびに輸出管理に準拠して輸入さ

れた製品の使用およびその使用の検証に関する規則の承認に関わる大統領命令 1919 号 

－92－



○ 政府の承認を必要とする場合の輸出実行の政府の承認(この要件は、過去に核関

連輸出に適用されたが、核関連ライセンスプロセスが簡素化されたため、現在は

政府の承認を必要としない。)－下記の核関連輸出に関するライセンス規則を参

照 

- 契約書の写し（contractまたはagreement） 

- 取引が仲介者を通して行なわれる場合は、輸出者と 終需要者間の契約書の写し 

- 輸出(輸入)される製品の技術的特性 

- 輸出者(輸入者)の公式登記番号の写し 

- 輸出者(輸入者)が法律で認められた分野で事業を行なっている場合は、当該ライセン

スの写し、および輸出者(輸入者)が付随する免許料を支払ったことを確認する書類の

写し 

- 輸出については、下記事項を示す 終需要者の誓約書の原本 

○ 輸出される製品が記載された目的だけに使用されること、また 

○ カザフスタン政府の事前承認なく再輸出されないこと 

○ エンドユーズの誓約書には次の情報が含まれること 

• 輸入者の名前および住所（輸入者が仲介者である場合） 

• 終需要者の名前および住所 

• 終需要国 

• 輸出される製品の名前、数量およびTNVEDコード 

• ライセンスに署名する個人の姓名、職位および署名ならびに関係政府当局の押印 

• ライセンスの発効日 

 

- 戦略製品の輸入については、原産国が要求する場合、ライセンス当局（MTI）がエンド

ユーズの証明書を交付することができる。エンドユーズの証明書は10日以内の発行を

必要とし、また 1 取引に対してのみ交付される。エンドユーズの証明書の発行後に輸

入取引の条件が変更されたときは、輸入者は速やかにライセンス当局へ知らせなけれ

ばならない。この場合、ライセンスは自動的に無効となり、新たな条件を記載して再

発行されなければならない。輸入取引が 6 ヶ月以内に行われなかったときは、ライセ

ンスは破棄のためにライセンス当局へ返還されなければならない。23  

 

出荷後の正式手続き 

                                                  
23 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号 
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輸出者は、輸出実施後3日以内にライセンス当局へ次の書類を提出しなければならない。 

- 税関告知書の写し 

- 貨物発送の証拠 

- 取引に関する銀行の情報 

ライセンスに記載された製品の全量が輸出されてから10日以内に、積荷の通関手続きを行な

った税関所は、ライセンス当局（MIT）に対し出荷が完了したことを示す税関所長の署名のあ

るライセンスの写しを送付しなければならない。 

核関連輸出については、輸出者は輸出ライセンスの写しおよび輸出が確かに実施されたこと

の証拠を原子力委員会へ送付しなければならない24 。 

 

一時的輸出 

- 修理のための軍用機器、技術、訓練用材料および他の文書の国境を越える輸送はライ

センスを必要とする。 

 

前に輸入された製品のカザフスタンからの再輸出 

前にカザフスタンに輸入された製品に対する再輸出ライセンス申請書は、MIT へ提出しなけ

ればならない。申請書ファイルには次の書類を含めなければならない。 

- 原産国管轄当局の書面による承認 

- カザフスタンの事業体と第三者間の契約書の写し25  

 

前に輸入された製品のカザフスタン国内での譲渡 

ライセンス当局がエンドユーズの証明書を交付した前に輸入された製品のカザフスタン国内

での第三者への譲渡については、ライセンス当局の承認を得なければならない。譲渡ライセ

ンスの取得のため、カザフスタンの事業体は下記書類を認可当局へ提出しなければならない。 

- 次の情報を含む申請書 

○ 譲渡される製品のTNVEDコードおよび規制リストコードを付した完全な明細 

○ 譲渡される製品の数量 

○ 初に製品を供給した輸出者の名前および住所 

○ エンドユーズの証明書の番号および日付 

○ 譲受人の名前および住所 

                                                  
24 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号第 29 条第 6 項 
25 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号 
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○ 譲渡の理由 

- 原産国が譲渡を承認することを確認する書類 

- 譲渡について定める契約書の写しおよび原本 

譲渡ライセンス審査は、15日以内に完了しなければならない。ライセンスが交付された場合、

譲渡を行なう事業体は、1 週間以内にライセンス当局へ譲渡の完了を知らせなければならな

い26 。 

 

通過ライセンス 

通過ライセンスは、通過を実施する事業体が所在する国の管轄当局からMITへ提出されなけ

ればならない。通過ライセンス申請書ファイルは、次の書類を含まなければならない。 

- ライセンス申請書 

- 通過を要請する事業体の公式登記の写し(申請者が外国政府の場合は要求されない) 

- 事業体が輸出規制の対象となる製品を取引することを認めるライセンスの写し（申請

者が外国政府の場合は要求されない) 

- カザフスタンを通過する製品の明細および数量、その金銭的価値ならびに TNVED コー

ド 

- 通過製品に関する契約書の写し 

- 申請者の原産国管轄政府当局からの、通過期間中に起きる事件に対応する準備がされ

ていることを確認する書類 

- 申請者が、軍用製品、核関連貨物(材料)および機器、核応用可能なデュアルユースの

製品、放射性物質、爆発物、ならびに毒薬が伴う通過貨物に対して適切な物理的保安

手段の提供が可能であることを示す書類 

- 受領者がその管理下にない理由で製品の引渡しを受けることができない場合、申請者

が通過貨物を引き取ること確認する書類（申請者が外国政府の場合は要求されない) 

- 通過期間中に通過が個人に対する損傷の原因となった場合、申請者の金銭的債務であ

ることを示す書類 

- 貨物の保管、返却、技術的鑑定、および他の措置の費用など、申請者によるカザフス

タンの法律違反に起因してカザフスタン政府が取った措置に付随する費用を申請者が

負担することに同意したことを示す書類 

- 出荷の日付および予定通過ルート、通関手続きを取る税関所、通過期間中の輸送およ

                                                  
26 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号 
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び通信手段を示す書類27  

- ライセンス当局は、ライセンス申請書の評価に必要と判断する場合、他の書類を要求

できる。 

 

通過申請書ファイルは、輸出規制問題委員会が審査する。MIT の輸出管理ライセンス局はラ

イセンス交付の可否について勧告を準備し、委員会へ勧告を提出する。軍用製品、核関連貨

物(材料)、デュアルユースの生物および化学物質、ミサイル技術に加え、関連の科学的およ

び技術的情報が関係する通過申請書については、委員会は他の政府機関に通過の承認を要請

できる28 。 

 

許可申請却下の理由 

 

ライセンス申請は下記の場合に却下できる。 

- 申請書ファイルが不完全な場合 

- 輸出者が虚偽の情報を提出したか、または十分な情報を提供しなかった場合 

- カザフスタン輸出管理規則の違反 

- 規制製品の輸出活動を行なうことを禁じる裁判所の判決に輸出者が服した場合 

- 予定される輸出が、カザフスタンの国家安全保障に脅威を与えるか、またはカザフス

タンの国際義務に違反すると政府が見なす場合29  

 

ライセンス当局は、申請書ファイル受領後1ヶ月以内に却下の理由を申請者に通知しなけれ

ばならない30 。 

 

ライセンスの停止 

ライセンス当局は、次の場合に 長6ヶ月間ライセンスを停止することができる。 

- 輸出者(輸入者)がライセンスの条件を尊重しなかった場合 

                                                  
27 1999 年 8 月 11 日付輸出管理に準拠する製品の通過に関する特定問題に関わる政令 1143
号 
28 1999 年 8 月 11 日付輸出管理に準拠する製品の通過に関する特定問題に関わる政令 1143
号 
29 Chengis Massenov｢核および非核関連輸出のライセンス｣、2004 年 9 月 27 日～28 日にカ

ザフスタンのアスタナで開催された核および非核関連デュアルユース貨物(材料)の譲渡に関

するカザフスタン輸出管理制度についてのセミナーにおけるプレゼンテーション 
30 1999 年 8 月 11 日付輸出管理に準拠する製品の通過に関する特定問題に関わる政令 1143
号 
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- 輸出者(輸入者)が虚偽の情報を提出したか、または十分な情報を提供しなかった場合 

- カザフスタン輸出(輸入)管理規則の違反 

ライセンス停止の決定は、書面で3日以内に税関当局宛と共に輸出者(輸入者)へ送付される

31 。 

 

核関連製品に関するライセンス規則 

核関連貨物に対するライセンス手続きは、他の規制製品に対する手続きとは異なり、二段階

で構成される。第一段階では、申請者は先ずアルマティに在る原子力委員会（CNE）へ申請書

を提出しなければならない。CNE が取引を承認する場合は、第二段階としてライセンス申請

書ファイルをCNEの承認と共にMITへ提出し、MITがライセンスを発行する。 

 

1999年の大統領命令1919号は、(1)輸入国がIAEAと協定を締結している場合、および(2)輸

入国の管轄政府当局が、輸出される製品、またはその使用結果について下記を条件として承

認するエンドユーズの証明書を提供する場合にのみ、核関連製品の核兵器非保有国への輸出

できることを規定する。 

○ 核兵器、他の核爆発装置の生産、または軍事目的に使用されないこと 

○ その使用の全期間、IAEAの保障条項の下に置かれること 

○ IAEA勧告と同等の物理的保全措置の下に置かれること 

○ カザフスタン当局の承認によってのみ第三者へ再輸出または譲渡すること、また、

IAEAの保障規定および物理的保全措置の下に置かれること32  

 

CNEによるライセンス審査 

CNEによるライセンス審査は4つの目的を持つ：（1)申請書の要請をそのデータベースに登録

すること、(2)申請者が提供する情報の点検(正確なコードの使用、輸出される製品の明細な

ど)を含む予備審査の実施、(3)技術的および政治的審査、(4)できればコメントを得るため申

請書ファイルを他の政府機関へ提出すること。 

 

技術的および政治的審査の間、NEC(原子力庁)の担当官は、下記について検査する。 

- 貨物(材料)の技術的特性および申請者が提出する記載事項の正確性ならびに申請書に

明記されるもの以外の目的に使用される可能性 

                                                  
31 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号の第 16 条 
32 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号 
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- 輸出者の特性(コンプライアンスプログラムの整備、申請者の過去の輸出管理法違反) 

- 終需要者の特性(輸出される貨物の型と申告された使用との一貫性) 

- 輸入国の特性(多国間輸出管理制度との一貫性、核兵器の保有、輸入国輸出管理制度の

状況、カザフスタンとの双務協定の存在、拡散防止の分野での輸入国の方針、輸入国

とカザフスタンの要注意国に含まれる他の諸国との関係 

 

さらに詳細な技術的審査を必要とする場合、CNE 担当官は、申請要求書をセミパラチンスク

核実験場に近いクルチャトフ市に在るカザフスタン国立原子力センター（NNC）33 へ転送す

ることができる34 。 

 

MITによるライセンスの発行 

輸出取引が承認された場合、NNE 委員長(director)が承認状に署名し、封印されて輸出者へ

送付される。次に、輸出者はCNE 承認状と共に申請書ファイルをMIT へ提出し、MIT がライ

センスを発行する。 

 

核製品が関係するライセンス申請書に必要な書類 

NECへ提出される申請書ファイルには次の書類が含まれる。 

- 申請書 

- 申請者の連絡先(Coordinates) 

- 申請者の公式登記証明書35  

- 申請者の核製品分野での活動を認めるCNEが交付するライセンス 

- 輸入者の連絡先（Coordinates）、原産国、および製品の仕向け地 

- 輸出される機器の型および数量 

                                                  
33 NNC は、1992 年 5 月 15 日の大統領命令 779 号によって設置された。センターは次の組

織を含む：核物理学研究所（アルマティ）、原子力研究所(クルチャトフ市)、地球物理学研究

所（クルチャトフ市)、放射能安全･生態環境研究所（クルチャトフ市)、バイカルエンタープ

ライズ（クルチャトフ市)、およびKazakh State Research and Production Center of 
Explosive Operation(アルマティ)。NNC の主要目的は、カザフスタンに在る元の核兵器実

験場の環境を浄化すること、カザフスタンの原子力産業開発のために科学、テクノロジーお

よび人的資源の基礎を確立すること、ならびに元のセミパラチンスク核実験場を平和目的に

転換することである。また、NNC は、包括的核実験禁止条約に準拠して監視するため設置

された全世界的検証制度の一部である国際監視システムに参加する。出所：2006 年 5 月版

インターナショナル･エキスポートコントロール･オブザーバー 
34 Chengis Massenov｢リスク認識およびカザフスタンの核関連輸出規制｣、2006 年 10 月 16
日～18 日にカザフスタンのアルマティで開催された拡散防止認識研修ワークショップ 
35 カザフスタンの全ての法的実体は、司法省に登記される。 
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- 輸出者と輸入者間の契約（contract、agreement、letter of intent） 

- 輸出者が輸出される製品の生産者でない場合、カザフスタンの生産者と輸出者間の契

約書 

- 輸入国の管轄政府機関が交付するエンドユーザーの証明書の原本の写し 

- 通関手続きを行なう予定税関所の名前 

- 決済通貨36  

 

ミサイル関連製品に関するライセンス規則 

1999 年 12 月 14 日付大統領命令1919 号は、ミサイル関連の製品および技術のミサイル非保

有国への輸出について下記の場合にのみ実行できることを規定する37 。 

○ 当該国がMTCRのメンバーであること 

○ 輸入される製品が大量破壊兵器の運搬手段に使用されないこと、また、カザフスタン

共和国が同意した物理的安全措置の下に置かれることを管轄政府当局が保証すること 

○ 輸入される製品がカザフスタン管轄当局の事前承認なく再輸出または譲渡されないこ

と 

 

生物兵器に関するライセンス規則 

生物兵器に関する主な特別の規則は、申請者に対して、バイオの安全管理に関して、法定の

適切な包装、マーキングおよび輸送手段の使用を要求している。送り主および受領者の住所

が表示される包装の側面には、下記のマーキングまたは記号のある紫のラベルを付けなけれ

ばならない。 

「Substances biologiques perishables」／「Perishable biological substances」(腐

敗性生物物質)、｢Cette eetiquette ne peut etre utiliser que par les laboratoires 

officielement reconnus ｣／｢This label can be used by officially recognized 

laboratories only｣(このラベルは、政府認可の試験所に限り使用できる)、「Substances 

biologiques perishables usage medica」／｢Perishable biological substances for 

medical use｣（医療用腐敗性生物物質）、｢Dangereux: Ne pas ouvrir pendant le 

transporte｣／｢Danger: Do not open during transportation｣(危険：輸送中の開封禁止)、

「Sans valeur commerciale」／｢No commercial value｣(商業的に無価値)、｢Emballe 

                                                  
36 Chengis Massenov｢リスク認識およびカザフスタンの核関連輸出規制｣、2006 年 10 月 16
日～18 日にカザフスタンのアルマティで開催された拡散防止認識研修ワークショップ 
37 1999 年 12 月 14 日付大統領命令 1919 号 
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selcon les regles postales intertionales de securite｣／｢Packaged in accordance 

with international mailing safety rules｣(国際郵便安全規則に従って包装)38  

 

政府レベルでのバイオの安全管理および防衛の実施に対する監視は、保健副大臣の責任であ

る。加えて、危険な病原菌を扱う研究所は、それぞれカザフスタンの法律の遵守について責

任を持つ組織委員会を設置しなければならない39 。 

 

出荷後検査 

1999年12月14日付ライセンスに関する法律(1919号)は、輸出者(輸入者)は管轄政府当局が

出荷後検査のために輸出された(輸入された)製品へアクセスすることを認める規定を、その

契約書に含めなければならないことを定める(しかしながら、この規定はNPT加盟国への核関

連輸出には適用しない)。また、契約書には、受領者が管轄政府当局の要求に基づいて製品の

使われ方について報告書を提出することを定めなければならない40 。 

 

さらに、戦略製品の輸出に関する出荷後検査の実施要請は外務省宛に行うことが必要であり、

外務省は輸入国の管轄政府当局へ要請を回付する。 

出荷後検査は、ライセンス当局により任命されたライセンスプロセスに関与する政府機関を

代表する官僚のチームが、輸出者代表者と共に実施する。また、輸入国のカザフスタン大使

館の館員も出荷後検査を行なうことができる。検査結果はライセンス当局へ提出され、不法

行為が確認された場合、ライセンス当局がKNBおよび外務省へ通知する41 。 

 

また、ライセンス当局は、カザフスタンに輸入された規制製品について出荷後検査を行うこ

とができる。ライセンス当局は、この目的のために輸入者に検査日を通知し、（政府の担当官

で構成される）委員会を設置する。追加措置が必要な場合は、検査結果を管轄政府機関へ回

付する。 

輸出国が実施する出荷後検査では、法律に定める規則に従い、国家機密に留意して行なわれ

                                                  
38 2003 年 5 月 12 日～14 日にカザフスタンのアルマティで開催された｢BW 拡散防止研修｣

でのカザフスタン保険副大臣Anatoli Belonog のプレゼンテーション 
39 L.E.Nekrassova｢生物兵器の生産に使用可能なデュアルユースの製品に輸出に対する規

制｣、2004 年 9 月にカザフスタンのアルマティで開催されたバイオ防衛／安全管理ワークシ

ョップ 
40 1999 年 12 月 14 付大統領命令 1919 号第 2 条第 3 項 
41 1999 年 12 月 14 付大統領命令 1919 号第 4 項 
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る42 。 

 

2.2.3.2.2  輸出規制リスト 

カザフスタンは、カザフスタン当局が国家としての規制が重要と見なす若干の製品を追加し

て、デュアルユースの製品のＥＵの統一リストを採用した。 

 

2.2.3.2.3  要注意国リスト 

カザフスタン政府の担当官によれば、カザフスタンは、規制製品の輸出が制限されるかまた

は禁止される要注意国のリストを保持している。このリストは公開されない。 

 

帳簿作成および政府監査 

カザフスタンの法律は、帳簿作成および政府監査に関する要求事項について言及していない。

しかし、MITは発行済みライセンスのデータベースを保持する43 。 

 

 

                                                  
42 1999 年 12 月 14 付大統領命令 1919 号 
43 1999 年 12 月 14 日付輸出管理の実施に関する規則ならびに輸出管理に準拠して輸入され

た製品の使用およびその使用の検証に関する規則の承認に関わる大統領命令1919号第28条
第 6 項 
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2.2.4  制裁 

輸出管理規則違反に対する制裁は、3 つの法律文書で規定される。刑法、行政法およびテロ

対策法である。 

 

刑法 

刑法は、戦略物資の不法譲渡を扱う7か条を含む。 

第243条は、大量破壊兵器、および他の兵器の新たな生産に使用可能な技術、科学的および

産業通商省 

国防産業･輸出管理･許認可局 

産業･化学･技術開発委員会 

輸出管理業務 

ライセンス審査と

発行 

国防産業業務 ライセンス業務 

一定の分野で取引す

ることを認めるライ

センスの発行 

産業通商省の組織構造 

(ライセンス部門) 

出所： MIT website, http://www.mit.kz/ 
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技術的情報の不法輸出は、月次算出指数(monthly calculation index)（Mesyachnyy 

raschetnyy pokazatel）44 の 700 倍から 1000 倍までの罰金または3年以上 7年以下の禁固

刑に処すことを定める。 

 

第250条は、有毒、有害、放射性または爆発性物質、兵器、軍用機器、爆発装置、火器およ

び弾薬、核、化学、生物および他の大量破壊兵器、ならびに大量破壊兵器の生産に使用可能

な材料および機器の国境を越える不法譲渡を禁じる。かかる行為は、財産没収の有無にかか

わらず5年以下の禁固刑に処せられる。 

 

第158条は、国際協定によって禁止される大量破壊兵器の生産、購入または販売は5年以上

10年以下の禁固刑に処すことを規定する。 

 

第233条は、(テロリズムについて)大量破壊兵器、放射性物質もしくは伝染病または動物流

行病を引き起こす生物要素、または大量死傷者をもたらす手段の使用もしくは使用の企ては

10年以上15年以下の禁固刑に処すことを定める。 

 

第247条は、核関連貨物(材料)の不適切処理、盗み、および違法処理について扱い、かかる

行為は10年以下の禁固刑に処すことを定める。 

 

行政法 

 

第316条(核拡散防止制度違反)は、輸出管理規則の違反は罰金またはNECが交付した核分野

の取引を認めるライセンスの取消しに処することを定める。 

  

テロ対策法(2002年に修正) 

テロ対策法第7条は、国境を越える兵器、爆発物、有毒または向精神薬物質および放射性物

質の不法譲渡を防止する責任はKNBが負うことを規定し、かかる行為はカザフスタン刑法に

基づいて罰せられることを定める。 

  

                                                  
44 月次算出指数は、労働および社会立法に基づいてなされる賃金、報酬、および他の支払い

を規制するためカザフスタンで使用される単位であり、同様に税金、公課、関税、罰金、お

よび他の支払いの計算にも使用される。2006 年 3 月現在、カザフスタンでの月次算出指数

は 1,030 カザフスタンテンゲ、または約 8 ドルである。 
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2.2.5  問題点と評価 

 

序文に述べるとおり、輸出管理規則の遵守を向上させるため、カザフスタンは早くから輸出

者および政府の担当官への周知ならびに教育訓練を始めた。カザフスタン政府は1990年代の

中ごろから、この分野における自国の努力を支持する国際援助を利用した。この傾向は何年

にもわたり継続かつ拡大され、政府の担当官および産業代表者の教育訓練、自動ライセンス

システムの導入による手続きの改善、国境管理設備の強化･改善、ならびに国境管理手続きの

改善および簡素化を実施するために、現在は独自のイニシャティブと国際援助プログラムが

調和のとれた方法で運営されている。しかしながら、かかる努力にもかかわらず、輸出管理

規則の履行において、カザフスタン輸出管理制度の も弱い側面がまだ残されている。 

 

 

独自の努力および国際援助プログラム 

産業界および政府要員の教育訓練 

カザフスタンにおける研修プログラムは、1990年代の中ごろ早くから、現在もまだ続いてい

るBXAが創設、主催する輸出管理研修研修会に加え、別の2つ分野で運営される。一方、政

府は国際援助と協力して税官職員、国境警備隊員および原子力産業代表者を対象に定期的な

製品判定（CI）研修会を組織した。同時に、主に原子力産業のためにコンプライアンスプロ

グラムを扱う研修会が開催されたが、 近ではその対象を生物学研究所まで拡大した。 

 

製品判定研修 

これらの研修会の一部は、指導員となる政府の担当官の研修を目的として、米国エネルギー

省（DOE）の資金提供による国際輸出管理プログラム（INECP）の下で開催される。INECP プ

ログラムの下で前に研修を受けたカザフスタンのスペシャリストが企画し、実施した始めて

の研修会が、2006 年 3 月にアルマティで開催された。会議には国境警備部門の代表に加え、

カザフスタンの14州のうち12州から税官職員が参加した。研修では、核ならびにデュアル

ユースの製品および機器の判定、核または放射線（物質）材料の処理に関する安全議定書、

かかる製品の構成、核燃料サイクル、デュアルユースの品目、ならびに国際規範および協定

などの問題を扱った45 。  

                                                  
45 ｢キルギス共和国とカザフスタンで開催された商品識別研修｣2006 年 5 月インターナショ

ナル･エキスポートコントロール･オブザーバー。また、｢兵器拡散防止におけるNNSA の役

割：CIT ワークショップ Indigenization Moving Forward｣2004 年 9 月NIS インターナショ

ナル･エキスポートコントロール･オブザーバーの 3～4 頁を参照 
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コンプライアンスプログラム 

カザフスタンでは、法律はコンプライアンスプログラムの創設を要求せず、勧告するだけで

ある。しかしながら、輸出管理法第8条の2は、輸出管理の履行を向上し、違法取引を防止

するコンプライアンスプログラムの創設において、ライセンス当局は輸出者に対する支援が

求められることを規定する。この目的のため、いくつかのコンプライアンスプログラム（ICP）

研修会が、原子力産業に対して輸出管理および関連国境安全管理（EXBS）とINECPプログラ

ムの下で開催された。ICP 研修会は、代表的に拡散防止に関する国際展望、カザフスタン輸

出管理制度および法律改正、要注意品目に対するカザフスタン関税管理委員会の規制、技術

およびその規制、産業界によるカザフスタンの輸出管理法および規則の遵守を強化する方法

を扱う46 。 

ICP 研修会を提供する努力は、もっぱら原子力分野に集中したが、現在は新たなイニシャテ

ィブが生物(学)分野へ向けられている。例えば、DOEは、2006年12月にアルマティで政府の

担当官に加え生物学研究所の代表者を対象にICP研修会を後援した47 。 

米国の他、IAEA,ドイツ、英国、およびオランダも技術支援および輸出管理問題についての研

修をカザフスタン産業界および政府に提供した48 。 

 

自動ライセンスシステム 

カザフスタン政府および米国務省は、1999年にはすでにカザフスタンの自動ライセンスシス

テムの導入について議論を開始した。米国務省は、米国が開発したトラッカーと呼ばれるシ

ステムをカザフスタンに提供する提案を行なった。カザフスタン政府の担当官はこのプロジ

ェクトを歓迎したが、多くの者は米国がひそかに情報を収集するためにシステムを利用する

懸念から、トラッカーを所期の目的に使うことに確信を持てなかった49 。 

自動ライセンスシステム案は放棄されなかったが、カザフスタンは、2 年後に米国務省の資

金提供で2000年から2002年の間にカザフスタン国立原子力センターが開発したSTORKEシス

テム「System To Review Kazakhstan Export」（カザフスタン輸出審査システム）を導入した。

STORKE は、（1）カザフスタンおよび国際輸出管理法規、規制リスト、技術関連マニュアル、

設備の明細、若干の国についての概要、ならびにカザフスタン税関所に対する連絡情報を含

                                                  
46 ｢カザフスタンのキジロルダにおいて開催されたコンプライアンスプログラム･ワークシ

ョップ｣2006 年 6 月インターナショナル･エキスポートコントロール･オブザーバー 
47 DOE 代表とのコミュニケーション、2006 年 12 月 20 日 
48 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html 
49 http://www.nti.org/e_research/profiles/Kazakhstan/index.html 
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むデータベース、（2）ライセンス申請書、および審査中の専門家の意見を保存するライセン

スシステム、（3）アルマティのライセンス担当官とNNCの専門家がデジタル方式で情報を交

換してライセンスの審査を可能にする暗号化機能を持つ電子メールシステムで構成される。

この段階では、STORKE は NEC（原子力庁）と NNC（国立原子力センター）の間で核関連輸出

ライセンス審査のみに使用されるが、システムは他の分野および独立の専門家を含む他の組

織へ拡大できるように設計された。 

 

国境管理 

国境管理を改善するカザフスタンの努力は、次の 2 つの主要な目的を持つ：第一は、WMD 関

連材料に関する拡散防止努力および密売の防止を強化すること、第二は適法取引の自由な流

れを可能にするために、税関管理を簡素化することである。 

この目的は、国境管理設備の強化･改善、ならびに現代的税関管理手続きおよびシステムの導

入によって達成される 

 

国境管理設備の強化･改善 

ソビエト連邦崩壊後カザフスタン政府が早くから取り組んだ別の問題は、違法輸出および不

法密売を防止する国境における設備の改善である。この場合も、強化･改善はアフガニスタン

のイニシャティブと米国および韓国などの外国の援助によって実施された。例えば、カザフ

スタン内閣は、2005年6月に国境警備隊の国境および沿岸パトロールの強化のため、ディフ

ェンダー4000哨戒機7機と関連地上整備設備をBAEシステムズから購入することを提案した

50 。米国は、2006 年 5 月に EXBS プログラムに基づいて、KNB(国家安全保障委員会)国境部

（Border Service）のカスピ海軍国境防衛分艦隊に対しトレーラーおよび予備部品に加え、

即応可能な高速巡視艇を含む2百万ドル相当の機器を寄贈した。韓国政府も、同じ月にカス

ピ海のアクタウ港に配備される巡視艇3隻を譲渡した51 。 

さらに、米国およびカザフスタンの専門家は、EXBSプログラムの下で2002年と2004年の間

にカザフスタンの20箇所を超える税関所および国境検問所の評価を行なった。この結果、カ

ザフスタン関税委員会と米国エネルギー省は、カザフスタン国境沿いの戦略上重要な国境検

問所に放射能探知機および統合通信機器を装置する協定を2006年5月に締結した。この機器

は、核または放射線物質（材料）の不法譲渡の探知および防止に役立つ。また、協定は、後

                                                  
50 インターナショナル･エキスポートコントロール･オブザーバー、2005 年 12 月／2006 年

1 月 
51 「米国・韓国によるカザフスタンの海軍および国境防衛強化の支援」インターナショナル･

エキスポートコントロール･オブザーバー、2006 年 6 月 
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方防衛プログラム（Second Line of Defense Program）（SLD）の下で提供された機器の使用

についての地方警察官に対する研修プログラムを含む52 。 

この協定に先立ってカザフスタン関税委員会は、税関所に不正侵入ができない検査

（non-intrusive inspection）（NII）システムを装置することを開始した。NII は、国境を

越える車両、貨車、およびコンテナに対して積荷を降ろさずに、または人的捜査を行なわず

に隠された兵器、爆発物、麻薬、およびWMD 関連技術を検査する。NII は、これまでに5箇

所の税関所に装置され、将来的にはさらに2箇所に増設する必要がある。関税委員会によれ

ば、カザフスタンは、2006年にNIIシステムの購入のための1兆2500億テンゲ（1050万米

ドル）を含め、3兆4380億テンゲ（2880万米ドル）を税関所の機器の改善･強化に充当した53 。 

 

電子関税 

通関手続きの迅速化および他国の関税機関および国際組織のみならずカザフスタン各省庁と

の電子文書交換の促進を図るため、関税委員会（CCC）は、2006 年 3 月に「電子関税」と呼

ばれる（CCC）電子情報システムを導入した。現在アスタナの関税本部で使用されているこの

システムは、CCCと韓国企業KT-NETおよびサムスンコーポレーションと共同で開発された54 。 

 

国境管理の簡素化 

税関手続き簡素化のさらなる努力において、CCCはカザフスタンのいくつかの国境検問所で、

いわゆる「ワンストップ」システムを導入した。「ワンストップ」システムの下では、車両、

個人、および積荷は一箇所で税関、国境警備隊、車両規制、家畜／植物病原菌規制、および

衛生・検疫規制の検査を受ける。CCCは、2008年までに統合検問所の数を25箇所まで増やす

計画である55 。 

さらに、カザフスタンとロシアは、カザフスタンとロシアの国境に沿う 19 箇所の税関所で

2006年から税関の共同管理を行なうことに合意した56 。 

 

輸出管理法規に容易にアクセスできるようにする努力 

                                                  
52 「米国・カザフスタン後方防衛協定の締結」インターナショナル･エキスポートコントロ

ール･オブザーバー、2006 年 5 月 
53 「カザフスタン関税部が放射能検知システムを装置」インターナショナル･エキスポート

コントロール･オブザーバー、2006 年 6 月 
54 インターナショナル･エキスポートコントロール･オブザーバー、2006 年 4 月 
55 インターナショナル･エキスポートコントロール･オブザーバー、2005 年 12 月／2006 年

1 月、および 2006 年 4 月 
56 インターナショナル･エキスポートコントロール･オブザーバー、2005 年 12 月／2006 年

1 月 

－107－



 

また、カザフスタン当局は輸出管理システムについて産業界代表者を教育する研修プログラ

ムに加え、政府の様々なウェブサイトに適切な文書を掲示することによって輸出管理法規に

容易にアクセスを可能にすることに重点を置いた。産業通商省、関税当局は、他の組織（「有

用なウェブサイト」の項を参照）と同様にそのウェブサイトにカザフスタンの法律を掲示す

る。一部のウェブサイトはユーザーにとって使いやすくないが、サイトから大部分の関係法

律を入手できる。 

 

問題点と評価 

カザフスタン政府は、カザフスタンの輸出管理法規の整備および修正、情報へのアクセスの

改善、ならびに産業界代表者および政府の担当官に対する研修、および国境管理の強化にお

ける積極的な役割を通じ、1990 年代の終わり頃から続く次の 10 年を通して、輸出者から出

された多くの苦情を処理してきた。これらの苦情には、下記のものが含まれる。 

- 統一輸出規制リストの採用により整理された一部のリストが残されていることに起因

する混乱 

- 輸出管理に責任のある政府機関の数が多すぎること。この問題は、核関連輸出を除い

て MIT を産業界代表者が接触を持つ唯一の機関とする窓口一本化システムの採用によ

って部分的に解決された。 

- 政府および産業界の輸出管理専門家の数が不足していること。この問題はまだ解決さ

れていないが、輸出管理法規、製品判定、およびコンプライアンスプログラムを扱う

研修プログラムの創設で取り組みがなされた。 

 

これらの努力にもかかわらず、カザフスタンにおける輸出管理は、その履行においてなお弱

点を残す。これはプロセスの初期に存在した様々な要因によるものであり、輸出管理に対処

する要員の頻繁な人事異動、輸出者および政府の担当官に対する技術支援の不足、ライセン

ス当局の要員不足、ならびに汚職を含み今日も未解決のままである。結果として、なおいく

つかの重大な問題について対処の必要がある。これは、法律の抜け穴、他のWMD関連分野の

犠牲による核分野への過度の集中、適切に法遵守を監視する能力の不足、および不十分なイ

ンフラおよび研修を含む。 

 

法律の抜け穴 

カザフスタン政府の担当官によれば、現在、カザフスタンの輸出においてブローカーおよび
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仲買人の役割を規制する法律が存在しない。これはカザフスタンを通過国とさせるその地理

的位置から、現行法の重大な弱点である57 。先に述べたとおり、インタンジブル技術の移転

に関する適正な規制も不十分である。 

 

  

核関連分野への集中 

カザフスタンの輸出規制の整備は、その始めから核関連分野へ集中し、生物、化学およびミ

サイル関連分野へはほとんど注意が向けられなかった。この結果、カザフスタンは核関連取

引に関する技術アドバイザーの役目を果たすCNEとNNCを除いて、輸出者および政府の担当

官が生物、化学およびミサイル関連分野で助言を求めることができる国家認定の科学研究機

関のグループを持たなかった。 

 

コンプライアンス監視能力の不足 

カザフスタン政府は、輸出プロセスの全段階で厳格な規制を確立し、輸出者によるコンプラ

イアンスプログラムの創設を必要条件とさせるライセンスに関する法律および輸出管理法の

修正を現在検討中であるが、この修正が法遵守の履行を劇的に改善することは定かではない

58 。政府レベルでの専門家の不足および専門知識の隙間を埋める既存NGOの能力不足のため、

カザフスタン政府が戦略製品を扱う企業の健全なコンプライアンスプログラムの創設、また

は履行の監視に役立つ活動を拡大できるかどうか不確かである。 

 

不十分な研修および機器 

数多くのプログラムが税官職員、政府職員および産業界に対して研修および機器を提供する

にも関わらず、彼らの多くは機器ならびに研修の不足についてまだ苦情を述べる。カザフス

タンは大国であり、隣国5カ国と国境を接し、その大部分が麻薬とWMD関連密売のルート上

にある。この関係で、現行の外国援助がカザフスタンのすべての要求事項に対処できないこ

とは驚くことではない。国際社会のみならず、カザフスタンによる一層の支援活動を必要と

し、それはカザフスタンの も緊急的要求事項を支援する資金拠出の増加にもっと深く関与

し、もっと大きく傾斜する必要がある。 

  

 

                                                  
57 カザフスタン政府の担当官、アスタナ、2006 年 2 月 15 日～16 日 
58 「新輸出管理法案の進展について」 
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カザフスタンの国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 批准(1994/2/14) 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准(2000/3/23) 

生物兵器禁止条約（BWC） × 

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 2004/2/6署名 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) ○ 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) ○(2005/6) 

国連決議第1540号報告 2004/11/3, 2005/12/7提出

 

関連ウェブサイト 

• 産業通商省：輸出管理に関係する法律および他の文書のリストを提供する。 

http://www.mit.kz（英語およびロシア語） 

• カザフスタン政府ウェブサイト：法律のリストを提供する。 

http://www.government.kz/ru/zak_down.asp?num=1（英語およびロシア語） 

• 関税部：http://www.customs.kz/exec/stat/stat?tip=6 

• 関税部、アルマティ支所：法律のリストを提供する。 

http://almaty.keden.kz/zakonadat/zakon.cgi?doc=599 

• 法律のデータベース： 

http://www.notariat.kz/ (password protected) 

http://www.zakon.kz/ 

http://www.pavlodar.com/zakon/ 

http://www.legislationline.org 
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2.3 タジキスタン共和国 

 

2.3.1 歴史と背景 

 

タジキスタンの輸出管理制度は、依然として初期の段階にある。ソ連崩壊後の 1992 年から

1997年までの間、タジキスタンは内戦に明け暮れた。このような状況において、戦争終結ま

で、輸出管理制度の整備が政府にとって優先事項でなかったことは驚くにあたらない。むし

ろタジキスタンが輸出管理に関する法律を、戦争が終わった同じ年の1997年に採択したこと

のほうが驚異的である。カザフスタンの輸出管理法の制定に刺激を受けて、タジキスタン政

府は迅速に自国の輸出管理法を整備した。しかしながら、輸出管理制度の制定に係わる初期

の努力は、タジキスタン政府がキルギスタン、中国及びウズベキスタンを含む隣国との国境

画定という、より切迫した問題を処理しなければならなかったために維持されなかった。と

りわけ、ソビエト時代に根源が見られるウズベキスタンとの国境紛争は、タジキスタン民族

が居住する広範な地域がウズベキスタンの支配下に置かれ、またその反対の状況が存在する

ため、 も悩ましい国境問題である。結局、その問題は、タジキスタン政府当局がウズベキ

スタンの支援を受けていると疑っていたタジキスタン人のムハムド･クドイベルディエフ大

佐率いる反乱軍によるクーデターの失敗により1998年に終結した。1998年11月にクドイベ

ルディエフ軍がウズベキスタンから攻勢を開始した際に、両国間の国境は閉鎖された。2000

年の後半、1999 年のタシケントでの一連の爆発事件の首謀者の疑いのあるウズベキスタン･

イスラム運動（IMU）のメンバーがタジキスタンからウズベキスタンへ入国することを防ぐた

めに、ウズベキスタン政府当局は、国境沿いに地雷を埋設した。しかしながら、両国は2002

年までに問題解決の糸口を見出したものと見られ、中央アジア協力機構の会議期間中に両国

共通の国境の86％を 終的に画定する協定を締結した。未解決の国境問題及びウズベキスタ

ンが埋設した地雷の除去に関する協議は、現在も継続中である。 

 

タジキスタンにおける別の解決すべき重要かつ優先事項は、地方における麻薬取引について

である。タジキスタンは、アフガニスタンからロシア及びヨーロッパへ運ばれる麻薬の主要

な通過国である。麻薬の既定取引ルートはタジキスタンの山岳地帯を横切るので、国境警備

隊の対応及び管理が難しいと思われる。また、そのルートは、IMU など地方のテロリストグ

ループがその攻撃目標に到達するためにも使われる。タジキスタンの貧困層も、国境を越え

て麻薬を運ぶために地域住民を雇うのが一般的な麻薬密売人にとって容易なターゲットであ

る。 

－111－



タジキスタン政府は、輸出管理制度の整備に時間とエネルギーを割くことができないため、

タジキスタンが加盟するユーラシア経済共同体（EURASEC）などの地域機構が整備した規則及

び指針(ガイドライン)に大きく依存する。残念ながら、輸出管理、特に輸出ライセンスに関

する EURASEC の規則の多くは、EURASEC の一部の加盟国がまだ批准していないため、有効で

はない。さらに、これらの規則の多くは加盟国の国内規則の補完を意図するものであるにも

かかわらず、タジキスタンの場合、肝心の国内規則自体がほとんど存在しないか、または不

完全なものである。その結果として、タジキスタンの輸出管理の法的基盤は不完全かつ中途

半端な、パッチワーク的なものにならざるを得ず、法律は多くの場合、異なる解釈に左右さ

れる。 

 

また、ライセンスのメカニズムも不明瞭であり、タジキスタンの担当官自身が本当に理解し

ていないように思われる。例えば、1997年に一部の担当官が、政府は関係省庁の勧告を受け

てから輸出ライセンスを発行する責任があると述べた。他の担当官は、政府承認1を得てから

対外経済関係省（Ministry of Foreign Economic Relations）が輸出ライセンスを発行する

と正反対の手続きを示した。状況は今日まで変わらず、一部の担当官は、タジキスタンは

EURASECが整備した輸出管理リストを使用していると述べ2、一方、他の担当官はタジキスタ

ンの輸出管理リストをまだ整備中であると言う3。この問題は、混迷するタジキスタンの輸出

管理制度の現状を示すものであると同時に、この分野の訓練を受けた要員の不足を明らかに

するものである。 

 

輸出管理規則を施行するメカニズムにも欠陥が多い。タジキスタンは、輸出違反に対する制

裁を規定する関税法及び刑法を整備しているが、税関官署のない地方で税関機能を果たすべ

き税関職員及び国境警備隊は、輸出管理の目的について理解が十分でない。輸出管理が大量

破壊兵器（WMD）に関わる技術の拡散防止の手段であるという概念は、彼らの大部分にとって

無関係である。彼らは一般的に、輸出管理は国境で関税を課す手段であると見なしている。

国境を越える積荷の検査は、通常は貨物に添付する輸出書類の審査によって行われる。さら

に悪いことには、税関官署及び国境警備所では、適切な検査に必要な装備が不足している。

                                                  
1核脅威データベース： http://www.nti.org/e_research/profiles/Tajikistan/index_5167.html. 
2 Kurshed Boboev、タジキスタン国家歳入関税省（Ministry of State Revenues and Duties）
関税管理局（Customs Control Department）、2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、アルマ

ティ 
3 F.M.Mussavirov、タジキスタン経済通商省輸出潜在力開発・外国貿易規制局長（chief of 
Office of Export Potential Development and Foreign Trade Regulation）、2006 年 5 月 16
日～18 日、グルジア、トビリシ 
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放射能探知機を持っているところは非常に少なく、またその要員は、合法または非合法を問

わず要注意製品の輸出に対処する訓練を受けていない。 

 

米国及び他の国々が資金を提供する様々な援助プログラムは、タジキスタンによる国境の警

備及び管理の改善を手助けするために実施されているが、その大部分は過去5年前に始まっ

たばかりである。実際、ロシア及びカザフスタンなど大規模なWMD関連貨物及び危険物質を

持つ国に比重を置いて投資した援助国にとって、タジキスタンの優先度は2001年までは低か

った。4 

しかしながら、これらのプログラムは、輸出管理制度の川下、すなわち国境で運用される。

強固な法的基盤を整備することにより川上の制度を強化する対策は、まったく取られなかっ

た。明確なライセンスメカニズムの開発に対する支援、ならびに産業、政府及び法律の施行

機関に対する情報提供活動（outreach）及び教育を開始することにより、実施レベルにおい

ても強化の必要がある。 

 

 今日のタジキスタンにおける輸出管理の主な現状について、2.3.2 で、タジキスタンの輸

出管理を規制する法的枠組について記述する。2.3.3では、ライセンスメカニズムを説明し、

2.3.6 ではタジキスタン輸出管理制度の効率性と有効性の評価を行い、また制度の重大な欠

陥に対する解決策を提案する。 

 

2.3.2 輸出管理制度 

 

2.3.2.1 法的枠組 

現在実施されているタジキスタンの輸出管理を規制する法的枠組は、弱体である。タジキス

タンは1997年に輸出管理法を採択したが、法律用語の定義は不明確であり、また、その内容

も不完全である。タジキスタンの核、生物及び軍事関連技術の輸出／輸入を規制するいくつ

かの法律も同様な性質を有しており、その管理に対して有効な基盤を提供していない。 

                                                  
4タジキスタンの国防複合体は、その隣国に比べはるかに規模が小さい。タジキスタンには拡

散の脅威の原因となる施設が少ない。顕著な例外は、ソビエト時代にソビエトの民間及び軍

の原子力産業のために、タジキスタン、キルギスタン、及びウズベキスタンのウランを処理

したVostochnyy Rare Metal Indusrial Association（Vostokredmet）である。今日でも、

Vostokredmet は少量のウランを処理している。また、Vostokredmet は以前のウラン濃縮秘

密工場の用地であったと信じられている。さらに、戦略ミサイルのための固定燃料ロケット

エンジンが、Taboshar 市のZarya Vostoka 工場で製造された。核脅威イニシアチブデータ

ベースを参照http://www.nti.org/e_research/profiles/Tajikistan/index_5167.html 
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タジキスタンは、タジキスタンが加盟する独立国家共同体（CIS）5及びユーラシア経済共同

体（EURASEC）6など地域機構が整備した法律に大きく依存する。とりわけ、EURASEC の法律

は、タジキスタンの国内法に必要な補完を提供するものである。しかしながら、EURASEC の

一部加盟国による批准文書の寄託が遅れているため、これらの法律のいくつかの重要なもの

が批准さていない。その結果、タジキスタンの輸出管理の法的基盤は、抜け穴の多い不完全

なパッチワーク的法律である。まず、タジキスタンの輸出管理を規制する主要な法律及び規

則を説明し、次に、その主要な規定について説明する。 

 

タジキスタンの輸出管理に適用される主な法令 

基本となる法律 

1 

 

武器･軍用製品及びデュアルユースの製品の国家輸出管理に関

する法律（1997年12月3日付第521号） 

武器･軍事製品及びデュアルユースの製品の国家輸出管理に関

する法律の実施について（議会命令第522号） 

法律 

 

議会命令 

2 

 

タジキスタン共和国における外国経済活動の改善について 

（1997年2月19日付政令第111号） 

政令 

核関連技術の規制に関する法律 

3 

 

核及び放射能の安全に関する法律（2003年8月1日付第42号） 法律 

4 

 

原子力の利用に関する法律（2004年12月9日付第69号） 法律 

生物／化学製品の規制に関する法律 

5 

 

生物の安全に関する法律（2005年3月1日付第88号） 法律 

 平和利用を意図するが化学兵器製造に利用可能な化学物質及 政令 

                                                  
5 CIS はソビエト連邦の崩壊後に創設され、旧ソ連の共和国 11 カ国、アルメニア、アゼルバ

イジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、キルギスタン、モルドバ、ロシア、タジ

キスタン、ウクライナ、及びウズベキスタンで構成される。トルクメニスタンは、以前CIS
の加盟国であったが、2005 年 5 月に部分的にCIS から脱退して、現在は準加盟国である。 
6 ユーラシア経済共同体（EURASEC）は 2001 年 5 月に創設され、そのときベラルーシ、

カザフスタン、キルギスタン、ロシア、及びタジキスタンの 5 カ国がこの協定を批准した。

ウズベキスタンは、 近、EURASEC に加盟した。EURASEC はCIS の関税同盟に置き換

わるものである。 
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び技術の輸出管理に関する手続きについて（1996年1月12日

付政令第32号） 

 

EURASECの輸出管理に関する規則 

6 

 

統一輸出管理の手続きに関するEURASEC協定（2003年10月28

日付） 

EURASEC協定 

 EURASEC加盟国と第三国の間の輸出又は輸入が禁止されている

か、若しくは規制される製品の統一リストについて（2004年1

月22日付EURASEC統合委員会決定第294号） 

EURASEC委員会決定 

 共通輸出管理リストの採用について（2004 年 6 月 17 日付

EURASEC統合委員会決定第355号） 

EURASEC委員会決定 

 関税同盟を経る輸送に関わる統一規則に関する協定（1998年1

月22日付） 

協定 

7 

 

1998年1月22日付関税同盟を経る輸送に関わる統一規則に関

する協定の修正議定書の承認について（2001年4月17日付命

令第183号） 

政令 

8 

 

自由貿易地域の創設に関する協定の締結国間で取引される製

品の税関管理に関する協定ならびに（CIS加盟国を通過する）

特殊な積荷及び軍事技術の輸送に関わる CIS 加盟国関税部門

間の協力に関する議定書の承認について（2000 年 5 月 4 日付

政令第192号） 

政令 

その他 

9 

 

関税法 法律 

10 

 

刑法 法律 

 

11 別個の種類の活動（Separate Type of Activities）のライセ

ンスに関する法律（2004年5月17日付第37号） 

法律 

一部の経済活動は国

家によるライセンス

が必要であることを

明記する 
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2.3.2.2 基本法 

基本となるタジキスタン輸出管理法は、2つの主要法令で構成される：1997年に採択された

輸出管理に関する法律及び同じ年に議会を通過した対外経済関係に関する政令である。 

 

●武器･軍事製品及びデュアルユースの製品の国家輸出管理に関する法律（1997 年 12 月 13

日付第521号） 

法律第521号は、タジキスタンにおける輸出管理の主原則を規定する5頁の文書である。つ

まり、様々な政府機関の主要な任務及び責任をリストで記載し、輸出管理の対象となる貨物

のカテゴリーを特定し、再輸出及び積み替えに関連する主要規則に加えてライセンスの主要

側面を規定し、また、要注意製品の輸出規制について規定する。 

しかしながら、法律は、キャッチオール規制、若しくは事業体におけるコンプライアンスプ

ログラムに関する事項を含まない。また、法律は、ライセンス申請に要する処理時間などの

ライセンス条件について、その不同意または取消について、若しくは輸出者が申請できるラ

イセンスの種類についても触れていない。さらに、「政府承認」と「ライセンス」の用語の明

確な区別がされていない。  

当該法律は、軍用機器、核物質及び核関連技術ならびにデュアルユースの製品の輸出、輸入、

再輸出及び輸送をカバーするが、ミサイルなどの運搬手段について具体的に触れていない。 

主要規定は以下のとおりである。 

 

●第2条は、輸出管理が次の原則にしたがって実施される必要性について規定する。 

- WMD 及び他の種類の兵器の不拡散の分野におけるタジキスタンの国際レジームの合意

事項の遵守 

- タジキスタンの政治上の利益及び安全の保護 

- 終用途及び 終需要者の管理 

- 輸出管理規則に関する情報の入手可能性 

 

●また、法律は、武器及び軍事技術に関するものだけではなく、その生産に使用される原料、

機器、技術及び役務に関する輸出管理の実施における様々な政府機関の責任を規定する7。 

当該法律第4条に従って、タジキスタン政府は次のことを行う。 

                                                  
7 Kurshed Boboev、タジキスタン関税管理局、2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、アルマ

ティ 
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- 輸出管理に関連する法律及び他の規制の公布 

- 輸出管理リストの承認 

- 輸出管理制度に関与する国家機関の作業の管理及びその責任の規定 

- 要注意製品の輸出割当量の決定 

- 輸出ライセンスの発行 

- 通過ライセンスの発行 

 

他の政府執行機関は次のことを行う。 

- タジキスタンの輸出管理政策の実施 

- 輸出管理規則及び輸出管理手続きを統一する適正措置の整備及び実施並びに必要な修

正の実施 

- 管理リストの整備 

- 規制製品の輸出、再輸出、及び通過の管理 

- 規制製品を取り扱う契約または協定の専門家による見直しの実施 

- 規制貨物の違法輸出の防止 

 

●第5条は、ライセンスの対象となる製品のカテゴリーについて規定する。これは、材料(物

質)、技術、及び機器の下記5カテゴリーを含む。 

- 通常兵器及び軍事技術に加え、その生産に必要な原料、材料、技術、機器、及び役務 

- 核物質、核関連技術、機器、設備、特殊非核物質、デュアルユースの機器及び技術、

放射線源及びアイソトープ 

- 化学兵器の生産に使用可能な化学及びデュアルユースの技術 

- 危険な疾病の原因となる病原体、その遺伝子の変形物、及び生物兵器の生産に使用可

能な遺伝子物質の断片 

- 軍事技術の生産に伴う科学技術情報及び役務 

 

更に、リストに記載される製品カテゴリーに対する管理は、その物質（材料）の所有者、原

産地及び生産時期の如何を問わず適用されることを規定しており、また、タジキスタン政府

は他の種類の機器についても管理の対象とする権利を留保する。 

 

●第6条は、ライセンス手続きについて規定している。しかしながら、用語は不明確で、解

釈によって左右される。タジキスタン政府が指定する政府機関がライセンスを実行する。当
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該機関は、政府にライセンス申請書を提出して承認を得なければならない。特に、下記書類

の提出を必要とする。 

- ライセンス当局が承認したライセンス申請ファイル 

- 輸出される貨物は、「輸入国が必要とするものだけに使用されること」また、「タジキ

スタン政府当局」の許可なく第三国へ再輸出または移転しないことを承認する契約書

ならびに輸入国（recipient country）の主務当局が交付する 終需要者輸入証明書 

輸出者はライセンスを得たとき、ライセンス及び契約書の原本を関税当局へ提出しなければ

ならない。 

特殊非核物質のみならず核物質並びに関連技術及び機器の核兵器を持たない国への輸出は、

輸入国の主務当局が、核物質、特殊非物質、デュアルユースの機器のみならず輸出される物

質、及び輸出される製品の使用から生じる他の製品について、以下のことを誓約する場合に

のみ実行できる。 

- 核兵器の生産及び他の核爆発装置、またはすべての軍事目的に使用されないこと 

- その使用の全期間、国際原子力機関（IAEA）の保障規定（safeguards）に従うこと 

 

また、輸入国（recipient country）は、IAEA が勧告する対策／又は国際協定に規定する対

策と同等の物理的安全対策を実行しなければならない（第6条）。 

 

20％を超える濃縮ウラン、プルトニウムまたは重水の第三国への再輸出または移転は、タジ

キスタン政府主務当局の書面による許可なく行うことはできない（第6条）。 

 

ライセンス当局又はタジキスタン政府は、輸出管理規則の違反がある場合、ライセンスの効

力を取消しまたは停止する権利を有する（第6条）。 

 

税関当局も、輸出される製品を出荷前に検査する要請を行うことができる（第6条）。 

  

●軍事技術、機器、並びにその修理及び整備のための予備部品の輸出は、タジキスタン政府

が指定する主務当局の許可を条件とする（第6条）。 

 

●第7条は、製品の再輸出は、材料の原産国及び関係するタジキスタン政府機関双方の許可

を必要とすることを規定する。 

・タジキスタン領土を通過して輸送される規制製品は、タジキスタン政府の許可を条件とす
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る（第7条）。 

 

●第8条は、タジキスタンに対する義務に違反した一定の国、またはタジキスタンが加盟す

る国際機関の決定によって一定の国への輸出にタジキスタン政府が制限を課すことができる

ことを規定する。 

加えて、国家利益及び安全を確保するために、タジキスタン政府は規制品の輸出が許可され

ない国のリスト（要注意国リスト）を特定することができる。 

 

●第10条は、ライセンス当局は、輸出者が提供した情報の秘密保持を尊重しなければならな

いことを規定する。しかしながら、タジキスタンの安全に脅威を与える可能性がある情報に

対しては、これを適用しない。 

 

●タジキスタンにおける外国経済活動の改善について（1997年2月19日付政令） 

1997年に採択された政令は、政府許可を条件とする製品、役務及び材料、輸出、輸入及び通

過のリストを承認する。リストは二部に分かれ、一部は輸出用、もう一部は輸入用である。

輸出リストは、タジキスタンの経済または安全上重要な製品に加え、拡散の可能性がある物

質（材料）、製品及び役務の13の種類を含む。輸入リストは、物質（材料）、製品及び役務に

ついて9カテゴリーを含む。リストの記載事項は下記のとおりである。 

 

輸出リスト 

- 放射能廃棄物に加え、ウラン及び放射線源（radioactive source）、技術、材料(物質)、

これらの材料を含む装置及び機器 

- 火薬、爆破装置、及び廃棄物 

- 武器、軍用機器、予備部品及び整備 

- 軍事技術に関わる技術情報、設計、及び運用情報 

- 軍服及び関係物品 

- 軍用有毒材料（物質）、予備部品及び部品に対する防護手段 

- 燃料及び鉱貨物源の場所に関する情報（地図及び図解） 

- 麻薬、向精神薬物及び毒薬 

- 暗号解読機（コード化機器及び関連部品、ならびに暗号作成ソフトウェア）、及び暗号

装置に関する技術文書 

- 採集可能な鉱物学上及び古生物学上の物質 
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- 芸術、歴史、科学または文化的に重要な価値を持つ芸術品、珍品及び美術品 

- 公務及び民間により使用される武器 

- 保護の対象となる野生動物及び野鳥8 

 

輸入リスト 

- 放射能廃棄物に加え、ウラン及び放射性物質、技術、材料(物質)、これらを含む装置

及び機器 

- 火薬、爆破装置、及び廃棄物 

- 武器、軍用機器、予備部品及び整備 

- 軍事技術に関わる技術情報、設計及び運用情報 

- 軍用有毒材料（物質）、予備部品及び部品に対する防御手段 

- 暗号装置（暗号化機器及び関連部品、ならびに暗号作成ソフトウェア）、及び暗号装置

に関る技術文書 

- 軍服及び関係物品 

- 燃料及び鉱貨物源の場所に関する情報（地図及び図解） 

- 麻薬、向精神薬物及び毒薬 

 

2.3.2.3その他関連法令 

 

●核関連技術に関わる特別の規則 

タジキスタンにおける核関連技術の使用は、2 つの主要な法律によって規制される。原子力

の利用に関する法律（2004年12月9日付第69号）はタジキスタン国民の安全と保護に対処

するものであるが、同時に核関連技術の不拡散の保証を意図する。法律第4章（Title４）で

は、核関連物質、及び核関連技術の輸出又は移転はライセンスを条件とすることを規定する。 

 

核及び放射能の安全に関する法律（2003 年 8月 1日付第42号）は、輸出管理に直接適用さ

れない。しかし、この法律は、経済の様々なセクターにおいて核関連技術の使用を規制し、

また、核関連技術を使用する事業体が準備しなければならない安全対策及び対応システムを

確認する。 

 

●生物関連製品に関わる特別の規則 

                                                  
8 タジキスタン経済通商省：http://www.met.tj/acts.htm 
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生物関連製品は、生物の安全に関する法律（2005 年 3月 1日付第88号）によって規制され

るタジキスタンの他の規制と比較して、この法律は驚くほど詳細かつ包括的である。法律は、

遺伝的に改質された微生物（以下、「生物要素」）の開発、試験、生産、輸入、輸出及び商業

化を規制する。 

法律第6章は、生物要素の輸入及び輸出を直接規制する。当該法律の主要規定は以下のとお

りである。 

●法律は、輸入及び輸出の要求について再調査の責任を負う国家委員会（National 

Commission）を設置する。 

●第18条は、生物要素の輸入または輸出は、タジキスタンの企業体による事前通知が条件で

あり、国家による許可を必要とすることを規定する。さらに次の責任を定める。 

- 国家委員会は、輸出／輸入に伴うリスクを評価すること 

- 違法取引を防止する対策を立て、生物要素が関与する事件の結果を軽減する適切な対

応に着手すること 

- 輸出者は適切な包装、マーキング、及び輸送手段を使用すること 

- 輸出者は「国家委員会」へ適切な情報を提供すること 

- 輸出者が提供する情報の秘密保持、及び知的財産権を尊重すること 

●第19条は、「適正な根拠による（well-founded）事前承認」の概念を導入する。これは生

物要素の輸出／輸入の実施に適用する申請手続きであり、（1）タジキスタン領土での試験、

（2）環境への導入、（3）市場への導入に使用される。法律の用語は不明確であるが、この手

続きは、特定の輸出者／輸入者に与えられる事前承認に相当すると思われる。実際は、法律

は下記手続きについて規定する。 

- 国家委員会は、この手続きが適用する活動の種類を決定する。 

- 輸出者は、その輸出／輸入の実行する目的を「国家委員会」に通知する。 

- 承認は、国家委員会から与えられる。 

- 必要であれば、国家委員会は前に与えた承認を見直すことができる。 

●生物要素の輸入 

タジキスタンの企業体は、生物要素の輸入に先立って通知書を国家委員会へ提出し、国家委

員会は90日以内に通知書の受領を確認しなければならない。通知書の審査の後、国家委員会

は申請のあった輸入に適用する手続きを決定し、通知書を関係当事者へ提出する。 

●申請の許可 

国家委員会は、第18条に定めるとおり、輸入に伴うリスクの分析に基づいて、輸入許可を与

えるかどうか決定する。リスク評価は、輸入がタジキスタンの住民の健康、環境、または経
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済にマイナスの影響を与える可能性として定義される。国家委員会は、輸入に伴うリスクを

評価する科学技術協会または機関を決定する。評価に要する費用は申請者が負担する（第23

条）。申請書の審査は、要請から90日以内に行なわなければならない。国家委員会は、下記

のいずれかを決定できる。 

- ライセンスなしで輸入が実施できることを申請者へ通知する。 

- 輸入はライセンスが条件であることを申請者へ通知する。 

- 輸入の不認可を申請者へ通知する。 

- 資料の追加を要請する（第21条） 

●輸入者は、下記の場合に、前に不認可となった輸入申請の再審査を国家委員会に要請する

ことができる。 

- 政治／安全上の環境の変化が、輸入に伴うリスクの再評価の原因となる場合 

- 見直しプロセスに影響する新たな科学的または技術的情報を輸入者が有する場合 

- 委員会決定は科学的情報に基づいていないと信じる理由が輸入者にある場合（第 22

条） 

●包装：輸入者は、輸出者が適切な包装、マーキング、及び輸送手段を使用していることを

確認しなければならない。 

 

●軍事技術を規制する特別の規則 

自由貿易地域の創設に関する協定の締結国間で取引される製品の税関管理に関する協定なら

びに（CIS 加盟国を通過する）特殊な積荷の輸送及び軍事技術に関わる CIS 加盟国関税部門

間の協力に関する議定書の承認について（2000年5月4日付政令第192号） 

独立国家共同体（CIS）が先に採択した規則を承認する政令第192号の第二部は、特殊な積荷

の輸送及び軍事技術の輸送を扱う。政令は、CIS の国境を経る積荷の通過または転送は、事

前通知（第2条）によって、また事前承認された税関官署（第3条）を通して行うべきこと

を定める。 

 

第8条は、積荷の証印が無くなっているか、または損傷している場合、若しくは輸送製品が

申告どおりでないと信じる理由がある場合、「税関職員」は「検査期間中に積荷が留置される

国」の主務当局の代表者の面前で積荷を検査できることを定める。 

 

第 9 条は、CIS 加盟国に対して、加盟国が特殊な積荷及び軍事技術の輸送または通過に関す

る国内法を変更する場合、20日以内に相互に通知することを求める。さらに、材料(物質)の
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原産国は、他の加盟国に対して積荷が1ヶ月以内に通過することを事前に通知しなければな

らない（第10条）。 

また、加盟国は、かかる積荷の転送または通過に関する情報の秘密を保持すること（第 11

条）、また、いかなる第三者も転送／通過を行う国の事前承認なく通知されないこと（第 12

条）を誓約する。 

 

 

●通過に関する特別の規則 

上述の法律第521号の規定に加え、1998 年年1月 22日付CIS加盟国を経る通過に関わる統

一規則に関する協定及び1998年1月22日付関税同盟を経る輸送に関わる統一規則に関する

協定の修正議定書の承認について（2001 年 4月 17日付命令第183 号）は、タジキスタンを

経て通過する積荷の管理について追加の詳細を提供する。 

協定は、通過積荷は元の状態で目的地に到達しなければならないことを定め（輸送手段の酷

使の場合を除く）（第2条）、また、CIS加盟国を経る通過が禁止されている製品のリスト（リ

スト1）及び通過がライセンスを条件とする製品のリストを規定する（第5条）。 

第7条は、通過積荷は主務当局が決定する特定の通関地点で国境を越えることを規定する。

加盟国は、通関地点リストを交換しなければならない。加盟国による別段の定めがない限り、

通過積荷はCISの何れのルートも使用できる。 

修正政令は、CIS 加盟国は一定の製品の通過に制限を設定できることを定め、また、加盟国

は通過する製品が越える国境の税関官署のリストを決定できることを確認する（第1条）。こ

の場合、加盟国は税関官署のリストを相互に通知しなければならない（第3条）。 

 

2.3.2.4輸出管理に関するEURASEC共通規則 

 

統一輸出管理手続きに関するEURASEC協定は、2003年10月28日にEURASEC加盟国により締

結され、タジキスタンでは2004年 6月 4日に政令第240号により承認された9。協定に基づ

き、加盟国は、WMD 及びミサイルを扱うその輸出管理規則及び手続きを一致させることに合

意した（第1条）。協定は、輸出管理規則の調和が国際協定に定めるとおり、加盟国の義務と

矛盾すべきでないことを強調する（第2条）。EURASEC加盟国が使用するライセンス規則及び

様式は、協定が効力を持ってから1年以内にEURASEC統合委員会によって整備される予定で

                                                  
9 Kurshed Boboev、タジキスタン国家歳入関税省関税管理局、2006 年 10 月 17 日、カザフ

スタン、アルマティ 
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ある；加盟国は、公式承認から6ヶ月以内にEURASEC規則を導入するために、国内法を調整

しなければならない（第8条）。しかしながら、加盟2カ国、ロシアとウズベキスタンがいま

だにすべての批准文書を寄託していないため、協定はまだ発効されないことに留意を要する。 

 

協定の主要規定は下記のとおりである。 

 

●加盟国は、輸出管理リストを一致させることに合意する。リストはEURASEC統合委員会に

よって整備され、EURASEC 国家間委員会（Interstate Committee）により各国首脳レベルで

承認される（第3条）。 

●第4条は、輸出される製品がWMDの生産またはその運搬手段に使用される可能性があると

信じる理由が輸出者にある場合、管理リストに含まれない製品はライセンスを条件とするこ

とを規定する。（キャッチオール規制） 

●第 5条は、合意されたEURASEC リストに加え、加盟国は、EURASEC リストに含まれない国

内リストならびに規制製品及び技術について整備できる。この場合、加盟国は、その国内リ

ストの写しを他のEURASEC加盟国へ提供しなければならないことを規定する。 

●第6条は、あるEURASEC加盟国から他のEURASEC加盟国を源泉とする製品の再輸出は、当

該製品の原産国の書面による許可を必要とすることを規定する。 

●加盟国によるライセンス申請の審査は、下記の原則を考慮しなければならない（第7条）。 

- 加盟国の国際義務の遵守 

- 安全保障上の国益 

- 輸出申請を行う製品及び技術の目的 

- WMDの拡散リスク及びその運搬手段 

- 加盟国のそれぞれの国内法で規定するその他の原則 

 

●第9条は、ある加盟国が発行するライセンスは、他のすべての加盟国の承認を必要とする。

また、EURASEC 加盟国は、各国のライセンス当局へ相互に通知し、各国の権限を有する者の

署名の見本を提供しなければならないことを規定する。しかしながら、どの加盟国も、積荷

が「通過国または輸入国」の国益に脅威を与えると信じる理由がある場合は、他の加盟国か

らの出荷を止める権利を持つ。この場合、その決定は、輸出者のライセンス当局へすみやか

に通知されなければならない（第12条）。 

●第10条は、加盟国はライセンスの発行、拒否及び取消について、相互に通知しなければな

らないことを規定する。 
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●第13条は、規制製品がEURASEC地域内で自由に流通できることを規定する。しかしながら、

加盟国は、WMD 不拡散に関する国際協定に関連する義務を尊重し、また、安全保障上の国益

を確保するために、また、輸出された製品の 終目的地がEURASEC地域外である場合は、取

引に規制を課すことができる。 

●第16条は、輸出に関する情報の秘密を保持することに合意する。かかる情報は、EURASEC

加盟国の間でのみ交換できる；非加盟国に対しては、輸出管理を規制する国際協定に規定さ

れる場合に限り知らせることができることを規定する。 

●協定は、軍用機器及び技術に適用しない（第19条）。 

●第20条は、いずれの当事者も、EURASEC統合委員会へ書面による通知を送付することによ

り、協定から脱退できることを規定する。 

●協定は、5番目の加盟国が批准文書を寄託した日に発行する（協定はまだ有効でない）。し

かしながら、第9条、第10条、第11条、及び第13条については、EURASEC関税同盟の創設

に関する協定（2001年5月）の発効日に効力を発する（第21条）。 

 

2.3.3ライセンス制度と手続 

 

タジキスタンのライセンス制度は、その輸出管理法と同じ程度に不完全である。タジキスタ

ンは、この分野においても EURASEC が定める規則に依存している。EURASEC は、輸出管理並

びに輸出又は輸入のライセンス要求事項に従うデュアルユースの製品及び核関連製品の6リ

ストを特定した。しかし、製品の完全なリストはまだ開発中であり－材料(物質)のカテゴリ

ーのみが特定されている－、また、要求事項も不完全である。例えば、EURASEC は、輸出者

に対してそのライセンス申請書ファイルに 終需用者証明書の提出を求めるが、彼らは、申

請書ファイルに提出すべき書類の一部としての輸出される材料(物質)の契約書または明細の

写し、あるいは対応コードについてもリストに記載しない。EURASEC 要求事項は、基本とな

る国内規則の補完及び輸出管理が持つ拡散防止の特質の補強を意味するものであることは確

かである。しかしながら、タジキスタンの場合、基本となるライセンス要求事項が存在しな

い。さらに、輸出管理の不拡散目的がタジキスタン担当官には全く理解されず、彼らは輸出

管理を単なる関税徴収権の行使と見ているふしがある。例えば、規制品に関するライセンス

書類の完全なリストは、政府のどのウェブサイトにも掲載されないが、一方、タジキスタン

経済通商省はそのウェブサイト上に、商業用製品（アルコール及び類似のもの）の輸出のた

めに提出する22の書類－その多くは銀行関係書類－から成る長いリストを掲載した。そのリ
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ストの 後の項目だけが、前の項で触れた政令第111号,10が特定する規制品目のカテゴリー

に含まれる輸出及び輸入製品に対する「タジキスタン政府の承認」に言及している。これは、

政府が不拡散より貿易の金融的側面に関心のあることを示すもので、その背景の一部はライ

センスに明確な指針がないことにあると説明できる。下記では、タジキスタンの現行ライセ

ンス制度を確認し、その主な問題点.を強調する。 

 

輸出管理リスト 

タジキスタン政府は、EURASEC が政令第 111 号のリストに記載される輸出管理に従う製品の

カテゴリーに加え、オーストラリアグループ、MTCR 及び特にワッセナーアレンジメント

（Wassenaar Arrangement）の総会期間中に行われた決定を使用して、多国間輸出管理制度に

準拠するデュアルユースの製品及び核関連製品ならびに技術の6リストを整備した。 (2004

年9月21日付EURASEC理事会（council）決定第190号)及び前記の表に記載の2004年6月

17日付EURASEC統合委員会決定第355号を参照)11。リストの名前はロシア輸出管理リストと

非常によく似ており、結局はロシアリスト12が採用されることになるだろう。そのリスト名

は以下のとおりである。 

(1) 人、動物及び植物の病気の原因となる病原菌、遺伝子操作により作られた微生物、毒素、

機器及び技術のリスト 

(2) 化学兵器の生産に使用可能な化学薬品、機器及び技術のリスト 

(3) 核物質、及び核関連機器ならびに非核物質及び技術のリスト 

(4) 兵器の生産及び軍事技術に使用可能なデュアルユースの材料（物質）、及び技術のリスト 

(5) 核（原子力）応用を伴うデュアルユースの物質、機器及び技術のリスト 

(6) ミサイルの生産に使用可能なデュアルユースの材料（物質）、機器及び技術のリスト 

 

EURASEC 統合委員会が2004 年 1月 22日に採用を決定した別の統一リストは、輸出管理に従

う製品のカテゴリーリストを提供する。リストは蒸留酒及びアルコールなどを含むが、国際

協定13により輸出が禁止または規制される放射性物質(radioactive material)及びアイソト

                                                  
10 経済通商省ウェブサイト： http://www.met.tj/acts.htm. 
 
11 Kurshed Boboev、国家歳入関税省関税管理局、2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、ア

ルマティ 
12 ロシアの輸出管理専門家によれば、EURASEC は、EURASEC リストが完全に整備され

るまで、ロシアの輸出管理リストを使用している。Elina Kirichenko、IMEMO からの情報、

2006 年 12 月 8 日 
13 2004 年 1 月 22 日付EURASEC 統合委員会決定第 294 号「EURASEC 加盟国と第三国

の間の輸出又は輸入が禁止されているか、若しくは規制される製品の統一リストについて」 
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ープ、爆薬及び爆破装置、暗号技術、有害廃棄物及び他の製品も含む。 

 

詳細なリストの整備によって、EURASEC が規制製品の広範なカテゴリーを規定するその先を

行っているかどうか定かではない。タジキスタンに関する限り、政府は、タジキスタンは現

時点では輸出管理の運用リストを持っていないことを示唆する。政府は、現在、ロシアのリ

ストに基づいて整備されたリスト原案を審査中である14。 

 

ライセンス手続 

タジキスタン政府によれば、戦略物資のライセンスは、リストに含まれる製品の管理手続き

を特定するEURASEC指針によって規制される。 

EURASEC 地域内(通過を除く)で行なれる規制製品のすべての輸出／輸入は、前述の統一輸出

管理手続きに関する協定の規制を受ける。EURASEC非加盟国との規制製品の輸出及び輸入は、

無形の手段を含むいかなる手段もタジキスタン政府主務当局の許可が条件である。 

 

EURASEC 地域外へ輸出される規制製品に関する EURASEC のライセンスの指針は、以下のとお

りである。 

生物要素の輸出に関し、輸出者は下記書類のリストを提出しなければならない。 

- 社名及び情報 

- 輸出製品の目的及び使用についての説明書 

- タジキスタン政府主務当局の書面による許可なく、製品が再輸出されないことを示す

証明書 

- 輸出製品は申告した目的に使用され、生物兵器の生産または BWC が禁止するいかなる

活動にも使用されないことを示す証明書 

- 輸出が BWC の非加盟国へ行なわれる場合、輸入者の 終需用者証明書に輸入国主務当

局が交付した 終需用証明書を添付しなければならない。 

 

化学薬品リストに含まれる製品の輸出に関し、輸出者は次の書類リストを提出しなければな

らない。 

- EURASEC地域外への輸出ライセンス 

- 輸出製品の使用場所及び目的を示す 終需用証明書 

                                                  
14 F.M.Mussavirov、タジキスタン経済通商省輸出潜在力開発･外国貿易規制局長、2006 年 5
月 16 日～18 日、グルジア、トビリシ 
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- 物質（材料）は申告した目的だけに使用され、生物兵器の生産または CWC が禁止する

いかなる活動にも使用されないことを示す証明書 

- 製品が CWC の非加盟国へ輸出される場合、輸入者の 終需用者証明書に輸入国主務当

局が交付した 終使用証明書を添付しなければならない。 

- タジキスタン政府主務当局の書面による許可なく、輸出製品を第三者へ移転しないこ

との誓約 

また、指針は下記について定める。 

- リスト1及びリスト2に含まれる化学薬品のCWC非加盟国への輸出／輸入は、禁止さ

れること 

- リスト1に含まれる化学薬品のCWC加盟国への輸出／輸入は、研究、医学及び薬学目

的、または有害化学薬品及び化学兵器に対する防護の直接使用に限り引き受けること

ができること。輸出／輸入される化学薬品の量は、申告した使用と一致しなければな

らないこと；かかる輸出は、輸出計画のOPCWへの通知後に実施できること。 

  

核物質、技術及び機器の輸出に関し、輸出者は下記に関する書類リストを提出しなければな

らない。 

- 核兵器を保有しない国への規制製品の輸出は、下記が求められる。 

° 輸出される製品またはその使用による製品が核兵器、核爆発、またはいかなる軍事

目的にも使われないことについての輸入国の誓約 

° 輸出される製品は、IAEAの勧告以上の物理的安全対策の下に置かれること 

° 輸出される製品は、タジキスタン関係当局の書面による許可なく第三国へ移転また

は再輸出されないこと 

° 輸入国の関係当局は、輸出される製品が 20％以上の濃縮ウランに使用されないこ

と、プルトニウム、ウラン濃縮技術、重水生産技術、使用済燃料の再処理技術、ウ

ランアイソトープの分離に使用する技術、濃縮ウラン及びプルトニウム転換技術、

これらの技術の装置または部品を生産しないこと、またはこれらの目的のための研

究または設計を行なわないこと(以下、重要核関連技術という) を誓約すること 

- 重要核関連技術の核保有国への輸出は、下記が求められる。 

° 輸出される製品が核兵器及び他の核爆発、又はいかなる軍事目的にも使われないこ

とにつての輸入国の誓約 

° 核物質は、IAEAの勧告以上の物理的安全対策の下に置かれること 

° 製品は、タジキスタン関係当局の書面による許可なく第三国へ移転または再輸出さ
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れないこと 

また、指針は下記について定める。 

- 1992年4月4日前に締結された協定に規定する核兵器を保有しない国への規制対象の

技術、機器及び材料(物質)のすべての輸出は、輸入国と IAEA との協定が継続しおり、

また、輸出される製品が IAEA 保障規定の下に置かれていることを前提に、原協定(祖

父規定)に定めるとおり実行できること 

- 1992 年 4 月 4 日前に締結された契約に定める核施設が完全に IAEA 保障規定の下にな

い核兵器を保有しない国への規制技術の輸出は、現存施設の安全操業の保証など一定

条件の下でのみ承認されること 

 

核（原子力）応用を伴うデュアルユースの物質の輸出に関し、輸出者は下記に関する書類リ

ストを提出しなければならない。 

- - EURASEC域内での輸出については、下記のことが求められる。 

° 申告した使用目的及び使用場所 

° タジキスタン関係当局の書面による許可なく、製品を複製、第三国へ再輸出、また

は移転しない誓約 

° 製品は指定された目的にのみ使用され、核爆発装置の生産に使用されないことの申

告 

° 核爆発装置は、科学的研究、開発、設計、試験、核爆発装置の運転または技術的役

務、かかる装置またはその構成部分の補助システムと定義されること 

- EURASEC域外への非核兵器の輸出については、下記のことが求められる。 

° 輸出される技術は、IAEA の保障規定の下になければ、核燃料サイクルに関連する

活動に使用されないことの誓約 

° IAEA の保障規定の下にない活動は、科学的研究、開発、設計、試験及びウランア

イソトープ分離に使用される原子炉の運転または技術・役務、重要組立品、技術、

ならびに濃縮ウラン及びプルトニウム転換技術、核燃料及び再処理技術、これらの

技術の装置及び部品と定義されること 

° NPT非加盟国への輸出については、 終需用者証明書は輸入国関係当局が交付する

証明書で確認される必要があること 

 

ミサイル関連技術の輸出に関し、輸出者は下記に関する書類リストを提出しなければならな

い。 
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- 規制ミサイル技術の輸出は、次の情報を含む 終需用者証明書の提出を必要とする。 

° 申告した使用目的及び使用場所 

° タジキスタン関係当局の書面による許可なく、製品を複製、修正、第三国へ再輸出、

または移転しない誓約 

° 輸出される製品は、申告した目的にのみ使用され、大量破壊兵器（WMD）を生み出

すミサイルの生産に使用されない誓約 

° 輸入者の 終需用者証明書には、輸入国関係当局が交付する 終需用証明書が添付

されなければならない。 

さらに、指針は下記について指示する。 

- カテゴリーIミサイル技術の輸出に関する申請書の審査は、｢ 大の注意を持って審査

しなければならないこと、また 100 パーセント確実な回答でなければ、拒絶すべきこ

と｣ 

- カテゴリーIシステムの開発のため特別に設計される生産能力の移転の禁止 

- 技術及びソフトウェアを含むカテゴリーI のその他の技術移転は、技術提供国が移転

される技術が WMD を生み出す手段の開発に使用されないことを保証する場合、いくつ

かの特殊なケースでは許可されることがあること 

 

軍用機器の生産に使用されるデュアルユースの製品及び技術に関し、輸出者は下記に関する

書類リストを提出しなければならない。 

- 規制技術の輸出は、次の情報を含む 終需用者証明書の提出を必要とする。 

° 申告した使用目的及び使用場所 

° タジキスタン関係当局の書面による許可なく、製品を複製、修正、第三国へ再輸出、

または移転しない誓約 

° 輸出される製品は申告した目的にのみ使用される誓約 

° リスト II(要注意製品及び技術)ならびにリスト III(高度の要注意製品及び技術)

に含まれる製品の輸出に関し、輸入国関係当局が交付する 終需用証明書が輸入者

の 終需用者証明書に添付されなければならない。 

さらに、指針は下記について定める。 

- 兵器及び軍事技術に使用できるデュアルユースの製品の輸出は、地域及び国際上の安

全保障及び安定への潜在的影響の枠組みの中で審査されなければならないこと 

 

ライセンス当局 
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タジキスタン政府によれば、要注意製品の輸出はタジキスタン政府による承認を必要とし、

タジキスタン共和国大統領が署名する。さらに、国家歳入関税省は、国家歳入関税省がライ

センス当局であることを示す輸出管理法(第521号、及び議会命令第522号)の実施に責任を

負う。しかしながら、国家歳入関税省は 近廃止され、元大臣、Gulomjon Boboev、が経済通

商省15の新大臣に任命された。経済通商省が新しいライセンス当局（licensing authority）

になるかどうか明らかではない。タジキスタンでは、用語｢license｣は使われない；｢permit｣

が要注意製品の輸出／輸入の関連で使われる用語である。 

 

許可申請（permit application）の審査プロセスに関与する政府機関は次のとおり。 

- 外務省 

- 国防省 

- 経済通商省 

- 国家安全保障省 

- 国家歳入関税省(現在は廃止) 

- タジキスタン科学技術アカデミー核･放射能安全局 

- 国家生物安全保障委員会 

 

ライセンスメカニズム 

 

ライセンス申請及び審査メカニズムは、タジキスタンの法律では明確に規定されていない。

理論上、輸出者は、輸出管理法(第521号)の実施を所管する国家歳入関税省へ申請書を提出

すべきである。しかしながら、国家歳入関税省は廃止された。このような状況でも、輸出／

輸入申請書は、関連製品の種類によって様々な政府機関で審査されることをタジキスタン政

府は指摘する。具体的には、デュアルユースの製品に関する輸出／輸入申請書は、許可の可

否について政府に勧告する経済通商省が審査する。 

 

核関連の製品及び技術の許可申請書は、政府に勧告する核･放射能安全局(Agency for Nuclear 

and Radiation Safety)及び科学技術アカデミーが審査する。 

 

生物関連製品の許可申請、(前述の生物安全保障に関する法律により設置された)国家生物安

全保障委員会（National Committee for Biology）が審査を行う。経済通商省、国家歳入関

                                                  
15 AVESTA news agency, http://sngnews.ru/en/articles/5/69780.html. 
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税省(現在は廃止)、及びその他の省庁もかかる申請書の審査に寄与し、政府に勧告する。そ

の審査期間中、これらの省庁は、申請書ファイルの技術的側面に関連して科学技術団体の専

門家の助言を要請できる。 

 

許可が与えられるときは輸出者へ通知されるが、ライセンスは輸出者に交付されない。その

代わり、ライセンスは積荷の通過が予定される税関官署へ直接送付される。政府は、これは

輸出管理ライセンスの偽造を防止する適切な方法であると考える。国境警備隊も、積荷が国

境警備関門所で国境を越えて行く場合は、積荷が入ってくる側の税関当局から通知を受ける。 

 

 

ライセンスプロセスに関与する主要な省庁の連絡先 

  

経済通商省 37 Bokhtar street, 

Dushambe, Tajikistan

電話：(992 -372) 27-34-34  

(992 -372)  21-43-07 

国防省 42, Bokhtar Street (992 -372) 21-18-97,  

21-23-69 

外務省 42 Rudaki prospekt (992 -372) 21-18-08,  

21-19-87 

国家安全保障省 8 Tekhron Street (992 -372) 21-23-12,  

21-08-86 

 

 

処理時間 

許可審査は、省庁レベルで約1ヶ月を要する。政府は、必要な限り時間をかけることができ

る16。 

 

許可実績 

規制製品の輸出ライセンスは、2006年には全く交付されなかったが、タジキスタン当局は数

件の通過ライセンスを発行した17。 

                                                  
16 Khamdullo Rakhmatulloevitch,国家歳入関税省関税局特別関税部長(Head of Special 
Customs, Customs Department),2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、アルマティ 
17 Kurshed Boboev 及びKhamdullo Rakhmatulloevitch、タジキスタン国家歳入関税省関

－132－



 

2.3.4  政府の啓蒙 

 

タジキスタンでは、輸出管理に関する情報入手及び発信活動は、ほとんど何もなされていな

い。この状況から、法令遵守レベルがきわめて低いことは驚くに当らない。 近の数字は入

手できないが、ドゥシャンベ新聞ナロドナヤ・ガゼッタに発表された論説で、タジキスタン

関税委員会の担当官、Nozimjon Nidoyev は、タジキスタン関税規則の違反が2000 年に 3倍

増となったことを特に言及した。2001年には、税関職員は2,061件のタジキスタン関税規則

違反を記録した。一方、現行の輸出管理の情報について輸出者の関心を引き寄せる計画が進

められている。例えば、2005年に、輸出者が無料で情報を得られる新関税法(customs code)

が採択された(第389条)。タジキスタン政府によれば、税関当局も新規のウェブサイトを開

設し、そこでは輸出管理に関わる規定が掲載される18。さらに、タジキスタン関税法第 391

条は、輸出者は、(国境を経る製品の移転を含む)関税運用の異なる側面について情報を得る

ため、税関当局または国家歳入関税省(現在は廃止)と接触できることを定める。このコンサ

ルティング・サービスは有料である。現在、タジキスタンの輸出者は議会が発行する公式議

事録で既存の法律を知ることができる。また、議会はそのウェブサイト上に法律の一部を掲

載する(後記の有用なウェブサイトを参照)。 

 

タジキスタン政府は、情報発信活動に関する限り、すでに10の事業体が、要注意物質の輸出

に関する輸出者への助言の提供を政府から公認されていることを示唆した。このサービスは

有料である。これらの事業体のリストは公表されておらず、輸出者がその存在及びこれらの

事業体との接触方法について知らされているかどうか明らかではない。 

 

タジキスタン政府は輸出者に役立つツールを提供しないが、輸出の審査及び管理に責任を負

う政府も、要注意製品の取引結果について評価を行なわない。例えば、 終需用者の選別に

役立つ危険信号（red flag）リストならびに問題国及び問題企業の公式リストがない。19 

 

2.3.5 罰則 

 

                                                                                                                                             
税管理局、2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、アルマティ 
18 Khamdullo Rakhmatulloevitch,国家歳入関税省関税局特別関税部長(Head of Special 
Customs, Customs Department),2006 年 10 月 17 日、カザフスタン、アルマティ 
19輸出管理フォーラム、2006 年 5 月 16 日～18 日、グルジア、トビリシ 
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輸出管理規則違反は、タジキスタンの刑法の2か条及び関税法の3か条に定める制裁を受け

なければならない。 

 

刑法： 

- 第289条(密売買)は、商品の密売買は5年以下の禁固に処すことを定める。さらに、｢大

量破壊兵器の生産に使用可能な貨物のみならず、放射性物質、爆破装置、弾薬、核、

化学、生物または他の種類の大量破壊兵器｣の不法移転は、所有物の没収の有無を問わ

ず8年から12年の禁固に処される。かかる行為が組織化されたグループ(企業を含む)

場合、制裁は所有物の没収と共に刑は 15 年から 20 年の禁固と重くなり、また、5 年

間を限度として特定の活動を行う権利が取り消される可能性もある。 

- 第 397 条は、国際協定で禁止される核、化学、生物または他の種類の大量破壊兵器の

違法な生産、輸送、移転、または核兵器の生産に使用可能な物質、技術、若しくは他

の種類の機器の非核保有国への移転は、12年から20年の禁固に処すことを定める。 

 

関税法 

関税法の数箇条が輸出管理規則違反に適用される。 

- 第 262 条(申告規則違反)は、適正な関税申告書提出の不履行は、ライセンスの取消と

共に、国が規定する 低賃金の2倍から5倍の罰金を課すことを定める。 

- 第 251 条(商品の輸出意図の通知の不存在)は、商品の輸出意図の通知の不存在は、国

が規定する 低賃金の3倍の罰金を課すことを定める。 

- 第 277 条(商品の隠匿)は、税関管理から商品の隠匿を図るときは、当該商品の没収と

共に、輸送される商品の価値の300パーセントから500パーセントの罰金を課すこと

を定める。 

 

 

2.3.6 問題点と評価 

 

脆弱な法的基盤、ライセンスメカニズムの混乱、要注意製品のライセンスに関わる一連の不

十分な指針、及び拡散問題に対する輸出者の感度を高めるための情報発信活動の欠如によっ

て、軍事及びWMD関連技術の違法な移転を防止するための重い責任は、違法な移転に対する

後の防壁であるのみならず、国内へ入る製品及び国内を通過する製品に対する重要な濾過

装置でもある税関当局が第一に負うことになる。しかし残念ながら、税関当局も組織的及び
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構造的問題により強固であるとはいえない。また、税関当局はその任務を履行する適切な装

備が不足しており、また、大部分のスタッフは、WMD 関連の輸出または取引に対処する訓練

を受けていない。現行法も一部のケースでは汚職の減少を意図するが、国境の適切な防護の

点で障害を作り出す。タジキスタンにおける輸出管理の実施が直面する一般的な問題は、実

際は、タジキスタン担当官及び産業界の代表者が輸出管理の持つ不拡散の役割をほとんど理

解していないことにある。 

 

不拡散文化の欠如 

タジキスタンの輸出管理上の主要問題の一つは、不拡散に対する意識の欠如である。担当官

及び輸出者は同様に、輸出管理の概念を大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散を防止する手

段としてほとんど理解していない。輸出管理は、一般的に「関税管理」、すなわち、書類の妥

当性の点検及び関税を徴収する行為として理解される20。 

  

現行法の問題点 

皮肉なことに、現行法も国境の適切な防護及び拡散防止に対する障害を作り出している。実

際、税関職員及び国境警備隊員は、違法活動の疑いがあれば貨物を停止、捜査及び押収でき

る一方で、積荷検査に関する限り彼らの措置は制限される。実際、上述のとおり、法律は、

国内へ入る商品及び国内を通過する商品は、元の状態で目的地へ到達しなければならないこ

とを定めている。タジキスタン政府は、税関職員が自由に貨物を開けることを許さないこと

により汚職の防止を求めている。 

 

有効な検査に対する既存の障害の実例を挙げると、アフガニスタンから入り、ドゥシャンベ

へ向かう積荷の場合、税関職員は積荷を開けて検査することを許されない。職員が取り得る

唯一の措置は、積荷が税関積荷目録と一致していることを確認するため、外側から目視検査

するだけである。税関職員が積荷の中身の検査を望む場合は、輸送される貨物に関する技術

上の経歴を持つ専門家の支援を要請しなければならない。この場合、費用は税関当局が負担

する。このようなケースは、例えかかる積荷の中身を検査するインセンティブがあるとして

も、滅多には起きない。このために、税関職員は、違法な積荷が国内に入ることまたは国内

を通過することを容認するかもしれない。タジキスタン政府によれば、過去6年に一度だけ、

                                                  
20 Khamdullo Rakhmatulloevitch,国家歳入関税省関税局特別関税部長(Head of Special 
Customs, Customs Department),2006 年 10 月 16 日、カザフスタン、アルマティ 
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タジキスタン北部にある税関官署で専門家の検査を要請したことがあった21。 

積荷の違法が疑われ、または違法が発見された場合も、税関は技術専門家の支援を要請する

必要がある。しかしながら、国境の税関職員は専門家と直接接触できない。彼らは管理階層

を通して要請し、また、タジキスタン国家安全保障省へ緊急連絡しなければならない。硬直

した官僚制に起因する遅延のために、国境での危険物質に関わる出来事への対応も遅れる。

税関職員は、迅速かつ有効な解決に対するすべての障害を理由に、事件を報告しないことを

選択するかもしれない。 

 

組織的構造的問題 

税関及び国境警備隊も、彼らの管理活動を妨害する組織的構造的問題に直面する。第一に、

これらの組織には、給料及び機器の支払いだけではなく、国際支援によって提供された機器

を維持及び運用するパトカーなどの基礎的運転資金が欠乏していることである。多くの税関

官署及び国境警備隊では電力供給が不安定であり、このことがコンピュータなどの電子機器、

及び管理が届き難い地域を監視するセンサーの使用を妨げている22。 

 

実際のところ、税関職員は、書類の上で国境を越える積荷及び個人の管理に関するすべての

データを記録する。当てにならない電力を考慮しても、コンピュータによる自動化システム

はよりよい選択である。しかし、この場合も、税関職員は単純な記録技法を使って公式記録

を容易に修正できるので、汚職への扉は開かれたままである。 

 

税関官署のない地域で税関職員の機能を引き受ける国境警備隊(実際は、タジキスタンでは税

関所より国境警備所のほうが多い)23は、主として2年間服務して除隊する徴用兵が配置され

る。その結果、隊員の入れ替え率が高くなるため（国境警備隊に服務する徴用兵は、年に2000

名を超える）、組織としての記憶を持つ訓練を積んだ中核隊員が出てこない。徴用兵は給与水

準が低く、大方が訓練を受けていないためによい仕事をする意欲に欠ける。 近のロシア軍

のタジキスタンからの撤退後、状況はさらに悪化したように思われる。今のところロシア人

士官がタジキスタン人の国境警備隊のアドバイザーを務めているが、彼らの撤退は、国境で

のパトロールに必要な機器の減少を意味する。 

                                                  
21 Khamdullo Rakhmatulloevitch,国家歳入関税省関税局特別関税部長(Head of Special 
Customs, Customs Department),2006 年 10 月 16 日、カザフスタン、アルマティ 
22 センサーは電池式であっても、データを集めるコンピュータに接続する必要がある。 
23 Khamdullo Rakhmatulloevitch,国家歳入関税省関税局特別関税部長(Head of Special 
Customs, Customs Department),2006 年 10 月 18 日、カザフスタン、アルマティ 
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検査機器等の不足 

国境での適切な管理に対する別の重要な障害は、危険物質を検出する機器の不足である。例

えば、税関官署は、放射能検出機，薬量計等の十分な機器を有していない。これが、実際は

多数の事件が報告されているが24、タジキスタンでは放射能物質の押収の事例は非常に少な

い25原因であると考えられる。 

 

また、タジキスタン税関職員は、国境で押収した危険物質を貯蔵する安全な施設がないこと、、

国境で事件が起きた場合、警告及び対応するシステムがないことを報告した。おまけに、彼

らはその裁量で視覚による物質の識別を可能にするガイドブックさえ持っていない。 

 

警備されていない地域 

タジキスタン政府によれば、以前ロシア軍が警備していたロシアとの国境は、ロシア国境警

備隊の装備が良かったため、他のタジキスタン国境に比べてよく警備されているが、機器の

不足のために、他のタジキスタン国境は殆ど警備されていない。例えば、車両の数が十分で

ないため、国境警備隊は通常は徒歩で巡回しており、その活動範囲は限られる。 

 

警備が も困難な国境は、山岳地帯に1,200キロメートルを超えて伸びるアフガニスタンと

の国境である。山岳地帯の視認性はきわめて限られており、ときには10メートルにも及ばな

い。タジキスタン政府担当官によれば、例えこの地域に隊員を増員したところで、これらの

欠点を埋め合わせるには不十分であり、技術面の改善が不可欠である。 

 

国際支援プログラム 

国際支援プログラムは、機器及び訓練に関する限り多くの欠陥を埋めているが、実際は、タ

ジキスタン税関及び国境警備隊が機器及び訓練の不足についてまだ不満を述べ、これらのプ

ログラムはさらに拡大の必要があると指摘している。今日、この分野における主要な貢献国

は米国であり、それより貢献度は低いがロシア及びドイツである。 

 

                                                  
24 Khamdullo Rakhmatulloevitch,国家歳入関税省関税局特別関税部長(Head of Special 
Customs, Customs Department),2006 年 10 月 18 日、カザフスタン、アルマティ 
25 タジキスタンにおける不法取引に関するいくつかの条文が、NIS 及びインターナショナ

ル･エキスポートコントロール・オブザーバーで公表された。

http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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米国EXBSプログラム26 

タジキスタンの国境管理を改善する主たる貢献者は、米国国務省が資金拠出し、米国エネル

ギー省が実施する輸出管理及び関係の国境安全保障プログラムである。タジキスタンにおけ

るプログラムは2002年に開始され、タジキスタン国境警備隊と税関業務の能力の向上及び機

器の質的向上に重点を置く。今日までに、プログラムは通信、輸送、及び探知能力を向上さ

せるため、人的訓練及び機器の装備に600万ドルを超える資金を提供した27。 

プログラムは、現在までに次の機器を提供した。 

- 車両60台(カマズトラック及びジープ) 

- VHF(超短波)無線機 

- 暗視装置 

- 発電機 

- 無線周波数スキャナー 

- ラップトップ型コンピュータ 

- 冬用及び夏用制服15,000着 

- 検査及び探知機($7m) 

- GPS(全地球測位システム)受信機 

- 放射性同位元素探知機 

- 税関検査用具一式 

- 山岳地帯用ATV(全地形適応車) 

- ゾディアックボート 

- 税関・国境警備隊訓練学校で使用されるコンピュータ及びプロジェクター100台 

 

タジキスタン税関は、WMD の生産に使用される規制機器及び物質(材料)をその包装と共に識

別する製品識別ツールを、2007年に書物の形で受領の予定である。また、国境越えの車両に

対する放射能センサーも提供される。 

識別、停止命令、及び対拡散の訓練コースも、EXBSプログラムの下で国境警備隊に提供され

る。米国国防脅威削減局（DTRA）がコースを主催する28。 

                                                  
26注記のない限り、本項の情報は、NIS 及びインターナショナル･エキスポートコントロー

ル・オブザーバー、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm; ならびに 2006 年 10 月

16 日から 18 日までカザフスタンのアルマティで開催された輸出管理に関するワークショッ

プで発表に基づくものである。 
27 http://dushanbe.usembassy.gov/exbs.html 
28 タジキスタンにおけるEXBS プログラムの詳細については、NIS 及びインターナショナ

ル･エキスポートコントロール・オブザーバーで発表された様々な条文を参照のこと。
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非拡散認識訓練コースも、EXBSプログラムが資金を出す。直近では、2006年10月に開催さ

れた29。 

さらに、EXBSプログラムは、ウズベキスタンとアフガニスタンとのタジキスタン国境での管

理を強化する国境警備所(border guard post)の建設に資金を提供した。例えば、2006 年、

ウズベキスタンとの国境Tursun-Zadehに、米国の資金拠出による国境検問所（border guard 

point）が「Bratsvo(ブラザーフッド)」の名称で開設された。施設は 先端コンピュータと

パスポート読取装置で装備される。国境警備隊員のための宿舎、事務所スペース及び食堂も

構内に建設された30。同様に、2007 年には、タジキスタンとアフガニスタンとの国境に国境

検問所を設置する予定である。2006 年 3 月に、米国は、Pyani 川にアフガニスタン側の

Sherkhan Bandar とタジキスタン側の Nizhniy Pyani を結ぶ建設中の橋の両側に、税関官署

と国境警備所を建設するために775万ドルを充当した。その施設は、国境警備隊の兵舎、税

関事務所、管理棟及び食堂を含むことになろう31。 

 

ロシア 

ロシアもタジキスタンの国境管理の改善に関与する。タジキスタン国境警備隊に支援を提供

するロシアの軍事顧問50人に加えて、ロシアはタジキスタン国境警備隊のための訓練セミナ

ーを主催する。セミナーは、国境警備隊前哨部隊の副隊長を集め、戦闘訓練の組織及び計画

立案、演習及び徴収兵の教育訓練作業のような問題を扱う32。 

 

ドイツ 

ドイツもタジキスタンの国境管理改善の貢献者である。例えば、2005 年 11 月、ドイツ連邦

犯罪捜査局は、10 万ドル相当の光デバイス 8 セットをタジキスタン国境警備隊に寄贈した。

寄贈された機器の大部分は、タジキスタン－アフガニスタン国境に割り当てられる33。 

 

                                                                                                                                             
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
29 タジキスタン担当官に対する｢非拡散認識訓練ワークショップ｣はカザフスタンのアルマ

ティで 2006 年 10 月 16 日から 18 日まで開催された。 
30 ｢NIS 輸出管理援助の総括｣、インターナショナル･エキスポートコントロール・オブザー

バー、2006 年 2 月  http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
31 ｢米国及びロシアによるタジキスタン国境警備隊援助｣、インターナショナル･エキスポー

トコントロール・オブザーバー、2006 年 4 月 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
32 ｢米国及びロシアによるタジキスタン国境警備隊援助｣、インターナショナル･エキスポー

トコントロール・オブザーバー、2006 年 4 月 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
33 ｢NIS 輸出管理援助の総括｣、インターナショナル･エキスポートコントロール・オブザー

バー、2006 年 2 月 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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問題点の解決策 

国境紛争及び蔓延する麻薬取引との関連で、タジキスタン当局が直面する も緊急な課題は

国境管理の改善である。国際援助プログラムがこの課題にいまでも重点を置いていることは

明らかである。しかし、一方で輸出管理システムについても、ライセンスに関する法律を整

備及び明確化することによって川上を強化しなければならない。国による輸出管理法令の実

施及び産業界の法令遵守が他の2つの優先分野であるが、残念ながら国際社会は十分な関心

を持っていない。 

 

優先すべき3分野 

法的枠組の弱点を考慮すれば、軍事技術及びWMD関連物質の拡散リスクをまともに扱う基本

法及び細則で構成される法制度の整備を支援することが、きわめて重要である。ライセンス

に関する現行法の明確化及び補足にも留意すべきである。 

 

産業界の代表者のみならず、税関及び国境警備隊を含む担当官に対する不拡散問題について

の教育も、輸出管理を単なる関税徴収手段として見る彼らの意識を変革するために不可欠の

優先分野である。 

輸出管理法及び規則について産業界に情報を与える情報発信活動も、法令遵守を確かなもの

にするために重要な仕事である。 

 

本格的な輸出管理制度が整備されるまで、依然として拡散に対する第一の防壁である税関及

び国境警備隊に関しては、彼らの機器の質を高めることが重要である。暗視装置、不法侵入

者を探知する「電波探知機」、ATV車、通信機器、及びヘリコプターなどのツールは、これら

の組織の効率性を急速に向上させるだろう。また、他の機器の修理点検と共に車両の燃料及

び整備費用を支払う資金の供給など、機器を維持し、運用する手段の提供も重要である。別

の重要な方策は、税関及び国境警備隊がその任務を効率的に遂行する士気及び動機付けを高

めることにある。これは、彼らの給料を引き上げるか、または補うことで達成できる。 
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タジキスタンの国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 批准（1994年） 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准（1995年） 

生物兵器禁止条約（BWC） 批准（2004年） 

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 署名 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレンジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) 「参加国との協力に合意」 

国連決議第1540号報告 遵守状況の次回評価は2008年に予定。 

 

関連ウェブサイト 

• タジキスタンの法律リスト

http://www.cis-legal-reform.org/indexdb.asp?cS=Tajikistan&langI=eng&jahr=&ty

p=&r=&c= 

• タジキスタン経済通商省：http://www.met.tj/acts.htm 

• タジキスタンニュース：http://sngnews.ru/en/category/5.html 

• タジキスタン議会ウェブサイト： 

http://www.parlament.tj/index.html (タジク語) 

http://www.majmilli.tj/index.php?lng=ru&id=139 (ロシア語) 

http://www.tajik-gateway.org/index.phtml?lang=en&id=1259 (英語、ただし、一部

の文書はロシア語のみ) 
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2.4 ウズベキスタン共和国 

 

2.4.1 歴史と背景   

継ぎ接ぎ細工の輸出管理制度 

ウズベキスタンの輸出管理制度は、あたかも中央アジアの近隣諸国から借用した様々な要素

の継ぎ接ぎ細工のようなものである。残念ながら、これら借用した諸国（トルクメニスタン、

キルギスタン、タジキスタン）は輸出管理制度の策定が最もうまく行かなかった国々である。

トルクメニスタンの場合と同様、ウズベキスタンでも輸出管理に払われた関心の優先度は低

かった。大統領の関心は、国の輸出管理を近代化することよりも国に対する自らの強力な支

配権力を維持することの方にあり、結局、トルクメニスタンの場合と同様、ウズベキスタン

が軍事技術や大量破壊兵器（WMD）関連物資の拡散を防止するためにとった措置は最小限のも

のだった。同国の法制は、主としてソ連崩壊後拡散の懸念を増大させた品目や物資－軍用機

器と核関連物資－を対象とするが、デュアルユース、生物、化学およびミサイル関連の技術

については扱わないか、または最小限度でしか扱っていない。 

 

タジキスタンと同様、ウズベキスタンの輸出管理規則・手続は様々な法令中にばらばらに存

在し、ほとんどの場合曖昧、不明確またはきわめて単純である。タジキスタンの場合と同様、

ウズベキスタンには規制品目のリストがなく、正式の省庁間の手続も存在しない。さらに、

ライセンスを申請するのに必要な書類の種類はどの公式文書にも明記されていない。 

 

ウズベキスタンは、キルギスタンやタジキスタンと同様、戦略物資の違法な移転や利用を処

罰する上で大幅に制裁措置に依存している。ところが、両国とは異なり、ウズベキスタンに

は最低限禁止措置に対する違反行為を一般的に定める法的枠組が存在しない。たとえば、現

行法規では生物または化学物資・兵器に具体的に言及していないにもかかわらず、刑法の一

部の条項でこのような物資の違法の移転または利用を扱っている。 

 

2003年、ウズベキスタンも国境での検査を強化し、また、輸出・輸入・通過品目について記

入しなければならない税関様式を新たに導入することにより、国境や税関に関する法律を強

化した。もっとも、これらの規則は主として税の納付を免れたい貿易業者がカザフスタンや

キルギスタンから密輸入する中国の貨物の違法取引の増加に対応するために定められたもの

である。 
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重点は輸出管理でなく貿易規制 

また、ウズベキスタンは、1992 年以後旧ソ連で一般的だった考え方をよく受け継いでいる。

すなわち、規制措置や制限措置はすべて旧ソ連体制への後戻りとみなされた。その結果、旧

ソ連諸国の大半は、保有外貨を増加させ、貿易を自由化・促進する政策を取り入れた。これ

ら諸国のほとんどは、それ以来貿易規制と輸出管理を区別し、自由貿易を許容する一方で輸

出管理を実施するようになっている。ウズベキスタンを含むそれ以外の諸国は、まだこの決

定的に重要な区別をしておらず、依然として輸出管理措置を貿易に対する障害とみなしてい

る。 

 

したがって、ウズベキスタンの輸出管理法制度が量・範囲ともに非常に限られている一方、

貿易とその金銭面を取り扱う法制が大量であるのも驚くに当たらない。現行法制度の大部分

は、ウズベキスタンの国内産業を保護し、輸出入を促進することに大きな重点を置いている

（たとえば、税関庁や対外経済関係省のウェブサイト上の法令リスト参照）。輸出管理に関す

る法律は、2000 年以降法案を検討していた議会との間で数年にわたるやり取りがあった後、

やっと2004年に制定された。それでも新法は、一般的な規則しか規定していない簡単なもの

である。また新法は、輸入や再輸出を扱わず、輸出しか扱っていない不完全な法律である。

新法は実施を担当する諸機関を定める一方、どの機関が全般的な輸出管理政策の策定を担当

するのかを定めていない。施行法令も限られたもので、輸出管理実施の具体的内容について

政府職員や企業に十分な情報を与えていない。 

 

他方、驚くべきことには、ウズベキスタンの啓蒙活動は、輸出管理制度を改善・拡大するこ

とを狙いとした活動より、かなり進んでいる。事実、輸出管理に関与する主な政府機関は、

簡単なものではあるにせよ、関係法令のリストを自らのウェブサイトで提供している。タシ

ケント商工会議所が設けたウェブサイトも、消費品目の輸出者と規制品目を取引する者の双

方に役立つ手引書を提供している。 

 

ウズベキスタンにおける輸出管理の見通し 

2005年5月のアンディジャン事件により生じた情勢不安のため、ウズベキスタンにおいては

恐らく将来も輸出管理の優先度は低いままにとどまろう。ウズベキスタンのカリモフ大統領

は、キルギスタンでアカエフ大統領を国外追放と辞任に追いやった事件のわずか数カ月後に
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生じたアンディジャンの抗議行動を、自分の政権に対する直接的な脅威とみなした1 。キル

ギスタンの「チューリップ革命」がウズベキスタンに波及する－アンディジャンはキルギス

タンとの国境に近いフェルガナ渓谷に所在する－ことへの恐れが政府の必要以上に厳しい反

応を引き起こし、政府は内務省の部隊に、抗議者への発砲を命じ、その結果おそらく数千人

の死者が出た。 

 

欧州諸国と米国が非難の声を上げた－米国は事件に関する独立した国際調査も求めた－こと

から、カリモフ大統領は米国との関係を一部断ち、ロシア、中国との関係を緊密化する動き

に出た。両国はアンディジャン事件を「国内問題」とみなしていた。その後、カルシ・ハナ

バードの軍事基地から米軍部隊が退去させられた。それでもカリモフ大統領は米国との関係

をまったく逆戻りできない状況にしたわけではなく、両国はさまざまな脅威低減プログラム

について協力を続けている。恐らくウズベキスタンは、国境規制措置を強化するための支援

を受け続けるであろう。これは現政権の2つの重要なニーズ－違法貿易の規制強化と叛徒や

地元テロリスト集団の侵入からの国の防護－を満たすからである。他方、政府がさらに輸出

管理法制を策定し、ライセンス付与手続を改善し、あるいは政府職員、企業双方による規則

遵守を奨励するための措置をとるとは考えにくい。もっとも国際支援がこの落差を埋める場

合は別である。実際には、これまでの国際支援は、同国が自前の法的基盤やライセンス付与

システムを作るのを助ける努力は皆無か皆無に近い一方で、国境における規制措置の強化に

のみ助力することにより、ウズベキスタンの輸出管理制度の既存の歪みを増幅させてきた。 

 

  

2.4.2 輸出管理法制度 

 

2.4.2.1 法的枠組 

ウズベキスタンの輸出管理法制はほとんど無きに等しい状態である。輸出管理を扱っている

わずかな法令は、政府の役人が整合性や効果的な施行に考慮することなく寄せ集めたものの

ように思われる。このセクションの冒頭の部分では直接的または間接的に輸出管理を扱う現

行法令のリストを示し、次の部分で主な法令の規定を要約する。 

 

ウズベキスタンにおいて輸出管理に適用される法令 

                                                  
1 2005 年 5 月のアンディジャン事件の詳細については下記参照：

 http://en.wikipedia.org/wiki/May_2005_unrest_in_Uzbekistan 
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法律 2004年8月26日の輸出管理に関する法律第658-II号（2005年12月14日改正） 

法律 2000年5月26日の対外経済活動に関する法律第77-II号 

法律 2001年5月11日の特別の積荷および軍隊の通過に関する法律第213-II号（2004年4

月30日改正） 

法律 2002 年 6 月 28 日の一定の種類の活動に対するライセンス付与に関する法律第 236 号

（2004年3月1日改正） 

政令 1998年3月31日のウズベキスタンにおける貿易自由化にかかる追加措置に関する内閣

命令第137号（2005年9月9日改正） 

命令 2000年12月2日の対外経済関係省における契約登録手続に関する命令第988号（2002

年6月20日改正） 

法律 1994年9月22日の刑法（2001年および2005年改正） 

 

2.4.2.1.1 基本法 

2004年8月26日の輸出管理に関する法律第658-II号 

輸出管理に適用される主な法令は2004年に出された輸出管理に関する法律である。同法は7

ページから成り、ウズベキスタンにおける輸出管理の主な原則を規定するとともに、所管当

局の役割と責任を定める（内閣およびライセンス付与当局）。同法は、具体的にはWMDとその

運搬手段の製造に用いられる可能性がある品目、技術、物資、情報、役務の輸出に適用され

る。 

 

しかしながら、同法は適用範囲が限られ、ライセンス付与の対象となる品目の輸出のみに適

用され、その輸入や再輸出には適用されない。同法は申請される可能性があるライセンスの

種類を明示しておらず、キャッチオール規制も規定していない。また、同法は矛盾点をいく

つか抱えている。たとえば、同法は輸出のみを対象とする旨を明記しており、「輸入」の語は

同法のどこにも言及されていないにもかかわらず、同法はライセンス付与当局が規制の対象

となる輸入品目にかかる最終用途証明書を発行する旨を定めている。 

 

同法の主な規定は次のとおりである。 

 

•目的と主要原則（第1条および第5条） 

同法の主目的は、ウズベキスタンの安全とWMDやその他の種類の武器の拡散防止に関する国
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としての国際協定の実行を確保することである。 

 

輸出管理措置を実施する際、政府機関は次のことをしなければならない。 

- ウズベキスタンの安全を優先すること 

- 国としての国際協定の実行を確保すること 

- 輸出管理に関する情報の公開とかかる情報へのアクセスを確保すること 

 

•適用範囲（第4条） 

同法は、具体的に、WMDとその運搬手段の製造に用いられる可能性がある機器、物資、科学・

技術情報、活動、役務を対象とする。また第4条は、規制品目のリストが公表される旨述べ

ている。 

 

•国際協定が国内法に優先（第2条） 

同法は、国際協定が国内法令に優先する旨定めている。 

 

•最終用途証明書（第9条） 

内閣は、どのような場合に輸入者および／または輸入国の関係政府当局からの最終用途証明

書が必要とされるかを定める。ライセンス付与当局は、規制品目の輸出を許可する上で他の

要件を課することができる。 

 

•輸出管理措置の実施に対する規制（第10条） 

同法は、政府が輸出管理措置の実施を規制するさまざまな方法を定めている。次のとおりで

ある。 

- 税関での規制 

- 輸出される品目がWMDとその運搬手段の製造に用いられないことを示す最終用途証明書 

- 輸出と輸出品目の使用の監視 

- 輸出管理規則の違反に関する情報の収集と確認 

- 違反者に対する制裁措置の執行 

 

•コンプライアンスプログラム（第11条） 

同法は、規制品目の貿易に携わる会社とウズベキスタンの軍事・安全保障政策を支える品目

の研究および／または生産を行う組織にコンプライアンスプログラムを設けることを義務付
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けている。 

 

•秘密保全（第14条） 

［ライセンス申請書において］政府機関に提出された情報は、ライセンス付与以外の目的に

利用してはならない。 

 

2000年5月26日の対外経済活動に関する法律第77-II号 

対外経済活動に関する法律は、ウズベキスタンの経済権益を保護するための貿易規制に重点

を置くとともに、ごく限定的に輸出管理関連の大量破壊兵器等の拡散防止を扱っている。た

とえば次のとおりである。 

 

•同法第2条は、国際協定が国内法令に優先する旨定める。 

•第17条は、政府は武器、軍事機器、デュアルユース品目・技術を含む一定カテゴリーの品

目の輸出入について量的制限を課したり国家独占を行ったりすることができる旨定める。 

•第22条は、規制品目の貿易についての規制手続やライセンス付与の対象となる品目のリス

トの決定について内閣が責任を有する旨定める。 

•第18条は、ライセンス付与手続における各政府機関それぞれの責任を定める。同法のこの

面については、ライセンス付与に関するセクションで詳細に述べる。 

 

その他の法令 

2001年 5月 11日の特別の積荷および軍隊の通過に関する法律第213-II号（2004年 4月 30

日改正） 

この法律は、軍事品目・技術、軍事資産、危険な積荷、［外国］軍隊、輸出管理対象である品

目の通過に適用される（第2条）。同法の主な規定は次のとおりである。 

 

•同法は、国際協定が国内法令に優先する旨繰り返し定めている（第3条）。 

•通過に対する規制は次の方法で達成することができる（第4条）： 

- 通過ライセンスを発行すること 

- ライセンスを受けた者による国内法令の遵守を監視すること 

- 通過の間の適切な保安措置の実行を確保すること 

- 特別の積荷と軍隊の通過に関する情報を収集・分析すること 
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•通過の監督（第5条）： 

通過の監督は内閣が行う。 

 

•通過に用いられる経路（第12条）： 

通過する積荷や軍隊は、通過ライセンスに定める経路を用いなければならない。出入の地点

は、税関とウズベキスタン国家保安庁が他の政府機関と連絡を取りながら決定する。異なる

経路を用いることは法律に定める場合を除いて禁止される。 

 

•具体的要件（第14条）： 

- 通過する積荷は、仕向地到着前に貨物を開ける試みがなされた場合その痕跡が明白にな

るような方法で梱包されなければならない。 

- 通過する軍隊は、法律で定めるところにより、国境規制、税関規制その他の規制を受け

なければならない。 

- 通過する積荷について国境で疑いが生じた場合は、税関職員はライセンス付与当局に連

絡して助言を求めなければならない。 

- 通過する積荷／軍隊に義務付けられる警護の種類は内閣が定める。 

 

•違法通過（第15条）： 

ウズベキスタンの領域を違法に通過する積荷や軍隊は、元の国(country of origin)に戻され

なければならない。危険な廃棄物の積荷を元の国に戻すことができない場合は、通過を実施

している組織は、自ら費用を負担して当該積荷の安全な処理を確保しなければならない。 

 

•ウズベキスタンの領域を通過することができない積荷と軍隊（第18条）： 

同法は、次のものは通過ライセンスを受けられない旨定めている。 

 

- 戦争地域または戦争や軍事衝突の恐れがある所に向かう軍事機器、武器、軍事資産 

- ウズベキスタンの国際協定と矛盾する積荷または軍隊 

- 法令により禁止されたその他の積荷または軍隊 

 

•通過キャッチオール 

第19条は、通過の実行に責任を負う組織において通過品目がWMDの製造に用いられると考え

る理由がある場合は、当該組織はただちにライセンス付与当局にそのことを通報しなければ
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ならない旨定めている。 

 

2002 年 6月 28日の一定の種類の活動に対するライセンス付与に関する法律第236 号（2004

年3月1日改正） 

法律第236号は、一定の種類の活動に対するライセンス付与に適用される。同法は戦略品目

の輸出入に対するライセンス付与を対象としていないが、武器に関連する活動を行おうとす

る組織はライセンスを必要とする旨定めている。また同法は、これらの種類の活動に対する

ライセンス付与を担当する政府機関を定めている。 

 

内閣は次のことに関連するライセンス付与について責任を有する。 

 

- 武器・弾薬、防護装置、軍事技術、部品、機器、これらの製造に必要な特殊な機器・物

資の開発、製造、修理 

- 爆発装置、有毒物、これらの使用のために必要な物資・機器の開発、製造、輸送、貯蔵、

処理 

- 暗号技術の制作(Production)、修復、処理、利用 

 

1998 年 3 月 31 日のウズベキスタンにおける貿易自由化にかかる追加措置に関する内閣命令

第137号（2005年9月9日改正） 

 

この命令は、輸出入が規制されている品目の一般リストを定める。具体的には、命令第 137

号は以下を定める。 

 

- 軍事機器、核物質、放射性物質、放射性廃棄物、放射性物質を用いる機器・装置の輸出

にかかる契約は対外経済関係・投資・貿易省に登録しなければならない。 

- 科学に関する情報、知識、ノウハウの輸出は、国家科学技術委員会によるライセンス付

与の対象である。 

 

2000 年 12月 2日の対外経済関係省における契約登録手続に関する命令第988号（2002年 6

月20日改正） 

命令第988号は、前記の命令第137号に掲げる契約にかかる登録手続に適用される。同命令

は、ライセンス付与手続自体については規定していないが、取引許可を取得するために対外
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経済省に提出する必要がある書類を定めている。この命令については、ライセンス付与のセ

クションで詳細に取り上げる。 

 

  

2.4.3 ライセンス制度と手続 

法制についてと同様、ウズベキスタンのライセンス付与システムは未整備で、一貫性に欠け

ている。 

2.4.3.1 所管官庁 

2.4.3.1.1 上級機関 

内閣 

内閣は輸出と通過の双方について責任を負う。 

 

輸出2 ： 

- 国内輸出管理政策の実行を確保すること 

- 輸出、規制品目の使用に対する規制の実施手続を定めること 

- 規制品目のリストを確定すること 

- ウズベキスタンの国益を守り、国際協定を果たすために規制品目の輸出が制限または禁

止される国のリストを定めること 

- コンプライアンスプログラムを定めること 

- 国際条約を取り決めること3  

 

通過4 ： 

- ライセンス付与手続に関与する政府機関の作業を調整すること 

- ライセンス付与手続とライセンスの期間延長または撤回に関係する規則を定めること 

- 国を通過することが認められない品目のリストと事前許可を得た場合は国を通過する

ことができる品目のリストを確定すること 

- 品目の通過についての規制手続を定めること 

- 必要に応じ、ライセンス付与に関する法律を施行することや通過にかかるライセンス付

与に関与する他の政府機関の作業を調整することについて責任を負う機関を新設する

                                                  
2輸出規制に関する法律第 7 条 
3対外経済活動に関する法律第 77-II 号第 18 条 
4通過に関する法律第 6 条 

－150－



こと 

 

2.4.3.1.2 実施機関 

輸出5 ： 

輸出管理に関する法律は、対外経済関係・投資・貿易省（MFERIT）を輸出についてのライセ

ンス付与当局として定める。MFERITの主な責務は次のとおりである。 

- 輸出ライセンスを発行すること 

- 輸出管理システムに関与する他の政府機関の作業を調整すること 

- 輸出者に輸出管理規則について通知すること 

- 輸入された規制品目について最終用途証明書を発行すること 

- ウズベキスタンの輸出管理法制の一層の発展にかかわる文書を起草すること 

 

通過6 ： 

通過ライセンスは、内閣または内閣が指定する他の政府機関が発行する7 。ライセンス付与

当局は、次のことについて責任を負う。 

- 通過ライセンスを発行すること 

- ライセンス受領者によるライセンス条件の遵守を管理すること 

- 必要な場合、通過中の積荷の所在場所の検査を行うことおよび違反があった場合は積荷

の通過を止めること 

 

2.4.3.2  申請手続 

ウズベキスタンの組織がライセンスを申請する場合は、申請ファイルをMEFRITの輸出入活動

計算(Accounting)・専門能力・登録・ライセンス付与局(Direction)（以下「輸出管理局」）

に提出しなければならない。輸出管理局の規定によれば、同局は次の任務を遂行する。 

 

- 法律に基づく登録を条件として、契約および取決めの報告、分析、登録 

- ウズベキスタンの組織に契約問題について助言を行うこと 

- 輸出管理を実施すること 

- 外国との貿易協力に関する国際協定の草案を作成すること 

                                                  
5輸出規制に関する法律第 8 条 
6通過に関する法律第 7 条 
7通過に関する法律第 8 条 
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- 輸出入活動に対するライセンス付与 

- ライセンス付与の対象となる品目のリスト案を作成すること8  

 

MEFRITの住所は次のとおりである9 。 

  

タシケント700029 

Shevchenko通り1 

電話：(99871) 138-50-00 

ファックス：(99871) 139-17-51 / 138-52-00 

Eメール：Secretary@mfer.uz 

 

多段輸出入ライセンス付与手続 

ウズベキスタンのライセンス付与手続は、3つの主な段階から成る多段手続である。 

 

第1段階：政府の許可 

ウズベキスタンの組織は、規制品目の輸出入に関する契約を結ぶ前にウズベキスタン政府（内

閣）から手続を進める許可を取得しなければならない。承認された場合は、輸出者／輸入者

は第2段階に進むことができる10 。 

 

第2段階：MEFRITにおける契約登録 

命令第137号によれば、命令に記載された品目の輸出入を扱う契約で軍事技術や核関連品目

を包含するものはMEFRITに登録しなければならない。 

 

ウズベキスタンの輸出者／輸入者が契約を登録する場合は、次の情報を含む取引の条件を記

載した申請書をMEFRITに提出しなければならない11 。 

 

- 契約番号、署名の日付と場所、当事者の正式名称を記載した登録申請書 

- 輸出／輸入される品目の名称、特性、数量、TNVED記号12 、技術的説明 

                                                  
8 MEFRIT のウェブサイト：http://www.mfer.uz/MFERIT/gupi.htm 
9 MEFRIT のウェブサイト：http://www.mfer.uz/MFERIT/gupi.htm 
10 http://exim.uz:3000/ru/exportguide/show/3 
11 http://exim.uz:3000/ru/exportguide/show/3 
12 TNVED 記号－ロシア語による外国貿易商品名称［（ロシア語省略）］－はソ連時代からの
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- 品目の価格および契約の総額 

- 支払方法 

- 梱包とマーキングの説明 

- 輸送方法 

- 保証および紛争解決に関する情報 

- 品目の出所 

 

同法は、契約はウズベク語またはロシア語で作成されなければならない旨も定めている。 

 

MEFRITは提供された情報を審査し、契約が(1) 国内法やウズベキスタンの国際協定を遵守し

ていること、(2) 記載されている価格が市場価格と合致していること、(3) 求められている

情報がすべて申請書に含まれていることを確認する。 

 

50,000 ドル未満の契約にかかるMEFRIT の審査は全登録申請ファイルの受領から5業務日以

内に完了しなければならない。他方、50,000 ドル以上の契約にかかる審査は 10 業務日以内

に完了しなければならない。MEFRITからの追加の情報または変更の要求のために再提出され

る契約については、審査は5業務日以内に完了しなければならない。 

 

MEFRITの審査の結果承認された場合は、契約は登録簿に記載される。MEFRITは申請者に(1) 

各ページにMEFRITの捺印がある契約の写し、(2) 有効期限を付した登録証明書を送付する。 

 

拒絶された場合は、MEFRITは申請者にその旨を書面で通知し、拒絶の理由を記載しなければ

ならない。MEFRITは、次の理由で登録を拒絶することができる。 

 

- 契約が国内法や国際貿易規範を尊重していないこと 

- 品目の価格が不当に安いこと 

- 契約が公衆衛生や環境に有害である可能性がある物資を扱っていること 

- 申請者が要求されている場合に輸出／輸入を行うための内閣の許可を提示しなかった

または取得しなかったこと 

 

申請が拒絶された場合は、申請者はMEFRITの決定に対して裁判所で異議を申し立てることが

                                                                                                                                             
遺産で、主として税関の目的で用いられる。 
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できる。 

 

第3段階：輸出／輸入ライセンス申請13  

ウズベキスタンの組織は、契約を登録した後MEFRITで輸出／輸入ライセンスを申請すること

ができる。そのためには、次の情報を提出しなければならない。 

 

- ライセンス申請様式 

- 輸出／輸入手続を進めることを認める内閣の許可 

- 両当事者が署名した契約書 

 

ライセンス申請は10業務日以内に審査しなければならない。この段階は、しばしば契約登録

手続と合体される。 

 

ウズベキスタンには正式の省庁合同審査手続が存在しないように思われる。もっとも、ウズ

ベキスタンの担当官によれば、MEFRITは核物質等ある種類の品目を扱っているライセンス申

請について技術専門家の助言を求めることができる14 。 

 

承認された場合、輸出／輸入ライセンスは 1 回用で、1 年を超えない期間について発行され

る15 。 

 

通過ライセンス付与 

通過に関する法律によれば、規制物資の通過にかかるライセンス付与は内閣の責務である16 。

申請者は、通過ライセンスを受けるためには内閣（または内閣が指名する他の政府機関）に

申請書を提出しなければならない。ライセンス申請の審査は申請受領の日から30日以内に完

了しなければならない。ただし、要すれば申請手続期間を延長することができる。法律は、

同一の積荷に複数の申請者が関与している場合はそのそれぞれが各個にライセンスを受領す

る旨定めている。 

 

                                                  
13 http://exim.uz:3000/ru/exportguide/show/3 
14第 8 回中央アジア・コーカサス輸出規制フォーラム、グルジア共和国トビリシ、2006 年 5
月 16~18 日 
15 http://www.nti.org/db/nisprofs/uzbekis/excon.htm 
16通過に関する法律第 8 条 
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法律はどの文書を内閣に提出しなければならないかを規定していないが、武器、軍事技術、

軍事資産、危険な積荷については、保険を付していることの証拠と事故により死者が生じた

り、公衆衛生や環境、ウズベキスタンの安全に対する脅威が生じた場合に賠償責任を負うこ

とについての保証とが必要とされる旨定めている。このような保証は、保険証書、銀行の文

書、法律で定められたその他のもので示すことができる。 

 

通過ライセンスは、次のものを含むいくつかの理由で拒絶することができる17 。 

 

-通過する積荷が仕向け国で人権を犯したり国内的・国際的な不安定性を増すために用いられ

たりする恐れ、または積荷がウズベキスタンにとって有害な状態で起源国に戻されもしくは

再輸出される恐れがあること 

- 通過する積荷がウズベキスタンの国益を脅かす恐れがあること 

- 通過する積荷が公衆衛生や環境に対する脅威となる恐れ、または［公共］財産を害する

恐れがあること 

- 申請者が適切な文書を提出しなかったこと 

 

通過ライセンスは、次の理由で撤回することができる18 。 

 

- 申請者が通過を実施しないことにしたこと 

- 申請者が情報を完全に開示しないままに、または虚偽の情報に基づいてライセンスを取

得したこと 

- 申請者が通過に適用される規則を守らなかったこと 

 

通過ライセンスの有効期間19 ： 

通過ライセンスの有効期間は30日を超えてはならない。通過は、ライセンスに記載された期

間内に実施・完了しなければならない。通過ライセンスの有効期限は、申請者の請求に基づ

いて30日を超えない期間延長することができる。 

 

2.4.4 規制リスト 

                                                  
17通過に関する法律第 9 条 
18通過に関する法律第 10 条 
19通過に関する法律第 11 条 
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ウズベキスタンの担当官によれば、ウズベキスタンの規制品目リストは依然として政府の承

認待ちの状態である。この間ウズベキスタンでは、初期の輸出管理法制において策定された

国定リストと命令第137号に記載されるリストが用いられている。 

 

  

2.4.5 罰則 

戦略物資の違法な移転や使用に対する制裁措置は、次のとおり刑法中の5カ条に規定されて

いる。 

 

第246条：密輸 

第246条は、猛毒の、有毒の、毒性の、放射性のおよび爆発性の物質、爆発性組立品、武器、

火器、弾薬の密輸は5年以上10年以下の禁固に処され、他方核、化学、生物その他の種類の

大量破壊兵器の密輸は10年以上20年以下の禁固に処される旨規定している。 

 

第247条：火器の不法な取得 

火器、弾薬、爆発性物質、爆発装置の不法な取得は3年以下の懲役または5年以下の禁固に

処される。 

 

次の態様で当該行為がなされた場合、制裁は5年以上10年以下の禁固に引き上げられる。 

- 反復して 

- 個人の集団により 

- 公職の濫用により 

- 窃盗により 

- 強要により 

 

次の態様で当該行為がなされた場合、制裁は20年以下に引き上げられる。 

- 暴行をともなって 

- 危険な常習犯により 

- 組織集団によりまたは組織集団に代わって 

 

第251条：猛毒または有毒物質の不法な取得 

第251条は、窃盗または詐欺による有毒物質の取得は3年以下の懲役または5年以下の禁固
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に処される旨定めている。次の態様で当該行為がなされた場合、制裁は5年以上10年以下の

禁固に引き上げられる。 

- 反復して 

- 個人の集団により 

- 公職の濫用により 

- 窃盗により 

- 強要により 

次の態様で当該行為がなされた場合、制裁は20年以下に引き上げられる。 

- 暴行をともなって 

- 大きな量がかかわって 

- 組織集団によりまたは組織集団に代わって 

 

第252条：放射性物質の不法な取得 

第252条は、放射性物質の違法な取得は6カ月以上5年以下の禁固に処される旨規定してい

る。 

 

次の態様で当該行為がなされた場合、制裁は5年以上10年以下の禁固に引き上げられる。 

- 反復して 

- 個人の集団により 

- 公職の濫用により 

 

次の態様で当該行為がなされた場合、制裁は20年以下に引き上げられる。 

- 組織集団によりまたは組織集団に代わって 

- 危険な常習犯により 

 

第255-1条：生物、化学その他のWMDの開発、製造、取得、移転［…］ 

第255-1条は、ウズベキスタンが署名した国際条約により禁止されている生物、化学その他

の種類のWMDにかかわる開発、製造、拡散、購入、移転、貯蔵、違法な保有その他の行為は

5年以上8年以下の禁固に処される旨定めている。 

 

当該行為が死亡その他の重大な結果を招いた場合は、制裁は8年以上15年以下の禁固に引き

上げられる。 
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2.4.6 国際支援 

 

ウズベキスタンに対する国際支援は、税関職員や国境警備隊に対する訓練や機器の供与によ

り国境規制を改善することに集中している。他方、輸出管理の法的枠組みの拡大を促進する

ためのプログラムは皆無であり、わずかに1つのプログラムだけが輸出管理にかかる政府職

員の理解の向上に向けられている。下記は、現在の支援プログラムいくつかの例を示す（下

記は網羅的なものではない）。 

 

国境規制用機器の改善 

ウズベキスタンへの外国支援の大半は、税関職員や国境警備隊が小火器、WMD 関連物資、薬

物の違法な取引を探知・防止するために用いる機器の改善に向けられている。 

 

米国は国防省と国務省が管理するさまざまなプログラムを通じて支援している。 

 

国防省 

国防省は次の機器を税関と国境警備隊に供与している。 

 

税関： 

- 税関のさまざまな部署に設置する放射線検出機器20  

 

国務省 

国務省は次の機器を税関と国境警備隊に供与している。 

 

税関： 

- 通信機器（無線電信機とアンテナ）21  

- 検査キット 

- 薬物実験装置 

                                                  
20 『米、ウズベキスタンにおける新放射線監視装置の設置を支援』、NIS 輸出規制オブザー

バー、2003 年 8 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
21 『ウズベキスタン、EXBS プログラムにより機器を受領』、NIS 輸出規制オブザーバー、

2003 年 9 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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- 放射線検出器 

- ガイガーカウンター 

- 金属探知器 

- 夜光双眼鏡22  

国境警備隊： 

- UAZオフロード車 

- カマズ・トラック 

- 通信機器（無線電信機とアンテナ）23  

- 暗視装置 

- 発電機 

- 双眼鏡 

- ラップトップ型コンピューター24  

- 全地球位置測位システムレシーバー 

- 自動車バッテリー 

- 巡視艇25  

 

訓練 

OSCE 

OSCEは、税関職員と国境警備隊員の小火器と軽火器の密輸と闘う能力を向上させるための訓

練セミナーをいくつか後援した26 。 

 

米国防省（DOD） 

DOD は、ウズベキスタンの税関や国境警備隊を含むさまざまな政府機関のための放射線検

出・対応セミナーを組織した。これらのセミナーは、危険物がかかわる事件に対応するため

                                                  
22 『米、巡視艇、車両、機器をウズベキスタン、キルギスタンに供与』、NIS 輸出規制オブ

ザーバー、2005 年 2 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
23 『ウズベキスタン、EXBS プログラムにより機器を受領』、NIS 輸出規制オブザーバー、

2003 年 9 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
24 『米、ウズベキスタン国境警備隊に機器供与』、NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 3 月、

http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
25 『米、巡視艇、車両、機器をウズベキスタン、キルギスタンに供与』、NIS 輸出規制オブ

ザーバー、2005 年 2 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
26 『OSCE と国連、ウズベキスタンの税関職員と国境警備隊員を訓練』、NIS 輸出規制オブ

ザーバー、2003 年 11 月。また『OSCE、ウズベキスタンで小火器、軽火器訓練を実施』、

NIS 輸出規制オブザーバー、2004 年 4 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 参

照。 
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の警戒・対応システムを創設することを狙いとしている27 。 

 

米エネルギー省（DOE） 

DOE は、ライセンス付与システムの改善を目的とするウズベキスタンの公務員の訓練を組織

する唯一の機関である。DOE は、国際拡散防止輸出管理プログラムの下で最終用途と最終使

用者の分析を目的とするセミナーを2003年に組織した28 。 

 

 

ウズベキスタンの国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 批准（1992年）

化学兵器禁止条約（CWC） 批准（1996年）

生物兵器禁止条約（BWC） 批准（1996年）

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 署名（1998年）

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) × 

国連決議第1540号報告 簡潔な報告 

 

 

関連ウェブサイト 

• 対外経済関係省：関係法令のリストを提供する。もっともすべてがオンラインで入手で

きるわけではない。http://www.mfer.uz 

• ウズベキスタン税関：関係関税法令のリスト、TNVED のリスト・記号を提供する。

                                                  
27 『2004 年 6~10 月の中央アジア諸国に対する国際輸出規制支援』、NIS 輸出規制オブザー

バー、2004 年 10 月。また、『WMD 関連の演習(Exercise)をウズベキスタンで実施』、NIS
輸出規制オブザーバー、2003 年 12 月／2004 年 1 月、

http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
28 『旧ソ連で国際拡散防止輸出規制プログラム』、NIS 輸出規制オブザーバー、2003 年 12
月／2004 年 1 月、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
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http://www.customs.uz/rus/vo4.htm 

• 大統領の報道サービス：http://www.press-service.uz/ru/ 

• ウズベキスタン政府：http://www.gov.uz/ru/ 

• 法制データベース：http://www.legislationline.org/（英語とロシア語） 
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2.5 キルギス共和国 

 

2.5.1 歴史と背景 

 

中央アジアの他の旧ソ連諸国に比べ、キルギスタンは輸出管理分野では非常に遅れている。

1990年代半ばに、同国は戦略物資の輸出を規制する数件の法律を公布したが、輸出管理制度

に関する法的基盤と相応のインフラストラクチャーを整備する、一貫した努力が払われたの

は2003年になってからである。以前は、貨物が国境を越えた後に、輸出管理と許可が実施さ

れていた。2003年以前に輸出管理制度がほぼ不在であった理由の一つは、当該制度の発達に

必要な要員、知識および資金の不足にあった。アメリカから支援を受け、カザフスタンにお

ける同様な活動を目にした後で、キルギスタンはようやく固有の輸出管理制度の整備を開始

するに至った。しかしその後に引き続く行革（省庁の統廃合や許認可権の移管等）により、

進行はきわめて遅かった。法制手続きもきわめて遅く、法案の審議と採択が遅延した。2005

年2月に始まった「チューリップ革命」により、アスカル・アカエフ大統領が追放され、1輸

出管理制度の進展がさらに遅れることとなった。  

 

発達の2段階 

 

2003年以前: 事後輸出管理 

キルギスタンは、早くも1992年には輸出管理に関する法律の公布を開始した。しかしながら、

この法律の実施についてはほとんど何事も着手されなかった。理論的には、規制品のライセ

ンス発行は防衛省が行い（核関連物質、ミサイル関連、軍事関連物資）、次に貿易産業省とな

っているが（その他デュアルユース品）、ライセンス制度自体が存在しなかった。2001 年に

国防省筋は、大部分のライセンス審査は貨物がすでに国境を越えた事後に行われたと語って

いる。その上、1996 年から 2001 年にかけて、貿易産業省は年間に数件のライセンスを発行

した。 2 

 

2003‐2004年: 一貫した活動の2年間 

実効性のある輸出管理制度を構築する一貫した努力が輸出管理法の採択とともに始まり、

                                                  
1 チューリップ革命に関する情報については以下を参照、 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_Revolution. 
2 2001 年 6 月、カザフスタン、キルギス防衛省アルマティ高官との議論。 
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2003 年 1 月に議会を通過した。防衛省、貿易産業省、外務省が2000 年に起草した法案はさ

まざまな機会に議会に提出され、さらなる審議のために起案者へ返却された。2002 年 12 月

27日に、ようやく改正法案が議会へ提出され、2003年1月に最終的に承認された。 3 

法律を実施するため、キルギス政府は、国の輸出管理制度の法的基盤とインフラストラクチ

ャー、および固有の輸出規制リストを策定する任務を担う、輸出管理専門家からなる議会の

省庁間作業グループを設置した。グループは、その任務に就くや、迅速に行動して許可規制

規則を策定し、 省庁間の審議手続きを定め、関与する政府機関の役割と責任を明確にし、ラ

イセンス専門の機関を特定し、監督および調整機関である軍事技術協力・輸出管理委員会を

設置し、輸出管理の対象となる貨物リストを作成した。 

 

キルギスタンはまた、その輸出管理制度の拡充を図るうえで指針となり得る外国と積極的な

関わりを持つに至った。 数件のグループが策定した法案と規則は、外国の専門家の審議を経

て提出された。たとえば、2003年8月、米国商務省とキルギス外務省が首都ビシュケクで開

催したセミナーで、作業グループのメンバーはキルギスタン共和国の輸出管理手続きの実施

と、規制品目の通過に関する輸出ライセンス手続きに関する草案を提出した。会議に出席し

たカザフとアメリカの専門家が意見と提案を提示し、これらを反映した修正案がさらに別の

諸省庁で審査された。 これら規則に導入された斬新な点は、当時2つのライセンス機関であ

った防衛省と貿易産業省 （現在は、産業貿易観光省）に、外務省をライセンス審査手続きで

追加したことである。 4 

 

政府の調整努力と、外国からの支援の結果、キルギスタンはきわめて短期間に注目すべき特

徴を備えた輸出管理制度の主要部分を策定することができた。たとえば、輸出管理の核不拡

散の特性に簡潔に言及した隣国が発布した文書とは異なり、輸出管理に関するキルギスの法

律は1セクション全体を主題に当てている。本セクションは、兵器と大量破壊兵器 （WMD）

の拡散防止における外国と国際機関との調整の重要性を強調している。同法はまた、キルギ

スタンが現在輸出管理関連の国際レジームの加盟国でないにもかかわらず、こうした国際レ

ジームの合意事項を遵守することの重要性を強調している。許可を規制する規則もきわめて

詳細であり、特定カテゴリーの貨物のライセンス手続きに関与する、すべての政府機関名を

明確に列記している。  

                                                  
3 「キルギスタンで採択された輸出管理法」、 NIS Export Control Observer、2003 年 3 月

号、http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
4 「キルギスタンが国の輸出管理制度の進展で前進」、 NIS Export Control Observer、2003
年 9 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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法的不整合 

きわめて短期間に著しい進歩が見られたが、法的枠組みを改善し、一部法律の不整合を調整

する必要性など、いまだに不備が多い。たとえば、輸出ライセンスに関連する法律では規制

品のリストを参照することになっているが、そうしたリストはいまだ作成されていない。輸

出管理法は、誰が国の輸出管理政策を定めるのか明記していない。その上、輸出管理関連の

国際レジームへのキルギスタンの直接参加を通じ、輸出管理問題について外国と調整し、協

力することになると明記しているが、キルギスタンはいずれの国際レジームの加盟国にもな

っていない。法律には、多様な対応のできる条項と見られるものが含まれているが、 用いら

れた表現は、多様な対応のできる原理に関する理解不足を示している。確かに、法律では「規

制品」（規制リストに含まれていない貨物の代わりに）が大量破壊兵器等の開発等に利用され

ると考えられる理由があれば、輸出者は輸出してはならないとしている。 

 

官僚の争い 

キルギスタンの輸出管理制度はまた、旧ソ連諸国に共通した官僚の争いに悩まされている。

たとえば、経済開発・産業・貿易省（MEDIT）をすべての管理項目に関する唯一のライセンス

省庁として設置した2004年の政府決定第330号の後、以前には軍事技術、核物質、ミサイル

関連物質の貿易ライセンスに責任を担っていた防衛省は、その決定を覆すためのロビー活動

を行った。 防衛省の高官は、安全保障上の理由から戦略物資のライセンスは同省の権限下に

留めるべきだと主張した。彼らはまた、その見解を裏付ける論拠として、ライセンス権限を

貿易省から防衛省へ移管するロシアの決定も利用した。 2ヶ月間の交渉の後、2省は兵器、

ミサイル、核関連物資のライセンス権限を防衛省へ戻す、新たな政府決定案に同意した。改

定決定案は検討のためさまざまな省へ提出され、2004 年 10 月に政府へ提出される予定とな

っていた。 5  しかし、2005 年 2 月に勃発したチューリップ革命の前に、政府が同法案を

議会へ上程する機会があったかはどうか明らかではない。 

 

政府再編と政治不安 

キルギス輸出管理制度の発展と、円滑な運営に対するもう1つの大きな障碍は、日常化した

内閣改造と政府機関の再編である。ここ数年間で、輸出管理手続きに直接関与していたいく

つかの省庁が、明確な理由もなく再編された。そのような変更は旧ソ連の政治制度に共通の

                                                  
5 「1 窓口制度に関する争い、キルギス共和国で改訂される輸出管理法」、 NIS Export 
Control Observe、2004 年 9 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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特徴であるが、それらはチューリップ革命により拡大し、旧内閣の解散と多数の人事異動を

生じた。  

 

たとえば、税関業務は2002 年以降2回の大きな再編があった。 2002 年 10 月に、国税検査

室と税関検査室を統合し、大蔵省の下で新組織の歳入委員会が設置された。 2年半後の2005

年4月に、その決定は覆され、歳入委員会は解散し、税関検査室は内閣へ直接報告する独立

機関へ変更された。 6 

 

国境警備隊も同様に変更された。2003 年 12 月に、以前は防衛省傘下にあった旧国境防衛庁

を基にして、新たな国境部隊が設置された。 7  2005 年 4 月に、アカエフ大統領の辞任で

終わったチューリップ革命の直後、クルマンベク・バキエフ新大統領代行は国境警備隊議長

を解任したが、同人は後日、警察の鎮圧行動により死者を出した2002年3月の大衆抗議の取

扱い（彼は当時内務大臣であった）に関する取調べを受けた。1 ヵ月後、国境警備隊は国境

警備軍と改名され、国家安全保障部隊の管轄下に移管された。8   1年後の2006年5月に、

この決定は覆され、国境警備軍の名称が国境警備隊に戻り、その行政機関は独立した行政機

関に変わり、議長が交代した。 9 

 

同様に、2004年2月、大幅な行革により解散した貿易産業省に代わり、経済開発・産業・貿

易省が創設された。経済開発・産業・貿易省はまた、唯一の輸出ライセンス権限を有する省

庁として任命され、その前任機関のライセンス責任と、当時まで軍事、核、ミサイル関連の

取引のライセンスに責任を担っていた防衛省の責任を引き継ぐこととなった。一方、2005年

10月に、経済開発・産業・貿易省は再編され、産業・貿易・観光省と改名され、トップが交

代した。 10  先述の通り、そのライセンス責任はまた、防衛省からその妥当性について異

議を申し立てられることになった。 

  

                                                  
6 「キルギス税関業務再編」、 NIS  Export Control Observer、2005 年 5 月号 
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
7 国連 1540 報告書。 
8 「キルギス国境警備隊上層部と緊急事態当局が交代、国境警備隊が国家安全保障部隊に従

属」、 NIS  Export Control Observer、2005 年 5 月号、 
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
9 「バキエフ大統領、キルギス国境警備隊を再び独立機関に、新たなトップを任命」、

International Export Control Observer、2006 年 6 月号、 
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm 
10 「チューリップ革命余波の改革」、 International Export Control Observer、2006 年 12
月/1 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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未整備な制度 

こうした困難により、統一性ある輸出管理制度の構築に腐心しているにもかかわらず、キル

ギスタンの輸出管理は今もなお未発達の段階にある。その弱体な法的基盤、法執行体制およ

びコンプライアンスにより、同制度は、タジキスタンの場合と同様、税関と国境警備隊によ

る、国境での管理に大きく依存している。不幸にも、これら2つの行政機関の装備はきわめ

て貧弱で、その任務を適切に実行するための訓練が不足している。諸外国が提供した国際支

援により、こうした欠落した部分を埋める努力の一環が試みられ、これらの機関に若干の教

育訓練と装備が提供された。しかしながら、本地域の努力はその大部分が2001年以降に始ま

ったばかりで、その具体的成果を上げるに至っていない。実際問題として、キルギスタンの

頻発する違法な不正取引と、イスラム闘士や政治的闘士との国境における多数の衝突を考慮

すると、こうした計画がいまだに推進されていない可能性がある。 11  重要なことは、こ

うした計画を継続し、拡大することである。 問題は、チューリップ革命後に登場した政府が、

旧アカエフ政府と同様、一貫した輸出管理を引き続き進展させるかどうかである。 

 今日のキルギスタンにおける主な輸出管理の状況について、2.5.2 で、キルギスタンの輸

出管理を規制している法的枠組を説明する。2.5.3 で、適切な輸出ライセンスの仕組みを明

らかにし、2.5.6 で、国際支援計画を検証し、キルギス輸出管理制度の有効性を評価し、か

つ制度改善のための解決策の可能性を提案する。 

 

 

2.5.2 輸出管理制度 

 

2.5.2.1 法的枠組み 

キルギスタンの輸出管理法には限度があるものの、既存の法律は、主要な実施法からなる法

的枠組の萌芽段階を構成している。確かに 内部に不整合はあるが、明確かつ詳細であるとい

う長所もある。本セクションの前半では、キルギスタンの輸出管理を規制している主な規則

を列挙し、後半ではこれら文書の主な条項を記述している。 

 

キルギスタンの輸出管理を規制している法令 

法律 2003年1月23日付け輸出管理法第30号 

                                                  
11 それぞれの衝突の事例についてはたとえば、「バキエフ大統領、キルギス国境警備隊を再

び独立機関に、新たなトップを任命」、International Export Control Observer、2006 年 6
月号を参照、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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法律 1997年3月3日付け許可法第12号 

法律 2001年1月18日付け許可法に対する改定法第13号 

政府決定 2004年3月4日付けキルギスタンの輸出管理実施に関する政府決定第330号 

 キルギス共和国領土を通る管理品目の通過に関するライセンス手続き 

政府決定 1996年、化学兵器、ミサイル、核兵器の生産に利用される材料と技術の輸出入の

手続きに関連する規則の承認に関する政府決定第55号  

法律 外国の経済活動に関する政府規制法 

政令 2003年3月17日付け政令第121-r号 

大統領令 2003 年 8 月 14 日付け外国との軍事・技術協力および国家の輸出管理制度実施を

推進する措置に関する大統領令 第265号  

法律 1997年、刑法 

 

2.5.2.1.1 基本法 

2003年1月23日付け輸出管理法第30号 

キルギスの輸出管理制度に関する主な法令は、2003 年 1 月 23 日に採択された輸出管理法で

ある。2003年以前、輸出管理は、外国の経済活動に関する政府規制法、および化学兵器、ミ

サイル、核兵器の開発等に利用される材料と技術の輸出入の手続きに関連する規則の承認に

関する政府決定第55号など別の命令により規制されていた。その決定は1ページの文書で、

キルギスタンの独立国家共同体（CIS） 12 加盟により、同国は化学物質、デュアルユース品、

核、ミサイル関連物資の貿易規制に関し独立国家共同体が採択した決定に従うことを確認し

ている。 

 

2003年の輸出管理法は詳細で整備された法律である。対象となるのは、核兵器、化学兵器と

生物兵器、およびその運搬手段の開発等に利用できる軍事技術、デュルユース品と材料に関

する輸出、輸入、再輸出および通過である。 

 

法律にはまた以下のとおり記載されている: 

- キルギスタンの輸出管理を支える原則を記述し、 

                                                  
12 独立国家共同体はソ連崩壊後、旧ソ連の 11 カ国の共和国、アルメニア、アゼルバイジャ

ン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、キルギスタン、モルドバ、ロシア、タジキスタ

ン、ウクライナ、およびウズベキスタンの 11 か国の共和国が集まり創設された。以前は独

立国家共同体の加盟国であったトルクメニスタンは、2005 年 8 月に部分的に組織から脱退

し、現在は準加盟国である。 
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- 輸出管理の策定と執行に関与するさまざまな行政省庁の役割と責任を明記し、 

- 輸出者/輸入者の権利と責任を記述し、 

- 輸出管理法違反となる活動を列挙し、 

- 規制品の取引を行う一部の要件を明記している。 

 

一方、法律ではライセンスの仕組みについて詳細に規定せず、要求される可能性のあるさま

ざまな種類のライセンスについても記述していない。法律の主な条項には以下のものがある: 

 

●キルギスタンの輸出管理の基礎をなす主な原則は以下のとおりである (第 4、5条): 

- キルギスタンの経済、政治および安全保障上の利益の擁護、 

- 大量破壊兵器とその運搬手段の不拡散に関する国際協定の遵守、 

- 国際経済の統合、 

- 輸出管理および世界の安全保障と安定の領域における外国と国際組織との協力。 

 

●行政省庁の役割と責任 (第 6、 8条) 

中央アジアの他の国とは異なり、キルギスの法律は、議会を輸出管理関連法規を承認する最

高の公的機関として特に明記している。通常、この役割は大統領に付与されているが、キル

ギスの法律では言及されていない。 

 

キルギスの議会: 

議会は、政府が提出したすべての新法と管理リストを承認する責任を負う。 

キルギスの政府: 

- 国の輸出管理政策を執行する (しかしながら、法律では誰がこの政策を確認するのか

示されていない)、 

- 輸出管理手続きを決定する、 

- 輸出管理を取り扱う国際協定の署名に関し交渉を行う、 

- 輸出管理制度に関与する行政省庁の活動を確認し監督する、 

- 輸出管理の対象となる貨物のリスト、特定貨物の輸出、輸入、再輸出の数量制限、お

よびある種の貨物の輸出入が制限され、または禁止される国のリストの草案を議会へ

提出し承認を求める。 

個々の行政省庁: 

個々の行政省庁は以下に責任を負う: 
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- 輸出管理法、およびその他輸出管理関連規則の実施、 

- 規制品リストの草案を作成しキルギス政府へ提出することと、その更新、 

- 特定物資の輸出入に対する数量制限と、規制品の輸出が制限され、または禁止されて

いる国のリストを作成し、キルギス政府へ提出すること、 

- ライセンス申請書の審査と発行、 

- 違法取引を防止すること、 

- 国際組織と協力すること、 

- 他の行政機関と民間企業へ輸出管理に関する情報を提供すること、 

- 国際貿易活動に参加している会社を監視し、監査すること。 

 

●法律はまた、輸出者/輸入者の責任と権利を明記している (第9条): 

- 輸出者/輸入者はその活動に関する記録を保管し、要請あり次第行政省庁が入手できる

ようにしなければならない、 

- ライセンス申請ファイルに記載されたすべての情報に関して守秘義務を負い、かつ、

政府職員が個人的利得のために利用してはならない。またはキルギスタンの法律が定

めた場合以外、第三者へ伝達してはならない。 

 

●軍事用品に関する特定の活動および/または生産活動を行い、キルギスタンの安全保障を確

実にしている会社と組織は、輸出管理関連のコンプライアンスプログラム(ICP)を作成すべき

である (第 7条)。 

 

●法律第10条は、規制品の貿易に関する要件を明記している。具体的には以下のとおり明記

している: 

- 輸出された貨物が大量破壊兵器とその運搬手段の開発等に利用されないことを示す、

輸入国の関係行政省庁が交付した書面とともに、最終用途証明書が申請ファイルに含

まれる場合にのみ、許可することができる。 

- 第 10 条はまた、多様な対応のできる条項を含んでいる。一方、輸出者は、（リストに

含まれていない貨物の代わりに）規制品が大量破壊兵器とその運搬手段の生産に使用

されるかもしれないと考える理由がある場合、外国法人と取引を行ってはならないこ

とを示している。  

- 規制品の貿易が禁止され、制限される国のリストは、（1）国際協定や禁輸措置に従い

大統領、又は (2)核不拡散に関する国際協定を遵守しない国に対し、またはキルギス
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タンの利益を守るため、キルギス政府が作成することができる。 

 

●第 12条では、ライセンス申請は専門家（省庁間）の審査を受けると明記している。 

 

●第14では、輸出管理法違反となる活動の種類を列記している。これらには以下の事項があ

る: 

- 無許可の輸出、輸入、再輸出行為、 

- 申請者による虚偽の情報提供、または要求された情報提供の拒否、 

- 政府当局の行動の妨げをすること。 

 

●法律の第 III編は、輸出管理の核不拡散の特徴を強調している。特に、第13条は、 キル

ギスタンは、大量破壊兵器のおよびその運搬手段の開発等に役立つ資機材と技術の拡散を防

止するため、その努力と活動を他国および国際組織と協調して行うことを示している。輸出

管理関連の国際レジームなどの国際会合におけるキルギスタンの代表者、および他国との二

国間協力を通じ調整すべきである。(キルギスタンは目下輸出管理関連の国際レジームの加盟

国ではない。本条は、将来いずれかの時点で加盟申請する意図があることを示しているかも

しれない。) 

  

法律と許可規制法の執行 

 

●2003年3月の政令第121-r号、および2003年8月14日付け外国との軍事・技術協力を推

進する措置に関する大統領令 第265号の2文書は、さらに輸出管理手続きについて明記して

いる。  

 

●ライセンスに関することはまた、1997年3月3日に公布された、ライセンスに関する法律

第12号およびその2001年の改定、ならびに2004年5月4日に公布された、キルギスタンの

輸出管理実施に関する政府決定第330号の、別の2件の法律により明らかにされた。 

 

●2003年3月の政令第121-r号 

命令第 121-r号により、輸出管理法施行を促進する輸出管理専門家による議会の省庁間作業

グループが設置された。本命令は、ライセンスに関するセクションで詳細に検討されている。  
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●2003年8月14日付け外国との軍事・技術協力を推進する措置に関する大統領令 第265号 

本命令により、輸出管理分野を調整する政府組織として、軍事・技術協力・輸出管理委員会

が設置されている。この命令は、ライセンスに関するセクションで詳細に言及されている。 

 

●1997年 3月3日付け、ライセンスに関する法律第12号、および2001年1月18日付け、

許可法の改訂に関する法律第13号 

1997年の許可法は、1997年3月に採択されて以来数回にわたり改定されてきた。最近の修正

は、上記法律第13号の採択により2001年に盛り込まれた。 

 

法律は３編からなっている。第I編は、医療、石油とガスの採掘、空気の安全など特定の活

動に関するライセンスを対象にしている。第 II 編は、規制品の輸出入取引に関するライセ

ンスに関連しており、一方、第III編は、ライセンス発行に適用される基本的規則を明記し

ている。一方、法律はライセンスを受ける貨物は明記していない。戦略物資と輸出入取引の

ライセンスに関する主な条項は、ライセンスに関するセクションで詳細に言及されている。 

 

●2004年5月4日付け、キルギスタンの輸出管理実施に関する政府決定第330号 

政府決定第330号は、キルギスタンにおける第三者に対する以前に輸入された規制品の輸出、

輸入、再輸出、通過、および移転に関するライセンス手続きを明記し、ライセンス手続きに

関与する行政省庁間の干渉を規制し、唯一のライセンス当局を明記し、その役割と責任を明

確に定めている。法律も、軍事･技術協力・輸出管理委員会を、輸出管理関連活動を調整する

政府の最高機関として明記している。法律にはまた、ライセンス申請書と添付書類、移転申

請書、および最終用途証明書の見本書式が含まれている。 本法は、ライセンスに関するセク

ションで詳細に言及されている。 

 

 

2.5.3 ライセンス制度と手続 

 

キルギスの法律は輸出管理の責任を、法律を制定し作成する高位の省庁と、制度の運用に責

任を負う実施当局に分配している。その中央アジアのいくつかの隣国とは異なり、キルギス

タンは輸出管理法の起案と、制度の設計に特に責任を負う組織を設置した。 

 

2.5.3.1 所管官庁 
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2.5.3.1.1 上級機関 

輸出管理専門家による恒久的省庁間作業グループ (以下「作業グループ」という。) 

作業グループは、輸出管理法実施に必要な法律を作成するため、2003年3月の決定第 121-r 

号により設置された。グループの構成は、以下の行政省庁の代表者からなっている: 

- 防衛省 

- 産業・貿易・観光省 

- 外務省 

- 大蔵省 

- 法務省 

- 国家安全保障部隊 

- 国境部隊 

- 税関庁  

- 国立科学院。 

作業グループの主な責任は以下のとおりである: 

- キルギスタンの輸出管理制度の法的基盤、具体的には大量破壊兵器、その運搬手段

などの軍事装備の開発等に利用可能な、デュアルユース品、資機材、技術、科学技

術情報、および役務に関する貿易を規制する規則を作成し、政府に提出すること、 

- 規制品に関するキルギスタン国のリストの草案を作成し、政府の検討のために提出

すること、 

- 四半期ごとに首相官邸へ進行状況報告書を提出すること。 

 

これらの任務を遂行するため、作業グループは他の行政省庁や民間から別の専門家を参加さ

せることができる。 13 

 

創設以来作業グループが作成した草案の中から、以下が採択された: 

- 2003 年 8 月に大統領が署名した、外国との軍事・技術協力および国家の輸出管理

制度実施を推進する措置に関する大統領令、 

- 2004年5月4日付け政府決定第330号。 14  

 

                                                  
13 Nikolay Ryaguzov 著、「キルギスタンに設置された輸出管理作業グループ」、 NIS Export 
Control Observe、2003 年 4 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
14 国連 1540 委員会宛てキルギスタンの報告書、 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/AC.44/2004/(02)/91. 
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作業グループはまた、2003年に国の規制リストの草案を作成し、2003年7月15日に政府へ

提出した。しかし、検討の結果リストをさらに練り上げる必要があるとの結論が下され、2004

年前半に再提出された。 15  この作業は依然として進行中である。  

 

 

執行当局 

軍事技術協力・輸出管理委員会 

同委員会は上記の決定第265号により2003年8月に設置された。以前に存在した軍事技術協

力委員会は、軍事技術協力・輸出管理委員会に改名された。決定第265号により、委員会は

輸出管理分野におけるキルギスタンの主要調整機関である。委員会の議長は首相で、以下の

組織の委員から構成されている (会長と大臣レベル): 

- 安全保障会議 

- 防衛省 

- 産業・貿易・観光省 

- 外務省 

- 内務省 

- 大蔵省 

- 環境・エネルギー状況省 

- 国家安全保障部隊 

- 国境警備部隊 

- 税関庁。 16 

 

委員会は以下の事項に責任を負う: 

- 輸出管理制度に関与する政府省庁と機関の作業を調整すること、 

- 輸出管理規則を確実に執行すること、 

- 国際協定を確実に遵守すること、 17  

- 国の規制リストに記載された規制品目の輸出、輸入、再輸出に関する問題を解決す

                                                  
15 「キルギスタンの国家輸出管理制度策定が前進」、NIS Export Control Observe、2003 年

9 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
16 「キルギスタンの国家輸出管理制度策定が前進」、NIS Export Control Observe、2003 年

9 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
17 国連 1540 委員会宛てキルギスタンの報告書、  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/AC.44/2004/(02)/91. 
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ること。 18 

ライセンス当局: 

産業・貿易・観光省が、輸出、輸入、再輸出および通過に対するライセンスを発行し、輸入

規制品に対する最終用途証明書を交付し、また輸入物資に対する最終検査を行う。 19 

 

ライセンス制度に関わる他の組織: 

ライセンス審査過程に関わる他の行政省庁は以下の通りである： 

- 防衛省 

- 外務省、(輸出貨物の最終用途検査を行う) 

- 環境・エネルギー状況省 

- 国立科学院 

- 国家安全保障部隊 (輸出入の背景調査) 

- 保健省 

- 農業、水管理・処理産業省 

- 運輸・通信省 

- 内務省 

- 科学・知的財産庁。 

 

2.5.3.2 申請手続 

輸出または輸入ライセンス申請に必要な文書 20  

ライセンス申請には申請者は産業・貿易・観光省へ以下の文書の提出を要する: 

- 合意書（契約書）またはその他関連文書の写し、 

- 貨物の原産地証明書の写し、 

- 貨物の技術的内容、 

- 申請者の国家登録書の写し、 

- 該当する場合、申請者に活動分野で事業を行うことを承認するライセンスの写し、 

21  

                                                  
18 「キルギスタンの国家輸出管理制度策定が前進」、NIS Export Control Observe、2003 年

9 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
19 国連 1540 委員会宛てキルギスタン報告書の補遺、2006 年 2 月 15 日、 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/252/30/PDF/N0625230.pdf?OpenElemen
t. 
20 決定第 330 号、第 2.6 から 2.8 条。 
21 許可法改訂に関する法律第 13 号は、以下の分野の活動は許可を要すると明記している。
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- 貨物が申告した目的にのみ使用され、（輸出と再輸出に関し）関連するキルギス行

政省庁の事前承認なしに再輸出されないことを示す、輸入国の関連行政省庁が交付

した最終用途証明書の写し1通、 

- ライセンス当局が要求するその他の文書。 

 

外国語のすべての文書は、ロシア語の翻訳とともに提出しなければならない。 

 

ライセンスの種類:  

申請者は、包括ライセンスまたは個別ライセンスを請求することができる。  

包括ライセンス は、特定の種類の貨物に関する数件の契約履行に使用することができる。そ

れらは、1歴年を超えてはならない契約の完了に必要な期間に対し発行される。 22  

個別ライセンス は、特定の種類の商品に関する1件の取引に対し、1歴年間有効である。双

方の種類のライセンス有効期間は、申請者の正当性を確認できる要請に基づいて延長するこ

とができる。ライセンス発行後に使用されない場合、申請者はライセンス当局へ通知する必

要がある。 23 

  

省庁間審査手続き 

許可法に従い、ライセンス申請審査は、産業・貿易・観光省対する完全な申請ファイルの提

出日から開始し、1 か月以内に終了しなければならない。 24  申請ファイルを受け取り後、

同省はどの行政省庁が申請書を審査すべきか確認し、ファイルをそれら省庁へ送付し見解を

求める必要がある。キルギスの法律は、ライセンス申請書の審査における行政省庁の各役割

を明記している。 以下の表は、各種類の規制品に関する責任の分布を示している。 25 

 

管理項目 輸出/輸入/再輸出 通過 26 最終用途証明 

- 核関連物質、技術、装置、 防衛省、外務省、環 環境・エネルギー 防衛省、外務省、

                                                                                                                                             
すなわち、爆発装置の輸送、加工、生産、処分、兵器と軍事装備の生産、修理、貿易、強毒

性および放射性元素の生産と処分、放射性廃棄物を含む毒性廃棄物のリサイクル、流通、破

壊、貯蔵、毒性物質の生産から生じる廃棄物の輸送（越境を含む）である。 
22 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日、第 II 編、第 2 条。 
23 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日、第 II 編、第３と４条。 
24 許可法第 12 号、1997 年 3 月、第 III 編、第 15 条。 
25 別途記載のない限り、本表の情報は決定第 330 号から抜粋したものである。 
26 「キルギスタンは新輸出管理実施法を公布し、輸出管理作業グループに変更を導入」、 NIS 
Export Control Observer、2004 年 5 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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施設。 

- 核関連デュアルユース品 

- 放射線源 

- 同位元素 

境・エネルギー状況

省、国立科学院 

状況省、運輸・通

信省、防衛省、内

務省 

環境・エネルギー

状況省、国家安全

保障部 

大量破壊兵器の生産に利用

できるデュアルユース品  

保健省、農業・水管

理・処理産業省、環

境・エネルギー状況

省、国立科学院 

運輸・通信省、保

健省、農業・水管

理・処理産業省 

国家安全保障部 

- 軍事資機材、技術、および

科学・技術情報、 

- 大量破壊兵器運搬手段   

防衛省、外務省 運輸・通信省、国

立科学院 

防衛省、国家安全

保障部 

- 化学物質、 

- デュアルユース品、およ

び化学兵器用途の技術  

保健省、外務省、環

境・エネルギー状況

省、国立科学院 

環境・エネルギー

状況省、保健省、

内務省、運輸・通

信省 

保健省、外務省、

環境・エネルギー

状況省、国家安全

保障部 

人、動物、植物の疾患を生じ

る因子、その遺伝物質の分

画、および生物兵器の生産に

利用できる装置  

保健省、農業・水管

理・処理産業省、国立

科学院 

保健省、内務省、

運輸・通信省 

保健省、農業・水

管理・処理施設省、

国家安全保障部 

大量破壊兵器、その運搬手

段、および別の種類の兵器と

軍事装備の開発等に利用で

きる知的活動の成果 

科学・知的財産庁、国

立科学院 

国家安全保障部 科学・知的財産庁、

国家安全保障部  

 

核関連物質に関するライセンス規則 

核兵器を持たない国に対する核関連物資の輸出は、輸入国の関係行政省庁が輸出された物資

と、その使用の結果が以下に該当することを示す証明を提出する場合にのみ実施することが

できる: 

- 核兵器、その他核爆発装置、施設および装置に使用されないこと、 

- その全使用期間に国際原子力機関（IAEA）の安全監視下にあること、 

- 国際原子力機関が推奨するものと同等の物理的安全保障措置下にあること、 

- （1）関係キルギス政府省庁の書面による承認を受け、（2）第三者が上記に列記された
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3点を約束する場合にのみ、第三者へ再輸出され、または移転されること。 27. 

 

ミサイル関連技術に関するライセンス規則 

ミサイル関連技術の輸出は、輸入国がミサイル関連機材・技術輸出規制（MTCR）の加盟国で

ある場合にのみ実施することができる。その上、輸入国の関係行政省庁は、貨物が以下のと

おりである旨の書面による約束を提出しなければならない: 

- 500kgの搭載重量で、300km以上到達可能なミサイルの生産に利用されないこと、 

- その使用の全期間中にミサイル関連技術輸出規制に適合した技術を取り扱うこと、 

- その盗難、紛失などを防止する十分な物理的安全保障対策下に置くこと、 

- キルギスの関係行政省庁の承認を得てはじめて再輸出されること。 28 

 

ライセンス免除 

以下の場合、輸入/輸出ライセンスは不要である: 

- 見本市や展示会に使用される規制品の一時的輸出/輸入 (これは核関連物資には適用

しない)、 

- 平和的運用、または訓練活動を支援するため、防衛省などの執行機関が使用する軍用

装備。 29 

 

輸入貨物に関する最終用途証明書 

輸入規制品に関する最終用途証明書は、ライセンス当局が発行する。 30 

最終用途証明書を請求するには、申請者は以下の文書を提出しなければならない: 

- 輸入者の最終用途証明書、 

- 契約書/合意書の写し。 

 

最終用途証明書は、輸入した貨物の品質や種類とは無関係に1回の運用に対してのみ交付さ

れる。最終用途証明許可の審査は、キルギスの関係行政省庁から勧告を受領した日から 10

日以内に完了しなければならない（上記の表を参照）。最終用途証明書が発行された後に輸入

条件が変わった場合、輸入者は、ライセンス当局に直ちに通知し、新規の最終用途証明の再

申請を行う必要がある。輸入された後10日以内に、輸入者は、税関庁が発行した受渡し証明

                                                  
27 決定第 330 号、第 2.10 条。 
28 決定第 330 号、第 2.11 条。 
29 決定第 330 号、第 2.12 条。 
30 決定第 330 号、第 3.1 条。 
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書を入手し、ライセンス当局へ送付しなければならない。 

 

以前に輸入した貨物の第三者への移転 31  

以前輸入した規制品をキルギスタンの第三者へ移転するため、最終使用者は、 以下を記載し

た要請書をライセンス当局へ提出しなければならない: 

- 移転される貨物の完全な名称と内容説明、およびその外国貿易貨物インベントリー

（TNVED）コードと規制リストコード、 

- 移転される貨物の量、 

- 輸出者の氏名と住所、 

- 最終用途証明書の番号と発行日、 

- 貨物が移転される第三者の氏名と住所、 

- 移転の理由、 

- 貨物原産国の関係行政省庁を示す文書、 

- 移転契約書の正と写し。 

 

ライセンス当局は、キルギスの行政省庁から勧告を受取後10日以内にライセンスを発行し、

または却下しなければならない。 

 

最終用途の検査 32  

ライセンス当局は、輸入物資の最終用途検査を行う。輸入者は、必要な手配と支援を提供し、

ライセンス当局がその任務を完了できるようにしなければならない。検査結果は報告書に記

録され、違反があった場合は、その所見は対応措置のために該当する行政省庁へ送られる。 

 

外務省は、輸出貨物に関する最終用途検査を要求する。キルギスタンに輸入された貨物の最

終用途検査を行う外国政府からの要請書は、原産国の関係行政省庁が外務省へ送付する必要

がある。 

 

輸出/輸入後の要件 33  

輸出/輸入が完了した後、輸出者/輸入者はライセンス当局へ以下の情報を提供しなければな

                                                  
31 決定第 330 号、第 4 編。 
32 決定第 330 号、第 5 編。 
33 決定第 330 号、第 6 編。 
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らない: 

- 3日以内に、運輸税関申告書の写し、 

- 受渡し証明書、 

- 貨物の支払済証拠書類。 

 

ライセンス料金 34  

ライセンス料金は、国が定めた最低賃金3回相当分を超えてはならない。同一ライセンスの

再申請の場合、料金は1か月の最低賃金を超えてはならない。 

 

● ライセンスの却下 35  

ライセンスは以下の理由により却下することができる: 

- 申請者がライセンスを必要とする活動に関して承認を得ていない、 

- 申請ファイルが不備である、 

- 申請者が、申請料金を支払わない、 

- 裁判所の裁定により、申請者が現在ライセンス申請している活動を行うことを禁止さ

れていた場合。 

ライセンス当局は、1 か月以内に申請者へ却下の旨を通知し、書面により却下の理由を提示

しなければならない。 

 

● 一時的停止 36  

申請者がライセンス要件を遵守しなかった場合、3 ヶ月間一時的にライセンスを停止するこ

とができる。違反による重大な損害（この用語は定義されていない）が生じていない場合、

ライセンス当局は、ライセンスの保持者へ書面による警告を送るのみとすることができる。 

 

● ライセンス取消し 37  

ライセンスは取り消すことができる: 

- 申請者が、ライセンス当局により以前に指摘された違反を是正しなかった場合、 

- 申請者が、ライセンス要件に従わない場合、 

- 裁判所の裁定により、ライセンス保持者がライセンスを受けた分野の活動を行うこと

                                                  
34 許可法第 12 号、1997 年 3 月、第 III 編、第 15 条。 
35 許可法第 12 号、1997 年 3 月、第 III 編、第 17 条。 
36 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 19 条。 
37 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 19 条。 
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が禁止されていた場合。 

 

● 控訴 38  

ライセンスの却下または取消しの場合、申請者は、裁判所の裁定に対し控訴することができ

る。 

 

● ライセンスの再申請 39 . 

 ライセンスが発行された取引条件に変更がある場合、申請者は、ライセンス当局へ新規の申

請ファイルを提出しなければならない。 

 

● ライセンスの満了 40  

以下の場合、ライセンスは無効になる: 

- ライセンス満了日に到達したとき、 

- ライセンス当局の決定によりライセンスが取り消されたとき、 

- ライセンス保持者がその活動を終了したとき。 

● 監視 41  

ライセンス保持者の監視はライセンス当局が行い、発行されたライセンス登録を保菅しなけ

ればならない。 登録には以下に関する情報が含まれていなければならない: 

- ライセンスを受けた者、 

- ライセンス当局、 

- ライセンスが発行された活動の種類、 

- ライセンス発行日と登録番号、 

- 有効期間、 

- ライセンス取消しの理由と日付（該当する場合）。 

その上、違反を発見した行政組織はライセンス当局へ通知する義務を負うが、法律にはその

報告と監査方法が明記されていない。 

 

2.5.4  輸出規制リスト 

 

                                                  
38 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 18 条。 
39 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 17-2 条。 
40 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 20 条。 
41 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 17-1 と 21 条。 
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キルギス政府は、目下、規制品に関する統一リストを作成中である。このため、政府筋は、

ロシア、欧州連合、カザフ、ベラルーシ、および輸出管理関連の国際レジームの規制リスト

など、さまざまな既存のリストを調査しが、この作業はまだ策定段階である。なお、キルギ

スタンは、1993年の政令第121号と1996年の第55号に記載されたさまざまなリストに依存

している。一方、これらのリストは公表されてこなかった。 

 

 

2.5.5  罰則 

 

輸出管理法令規則違反に関する制裁は、刑法の数か条に規定されている。タジキスタンと同

様、キルギスタンは予防措置を講ずる能力を欠いているため、制裁に大きく依存している。

刑法では、戦略物資の違法取引に直接間接的に関連する10か条が記載されている。これら条

項を以下に列記する。しかしながら、詳細に違法輸出を取り扱っているものに限り言及して

いる。 

 

戦略物資の違法取引に直接間接的に該当する刑法条項のリスト: 

第 180条 (違法事業活動) 

第 204条 (輸出入禁止) 

第 239条 (放射性物質の違法な取扱い) 

第 240条 (放射性物質の窃盗または強奪) 

第 254条 (利益のためのウイルス性と毒性物質の違法取引) 

第 267条 (生物学的因子の取扱いにおける安全規則違反) 

第 266条 (環境に危険な物質と廃棄物の取扱いにおける規則違反) 

第 268条 (植物病と植物害虫との闘いのために作成された安全規則に関する違反) 

第 269条 (獣医学規則に関する違反) 

第 374条 (生態系破壊) (生物兵器（BW）使用に関するもの) 

 

第 180条 (違法な事業活動) は、適切なライセンスなしに行われた活動は、法律の定める最

低賃金の100から200倍の罰金、または240時間以下の地域社会奉仕、または3年以下の禁

固刑を課すことを示している。 以下の行為の場合、罰則は最低賃金の200から500倍、また

は財産没収を伴う5年以下の禁固刑に引き上げられる: 

- 集団による行為、 
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- 大きな利益（最低賃金の500倍超）につながる、 

- 当該の違反ですでに有罪を宣告された者による行為。  

 

第 204 条は、 核、化学、生物、その他大量破壊兵器関連物質と技術、大量破壊兵器、およ

び兵器の密輸を対象にしており、これには財産没収を伴う5年から7年の禁固刑を課す。以

下の場合、罰則は10年以下の禁固刑に引き上げられる: 

- 繰り返し生じ、または集団により行われた違法行為、 

- 利用された犯罪者が公的地位にある、 

- 国境管理を実施する職員に対する暴力を伴う。 

  

 

2.5.6 問題点および評価 

外国の支援 

キルギスの当局者は、長い間その輸出管理制度を改善し実施するための方法、財政、および

技術的支援を求めてきた。1990 年代にキルギスタンに対しある程度の支援が行われたが、

2001 年、特に 2003 年に始まった一大事件の後、キルギスタンの努力を支援する動きが強ま

った。支援は、さまざまな国と国際組織から提供されているが、その最大の貢献者はアメリ

カである。 42  支援は、次の2つの主な分野、すなわちキルギスタンの輸出管理法制度の構

築を支援すること、および国境管理のため国境で使用される装備を近代化することに重点が

置かれている。  

 

法的枠組みの策定に関する教育訓練 

輸出管理の法的基盤をいっそう推進するための支援は、米国商務省（DOC）、国務省（DOS）お

よびエネルギー省（DOE）が実施する教育訓練ワークショップの形で提供されている。 

 

商務省と国務省が組織した研修ワークショップは、キルギスタンの法律の見直しと、その改

善または拡大方法に関する見解の提供に重点が置かれている。これらセミナーはまた、欧州

の統一リストの内容と利用に関する教育訓練を提供することで、規制リストを採択するキル

ギスタンの努力を促進しようと試みている。 43  

                                                  
42 1992 年以降、キルギスタンは 7 億 8 千万ドルの支援を受けた、 NIS Export Control 
Observers、2003 年 10 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
43 これらセミナーの詳細な情報については、NIS and International Export Control 
Observers の 2003 年 10 月号、2004 年 10 月号、2006 年 3 月号、2004 年 11 月号などさま
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エネルギー省が組織した研修ワークショップは、一般的に、輸出管理関連のコンプライアン

スプログラムの作成と、ライセンス制度に関わる行政当局者の技能を改善する、貨物判定の

ためのプログラムに重点が置かれている。 44 

 

日本も、キルギスタンを含むさまざまな中央アジア諸国に対し、2001 年と 2002 年に輸出管

理セミナーを組織した。その上、2006年に、キルギスタンと中国は中国‐キルギス国境の管

理を強化するため、キルギスの国境警備隊を訓練する中国の支援の可能性について検討を行

った。 45 

 

国境の装備近代化 

国境管理を改善する近代装備は、欧州連合、ロシア、および中国などさまざまな供給源から

税関庁と国境警備隊に提供されているが、この地域でも、アメリカが最大の寄与者である。

この地域におけるアメリカの支援は、主に米国輸出管理・関連国境安全保障（EXBS）計画に

基づいて提供されている。これには以下のような内容が含まれている: 

 

国境警備隊に対するもの、 

- ヘリコプター、 

- Niva車輌、 

- KamAz トラック、 

- 寒冷地用装備、 

- 暗視ゴーグル。 

 

税関業務に対するもの、 

- 放射線遠隔測定装置、 

- 無線機、 

- コンピュータ、 

- X線装置 (マナス国際空港に設置予定) 

                                                                                                                                             
ざまな出版物を参照、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
44 これらセミナーの詳細な情報については、International Export Control Observers の 
2004 年 11 月号、2006 年 5 月号などさまざまな出版物を参照、  
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
45 「キルギスタン、アメリカと中国から支援を受ける」、 International Export Control 
Observers、2006 年 4 月号、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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- CT-30 検査ツールキット、 

- 事務用品 (コンピュータ、複写機など)。 

 

 

管理は改善されたか 

先述のとおり、国際支援運動は最近実施されたばかりであるため、まだ測定可能な成果を挙

げていない。一方、今日それらが積極的に持続され拡大されなければ、旧キルギスタン政府

のもとで開始された努力が無に帰することになることだけは分かっている。法的枠組の一層

の進展と、規制品リストの採択を支援することの明白な必要性に加え、法令遵守、実施、お

よび執行の改善を促進することも重要である。 

 

産官協力体制 

政府と産業界の協力体制の様態も明確に規定されておらず、産業界の代表者が必要な情報を

入手できるのか否かも不明である。 許可法では、輸出管理に関する新法は官報「ナシャ・ガ

ゼッタ（Nasha Gazeta）」に公開されると記している 46   

しかしながら、産業と政府間にはさらに直接的な通信ラインが必要である。ロシアの場合の

ように、これは輸出者が貨物を確認し、輸出管理関連の情報入手を助けることを任務とする

専門家センターの形をとることも可能と思われる。ライセンス当局のウェブサイトに載る情

報も、協力体制を改善できると思われる。産業界向け研修ワークショップの組織は、企業の

対応と法令遵守を改善するもう1つの有益な手段である。 

 

産業界の自覚 

輸出管理法では、軍事貿易を取り扱う企業は輸出管理関連のコンプライアンスプログラムを

作成すべきであると記しているが、そのような規程作成の支援については、ほとんど着手さ

れていない。財政的支援に加え、産業界に対する研修と情報提供が不可欠である。 行政レベ

ルでそのような規程の有効性を測定する、ガイドラインと手段の整備も重要である。  

 

執行 

強力な法的枠組と法遵守の仕組みがないとしても、特に国境における法執行の改善は不可欠

である。この意味で、法執行自治体に対する教育訓練と装備の提供を目的とする計画を継続

すべきである。 

                                                  
46 許可法第 12 号、1997 年 3 月 3 日付け、第 III 編、第 24 条。 
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キルギスタンの国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 批准 (1994年)

化学兵器禁止条約（CWC） 批准 (2003年)

生物兵器禁止条約（BWC） 批准 (2004年)

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 未 (交渉中) 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) × 

国連決議第1540号報告 詳細な報告書 

  

関連ウェブサイト 

• 法的データベース: http://www.cis-legal-reform.org/ 

• 司法省: 法律のリスト (パスワードで保護) http://www.minjust.gov.kg/ 

• 外務省: http://www.mfa.kg/   

• 米国のキルギス大使館: http://www.us.mfa.kg/   

• キルギスのオンラインメディアと報道機関: 

° キルギス共和国の国営放送局 [キルギス国有放送テレビチャネル]: 

http://www.ktr.kg/tv/en/  

° キルギスの国営報道機関「カバール（Kabar）」: http://www.kabar.kg/eng/   

° キルギスタンの報道機関AKIpress: http://www.akipress.com/   

° 情報局 Kyrgyzinfo:  http://www.kyrgyzinfo.kg/eng/   

° Vechenriy Bishkek [大衆日刊紙のオンライン英語版]: http://www.vb.kg/eng/  

° The Times of Central Asia [キルギスタンの首都、ビシュケクから新しい地域ま

で対象としている日刊紙のオンライン版]: http://www.timesca.com/  
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2.6 トルクメニスタン 

 

2.6.1 歴史と背景 

 

政治レベルでは、トルクメニスタンは1995年にすべての大量破壊兵器（WMD）を放棄し、当

該の兵器を拡散しないことを誓い、WMD 不拡散を明確に約束した。しかしながら、こうした

誓約の実行に必要な立法とインフラストラクチャーはほとんど整備されなかった。トルクメ

ニスタンには、大量破壊兵器やその部品の生産に利用できる材料や産業基盤はないが、同国

は大量破壊兵器関連品目と麻薬の違法な貿易経路が交差する通過国である。1 同国はまた、

ウズベキスタン（1,621 kmの国境）、アフガニスタン（744 kmの国境）、およびイラン（992 km

の国境）など同一経路上に位置する諸国と長い国境を共有している。 

 

ソ連崩壊後、サパルムラト・ニヤゾフ大統領は、元首に独裁者の地位を付与する完全な権限

を与え、同国の野党や市民の自由を排除し、実質的に同国を外部の影響から閉ざす政治制度

を敷いた。当初、多くの者は、これをいかに不完全であろうとも、同国のWMD不拡散実行の

一手段として見ていた。しかし、未だに国境警備担当の政府当局を含め、あらゆるレベルの

国のインフラストラクチャーに腐敗が蔓延している。この政治制度はまた、現場政府職員の

士気を著しく低下させ、国が大量破壊兵器とその部品を生産しないなら、当該品目に関する

特定の管理は不要であるという、同地域の多くの国に共通な考え方を助長することとなった。

明らかに、トルクメニスタンの指導者はWMD不拡散の約束を優先事項と見ていない。 

 

大量破壊兵器生産能力の欠如 

トルクメニスタンはその中央アジアの隣国と異なり、旧ソ連（FSU）から大量破壊兵器や兵器

施設を引き継がなかった。事実、旧ソ連時代は旧ソ連の生物兵器（BW）計画に基づいて働い

ていたロシアの研究所に関係する「疫病対策」施設以外に、2 トルクメニスタンには大量破

                                                  
1 トルクメニスタンは、アフガニスタンに向かうヘロイン前駆体化学物質、およびロシアと

西欧市場に向かうアフガニスタンの麻薬のための通過国である。米中央情報局（CIA）の実

態調書：https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tx.html 
2疫病対策制度は 100 以上の施設（研究所と部署）の集団で、旧ソ連にくまなく戦略的に配

置され、炭疽病、野兎病、出血熱など危険な風土病の拡大防止に責任を負う。1960 年代に、

ソ連の生物兵器計画の防衛面に対する寄与を開始し、1970 年代に、生物兵器計画の攻撃面に

対する支援を開始した。トルクメニスタンにある施設の状態についてはほとんど知られてい

ない。ソ連の疫病対策制度に関する情報については、ソニア・ベン・ウアグラム著、「ソ連時

代の疫病対策制度の成長」（Critical Review in Microbiology）2006 年を参照：

http://cns.miis.edu/research/antiplague/pdfs/sonia.pdf 
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壊兵器、デュアルユース品目、または、それらの部品を開発または生産する能力はない。 

1995年12月27日に発表したサパルムラト・ニヤゾフ大統領の外交声明には、トルクメニス

タンは中立国であり、「核兵器、化学兵器、生物兵器などの大量破壊兵器の生産や拡散は行わ

ず、その生産のための新たな技術設計を促進せず、（さらに）大量破壊兵器の不拡散を保証す

る集団的活動に参加する」と宣言した。3 核兵器を所有、生産、拡散しないというこうした

宣誓はまた、同国の軍事政策にも盛り込まれた。4  

最近、2005 年 10 月に、トルクメニスタン政府はさらに一歩を進め、トルクメニスタン領土

と空域を通る核兵器とその部品、その他の大量破壊兵器、およびミサイル技術の通過を禁止

した。5  

 

未整備の輸出管理制度 

こうした政治声明にもかかわらず、トルクメニスタンの輸出管理制度はきわめて未整備な状

態にとどまっている。輸出管理制度の基本要素は全く存在していない。同国には、基礎とな

る輸出管理法も、通過を規制する方法もない。貿易を規制する既存の法律は、主に同国にと

って経済的価値のある商品に関するものである。3 つの主な法令に、要注意商品の貿易に関

する規則が記載されているが、その範囲は限られており、2、3の別の法令で戦略的商品に遠

まわしに言及されているだけである。その上、ライセンス手続と同様に、執行するための法

律が存在しない。規制品目リストは不完全で、その大部分は馬と食糧など、トルクメニスタ

ンにとって経済的価値のある商品が含まれ、あるいは「国民の道徳を守るため」、ポルノなど

ある種の刊行物が禁止されている。これらリストには、核関連物質など拡散が懸念される品

目が最低限含まれているのみで、生物兵器、化学兵器、ミサイル技術の生産に利用できる材

料は含まれていない。 

上記の声明から予想されるように、高度の輸出管理制度に関する要素も欠如している。トル

クメニスタンには、啓蒙活動の計画やキャッチオール規制、最終用途の確認体制、コンプラ

イアンスプログラムが存在せず、これらはトルクメニスタンの政府職員には、なじみがない。 

トルクメニスタンは、すべての主な大量破壊兵器拡散防止協定の当事者であるが（トルクメ

ニスタンの国際協定加盟状態の表を参照）、これらの協定で定めた規則を執行する制度がない。 

 

国境管理に対する大きな依存 

                                                  
3 http://www.nti.org/db/nisprofs/turkmen/excon.htm 
4 http://www.nti.org/db/nisprofs/turkmen/excon.htm 
5 News Central Asia: 
http://www.newscentralasia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1539 
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輸出管理制度が未整備な地域である他国の場合と同様に、トルクメニスタンの合法および非

合法の貿易管理は、税関と国境警備に大きく依存している。実際に、トルクメニスタンの刑

法は、おそらく同国で最も整備された法律である（下記の制裁に関するセクションを参照）。

そこには、大量破壊兵器またはその部品に関する非合法な貿易、使用、誤用または脅威に関

連する、驚くほどの長いリストの条項が記載されているが、輸出管理を実施するには全く不

十分である。税関と国境警備隊は、戦略的物資の合法または非合法の貿易を取り扱うには装

備、訓練共に不十分である。同国には、特にこれら管理組織内部に腐敗がはびこっている。 

日本など様々な国が着手した国際支援計画により、税関と国境管理インフラストラクチャー

の改善が試みられ、税関、国境警備隊など法執行機関に対しある程度の教育研修が実施され

た。しかしながら、こうした努力は、WMD 不拡散問題における政府の最高レベルでの関心の

欠如と、同国を実質的に外部の影響から閉ざしている政治制度により妨げられている。また、

この政治制度により政府職員の士気が阻害され、すべての決定が政府の最高レベルで行われ

るため、トルクメニスタンとの協力事業計画の実施に大きな遅れを生じている。最近の、2006

年12月21日のサパルムラト・ニヤゾフ大統領の 死は、こうした事態をさらに悪化させ、暫

定内閣は一部の隣国とトルクメニスタンの国境を封鎖し、国際的な通行を禁止した。6  

大統領の死は、政治的真空状態を作り出し、それが政治的不安定につながり、国境を穴だ

らけにする可能性がある。議会は2007年2月11日に予定された大統領選挙の候補を念入り

に選んだが、キルギスタンとウズベキスタンなど、以前の独裁的支配者を持つ隣接諸国の場

合のように、選挙が民衆の不満の高まりとその公然の表明につながる可能性がある。 

  

2.6.2  輸出管理制度 

2.6.2.1 基本法 

戦略的物資の貿易に関するトルクメニスタンの法律には整合性がない。たとえば、輸出管理

に関する貨物のリストは、許可を要する活動のリストに対応していない。その結果、核関連

物質の取引は管理されているが、核関連物質に関する活動は許可を要する活動のリストに載

っていない。 

その上、現行の法律は、予防より管理の罰則面に重点が置かれているようにみえる。実際に、

大量破壊兵器、関連物質、ミサイル技術の違法取引は、2003年に公布されたテロとの戦いに

関する法律、および1997年の刑法に明確に記載され禁止されているのみである。２つの法律

が、事実、輸出管理手続を定めている。以下が輸出管理に関する法令のリストである。 

                                                  
6 「ニヤゾフ亡き後のトルクメニスタン」、News Central Asia：
http://www.newscentralasia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2016 
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トルクメニスタンの輸出管理に関する主な法令 

大統領決議 1997年7月18日付け大統領決議第2251号、「トルクメニスタン国境にまたがる、

自然人による商品、品目および貴重品の輸送に関する規制」 

法律 1999年6月14日付け、特定の種類の活動許可に関する法律、第384-I号 

法律 2002年7月5日付け、貿易法 第123-II号 

法律 2003年8月15日付け、テロとの戦いに関する法律 

大統領令 1998年4月30日付け大統領令第 3687号、税関管理改善法 

 

●1997 年 7月 18 日付け大統領決議第2251 号、「トルクメニスタン国境にまたがる、自然人

による商品、品目および貴重品の輸送に関する規制」 

 

決議第2251号は、個人が輸出、輸入、または輸送した場合、輸出管理される貨物に関する5

つのリストを規定し、これらリストの特定の貨物に対しライセンス権限を有するさまざまな

政府当局を列挙している。本決議は、国営企業と民間企業には適用されない。その上、これ

らリストの大部分は、農業品目、麻薬、ヘビとハチの毒液、宝石、およびその他消費者商品

など、WMD拡散の可能性のない品目を規制している。 

さらに、このリストは論理的構成に欠けているようにみえる。たとえば、リスト第1号 — 戦

略的貨物に関する唯一のリスト — には、武器、弾薬、軍事装備あるいはその部品やその生産

に必要な関連物質、爆薬、核関連物質、放射線源、兵器製造に利用されるかもしれない技術

や装置とともに、印刷物や子供のピストルが列記されている。 

生物的要素では、「毒物と毒薬」のカテゴリーの下に遠まわしに婉曲に言及されているのみ

で、化学兵器とミサイル技術は全く記載されていない。明らかに、本決議にはWMD不拡散の

対象品目はなく、主にトルクメニスタンに出入りする品目の流れを管理することで、トルク

メニスタンの国内市場を守ることを目的にしている。 

 

●1999年6月14日付け、特定の種類の活動ライセンスに関する法律、第384-I号 

 

ライセンスに関する法律は、政府の承認を要する活動、ライセンスプロセスにおけるさまざ

まな政府当局の役割と責任、ライセンスの種類と効力、ならびにライセンスの請求手続きに

関するリストを明記している。 

しかし、この法律は、医院を開業する権利や石油産業の仕事などの民間活動を主に規制して
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いるが、戦略的貨物の輸出入は特に管理していない。化学、生物、核またはミサイル技術に

関する活動のいずれも列挙していない。武器技術に遠まわしに関連する2件の活動のみが列

挙されている。これらには、工業用爆薬と放射線源を含む装置と機器の研究、開発、試験、

貯蔵、利用および輸送が記載されている。この法律は、ライセンスのセクションで詳細に言

及する。 

 

●2002年7月5日付け、貿易法 第123-II号 

 

貿易に関する法律は、一般的貿易活動（小売と卸売）を規制しており、戦略的貨物の輸出入

には直接適用されない。しかし、同法第10条では、貿易を特定の規則に従わせたり、禁止で

きる商品について、内閣が特定のリストを作成できるとしている。 

さらに、第45条では、トルクメニスタンが署名した国際協定に貿易法が抵触する場合、国際

協定が優先することを示している。 

 

●2003年8月15日付け、テロとの戦いに関する法律 

 

テロとの戦いに関する法律は、すべての大量破壊兵器‐核兵器、生物兵器、化学兵器に明確

に言及した唯一の法律（刑法に加え）の具体例である。第 1-4 条では、テロ行為を「爆発、

放火、あるいは核爆発装置、放射性物質、化学兵器、生物兵器、爆発性物質、毒性物質、有

害物質、攻撃的用途や悪意ある用途への物質の使用またはそれらを使用する恐れといったテ

ロ犯罪の直接的犯行．．．」として定義している。  

法律の第8-7条は、国境警備隊に対し、「テロ犯罪の犯行に利用される可能性のある武器、爆

薬物、毒性物質または放射性物質の違法な取引．．．」を防止し、調査し、停止する権限を与え

ている。 

 

●1998年4月30日付け大統領令第 3687号、税関管理改善法 

 

本政令は2ページの法令で、国境管理が税関部と国境警備隊により確実に実施されることを

示し、国境管理を改善するための協力体制に関する広範囲な特徴を描写している。 

  

2.6.3 ライセンス制度と手続 

トルクメニスタンのライセンス手続は、同国の法律と同様に曖昧かつ不完全である。ライセ
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ンスの権限を規定している唯一の法令は、1997 年付け大統領決議第 2251 号「トルクメニス

タン国境にまたがる、自然人による商品、品目および貴重品の輸送に関する規制」である。

一方、同規則は、戦略的貨物に適用されない管理リスト第2号に対する様々なライセンス当

局を列挙している。核物質を含むリスト第1号は、関連するライセンス当局を示していない。 

さらに、上記の通り、ライセンスを規制している唯一の法律は、1999年に発布された、特定

の種類の活動ライセンスに関する法律であり、これは様々な種類の活動に関するライセンス

プロセスを記述しているが、戦略的貨物には特に適用されていない。以下の事実は、トルク

メニスタンの既存のライセンス制度を記述する。 

 

2.6.3.1 所管官庁 

2.6.3.1.1  上級機関 

内閣/大統領 

ライセンスに関する法律により、内閣、および基本的には内閣の任命権を持つ国家元首と行

政の長（首相）の双方であるトルクメニスタン大統領に、大きな権限が与えられている。法

律に従い、内閣はライセンス手続を決定し、ライセンスを要する活動を特定し、ライセンス

発行に責任を有する政府機関を指名する（第6条）。 

 

2.6.3.1.2  実施機関 

ライセンスに関する法律に従い、ライセンス当局はライセンスの発行、ライセンスを付与さ

れた個人および企業の活動の管理、および発行したライセンスの登録を維持する責任を有す

る（第7条）。大統領決議第 2251号は、以下の政府当局とその各権限を列挙している： 

- 内務省：小火器 

- 通信省：ラジオと高周波装置、衛星用送受信装置 

 

別の情報源は、輸出入ライセンスは対外経済関係省が発行することを示している。一方、こ

れらライセンスは、トルクメニスタンに支店のある外国法人にのみ付与されている。7   

 

2.6.3.2 申請手続 

審査プロセス 

                                                  
7 リアム・アンダーソン著、「中央アジア諸国」、ソ連兵器工場の拡散抑止：旧ソビエト連邦

新独立国家（NIS）の不拡散輸出管理、状況報告書、1996 年：

http://www.nti.org/db/nisprofs/turkmen/excon.htm 
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ライセンスに関する法律に従い、ライセンス当局は1か月以内にライセンス申請書を審査し、

決定後3日以内に申請者へ通知しなければならない。ライセンスが付与された場合、申請者

がライセンス料金を支払った後3日以内に発行する必要がある。却下の場合、ライセンス当

局は申請者へ却下の理由を知らせなければならない。以下の場合、ライセンスは拒否される

ことがある： 

- 申請者が不完全または虚偽の情報を提供した 

- 申請者がライセンス条件と必要事項を守らなかった（第11条） 

 

ライセンス申請ファイルに必要な文書 

ライセンスに関する法律では、トルクメニスタンの事業体がライセンスを得るために以下の

情報提供が必要であることを示している： 

- 以下の情報が含まれた申請用紙： 

° 事業体の名称と法的地位、場所、銀行口座番号と銀行名、統計と税金コード 

° 個人の身元証明書の名称と写し 

° 個人または企業がライセンスを要求している活動の種類 

° 要求されたライセンスの有効期間 

° 事業体の定款の写し（会社用）、または個人企業家としての登録の写し（個人用） 

- 申請ファイルは適切な政府機関へ送られなければならない（第11条）。 

 

ライセンスの有効期間 

ライセンスは、3年以上の期間で発行される (ライセンスに関する法律、第9条)。 

 

控訴 

ライセンスの却下または撤回の場合、申請者は裁判所で提訴し、申請に関する独自の審査を

要求することができる（ライセンスに関する法律、第11と14条）。  

 

政府の監督 

ライセンス当局は、ライセンスを発行した企業と個人の活動を管理し、必要な場合は情報を

要求することができる。違反の場合、ライセンス当局はライセンスを受けた者が一定期間内

に状況を是正するよう要求し、また、一時的にライセンスを中断または撤回し、またはライ

センスを受けた者に警告を発することを決定できる。ライセンスを受けた者は、要求された

すべての情報を提供し、ライセンス当局が良好な状態で管理できるようにしなければならな
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い。その上、法律は、違反を通知した政府当局は、その旨を許可した当局に直ちに知らせな

ければならないことを示している（ライセンスに関する法律、第13と14条）。 

 

ライセンスの登録 

ライセンス当局は、以下の情報を含むライセンス登録を維持しなければならない（ライセン

スに関する法律、第15条）： 

- ライセンスを受けた者に関する情報（企業または個人） 

- ライセンス当局 

- ライセンスが発行された活動 

- ライセンス番号と発行日 

- ライセンスの有効期間 

- ライセンス取消しの理由と日付（該当する場合） 

法律はまた、個人と企業は登録から情報を入手することができ、この情報は有料であると明

記している。 

 

ライセンスを受ける活動のリスト 

ライセンスに関する法律第18条には、ライセンスを受ける活動に関する3ページのリストが

含まれている。一方、このリストは、上記の大統領決議第2251号、「トルクメニスタン国境

にまたがる、自然人による商品、品目および貴重品の輸送に関する規制」に明記された規制

貨物のリストに対応していない。 

前記の通り、リストの1項目のみが遠まわしに戦略的貨物に言及している。実際、工業用爆

薬の研究、開発、試験、貯蔵、使用および輸送と、放射線源を含む装置と機器はライセンス

を受ける必要があるとされているが、核兵器、化学兵器、生物兵器、またはミサイルの技術

については言及されていない。 

しかしながら、意外にも、本条は仲介をライセンスに係る活動の1つとして挙げている。 

  

2.6.4  罰則 

兵器、大量破壊兵器およびその生産に利用できる材料の密輸、所有、使用または移転に関す

る制裁が、刑法の6か条に規定されている。8 .   

                                                  
8国連 1540 委員会に対するトルクメニスタンの報告：

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/560/89/PDF/N0456089.pdf?OpenElemen
t 
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●第254条－密輸に関するもので、麻薬、向精神薬、有害物質、毒性物質、放射性物質また

は爆発性物質、武器、爆発装置、小火器または弾薬、核兵器、化学兵器、生物兵器およびそ

の他の種類の大量破壊兵器、特定の規制下に管理されている大量破壊兵器の製造に使用され

る恐れのある材料と装置の国外への密輸は、財産没収の有無にかかわらず3年から8年の懲

役刑が課せられる。 

その上、条項では密輸行為について以下のように示している： 

- 繰り返し行われ 

- 組織的集団による、 

- 公的地位を利用した職員、または税関管理を免除された者による、 

- 税関吏または国境警備隊に対する武力行使による、 

- 財産没収の有無を問わず5年から10年の懲役刑が課せられる。 

 

●第283条－放射性物質の違法な取扱いに関するもので、以下のように示している： 

放射性物質の違法な入手、所有、使用、または移転は、2年以下の懲役刑が課せられる。 

これら行為により個人が死亡した場合、制裁は5年以下の懲役刑が課せられる。 

 

●第284条－放射性物質の取扱い（所有、使用、登録または移転）に関する規則違反は、こ

れら行為が重大な結果を招く場合、2年から7年の懲役刑が課せられると規定している。 

 

●第285条－放射性物質の窃盗または強奪は5年以下の懲役刑が課せられる。他に、以下の

行為について定めている： 

- 繰り返し行われ、 

- 人の集団による、 

- 公的地位を利用した者による、 

- 生命または健康を危険に曝すことのない武力を用いた犯行の場合は、制裁は3年か

ら8年の懲役刑が課せられる。  

生命または健康を危険に曝す武力行使、もしくは組織的集団または犯罪集団による犯行の場

合、制裁は財産没収の有無にかかわらず、5年から10年の懲役刑が課せられる。 

 

●第288条－兵器、ガス兵器、弾薬、爆薬または爆発装置の違法な製造、および小火器とそ

の予備部品の違法な修理は、3 年以下の懲役刑を課すと規定している。犯行が人の集団によ
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り、または反復して行われた場合、制裁は2年から5年の懲役刑が課せられる。 

 

●第271条－テロ行為は5年から10年の懲役刑が課せられる。 

以下の行為の場合、  

- 繰り返し行われ、 

- 小火器を用い、 

- 個人の集団による犯行は、 

制裁は8年から15年の懲役刑が課せられる。 

行為が組織的犯罪集団による、または人の死亡を生じる犯行の場合、制裁は10年から20年

の懲役刑が課せられる。 

 

2.6.5 国際的支援 

トルクメニスタンに対する国際的支援は、大量破壊兵器関連物質の違法な輸送を有効に防止

するため、税関と国境警備隊で使用する装備を近代化し、執行当局の職員に研修を実施する

ことによる国境管理インフラストラクチャーの改善に重点が置かれている。 

 

装備の近代化 

装備の近代化は、米国務省が資金を提供した米国輸出管理・関連国境安全保障（EXBS）計画

により主に実施されている。トルクメニスタンの米国輸出管理・関連国境安全保障計画は

2001年に発足し、米国政府はカスピ海を基地とする沿岸警備隊に巡視艇1隻を提供した。 

装備の近代化は引き続き2003年に行われ、米国は国境へ40台の新型UAZジープを、また2004

年には、税関に 1 台の X 線スキャナー（モデル HI-SCAN 100100V）を贈呈したが、これは 

Serhedabat 税関監視所に配置された。分析装置は、爆薬、化学兵器、兵器などの密輸品を特

定するため、特大の梱包品を検査できる特殊な設計になっている。9 . 

同年に、40 台の放射線遠隔測定装置がトルクメニスタンの税関と国境警備隊へ寄贈された。

その上、トルクメニスタンの国立科学捜査部は、20 個の麻薬/前駆体試験キットと事務備品

を受け取った。試験キットの目的は、違法貿易で最も一般的に見られる麻薬と前駆体を予備

段階で特定する、迅速で簡単なカラー試験を執行吏に提供することである。10  

2005年に、米国輸出管理・関連国境安全保障 計画に基づき、9台のUAZジープ、3台のGAZ

                                                  
9 NIS Export Control Observer、2004 年 10 月号：

http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
10 NIS Export Control Observer、2004 年 10 月号：

http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
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給水トラック、およびラジオやネットワーク装置といった838,000ドル相当の物資が、別途

トルクメニスタンの国境部隊へ寄贈された。11  

 

研修 

多くの国と国際機関がトルクメニスタンの研修計画に着手した。以下の事実は、その一部を

記述したものである。 

 

日本 

日本は2001年と2002年に、アルメニア、カザフスタン、キルギスタン、タジギスタン、ト

ルクメニスタン、ウズベキスタンからの職員に対し輸出管理セミナーを開催した。日本の旧

ソ連における輸出管理支援は、Ｇ8 の世界パートナーシップに対する日本の約束を果たそう

とするものである。12  

 

欧州安全保障協力機構 (OSCE) 

欧州安全保障協力機構 は、旧ソビエト連邦新独立国家の国境と輸出管理を改善するために考

案された多数のプロジェクトに関与している。たとえば、欧州安全保障協力機構は、国境管

理と税関手続に関する国際的経験と標準に基づいて、国境警備隊と税関吏のための教育研修

を行った。13 セミナーは、麻薬、小火器、通常兵器、人身売買との戦いに重点を置き、また、

国境と税関管理に関する法的枠組み、および関連する他の国内外の当局との協力にも取り組

んだ。同様のセミナーが地域レベルで開催された。14  

2004 年夏に、トルクメニスタンの首都アシガバットにある OSCE センターは、トルクメニス

タン国家関税局(SCS) や欧州委員会と協力し、トルクメニスタン税関吏用の英語およびコン

ピュータ研修計画を作成した。英語の技能とコンピュータの知識を向上させるため、90名ま

での税関吏がこの研修を受ける予定となった。15  

 

                                                  
11 「米国政府がトルクメニスタンへ国境安全保障装備を寄贈」、在トルクメニスタン米国大

使館：http://turkmenistan.usembassy.gov/pr147.html 
12 「旧ソビエト連邦新独立国家に対する国際輸出管理支援」、NIS Export Control Observer、
2004 年 2 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
13 「国境職員用の研修セミナー（IOM 共催）」、OSCE ウエブサイト：

<http://www.osce.org/osceprojects/show_project.php?id=149> 
14 OSCE がトルクメニスタン国境と税関吏用の研修セミナーを開催、NIS Export Control 
Observer、2004 年 3 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
15 2004 年 6‐10 月中央アジア国家に対する国際輸出管理支援、NIS Export Control 
Observer、2004 年 10 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
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イギリス 

在トルクメニスタン英国大使館は、国際的な税関業務と法執行の用語に特に重点を置いた、

税関と担当職員向けの英語の研修を実施した。2004年に、大使館は4名の受講生を選び、イ

ギリスを訪問しイギリスの法執行の担当官と、実践的な研修を行った。16  

 

アメリカ 

アメリカは1990年代半ば以来、WMD不拡散軍縮基金の下でトルクメニスタンなどの中央アジ

ア職員向けの研修計画に資金を供給してきた。国防総省と連邦捜査局（FBI）も、トルクメニ

スタン職員向けの研修セミナーを実施した。17 今日、こうした計画の大部分は、米国輸出管

理・関連国境安全保障計画に基づき資金提供されている。たとえば、2004年に、米国のイン

ディアン保護特別保留地の麻薬密輸業者を追跡調査するアメリカインディアンの一団がトル

クメニスタンに赴き、彼らの密輸探知技能と技術をトルクメニスタンの国境警備隊に指導し

た。米国輸出管理・関連国境安全保障計画はまた、研修で使用した装備、すなわち25台の携

帯式全地球測位システム（GPS）、25台のツールキット、および25個の懐中電灯を寄贈した。

18 

その他の研修計画は洋上国境警備隊向けに開催され、海上での乗船作戦、船舶の拘留、麻薬

の発見と特定、ならびに貨物検査、乗客捜索、船舶捜索、および書類検査に重点を置いてい

る。19  

 

ドイツ 

2005年春に、ドイツ連邦大蔵省と連邦税関局は、欧州安全保障協力機構と協力し、ドイツ‐

フランス‐スイス国境を横切るWeil am Rhein 国境で、トルクメニスタンの国境警備隊と税

関吏向けに研修セミナーを開催した。この研修では、麻薬の不正取引と違法な送金を防止し

調査する最新技術に取り組んだ。20   

 

                                                  
16在トルクメニスタン英国大使館、税関と法執行要員に対する言語研修を行っている、NIS 
Export Control Observer、2004 年 5 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
17 スコット・ロビンソン、タマラ・ロビンソン共著「輸出管理を強化し、違法な不正取引と

頭脳流出と戦う活動」、The Nonproliferation Review、2000 年春、112‐124 ページ。 
18 2004 年 6‐10 月中央アジア国家に対する国際輸出管理支援、NIS Export Control 
Observer、2004 年 10 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
19 NIS Export Control Observer、2005 年 8 月号：

http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
20 トルクメニスタンの職員がドイツの研修に出席、NIS Export Control Observer、2005 年

6 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
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トルコ 

2005 年夏、アシガバットで、トルコ平和研修パートナーシップセンターは 40 名のトルクメ

ニスタン国境警備隊と国家外国人登録機関からの職員向けに研修セミナーを開催した。この

研修では、テロの阻止、武器の密輸、麻薬および人身売買との戦い、ならびに密輸とテロと

のつながりなどの課題に取り組んだ。21  

 

2.6.6 問題点と評価 

政治制度の整備状態と、個人的栄光を賛美する制度のほうに関心のあった故大統領の性格か

ら、トルクメニスタンの輸出管理とWMD不拡散の優先順位は従来から低かった。こうした状

況では、制定、実施、執行レベルの制度がきわめて無力であるのは驚くにあたらない。 

トルクメニスタンの上層部が、強力な輸出管理確立の重要性を認識し、法律の適切な変更を

策定し、協力と国際支援を奨励し、実施を強化する政治的意思を持ってさえいれば、改善は

起こり得る。新大統領が専制体制を維持するとしても、戦略的貨物の流れを管理する重要性

を認識すれば、一縷の望みはあるかもしれない。中央アジア圏のトルクメニスタンの隣国は

すべて専制政府であるにもかかわらず、国際社会の支援により、多かれ少なかれ一貫して実

施されたWMD不拡散政策を採っている。 

2007 年 2 月 11 日の大統領選挙の後にそのような変化が起きるなら、以下のようなトルクメ

ニスタン政府の措置に参加し支援することが重要だと思われる： 

- 統一性のある輸出管理法の策定。輸出管理に関する法律は、管理された戦略的貨物

リストの場合のように、是非とも必要である。 

- ライセンス制度の創設。戦略的貨物の貿易に関する管理とライセンス、およびライ

センス審査プロセスに責任を負うライセンス権限を定義することが重要であると

思われる。通過の規制にも優先順位を与えるべきである。 

- 出先機関計画の作成。政府職員、産業界の代表および仲介業者の研修は、既存およ

び将来の規則遵守を確立し、また違法な操作を容易に特定できるようにするために

不可欠である。 

- 国境の管理の強化。税関と国境警備隊の装備と訓練を改善するため、さまざまな国

が率先して実施している活動を拡大すべきである。 

- WMD不拡散訓練計画の作成。これは、有効な輸出管理制度において最も無視されて

いる側面であるが、これを欠けば以前の勧告は、仮に実施されても、予定通り有効

                                                  
21 トルコとアメリカがトルクメニスタンで研修セミナーを開催、NIS Export Control 
Observer、2005 年 8 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm 
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とはならないと思われる。政府職員と産業界の代表が、管理を有効に実施するため、

核拡散に関連する大問題を理解することが重要である。 

 

 

トルクメニスタンの国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 批准 (1994年) 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准 (1996年) 

生物兵器禁止条約（BWC） 批准(1996年) 

包括的核実験禁止条約（CTBT） 署名 

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 署名(2005年5月17日) 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) × 

国連決議第1540号報告書 2004年9月10日に簡単な報告

 

 

関連ウェブサイト 

 

• トルクメニスタン政府のウェブサイト：ニュース、法律のリストを提供している（ロシ

ア語）http://www.turkmenistan.gov.tm/index.html 

• TurkMedia News ：  一 部 の 法 律 の リ ス ト を 提 供 し て い る （ ロ シ ア 語）

http://www.turkmenmedia.cjes.ru/law/ 

• Free Turkmenistan：野党のウェブサイト。トルクメニスタンの一般情報と一部の法律

を提供している（英語とロシア語）http://www.erkin.net/chronicle4/news2435.html 
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2.7 ウクライナ 

 

2.7.1 歴史と背景 

 

  ウクライナの輸出管理制度は2つの側面を持つ｡一面では､組織化され､効率的な制度とし

て､すべての特徴を備えているが､もう一面では､政治的な混乱が生じている｡ウクライナの輸

出管理制度は､あらゆる法的および構造的要素を備えても、強力な政治的支援がなければ輸出

管理制度は機能しないという良い実例といえる｡ 

 

3度にわたる発展段階 

 

1991年―1996年:弱い輸出管理インフラの整備 

 1991 年早くも､ウクライナは国家のインフラと戦略物資を管理するためのインフラを整備

しはじめた｡1991 年､｢外国経済活動｣法が採択され､1992 年に､輸出管理を監視するために内

閣の下に技術専門委員会が設立された｡1996 年､委員会は輸出管理局(SSEC)に改変され､その

後いろいろ変遷があったが､現在、SSEC がライセンスの発行を行っている｡ 1 同年､国防､安

全保障と輸出管理分野の他の政府機関の作業を調整するために､国家安全保障国防評議会—ウ

クライナの大統領が主宰する監督機関—が設立された｡ 

 

こうした努力にもかかわらず､ウクライナの輸出管理制度は有効に機能しなかった｡これは

1990年代の初めに発生し､1990年代中期以降に明るみに出た数多くの不正取引の事例によっ

て証明された｡1990 年代初めの不正武器輸出を調査するために､2004 年のオレンジ革命の後

に設置された国家委員会が2005年に発表した報告書によれば､1992年から1996年の間､ウク

ライナにおける武器輸出のほとんどがチェックされず､軍事品の輸出に6000件以上のライセ

ンスが与えられ､その大半が廉価で輸出された｡ 2 委員会はさらに旧ソ連から引き継いだ320

億ﾄﾞﾙ相当の軍事品が盗まれるか､不正に売却された事実を明らかにした｡ 

 

このような状況になった複数の要因として、(1)旧ソ連から引き継いだ多量の武器在庫の存

                                                  
1 Volodymyr Belashkov, ｢ウクライナにおける国家輸出管理制度:改革は必要か?｣ 輸出管理

ニュースレター, 第 14 号, 2006 年 2 月, http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
2 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
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在､(2)生き残りをかけて､武器市場で暗躍する数多くの武器メーカー､(3)高級官僚にも蔓延

している汚職などがあげられる｡ソ連解体後､ウクライナは旧ソ連から大量の武器を引き継ぎ､

9000 台のタンク､11000 台の装甲車､18000 基の大砲､およそ 4000 機の戦闘機とヘリコプター

を継承した｡国防省はあり余る武器を､政府高官や議員の支援の有無を問わず､他の国に輸出

することによって処分した｡合法的な武器輸出は 1996 年にピークに達し､国防省に加えて､

114 の企業が国際市場で武器を売却した｡2005 年委員会報告書では､1992 年から 1997 年の間

の武器取引のわずか20%だけが適切な認可により輸出されていた｡そして、大半の不正輸出は

クロアチアとボスニア 3､およびその他制裁を受けている国向けに行われた｡例えば､1996 年

に､Karkhov Montazhelektro 社は航空機船舶技術についてリビアと協議した｡同年､経済貿

易省の高官が輸出ライセンス発行に関する収賄で逮捕された｡ 4 2005 年委員会報告書は､国

家安全保障国防評議会の元長官が不正武器取引を完全に把握していたことを明らかにした｡ 

5 

1996年—2004年:輸出管理制度改革の失敗 

 

 これらの事件によって､ウクライナの輸出管理制度の改革が行われ､戦略物資の輸出入の国

家独占体制の確立に力が注がれた｡政府が取った最初の施策の一つが､すべての武器輸出を統

括する国営企業 Ukrspetsexport の創設で､それ以降､すべての武器メーカーは

Ukrspetsexportを通さなければならなくなるはずであった｡約50の企業が独立して武器の販

売を継続することを可能にする特別な資格を申請したが､Ukrspetsexport を通さずに直接武

器取引を実施する権利を最終的に取得したのは国営企業 6 社にすぎない｡ 6 あり余る武器の

自由な販売に、ある程度の秩序をもたらすために､1998年､国防省は武器の在庫調査を実施し､

武器売却計画を立案した｡ 7 1999 年､輸出管理の問題は、大統領の了承を得て、輸出管理政

策および軍事技術調整に関する大統領直属委員会が設置され､2000 年に､軍事技術調整政策

                                                  
3 ｢ウクライナ議院委員会は過去の違法武器輸出を曝露｣､国際輸出管理ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ､2006 年 3
月､http://cns.miis.edu/pubs/observer/inex.htm 
4 Volodymir Bdlashkov, ｢ウクライナにおける国家輸出管理制度:改革は必要か?｣ 輸出管理

ニュースレター, 第 14 号, 2006 年 2 月, http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
5 ｢ウクライナ議院委員会は過去の違法武器輸出を曝露｣､国際輸出管理ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ､2006 年 3
月､http://cns.miis.edu/pubs/observer/inex.htm 
6 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
7 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
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および輸出管理に関する大統領直属委員会に改称された｡ 8 委員会の責務は､｢輸出管理分野

で戦略的決定に係わる｣ことである｡委員は､ウクライナ国家安全保障局､工業政策省､国防省

などの輸出管理制度に関与するすべての省庁の代表から構成されている｡ライセンス発行の

SSECとUkrspetsexportが委員会の権限の下に置かれた｡ 9 

 

戦略物資の輸出管理を厳しくするために､同時期に､いくつかの法令が公布された｡例えば､ 

- ｢輸出管理検査手続きに関する｣政令第767号1997年7月15日  

ライセンス手続きと物資の判定を規定 

 

- ｢軍事品およびデュアルユース品目の国際移転に関する外国経済協定(契約)締結に関

連する交渉の国家監視のための手続き承認に関する｣政令第 125 号 1998 年 2 月 8 日 

戦略物資移転の分野での外国との交渉を規定 

 

- ｢申告された目的に輸出管理対象品を使用する責務の国家監視手続きに関する｣政令第

920号1999年5月27日  

最終用途検査手続きを規定 

 

- ｢軍事､技術協力分野の管理を改善する追加措置に関する｣大統領令2002年12月24日 

輸出管理をさらに強化し､SSEC が内閣の決定を待たずに国連制裁を実施することを認

める規定 

 

- 2003年2月20日公布の｢軍事目的およびデュアルユース品目に指定された物資の国際

取引の国家管理｣法｡この法律により、ウクライナに包括的な輸出管理法が整備され、

法的枠組が完成した。 

 

ライセンス手続きを規定するために他にも法令が公布された｡これらの法律についてはライ

センス手続きで論じる｡ 

 

                                                  
8 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
9 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
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これと並行して､国防関連企業の輸出管理を改善し､新しい輸出管理法令を遵守させ､その職

員の訓練を推奨するための努力が行われた｡例えば､1997年に､SSECは武器輸出業者によって

創設された新しい組織である｢特殊技術､軍備および機器輸出入のための科学技術センター｣

(The Scientific and Technical Center for the Export and Import of Special Technology)

と協力して､コンプライアンスプログラム(ICP)の作成支援活動を始めた｡2000年に､SSECは､

さらにすべての武器メーカーの登録義務を制度化し､輸出後検査を実施するために､センター

内部に検査部門を創設した｡ 10 

 

そして､ウクライナ政府は、航空会社が武器の不正輸出に関与しないように､戦略物資の輸送

を許可する貨物航空会社の数を3社に減らした(アントノフ・エアライン､国防省ウクライナ

貨物航空とUzhmasavia社)｡ 11 

 

国連および欧州連合からの国際支援もウクライナの輸出管理制度の強化に貢献している｡例

えば､1999 年､ウクライナは自動ライセンス制度の創設支援のために 1300 万ドルを受け取っ

た｡ 12  

 

これらの支援により､1997 年に武器とデュアルユース品目に発行されたライセンス数はおよ

そ1000件に減り､その後は1998年(1078件)､1999年(1311件)､2000年(上半期770件)と一定

している｡ 13 

 

 しかし､これらの努力は､輸出管理制度のイメージを改善しただけで､その根本的問題､とり

わけ行政のトップにまで蔓延している汚職という問題を解決したわけではない｡政府高官が

指揮を取っている不正武器輸出は､改革を通じても存続し続けている｡もっとも顕著なスキャ

                                                  
10 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
11 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
12 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
13 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print;http://www.nti.org/e_reserach/pro
files/Ukraine/print/index_4926.prt も参照 
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ンダルが発覚したのは､2003 年である。2000 年にウクライナを逃亡した元大統領護衛官が､

国連の禁輸措置を受けていた当時のイラクに4機のKolchugaパッシブ・レーダー・ステーシ

ョンを売却することを当時の Kuchma 大統領が承認していたことを、大統領と武器輸出会社

Ukrspetsexport社の元社長との会話を録音したテープで暴露した｡次に、新しいYushchenko

政権の下で､2005年に発覚したスキャンダルは､2000年4月に中国に6基の核弾頭搭載可能地

上発射型巡航ミサイル(Kh-55)が輸出され、2001 年 5月にイランへ別の6基のKh-55 が輸出

されたことである。これらは、明らかにSTARTⅠに違反している｡ 14 輸出はSSECのライセン

スを受けていたが､ライセンス申請書類が偽造され、偽造には元Ukrspetsexportの社長が関

与していた。2004年10月には、ウクライナの安全保障局はUkrspetsexportの社員による1300

万ドル相当の不正武器輸出について、告発により捜査を開始した｡ 15 

 

2004年―2006年:変遷と不安定の時期 

 

 いわゆるオレンジ革命の後､ウクライナでは新たな変化と不安定の時期が始まった｡2004 年

11月の大統領選挙の不正の後に､一連の抗議運動が発生し､2004年12月26日に最高裁判所が

再投票を命じた後､大統領に選出された Yanukovich(元大統領 Kuchma の側近)が解任され､

Yushchenko 大統領に代わることになった｡ 16 2005 年を通じて､数多くの政府の再編､人事異

動が行われ､輸出管理制度に関連する省庁も巻き込まれた｡2005 年 2 月､イランと中国への

Kh-55ミサイルの不正輸出を確認した後､新しいYushchenko政権は2005年2月18日にSSEC

の長を辞職させた｡このポストは一年間空席であったが､2006年3月20日に､Yushchenko大統

領によって新しい議長が任命された｡ 17 2005 年 2月 25日､国家税関部門の議長が解任され､

1ヵ月後の2005年3月に､Ukrspetsexportの社長が解任された｡ 18 人事異動の余波は、その

後も続き､2005年夏に､Yushchenko大統領は、職務怠慢と汚職を理由に50人の地方税関職員

を解雇し､2005年9月8日に､再度､汚職を理由に国家税関部門の議長を解任した｡2005年の夏

と秋に､軍事､技術局および輸出管理委員会の首脳も7月と10月に更迭された｡ 19 

                                                  
14 核弾頭は取引に含まれていない｡ 
15 ｢ウクライナはイランと中国に対する申し立てられた違法武器輸出を調査｣､NIS 輸出管理

ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ､2005 年 2 月､p:13,http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ob_0502e.pdf. 
16 オレンジ革命の詳細情報:http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Revolution 
17 ｢ウクライナ輸出管理部の新議長任命｣､NIS 輸出管理ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ､2006 年 4 月､

http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ieco_0604e.pdf. 
18 ｢ウクライナはイランと中国に対する申し立てられた違法武器輸出を調査｣､NIS 輸出管理

ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ､2005 年 2 月､p:13,http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ob_0502e.pdf. 
19 ｢ｷﾙｷﾞｽﾀﾝとウクライナにおける輸出管理制度の平和的革命の影響｣､国際輸出管理ｵﾌﾞｻｰﾊﾞ

ｰ､2005 年 12 月/2006 年 1 月 http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ieco_0512e.pdf. 
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周囲の不安定に加えて､Yulia Tymoshenko首相とYushchenko大統領間の抗争が公になり始め

た｡オレンジ革命の間YushchenkoとTymoshenkoは共に戦ったにもかかわらず､二人の高官の

軋轢の結果､2005 年 9 月に首相が突然辞職した｡20  皮肉にも､2006 年 3 月の国会議員選挙の

ためにYushchenko大統領は前の大統領選挙で敵対したYanukovichと取引せざるを得なくな

り､2006年8月にYanukovichは首相に任命された｡さらに混乱の時期が続き､それは現在なお

継続中で､おそらく2007年春には､国会議員選挙が前倒しで行われる噂がある｡ 

 

 依然として､2004 年末から､ウクライナの輸出管理制度は多くの大変動に見舞われ､政府内

の政治的抗争のために優先順位は低いままである｡ 

 

国際支援 

 

 諸外国､とりわけ米国が､ウクライナの輸出管理制度の改善に前向きであるが､これらの努力

は政府に蔓延する腐敗に与える影響がほとんどない｡先に述べたように､1999 年以来､米国と

欧州はウクライナに自動ライセンス制度を導入する技術的､財務的支援を提供している｡この

制度は今日なお改善と拡張の途中である｡2001 年､米国国防省はウクライナ経済省にウクラ

イナの輸出管理制度を改善するために毎年 400 万ドルを支援する協定に調印した｡資金は

SSEC(自動ライセンス制度)､税関､および国家国境安全保障部門(国境管理機器)のさまざまな

プロジェクトに割り当てられる予定である｡ 21 米国エネルギー省(DOE)は核関連施設におい

てICP を作成するための支援も行っている(ICP にて後述)｡2005 年に､DOE とウクライナ国境

警備部門は陸路と海路の国境警備署ならびに空港に放射線検出機器を設置する協定に調印し

た｡ 22 米国国務省もその輸出管理および関連国境安全保障援助計画(EXBS)プログラムを通

じて国境での管理を強化で支援している｡例えば､2003年12月に､このプログラムにより、税

関職員が国境を通過する貨物の中の密輸を発見することを可能にする携帯検査器具が提供さ

れた｡ 23EXBS プログラムは､ウクライナをはじめとする旧ソ連諸国からの輸出管理担当官が

輸出管理について教育訓練を受け､それぞれの国の輸出管理制度を改善する方法を探る輸出

管理フォーラムも支援している｡ 

                                                  
20 ｢ウクライナ税関の新任の長官が政府の大改造の途中で辞職｣､国際輸出管理ｵﾌﾞｻｰﾊﾞｰ､

2005 年 11 月 http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ieco_0511e.pdf. 
21 http//www.nti.org/e_research/profiles/Ukraine/printe/index_4926.prt 
22 ｢ｷﾙｷﾞｽﾀﾝとウクライナにおける輸出管理制度の平和的革命の影響｣､国際輸出管理ｵﾌﾞｻｰﾊﾞ

ｰ､2005 年 12 月/2006 年 1 月 http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ieco_0512e.pdf. 
23 ｢U.S.はウクライナの税関部門に最先端検査ﾕﾆｯﾄ寄贈｣､

http://kiwv.usembassy.gov/press/031211_inspection-unit_eng.html. 
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残存する問題と可能な解決策 

 

①ウクライナの輸出管理制度は､1990 年代に効率的な運用を妨げていた問題と同様の問題に

悩まされ続けている｡まず､長年にわたって改善された輸出管理制度であったが、政府と大統

領の権限の下に置いた縦の管理ラインによって、逆に不正取引を隠すことにつながった。国

家の中枢まで腐敗が蔓延し、本来、監視監督機構となるべきものが､権限濫用・逸脱の機構に

堕ちている｡一部の専門家は、ウクライナの輸出管理制度を効果的なものにするためには､議

会に監視監督権限を与えるべきと見ている｡ 24 

 

②ライセンス制度も厳しい批判の的になっている。Kh-55事件が示すように､不正取引を阻止

できないだけでなく､産業界の実情や意見が反映されていないことにもある｡産業界の関係者

からの主な批判の一つは､ライセンス審査期間が長すぎて､納期に間に合わないことである｡

多くの関係者はこのような政府の怠慢により国際的な取引や契約の多くが失われているとし

ている｡このため関係者の中には､輸出管理は貿易の障害であり、廃止すべきだというものも

いる｡この意見には、政府の中からも同調するものがあり､それは2006年初めにSSECが実施

した調査にも現れている｡ 25 しかし、官民双方への研修アウトリーチなどの活動を増やすこ

とにより、こうした意見も必ず変わると思われる｡教育研修と、関係者への有益な情報提供、

ICPの作成運営支援がとりわけ重要である。既存のICPも、ほとんどメリットがなく､営業部

門に組み込まれていることが多いので､営業の必要性が政府の輸出管理の必要性を上回り、軋

轢が生じている｡ 26 

 

③法律を改正することによって、既存の法律の抜け穴を防ぎ､抜け穴から逃れた企業に輸出管

理を拡げることが必要である｡例えば､現在規定されている輸出管理違反に対する制裁は

SSEC に登録されていない企業には全く適用されない｡未登録企業が適切なライセンスなしに

輸出したときは､刑事罰のみを受けるが､輸出管理法の制裁は受けない｡逆に登録企業は輸出

                                                  
24 Mykhailo Samus,｢ウクライナにおける輸出管理:逆境を抜けた力｣､輸出管理ニュースレ

ター､第 14,2006 年 2 月, http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
25 ｢武器輸出と輸出管理｣､輸出管理ニュースレター､第 14,2006 年 2 月, 
http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59､Mykhailo Samus,｢ウクライナにおける輸出管理:逆
境を抜けた力｣､輸出管理ニュースレター､第 14,2006 年 2 月, 
http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59も参照 
26 ｢輸出管理違反者の懲罰:ウクライナの状況｣､輸出管理ニュースレター､第3,2005年12月､

http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
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管理法の制裁と刑法の制裁の両方を受ける可能性があり、早期にこの抜け穴をふさぐ法律改

正が必要である｡ 

 

④SSEC未登録企業には、SSECの管理が及ばないことから、輸出管理制度の効率を正確に計る

ことができない｡実際､輸出管理違反に対する SSEC の統計には登録企業に係る事件しか反映

されていない｡未登録企業による違反は数字に入らないので､輸出管理制度に対する見方が偏

っている｡ 例えば､2004年､SSECが発見した違反は24件にすぎない｡これらの違反の65%は輸

出者に輸出管理法の知識が欠けていることによるものであり､事前に承認を得ずに輸出者が

外国企業と交渉を行ったり､輸出後報告違反(報告なし)などがある｡ 27 偏った統計は制度の

改善を妨げている｡ 

 

⑤国防省､宇宙局などのいくつかの政府機関は､輸出管理を実施しながら、一方で武器輸出を

促進している｡腐敗した環境の中で､かかる相反する権限は､武器輸出が輸出管理を凌駕する

結果になる｡外貨を獲得する必要性と輸出管理の必要性の軋轢をなくすためには､これらの省

庁の権限を定義し直すことが必要である｡ 

 

改革の必要性 

 

 当然､改革を求める声も多いが､そうした声も今日の輸出管理制度と同様に混乱している｡例

えば､輸出管理を監督する新しい連邦局の設置を要求する声もある｡ある者は､すべての輸出

管理権限を内閣のもとにおくことを推奨し､ある者はかかる権限を大統領に付与する方が良

いとしている｡同時に､多数の武器メーカーは規制が厳しすぎるので緩和すべきと主張してい

る｡他の者は輸出管理制度の組織インフラが効率的な輸出管理を保証するものではなく､制度

を内部から修正すべきとしている｡ 28 現在の状況においてはこの意見がもっとも妥当だと

思われる｡現行の輸出管理インフラとその法的枠組は､いつでも改善可能ではあるが､責任あ

る行政と関係者が共に実施した場合に､はじめて効率的な輸出管理を可能にするはずである｡

自発的なものであれ外国の支援によるものであれ､新たな努力は人材の教育と､政治的変動に

もかかわらず運営することのできる輸出管理の専門家を育てることに注力しなければならな

い｡  

                                                  
27 ｢輸出管理違反者の懲罰:ウクライナの状況｣､輸出管理ニュースレター､第3,2005年12月､

http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
28 Volodymyr Belashkov, ｢ウクライナにおける国家輸出管理制度:改革は必要か?｣ 輸出管

理ニュースレター, 第 14, 2006 年 2 月, http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
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2.7.2 輸出管理制度 

 

2.7.2.1 法的枠組 

 

 ウクライナは､輸出管理に関する主要な法令ならびにそれらを執行するための機関を規定す

る法的枠組を整備している｡膨大な数の法令がライセンス過程のさまざまな側面を規定して

いる｡ 2.7.2では、まず輸出管理を規定する主たる法令について説明し､次に重要な規定をよ

り詳細に論じる｡下の表に挙げた法令のうち、ライセンスに関するものは、2.7.3のライセン

ス手続で、より詳細に検討する｡したがって､2.7.2では簡単にとどめる｡ 

 

デュアルユース品目と軍事技術の輸出管理を規制する主たる法令 

 

基本法 

法律 2003年2月20日｢軍事目的指定物資およびデュアルユース品目の国際移転国

家管理｣法 

法律 1991年｢外国経済活動｣法 

ライセンスを規定する法令 

政令 (2005年4月13日改正)2004年1月28日｢デュアルユース品目国際移転国家

管理の実施手続き承認に関する｣政令第86号 

政令 (2004年12月23日改正)2003年11月20日｢軍事品の国際移転国家管理の手

続き承認に関する｣政令第1807号 

大統領令 (2004年11月4日改正)2002年3月20日｢外国政府との軍事技術協力分野で

の中央執行機関の間の権限描写に関する｣大統領令第276号 

大統領令 (2004 年 12月 14 日改正)2002 年 4月 17日｢ウクライナ輸出管理部門の権限

に関する｣大統領令第342号 

通達 ｢輸出管理に関する商品判定を実施する権限を法機関に付与する手続きに関

する｣2002年12月12日SSEC通達第218号 

政令 (2004 年 10月 28 日改正)1999 年 5月 27日｢申請した目的のために輸出管理

を受ける商品を使用する責務に対する国家管理の手続き承認に関する｣政令

第920号 
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コンプライアンスプログラムを規定する法令 

政令 2003 年 7 月 17 日､｢コンプライアンスプログラムを証明する承認に関する｣

政令第1080号 

その他 

法律 刑法 

 

2.7.2.1.1 基本法 

 

2003年2月20日｢軍事目的指定物資およびデュアルユース品目の国際移転国家管理｣法 （以

下｢輸出管理法｣という。） 

 

 輸出管理法が採択される前､軍事品およびデュアルユース品目は､1991 年採択の｢外国経済

活動｣法､ならびに 1998 年 2 月 13 日公布の｢ウクライナの輸出管理法に関する｣大統領令第

117/98 号によって規定されていた｡輸出管理法は包括的かつ詳細な法律で､軍事品および大

量破壊兵器(MWD)の生産およびその運搬手段に使用することができるデュアルユース品目､な

らびに関連技術､役務と情報の輸出入､再輸出､通過､一時的輸出入を対象としている｡法律は

さらに①仲介②各種政府機関の役割と責任③ライセンスの種類④キャッチオール規制⑤ライ

センス当局による製品判定⑥最終使用および出荷後検査⑦法律違反に当たる行為⑧違反に適

用される制裁を規定している｡法律の主たる規定は後述する｡ 

 

ライセンスを規定する法令 

 

 (2005年4月13日改正)2004年1月28日｢デュアルユース品目国際移転国家管理の実施手続

き承認に関する｣政令第86号 

 政令第 86 号は軍事品および核兵器､化学兵器および生物兵器の製造ならびにそれらの供給

手段に使用できるデュアルユース品目の輸出入､再輸出､一時的輸出入､通過と国内移転のラ

イセンス手続きを明らかにしている｡政令は､①管理対象品が国連の制裁国または禁輸対象国

に輸出できないこと､②管理対象品が WMD の生産あるいはテロリストの目的に使用されるか

も知れないと信じるに足る理由があるときは､輸出できないことを規定している｡この政令に

は5つの付属文書があり、これらが輸出管理対象品のリストになっている｡この政令について

はライセンス手続きでも論じる｡ 
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(2004年12月23日改正)2003年11月20日｢軍事品の国際移転国家管理の手続き承認に関す

る｣政令第1807号 

 政令第1807号は軍事品ライセンス手続きに適用される政令で、ライセンス手続き時間を除

いて､政令第86号の定義と同じである｡この政令についてはライセンス手続きで論じる｡ 

 

(2004年11月4日改正)2002年3月20日｢外国政府との軍事技術協力分野での中央執行機関

の権限に関する｣大統領令第276号 

 この政令はライセンス過程に関与する各種の政府機関のそれぞれの役割と責任を定めてい

る｡ 

- 大統領令の第3条には､すべての機関が: 

- 国家輸出管理政策の立案 

- 国家輸出管理制度の効率改善 

- 外国国家との協力開始､中止､または再開､ 

 

- の提案に貢献し､ 

- 軍事､技術協力分野で外国または国際機関との交渉､ 

- 国家機密に当たる物資の保護､ 

- 輸出入割当てと制限の定義 

に参加することが示されている｡ 

 個別の機関の責任については、ライセンス手続きで詳述する｡ 

(2004年12月14日改正)2002年4月17日｢ウクライナ輸出管理部門の権限に関する｣ウクラ

イナ大統領令第342号 

大統領令第342はSSECの責任と機能を規定している｡SSECが唯一のライセンス発行機関であ

り､経済欧州統合省の一部であることを規定している｡SSEC の委員長はウクライナ大統領に

よって任命される｡この政令についてはライセンス手続きで論じる｡ 

 

｢輸出管理に関する商品判定を実施する権限を法機関に付与する手続きに関する｣2002 年 12

月12日SSEC通達第218号 

 

 通達第218号は輸出者のために製品判定を実施する専門センターを承認するためのSSECの

手続を規定している｡専門センターになるために､申請者は、申請書類をSSECに提出しなけれ

ばならない。申請書類はSSECの省庁間の専門家評議会で審査される｡承認書が交付される場
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合､SSECは下記を含む内容で申請者に送付する: 

- 会社名 

- 製品判定を行える製品リスト 

- ライセンス有効期限 

 提出から30日以内に軍事技術協力と輸出管理政策に関する大統領委員会の承認に付される｡

ライセンスは大統領委員会からの承認後14日以内に公布される｡ 29製品の判定を行うことを

承認された組織のリストがある｡ 

 

(2004年10月28日改正)1999年5月27日｢申請した目的のために輸出管理を受ける製品を使

用する責務に対する国家管理の手続き承認に関する｣政令第920号 

政令第920号は､輸入品についてはウクライナ国内の､輸出品については国外の最終用途証明､

移転ライセンス､再輸出寄与か､引渡ライセンスの発行および最終用途検査実施のための手続

きを規定している｡この政令についてはライセンス手続きで論じる｡ 

 

コンプライアンスプログラムを規定する法令 

 

2003年7月17日､｢コンプライアンスプログラムを証明する承認に関する｣政令第1080号 

 政令第1080号はコンプライアンスプログラム(IPC)を証明する手続きを規定している｡この

政令は軍事品および国家機密を含む物資の輸出入を計画しているもの､ならびに一般または

オープンライセンスと コンクルージョン(契約前交渉実施承認)を請求するものにとって

ICPが義務づけられることを規定している｡証明はSSECによって実施される｡この政令はICP

のところで論じる｡ 

  

2.7.3 ライセンス制度と手続 

 

2.7.3.1 所管官庁 

 

 ウクライナの法律は､輸出管理分野の役割と責任を､ウクライナの輸出管理政策の全体的方

向を決定する上級機関と､輸出管理の執行と管理に責任を持ち､かつ､ウクライナの輸出管理

政策を決定する執行機関に分かれる｡ 

                                                  
29 ｢質疑応答｣､輸出管理ニュースレター 第 3 号,2005 年 12 月 
http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
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上級機関       

 

●ウクライナ大統領:国家輸出管理政策の主たる方向を決定する 

 

●議会(Verkhovnaya Rada):輸出管理関連法案の承認 

 

●内閣:国家輸出管理政策の執行;管理物資のリストを承認 

 

●国家安全保障国防評議会(NSDC):輸出管理を含む国防安全保障分野で政府省庁の活動を調

整､管理する｡NSDC の議長はウクライナ大統領であり､評議会委員も大統領が任命する｡NSDC

の決議は大統領に提出して承認を得る｡ 30 

 

●軍事および技術協力政策と輸出管理に関する大統領付委員会[NSDCの下] 31 

委員会は､下記の場合に､SSECが出したライセンスを見直す; 32 

- 省庁間レベルで結論に達しなかったとき､ 

- 申請が(1)国連制裁を受けている国､(2)多国間制度の非加盟国､(3)ウクライナが国際

協定･協約を持たない国､への輸出に関わるとき｡ 33 

 

●国家輸出部門(SSEC) 

ウクライナの輸出管理法令および国際レジームを遵守し､戦略物資の移転に関して輸出管理

を執行するための方策をとり､戦略物資の移転に関与する企業と個人を登録し､許可する｡ 

 

2.7.3.2 実施機関 

 

国家輸出部門(SSEC) 

                                                  
30 ｢輸出管理のために政府機関に付与された権限｣､輸出管理ニュースレター 第3号,2005年

12 月 http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59 
31 Valentin Badrak, ｢ウクライナにおける枢要輸出に対する国家管理｣､Eksport 
Vooruzheniy Journal [軍事輸出ｼﾞｬｰﾅﾙ]､第 4 号,2001 年 7 月―8 月､

http://www.cast.ru/eng/journal/2002/4-sate/?form=print. 
32 ｢ウクライナの輸出管理制度瞥見｣､

http://www.exportcontrol.org/library/conferences/1379/Ukraine_2.pdf 
33 政令第 86 号､第 17 条 
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その規約に基づき､SSECは下記の責任と機能を執行する: 34 

- ウクライナの輸出管理政策の策定と執行への協力 

- 輸出管理を規制する法案､その他の法令案作成のため他の政府機関と協力して､大統領

および内閣に提出する｡ 

- 軍事およびデュアルユース品目および技術､ならびにキャッチオール規制に該当する

品目に対してライセンスとコンクルージョン(輸出前交渉承認)を発行する｡ 

- 製品判定の実施 

- 輸出管理リストの作成と更新 

- コンプライアンスプログラムの証明 

- 管理品目の輸出を行っている企業の登録 

- 軍事品と国家機密を含む物資を輸出している企業の登録を管理 

- 最終輸出品チェックを含む違反を防ぐための措置を取る｡ 

- 違反者に対する制裁 

- 違反者およびその外国の提携先のデータベース維持管理 

- 他の政府および国際機関との協調､多国間制度の会議において内閣を代表 

- ウクライナの自動輸出管理制度の開発および運用 

- 活動内容について四半期ごと､および年次報告書を大統領､内閣､国家安全保障国防評

議会に提出 

- 輸出管理分野で職員を訓練し､継続的教育の保証 

- ウクライナの国際的取り組み強化を確実にする｡ 

- 外国政府から請求されたときに最終用途証明を発行する｡ 35 

 

SSECの連絡先などは下記の通りである: 

19/21 Frunze St. 

04080 Kyiv, UKRAINE 

電話ne (38-044) 417-1431 

ﾌｧｸｼﾐﾘ (38-044) 462-4970 

e-mail: general@dsecu.gov.ua 

website: www. Dsecu.gov.ua 

                                                  
34 (2004 年 12 月 14 日改正)2002 年 4 月 17 日｢ウクライナ輸出管理部門の権限に関する｣ウ

クライナ大統領令第 342 号 
35 (2004年10月28日改正)1999年5月27日｢申請した目的のために輸出管理を受ける商品

を使用する責務に対する国家管理の手続き承認に関する｣政令第 920 号 
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国家輸出管理部門の組織図

 

 

 

ライセンス審査過程に関与する他の省庁 36 

 

• 外務省: 

ウクライナの国際レジームの遵守を保証｡国際機関に特定物資に関する報告を提出｡ 

• 国防省: 

ウクライナの軍事安全保障利害との合致を保証｡販売を意図する軍事品の在庫調べ｡国

                                                  
36 2004 年 11 月 4 日改正「外国政府との軍事技術協力分野での中央執行機関の間の権限に関

する｣大統領令第 276 号 

議長 

主席議長代理 

国家専門理事会 

物資、電気機器、軍事品

目移転管理国家専門部

特殊物質、資材、特殊機

器および技術移転国家

専門部 

ミサイル、宇宙、航空機

器移転国家専門部 

武器、軍事品、弾薬移転

国家専門部 
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内輸出組織を通じて武器販売に協力｡軍事技術輸出に関与するウクライナの団体に支

援と専門知識を提供する｡ 

• 工業政策省: 

軍事品の開発/生産に関して外国の組織と契約締結｡ 

• 国家安全保障局: 

軍事物資の輸出に伴う政治的､安全保障および軍事上のリスクを評価｡外国組織/政府

に移転可能な情報の特定｡国家輸出管理制度およびウクライナの国際レジーム遵守の

監視｡ 

• 外国諜報部: 

ウクライナ大統領に選択された軍事技術協力に係わるウクライナの輸出管理制度に情

報を提供｡ウクライナの国際レジーム遵守の保証｡ 

• 宇宙局: 

軍事品の共同開発と生産に関する外国政府または組織との協定交渉｡管理下の企業に

よる輸出管理法令の遵守を管理｡武器の市場開拓および販売に貢献｡ 

 

ウクライナの制度はすべての種類の規制品目ならびにキャッチオール規制に該当する物資の

統一ライセンス手続きを有する｡デュアルユース品目､軍事品およびキャッチオールライセン

スのための手続きは、後述する｡報告と監査､ならびに輸出管理リストとウクライナ内の輸入

品の移動についても論じる｡ 

 

ライセンス種別 37 

輸出管理法は､ウクライナの企業が要求できる3種類のライセンス 38 と｢コンクルージョン｣

[契約前交渉実施承認]を規定している｡3種類のライセンスには単独､一般､オープンがある。 

 

ライセンス 

 

単独ライセンスは､特定の最終需要者との1回限りの取引に対して有効である｡ライセンスに

は対象品の記述､引渡条件､相手国または原産国名､最終需要者名が含まれている｡単独ライセ

ンスは1暦年有効である｡ 

                                                  
37 2003 年輸出管理法､第 15 条 
38 輸出管理法には license という用語の代わりに permit という用語が用いられている｡しか

しウクライナでは license という用語の方がもっと一般的に用いられている｡ 
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一般ライセンスは､異なる最終需要者への複数回の移転を計画している契約に付与される｡ラ

イセンスには対象品の記述､引渡条件､相手国または原産国名､最終需要者名が含まれている｡

一般ライセンスの有効期間は3年を超えない｡ 

 

オープンライセンスは､特定国の異なる最終需要者への複数回の移転を計画している契約に

付与される｡ライセンスには対象品の記述､引渡条件､相手国または原産国名が含まれている｡

オープンライセンスの有効期間は3年を超えない｡ 

 

コンクルージョン 

 

コンクルージョンは､管理品目の一時的輸出入と通過に対して発行される｡コンクルージョン

は軍事品､デュアルユース品目またはキャッチオール規制に該当する物資の輸出入に関する

交渉または契約調印の場合にも発行される｡コンクルージョンは単独､一般またはオープンが

ある。 

  

単独コンクルージョンは､特定の最終需要者との1回限りの取引に対して有効である｡コンク

ルージョンには対象品の記述､引渡条件､相手国または原産国名､最終需要者名が含まれてい

る｡単独コンクルージョンは1暦年有効である｡ 

 

一般コンクルージョンは､異なる最終需要者への複数回の取引に有効である｡コンクルージョ

ンには対象品の記述､引渡条件､相手国または原産国名､最終需要者名が含まれている｡一般コ

ンクルージョンの有効期間は3年を超えない｡ 

 

オープンコンクルージョンは､特定国からの異なる最終需要者との複数回の取引に有効であ

る｡コンクルージョンには対象品の記述､引渡条件､相手国または原産国名が含まれている｡一

般コンクルージョンの有効期間は3年を超えない｡ 

 

ライセンス申請過程 

 

輸出入ライセンス申請に先立って､ウクライナの企業は①SSEC に登録し､②移転する品目を

判定､③契約前交渉実施承認(コンクルージョン)を取得､④そして、はじめて輸出入ライセン
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スを申請できる｡ 

 

①登録 

輸出管理法第12条には､管理品目の国際取引を希望するすべての企業が予めSSECに登録しな

ければならないと規定している｡これには企業､個人ならびに仲介人が含まれる｡そして､同法

第 13 条には､軍事品および国家機密を含む物資/情報の移転に関与する者は内閣から事前に

承認を受けなければならないと規定している｡ 

 

②製品判定 

製品判定は､会社のICPによって､またはライセンス申請審査の間にSSECによって判定するこ

とができる｡ウクライナの法人､個人は製品判定を実施するために SSEC によって認定された

専門センターから支援を受けることもできる｡ 

 

③契約前交渉実施承認である｢コンクルージョン｣とは 

輸出管理法は輸出者が､外国の提携先との契約前交渉を実施することの承認である｢コンクル

ージョン｣を請求することを要求している｡そのため､ウクライナの法人､個人は SSEC に申請

しなければならない､SSECは申請された最終需要者､危険度および輸出提案された品目がWMD

生産または犯罪目的に使用されるおそれ､輸入国の特徴などをもとに申請を審査する｡ 

 

④ライセンス申請審査過程 

ライセンス申請は SSEC に提出され､その省庁間評議会によって審査される｡評議会は必要な

都度､また最低限隔週招集される｡評議会は審査を助けるために省庁または専門家の支援を要

請することがある｡省庁間評議会レベルで結論に達することができないとき､SSEC はライセ

ンス要求をCMTCPECに送る｡CMTCPECの勧告によって､SSECはそのときライセンスの発行また

は拒絶の責任を負う｡ 

 

SSECおよび審査過程に関与するその他の省庁によるライセンス審査は、下記の基準に従って

評価しなければならない: 39 

- 品目がWMD生産に使用される可能性の評価 

- 品目がテロ活動に使用される可能性の評価 

- 品目の名称と説明が管理リストの中で正しい符号が割り当てられているか 

                                                  
39 2003 年輸出管理法､第 11 条. 
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- 最終用途と最終需要者の評価 

 

⑤輸出入､一時的輸出入､再輸出および通過申請を申請するのに必要な書類 

ライセンスを取得するために､ウクライナの法人､個人は SSEC に下記の情報を提出しなけれ

ばならない(政令第86,第12条から第30条;政令第1807号): 

- 申請書 

- SSEC会社登録 

- 取引の条項条件を示す契約書の写し 

- 品目の説明と数量 

- 最終需要者と該当する場合､仲介人の説明 

- 該品目が申請された目的にのみ使用され､WMD 製造またはその運搬に使用されず､SSEC

から事前に承認を受けずに再輸出または移転されないことを示す最終用途証明書(輸

入国が対応する国際レジームの参加国である場合は不要) 

- 輸出される品目の機密レベルに関してSSECが予め実施した事前確認の写し 

- 該当する場合､申請者ICPの政府証明書 

- 取引を承認する申請者の監督官庁が公布した文書 

- 事前契約交渉をライセンスするSSECが発行したコンクルージョン 40 

- 仲介者の使用をライセンスする最終用途の国の所轄当局からの承認(移転が受け入れ

国の仲介者を通じて実施される場合)輸入国の政府当局により交付された最終用途証

明書が仲介人の使用に言及している場合､この承認は必要ではない｡ 

- 化学物質の場合:物質名､化学式､化学物質の国家登録番号 

- 生物要素の場合:病原菌または毒素の名称､および｢パスポート｣(国家登録)番号 

- 再輸出の場合:取引をライセンスする原産国の関連政府当局が発行した文書 

- 所有権の移転を伴わない一時的輸出の場合(展示会､見本市､試験､軍が実施した一時的

輸出): 

招待状/契約書/国際協定､展示会/見本市の名称と場所､実証または試験条件､性質また

は数量を変えずにウクライナに品目を返却する義務 

- 通過の場合:原産地国が交付した輸出ライセンス､輸入ライセンス､最終用途証明書の

写し 

- SSECが要求した追加情報 

                                                  
40 ｢輸出管理のために政府機関に付与された権限｣､輸出管理ニュースレター 第3号,2005年

12 月http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59. 
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すべての文書はウクライナ語で提出しなければならない｡原本が外国語の文書は公正な翻訳

を添付しなければならない｡ 

 

ライセンス/コンクルージョン審査期間 

 

ライセンスまたはコンクルージョンの審査期間は次の通りである: 

- 輸出入､および一時的輸出入 

* 政令第86号に記載の品目について完全な申請書類の受領から25日 

* 政令第1807号に記載の品目について完全な申請書類の受領から30日(軍事品) 

- 展示会参加のため､または軍の演習のために実施される輸入､通過または一時的輸出入 

* 政令第 86 号および第 1807 号に記載の品目について完全な申請書類の受領から 10

日 

 

追加情報または文書の要求に申請者が 2 ヶ月以内に対応しないとき､申請は取り消されたも

のと見なされる｡必要な場合､申請審査過程はSSEC議長の決定により延長することができる｡

拒絶の場合､SSECは3日以内に申請者に通知しなければならない｡ 

 

ライセンス/コンクルージョン拒絶理由 41 

 

ライセンスまたはコンクルージョンの発行請求は下記の理由で拒絶されることがある: 

- 申請書が承認されていない者によって提出された､または 

- 申請書類の中の文書が不備｡ 

 

申請拒絶が決定された日からSSECは3日以内に申請者に通知しなければならない｡ 

 

ライセンス/コンクルージョン無効/停止の理由 42 

 

ライセンスまたはコンクルージョンは下記の理由で取り消されたり停止されたりすることが

ある: 

                                                  
41 2003 年輸出管理法､第 16 条 
42 2003 年輸出管理法､第 16 条 
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- ウクライナの国益を脅かす不測の事態 

- ライセンス/コンクルージョンを有する組織の整理/破産､または 

- ライセンス/コンクルージョンを有する組織が輸出管理規則に違反した｡ 

 

管理品目の輸入に適用される追加規則 

 

政令第 920 号は管理品目の輸入に適用される追加規則を特定している｡これには最終用途証

明書､納品証明書､ならびに予め輸入された品目をウクライナ内の第三者に譲渡するライセン

スの申請手続きが含まれる｡ 

 

最終用途証明書申請に必要な書類 43 

 

ウクライナに輸入される管理品目の最終用途証明書を取得するには､申請書は下記の文書を

SSECに提出しなければならない: 

- 申請書 

- 協定/契約書の写し 

- [会社の]最終用途証明書の写し､および 

- 会社が管理品目の取引を実施することを承認するライセンスの写し｡ 

すべての文書はウクライナ語で提出しなければならない:原本が外国語の文書は公正な翻訳

を添付しなければならない｡ 

 

最終用途証明書は 30 日以内に審査し､発行しなければならない｡必要がある場合、SSEC 議長

は 30 日を超えない追加期間の間審査時間を延長することができる｡最終用途証明書交付後 3

日以内に､SSECは税関に通知しなければならない｡通関後10日以内に､輸入者は税関に引渡証

明書を請求しなければならない｡ 

 

引渡証明書申請に必要な書類 44 

 

引渡証明書申請のために､ウクライナの輸入者は下記の書類を税関に提出しなければならな

                                                  
43 (2004年10月28日改正)1999年5月27日｢申請した目的のために輸出管理を受ける商品

を使用する責務に対する国家管理の手続き承認に関する｣政令第 920 号 
44 (2004年10月28日改正)1999年5月27日｢申請した目的のために輸出管理を受ける商品

を使用する責務に対する国家管理の手続き承認に関する｣政令第 920 号 
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い: 

- 番号と日付のある､税関貨物申請書の認証付き写し 

- SSEC発行の輸入ライセンスの認証付き写し 

- 申請手数料. 

 

 引渡証明書は10 日以内に発行されなければならない｡税関は証明書を3部発行し､1 部は輸

入者に､1 部は SSEC に送付され､最後の 1部は税関に保管されて､すべての税関支所に当該輸

入品がライセンスなしに再輸出できないことが通知される｡ 

 

移転ライセンス申請に必要な書類 45 

 

移転ライセンスを取得するために､ウクライナの輸入者は下記の書類を税関に提出しなけれ

ばならない: 

- 輸出国の所轄当局の文書による同意 

- 当該品を受領する当事者が交付した最終需用者証明書 

- 前の最終需要者証明書の写し､および輸入ライセンス 

 

 移転ライセンスは､完全な申請書類の提出から15日以内に交付されなければならない｡必要

ならばSSEC議長は30日を超えない期間に申請処理時間を延長しても良い｡当該品の受領後7

日以内に､最終需要者はSSECに通知しなければならない｡ 

 

核関連物質に適用される規則 

 

 核関連品目輸出は､核兵器その他の核爆発装置の生産に使用されるか､IAEA 保障のもとにな

い燃料サイクル関連活動に使用される恐れのある場合は行ってはならない｡ 

 

 核関連品目の一時的輸出入および再輸出ライセンスは下記の場合に付与されることがある: 

- 当該品目がその使用の全期間を通じてIAEA保障のもとにおかれる､かつ 

- IAEA勧告を下回らない物理的安全措置が適用される｡ 

 

                                                  
45 (2004年10月28日改正)1999年5月27日｢申請した目的のために輸出管理を受ける商品

を使用する責務に対する国家管理の手続き承認に関する｣政令第 920 号 
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化学物質関連に適用される規則 

 

 政令第86号は化学兵器の生産に使用される恐れのあるリストの第1区分に含まれる品目の

輸出入(ならびに一時的輸出入)ライセンスは､品目が下記のために使用されるときにだけ付

与することができると規定されている: 46 

- 工業､農業､研究､医療､医薬品およびその他の平和的目的 

- 有毒化学物質または化学兵器から住民を保護する 

- 化学兵器の使用､または戦争手段としての有毒化学物質の使用と直接結びつけられな

い軍事目的 

- 法律執行 

- 化学兵器の開発､生産､貯蔵に結びつかないその他の目的 

 

生物物質関連に適用される規則 

 

 生物兵器の生産に使用できる品目リストの第一区分に記載の輸出入および一時的輸出入は

下記の場合にのみ付与することができる: 47 

- 予防､保護その他の平和的目的に使用される 

- 生物兵器またはその構成部分の生産､開発､貯蔵に使用されない 

 

ミサイル技術関連に適用される規則 

 区分 I ミサイル生産に特に指定された品目の輸出は､MTCR 指針に挙げられた場合を除いて､

禁止される｡ 48 

 

国際報告 

 

 SSEC は､関連国際機関への通知のために､国際協定または多国間制度によって管理される品

目の輸出入をウクライナ外務省に通知しなければならない(政令第86号､第11条)｡ 

 

キャッチオールライセンス 

                                                  
46 政令第 86 号､第 8 条 
47 政令第 86 号､第 9 条 
48 政令第 86 号､第 10 条 

－222－



 

 ウクライナの法律は､キャッチオール規制に該当する品目のライセンス手続きを明らかにし

ていないが､輸出管理法は､ウクライナの法人が管理品目リストに含まれていない品目の輸出

が WMD 生産またはその運搬手段に使用されるかも知れないと信じるに足る理由があるとき､

SSEC から輸出ライセンスを取得しなければならないと規定している｡法律は､さらにウクラ

イナの法人はデュアルユース品目がWMD生産またはその運搬手段に使用されるかも知れない

と信じるに足る理由があるとき､契約の履行または遂行を拒否しなければならないと規定し

ている｡ 49 

 

記録の保管と政府監査 

 

 取引完了後､ウクライナの法人はSSECに報告書を提出しなければならない｡報告要求規定は

SSEC への法人登録の際に､あるいはライセンス審査の間に決められる｡ 50 法律は監査手続き

を規定していないが､管理品目の国際取引に係わるすべての法人は､契約完了日から起算して

5年間その取引の記録を保管しなければならない｡ 51 

 

最終用途検査 

 

 輸出管理法(第19条)および上述の政令第920号は､輸入者が提出した報告に基づき､あるい

は無作為検査によって､SSEC はウクライナに輸入された品目の最終用途検査の実施を決定す

ることができると規定している｡この目的のために､SSECはSSECの代表､ならびに国家安全保

障局､税関､その他の政府機関の担当官で構成される委員会を設置することができる｡SSEC は

通常企業に対して次の確認調査を通知する｡元の契約にその可能性が規定されている場合に

は､外国政府が最終用途検査を行うことがある｡この場合はウクライナ外務省に要請を提出す

る必要があり､外務省はその要請をSSECに送る｡ 

 

 海外に輸出された品目の最終用途検査を実施するために､SSEC はウクライナ外務省に要請

する必要があり､外務省はその要請を受け入れ国の関連政府機関に送る｡最終用途検査は受け

入れ国においてウクライナ大使館職員によって､あるいは上述のごとくSSECが設置した委員

                                                  
49 2003 年輸出管理法､第 10 条と第 17 条 
50 輸出管理法､第 22 条;政令第 86 号､第 31 条 
51 輸出管理法､第 22 条 
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会によって実施されることがある｡ 

 

管理品目リスト 52 

 

 ウクライナには5つの管理品目リストがあり､次のように､ワッセナーアレンジメント､NSG､

MTCR､オーストリアグループに対応する: 

1. 通常兵器生産に使用できる品目リスト 

2. ミサイル生産に使用できる品目リスト 

3. 核兵器生産に使用できる品目リスト 

4. 化学兵器生産に使用できる品目リスト 

5. 生物兵器生産に使用できる品目リスト 

 

管理品目リストは下記の法律に含まれている: 

• (2005年 4月13日改正)2004年 1月28日｢デュアルユース品目国際移転国家管理の実

施手続き承認に関する｣政令第86号 

• (2004年 12月23日改正)2003年 11月20日｢軍事品の国際移転国家管理の手続き承認

に関する｣政令第1807号 

(品目リストの写しは公に入手できない) 

  

国/法人のブラックリスト 

 

 ウクライナ政府は､ウクライナが懸念する国のリストを作成していることを明らかにしてい

る｡ 53 しかし､このリストには輸出管理法に規定した国連制裁国だけが含まれているのか､

他の国も含まれているのかは明らかでない｡ 

SSEC は拒絶されたライセンスと法人(ウクライナおよび外国)のリストを有し､ライセンス

担当官はライセンス/コンクルージョン申請を審査する際にリストを参照する｡ 

 

ライセンス数 

 

                                                  
52 ｢ウクライナの輸出管理制度瞥見｣

http://www.exportcontrol.org/library/conferences/1379/Ukraine_2.pdf. 
53 第 8 回輸出管理に関する中央ｱｼﾞｱ･ｺｰｶｻｽ地域フォーラム､Tbilissai, Georgia, 2006年 5 月

16-18 日 
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 2005 年に､SSEC は軍事およびデュアルユース品目におよそ 3000 件のライセンスを発行し､

1000件の申請を拒絶した｡拒絶の23%は必要書類の不備によるものである｡ 54 

 

 下の表は2004年度に交付されたライセンスとコンクルージョンの内訳である｡ 55 

 

ライセンス/コンクルージョン交付数 2004 年度に交付されたライセンス/コンク

ルージョン 輸出 輸入 通過 合計 

軍事品 1028 144 221 1393

デュアルユース品目 966 227 34 1227

合計 1994 371 255 2620

 

コンプライアンスプログラム 

 

 輸出管理法第 14 条は､管理品目の輸出入取引に係わるすべての法人がコンプライアンスプ

ログラムを作成することを勧めている｡しかしながら､ICP の確立は(a)軍事品と国家機密に

属する物資と情報を輸出しようとする企業､および(2)一般およびオープンライセンスまたは

コンクルージョンを取得しようとする企業に義務づけられている｡そして､すべての ICP は､

SSEC の認証を受けなければならない｡認証を請求するために､ウクライナの法人は下記の書

類をSSECに提出しなければならない: 56 

- 認証実施要求書 

- 会社のSSEC登録の写し 

- 該当する場合､SSECによって交付された､国家機密を含む品目と情報の取引実施承認の

写し 

- 輸出管理部の業務内容､部長名､SSEC との窓口､輸出管理部と会社の他の事業部との間

の相互作用機構を特定する､経営陣の輸出管理部創設命令の写し 

- 下記を含むICPの説明文書: 

- 輸出管理法令の電子および紙媒体データベース 

                                                  
54 ｢SSEC は 2005 年度に約 3000 件の軍事輸出入許可を発行｣､輸出管理ニュースレター 第
14 号,2006 年 2 月http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59. 
55 ｢透明化への第一歩｣､輸出管理ニュースレター 第 14 号,2006 年 2 月

http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59. 
56 2003 年 7 月 17 日､｢コンプライアンスプログラムを証明する承認に関する｣政令第 1080
号 
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- 国際移転を意図する品目と管理品目リスト内でのそれらの分類 

- これらの品目の国際移転に係わる契約 

- ライセンスまたはコンクルージョン申請ファイルおよびSSECからの回答 

- 交付されたライセンスまたはコンクルージョンの使用報告 

- 下記の条件を述べた会社取締役の署名と押印のある書簡: 

- 輸出管理法令遵守の保証 

- ウクライナの輸出管理法令に違反する､あるいは国益を脅かすような移転を実施し

ない 

- ライセンスなしに国際移転を実施しない 

- 受領者が当該品目を WMD 生産に使用すると信じるに足る理由があるとき契約を履

行しない 

- 当該品目が別の最終需要者によって､あるいはライセンスに記載のもの以外の最終

使用のために使用されると信じるに足る理由があるとき､契約を履行しない 

- 交付されたライセンスの使用報告をSSECに提出する｡ 

 

 外務省､国家安全保障局の代表､業界専門家を含むSSECによって形成された委員会が認証申

請を審査する｡SSECはICPの性能を評価するためにICP運用の実証を求めることがある｡審査

過程は 45 日以内に終了しなければならない｡SSEC 議長は委員会の勧告に基づいて､認証を交

付するか否かを決定する｡ICP認証は3年間有効である｡ 57 

 

認証は下記の理由で拒絶されることがある: 

- 申請書類の中で提出された情報が不正確 

- 申請会社が以前、輸出管理法令に違反したことがある 

- 委員会が申請拒絶を勧告した｡ 

 

SSECは認証拒絶を7日以内に会社に通知しなければならない｡ 58  

 

支援活動 

 

                                                  
57 2003 年 7 月 17 日､｢コンプライアンスプログラムを証明する承認に関する｣政令第 1080
号 
58 2003 年 7 月 17 日､｢コンプライアンスプログラムを証明する承認に関する｣政令第 1080
号 
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 上述の輸出管理問題について政府職員を教育するためにEXBSプログラムのもとに実施され

る研修に加えて､SSEC と特殊技術､貨物および資材輸出入の科学技術センター(STC)は、様々

な支援活動を頻繁に行っている｡ 

 

 STC は輸出者に輸出管理規則を知らせるために業界団体によって創設された｡センターのウ

ェブサイトは、輸出管理に関する新しい法令と政府の決定を定期的に更新している｡ウェブサ

イトは不拡散とウクライナにおける輸出管理の変化に関する論文を含むニュースレターも公

開している｡ニュースレターには｢Q&A｣もあり､輸出者はライセンス申請､法令その他の問題に

ついて学ぶことができる｡ 

 

 SSEC は輸出管理規則と手続きに関して輸出者に知らせる必要があるすべての情報をそのウ

ェブサイトに掲載している｡ウェブサイトには法令の更新と製品判定を実施することを許さ

れた専門センターのリストが含まれている｡情報はサイトのウクライナ語版に掲示され､ロシ

ア語版と英語版は現在準備中である｡ 

 

 そして､SSECは輸出者､NGOおよび大学組織の輸出管理専門家､ならびにライセンスに関与し

ている政府職員に対する調査を実施し､ウクライナの輸出管理制度に対する評価を行い､制度

に対する改善案を検討している｡ 59 

 

 企業がICPを作成実施するのを助けるため、SSECとSTCは詳細なガイダンスを作成し､ガイ

ダンスが業界団体のサイトに公開されている｡そこではICPの主要なポイントを明らかにし､

その運営・維持方法､ならびにSSECとの関係について説明している｡同団体は､新しい法令で

ICP を更新する方法についての情報も掲載し､企業がサイトからダウンロードできるように

している｡ 

 

 米国エネルギー省も核関連会社がそのICPを立ち上げるのを支援している｡例えば､DOEは核

関連企業のIzotopがICPを作成実施するのに技術的､財務的支援を行った｡その支援はまず、

Izotop の取引・契約の分析で始められた｡そして品目の判定を容易にするためにコンピュー

タプログラムも開発され、社内の取引決定過程が見直された｡見直しによって輸出取引の決定

が､営業､販売に任されることが多く､そのため輸出管理規則の遵守と営業、販売の間に軋轢が

                                                  
59 最近の調査結果は､｢武器輸出と輸出管理｣､輸出管理ニュースレター 第14号,2006年2月 
http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59に見ることができる｡ 
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生じていることが明らかになった｡そこで、取引・契約がウクライナの輸出管理法令に該当す

る場合、外国企業との取引を中止できる権限を持った輸出管理部を創設する提案がなされた｡

新しい ICP には(1)SSEC にライセンスを申請するのに必要な手続きと書類のリスト､(2)出荷

後報告の指示､(3)従業員が最終用途と最終需要者をチェックできるデータベース等が含まれ

ている｡ 60 

 しかし、こうした支援にもかかわらず､2006年2月現在､ICPを確立した企業数は68に過ぎ

ない｡ 61 

  

2.7.4 制裁 

 

輸出管理規則違反に対する制裁は3つの法令に記載されている: 

- 輸出管理法 

- 行政法 

- 刑法 

 

輸出管理法 

 

輸出管理法は､輸出管理規則違反に当たる行為を特定し､関連する制裁を規定している｡法律

の第24条によれば､SSECは下記について罰金刑を科すことができる: 

1. 適切なライセンスまたはコンクルージョンのない管理品目の国際移転の取引 

2. 申請過程で虚偽の情報または偽造文書の提出 

3. 当該品が WMD 生産またはその運搬手段に使用されるかも知れないことを知った上で､

管理品目の国際移転または取引をすること 

4. 管理品が申告された目的以外の目的に使用されるという情報を得ているにもかかわら

ず管理品目を移転すること 

5. ライセンスまたはコンクルージョンの SSEC による決定に影響するかも知れない情報

の秘匿 

6. ライセンスまたはコンクルージョンに記載の条件を破ること 

7. 出荷後報告を提出しない､あるいは期限までに提出しないこと 

                                                  
60 ｢Izotop:内部輸出管理導入実地経験｣､輸出管理ニュースレター 第 3 号,2005 年 12 月

http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59. 
61 ｢2005年度のSSECの第 1優先は輸出許可手続きの簡素化であった—公式｣､輸出管理ニュ

ースレター 第 14 号,2006 年 2 月http://www.ntc.kiev.ua/en/txt/?t_id=59. 
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8. 政府職員が輸出管理義務を果たすのを妨害すること 

9. 所管官庁の要求した情報を正当な理由なく拒絶すること 

10. 法定で定められた5年間が終了する前に記録を故意に破壊すること 

  

 

これらの違反に対する制裁は輸出管理法第25条に次のように列挙されている: 

- 違反2,3,4:移転対象品対価の最大150%の金額の罰金 

- 違反5と6:移転対象品対価の最大100%の金額の罰金 

その他の違反は､非課税最低収入の100から1000倍の金額の罰金が科される｡ 

 

罰金に加えて､SSECは下記を決定することができる: 

- ライセンスまたはコンクルージョンの取り消しまたは一時的撤回 

- 違反の重大性に応じて､法律に違反した法人の登録抹消､または 

- 軍事品､または国家機密に指定された情報を含む品目の輸出入承認の取り消し 62 

 

行政法 63 

 

行政法では、次の2つの規定で違反に対する制裁が規定されている｡ 

第188条17にはSSECによって定められた要求を遵守しなかったり､政府職員に対する公務執

行妨害は税込み最低賃金の15から50倍の罰金が科されると規定されている｡ 

 

国家輸出管理法令違反に関する第212条4は輸出管理規則違反に当たる行為を次のように規

定している: 

1) 適切な承認なしに一部国連禁輸を受けている国への軍事品およびデュアルユース品目の

移転に関する交渉を行うこと 

2) 取引後報告をSSECに提出しないか､提出が遅れる 

3) 法定義務の5年間が終わる前に記録を故意に破壊. 

これらの違反には税込み最低賃金の15から50倍の罰金が科される｡ 

                                                  
62 Dmyrto Goncharenko, 外務省とOlga Shpak, SSEC､｢輸出管理制度の透明性を増す要因

としての法制:ウクライナの実験｣､

http://www.exportcontrol.org/library/conferences/1379/Ukraine.pdf;  2003 年輸出管理法､

第 25 条も参照 
63 ｢ウクライナの輸出管理制度瞥見｣､

http://www.exportcontrol.org/library/conferences/1379/Ukraine_2.pdf. 
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ウクライナ刑法 

 

ウクライナ刑法の次の2つの規定が不正取引に適用される｡ 

 

第333条は､軍事技術､WMD､その運搬手段に使用されるかも知れない原材料､資材､機器および

技術の不正輸出には税込み最低賃金の100から200倍の罰金が科される､あるいは最高3年の

自由の制限､または最高3年の禁固が科されることを規定している｡ 

 

第440条は大量破壊兵器の開発､生産､購入､保管､配布または輸送には3年から10年の禁固が

課されると規定している｡ 

  

ウクライナの国際条約等の対応状況 

 

核拡散防止条約（NPT） 批准(1994) 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准(1998) 

生物兵器禁止条約（BWC） 批准(1994) 

国際原子力機関（IAEA） 加盟 

追加議定書 2000年8月調印 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ（NSG） ○ 

オーストラリアグループ(AG) ○(2005年) 

MTCR ○(1998年) 

ワッセナーアレンジメント ○ 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) ○ 

国連決議第1540号報告 2004年10月25日報告書提出

2005年10月6日追加提出 

 

 

関連ウェブサイト 

• 議会:法令一覧を提供 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12. 

• 法令データベース 

http://www.legislationline.org. 

• 国家輸出管理部 

http://www.dsecu.gov.ua/control/en/index. 

• 特殊技術､ハードウエアおよび資材輸出入のための科学技術センター､キエフ:既存の

輸出管理制度に関する有益な情報を提供､分析論文を含むニュースレターを発行､関連

法令一覧を提供 

http://www.ntc.kiev.ua/en/. 
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2.8 グルジア 

 

2.8.1 歴史と背景 

 

グルジアの輸出管理制度は旧ソビエト連邦に策定されたものであり、最も陳腐化していると

いえる。その理由としては、ソビエト連邦崩壊後の約10年間、グルジアでは、ロシアの支援

を受けた2つの分離地域（南オセティアとアブハジア地区）での武力紛争による内戦のほか、

1990年代後半まで国内のテロ行為に対処しなければならなかったという背景がある。 1  

 

1998年から2003年中頃までの短期間のみ、国内は安定化したものの、2003年11月の議会選

挙後に政治に対する不信感が高まった。つまり、当時の大統領であったエドゥアルド・シェ

ワルナゼの信任票に不正があったと多数の選挙人から非難の声が上がった。これを契機に、

グルジア市民らは抗議行動を起こし、野党指導者であるミヘイル・サアカシュヴィリの指導

下、バラ革命の由来となるバラを手にして3週間にわたりデモ行進を続けた。その結果、シ

ェワルナゼ大統領は辞任に追い込まれるに至った。 

 

2004年1月4日の大統領選挙にて、ミヘイル・サアカシュヴィリが選出された。同年3月に

新たに議会選挙が実施された結果、新大統領が所属する政党「国民運動民主党」が新議会で

半数以上の議席を確保し、サアカシュヴィリに政権が譲渡された。 2 

 

サアカシュヴィリ新大統領は自身の政権確立後に速やかに政府を再編成し、政府各機関で広

がっていた輸出管理制度に対する腐敗体質にメスを入れた。ほとんどの官庁において「一掃」

作戦として組織再建が行われ、大量の職員が離職したことで、特に法執行機関では不安定化

が進み、輸出管理制度は、なし崩しの状況に見舞われた。 

 

このような背景により、現在、グルジアの輸出管理制度はいずれの側面ともきわめて脆弱な

状況にある。その法的枠組は一部の法律で行われ、政府や産業レベルでの輸出管理体制は、

その研修制度や普及への認識が不足しているため、かなり脆弱である。取締りも1990年代初

期以降、腐敗が進行し、最近でも政府再編時に生じた混乱も手伝って、さらに悪化した状況

が続いている。 

                                                  
1 グルジア内戦に関する詳細情報：http://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Civil_War 
2 バラ革命に関する詳細情報：http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Revolution 
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発展段階：発展の遅れと散発的な進行 

グルジア政府は輸出管理制度を散発的に改正し、その全体的な一貫性を保つような配慮は行

わなかった。この結果、種類の異なる規定からなる輸出管理制度となり、1 つの合理的な制

度に統合することは不可能であった。 

 

戦略物資の譲渡を管理するため、グルジアでは1995年11月に政令第744号が発令され、国

内からの武器や弾薬の輸出が禁止された。その1年後、グルジア政府は輸出管理制度のイン

フラや法的整備を開始したものの、こうした分野において不規則的な動揺がみられた。 この

ため、1996 年 12 月、輸出管理を規制する法的枠組を作るために各省庁に作業部会が設立さ

れた。この作業部会が作成した草案は、1998 年 4 月 28 日にグルジア議会を通過し、今日グ

ルジアの基本法されている。 

 

1999 年 7 月、グルジアの大統領は大統領命令第424 号「デュアルユース品目（技術、機材、

役務）の輸出管理に関する大統領令」を発令し、輸出管理を執行する機関として通商産業

（MEIT）省を指定した。このほか、MEITはデュアルユース品目管理リストを作成する責務を

負うとともに、同品目の輸出/輸入および移転を規制する法規を策定した。MEIT、現在の経済

開発省（MED）には、他の政府機関の協力によって輸出管理制度を作成し、産業界に通知する

ために15ヵ月の期間が準備された。 3 その後、1999 年 12月の大統領令第 650 号により、

軍事技術に関する国家安全保障評議会の省庁間委員会が設立され、国内の輸出管理制度の追

加策定をその任務とした。 4 

 

しかし、わずか3年後に、大統領令第408号が2002年9月に発令された。この命令により初

めて、デュアルユース品目に対するライセンス制度が明示され、同品目のライセンスの発行

官庁としてMEDが指定されたほか、管理品目リストが公表された。 

 

さらに約1年後に、武器に関する法律が2003年5月に公布された。この法律は武器取引を管

                                                  
3 http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html、グルジア国連 1540 委

員会報告も参照：

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/594/51/PDF/N0459451.pdf?OpenElemen
t 
4 グルジア国連 1540 委員会報告：

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/594/51/PDF/N0459451.pdf?OpenElemen
t 
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理するものであり、ライセンス発行機関として法務省（MOJ）が指定されたほか、軍用品およ

び武器のライセンス方法が規定された。 

 

現行法に対して行われた一部修正のほか、2005 年と 2006 年に実施された一部の政府機関の

再編成を除いて、グルジアにおける輸出管理の法的枠組は十分に整備されなかった。したが

って、輸出管理制度のところどころに抜け穴が生じ、既存の法令への適用にも疑いが生じる

状況になった。 

 

問題点とその評価 

現在、グルジアの輸出管理制度には、さまざまな問題が残されている。その法令はあいまい

な部分が多く、法的な抜け穴もかなり認められる。たとえば、不正行為、繰り返される政府

再編成、財政資源の不足などの理由により、輸出管理のインフラはきわめて脆弱であり、各

法令の間には抜け穴が目立ち、多くの領域では管理体制が不十分である。 

 

脆弱な法的基盤 

法規内容の不一致と矛盾点について 

グルジアにおける輸出管理の法的基盤の大きな問題は、初期に制定された一部の法律のみで、

かつ、事実上ほとんど執行されていない点である。 例えば、各省庁間の役割や責任に関して、

あいまいな規定があり、場合によっては全く明文化されていない場合がある。また、ライセ

ンス手続きに関係する省庁間の連携機能について、明文化されていないため、各々の役割や

管轄範囲に不透明性を増している。 

 

このほか、現行法は多くの矛盾点をはらんでおり、場合によっては相対立する規定もある。 例

えば、2003年に採択された武器に関する法律は、過去に成立した2つの法律、すなわち輸出

管理法とデュアルユース品目に関する大統領令第408号と矛盾するものであった。その結果、

ライセンス発行の省庁に関して混乱が生じた。武器に関する法律の第11条では、「核兵器、

化学兵器、その他大量破壊兵器の製造に使用可能なデュアルユース品目のほか、その運搬手

段は軍用品とみなす」と規定される。この規定では、デュアルユース品目が武器弾薬のライ

センス発行の省庁となるMOJの管轄下におかれると解釈される。しかし、輸出管理法と大統

領令第408号では、デュアルユース品目のライセンス発行の省庁はMEDであると明示されて

いる。 
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こうした重大な法令上の不一致は、軍用品の輸出取扱い規定にも認められる。上述したとお

り、グルジアでは1995年に武器輸出禁止令が公布された。ところが、武器に関する法律にお

いては、軍用品の輸出・輸入および移転に関して規定されている。この場合、「輸出」という

意味は、デュアルユース品目を規制対象にしている可能性がある。しかし、上記法律にはそ

の点が明示されていないため、どの規定が優先されるか不明確なままである。 

 

また、武器に関する法律には、条文に矛盾が存在しており、軍用品のライセンス制度に関し

て混乱をきたすものがある。例えば、この法律では、軍事技術問題に関する常設委員会 

(SCMTI) 5の勧告に基づいて武器のライセンスをMOJが発行することが規定されている。その

一方で、軍用品の移転のライセンスを所得するために、グルシア国内の事業体はSCMTIの勧

告を申請書に含めて提出しなければならないとの規定が存在する。この後者の規定に関して

は、グルシア国内の事業体がMOJに申請書を提出する前にSCMTIの推薦状を得なければなら

ないとも考えられる。その一方、前者の規定からは、申請書を提出した後にMOJがSCMTIの

推薦を請求すると定められているとも考えられる。そうした法令上のあいまいな部分により、

不要な手続きが残されるのが現状である。 

 

このほかにも、輸出管理に関して法令の矛盾点を見つけることができる。 例えば、第8条の

2つの項で、デュアルユース品目の移転ライセンスに関して相反する情報が示されている。3

項には、戦略性のあるデュアルユース品目の移転ライセンスに限ってはMEDがその管轄官庁

となることが明示されている。その一方で、8 項には、戦略性のないデュアルユース品目の

輸出/輸入および移転のライセンスについても、MEDが管轄官庁になると明示されている。 

 

こうした法令上の混同のほかにも、すでに撤廃されている法律の一部が引用されているケー

スがある。例えば、「商業活動に対するライセンス発行に関する基本法」には、ライセンス申

請書に含まれる文書リストが提供されていたが、2005 年に撤廃された。 ところが、武器に

関する法律には、撤廃された項目が参照されている。 

 

多数の法的抜け穴 

グルジアの法律には、多くの法的抜け穴が認められる。 例えば、輸出管理法には核兵器に関

連する品目の取引に関する特別規定（簡潔であるが）が含まれるものの、生物兵器、化学兵

器およびミサイル兵器に関連する取引規定はない。実際のところ、グルジアの科学者によれ

                                                  
5 2005 年、SCIMTI は軍事技術問題のために、従来の省庁間常任委員会を変更した点に注意。 
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ば、生物兵器に関する製品のライセンス制度は存在しない。 グルジア政府は2003年、適正

な法案にするため、トビリシを拠点とする疾患管理センターに委託し、法的抜け穴を埋めよ

うと試みた。 6しかし、その直後にバラ革命が勃発したため、議会審議に草稿規定を提出す

ることはできなかった。 2005 年春の時点では、この規定には進歩が認められないままであ

る。 7 

 

これと同様に、デュアルユース品目のライセンスに関する大統領令第408号では、過去に輸

入されたデュアルユース品目を再輸出する場合にその原産国からの承認は不要であることが

規定されている。この規定が意図された条文であるのか、あるいは所轄官庁の確認が不十分

であったことによるものなのかは不明である。このような状況は、関連品目の拡散に対して

野放しにするものといえる。 

 

この法律には、キャッチオールに関する規定は含まれないほか、無形物の移転あるいはグル

ジア国内の第三の業者にすでに輸入されている品目の移転に関する規制はない。しかし、こ

の法律で最も驚くべき法的抜け穴は、ライセンスに関する法律に含まれる「沈黙は承認とみ

なす」という規定から構成されている点である。 この条文には、ライセンスが20日以内に

見直されなければ、承認されたものとみなすことが明示される。 また、同条文は、関連品目

の拡散や管理を受けない商取引を野放しにするものといえる。   

 

脆弱な組織基盤 

人員不足にあるライセンス部門 

グルジアの輸出管理基盤における欠点としては、ライセンス発行の当局が人員不足にあり、

また熟練したスタッフも少ないことである。実際のところ、MED のライセンス部門スタッフ

は３名であり、MOJ のライセンス担当スタッフはわずかに 1 名である。グルジアは小国とは

いえ、このスタッフ数では能率的にライセンス申請を処理するのは難しい。 

 

グルジアでのライセンス担当官の研修は実地研修方式であるが、新人担当者が熟練した担当

官とペアを組むかどうかは不明であり、サポートを受けずに自ら技量が高められるかどうか

                                                  
6 「グルジア、生物材料の輸出・輸入に関する規制を適用」、NIS Export Control Observer、
2003 年 9 月号、http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ob_0309e.pdf.にて提案内容に関す

る詳細情報を参照。 
7 2005 年春、疾患管理センター（バージニア州クリスタル市）でのグルジア担当官とのイン

タビュー。 
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もわからない。グルジアでは人事異動の頻度が高いことを考慮すると、後者のほうが起こり

うる可能性が高いと考えられる。 

 

人員不足に加え、ライセンス発行の当局では、申請書の基本的な審査を行う技術的手続きが

十分に確立されていない。例えば、MED のライセンス発行の当局にはコンピュータが 1 台し

か導入されておらず、またインターネットにもアクセス不可能であるために、最終使用者、

申請者、輸出/輸入品目に関する基本的な情報検索が不可能な状況にある。このほか重大な障

害としては、ライセンス担当員がライセンス申請をチェックする技術専門家を有しないこと

が挙げられる。ライセンス発行の省庁は他の省庁等からの支援を要請することができると規

定に明示されているが、政府内外の技術専門家の協力を得るための技術的なチェックやシス

テムが確立されていない。その結果、技術的なチェックはほとんどなされないままであり、

たとえチェックされたとしても、ライセンス担当官と外部専門家との雑談に終始する場合が

ほとんどである。 8ほとんどの場合、ライセンス担当官は、申請書類に必要書類が含まれて

いるかどうかを確認するだけである。 

 

貿易と輸出管理に生じる緊張関係 

グルジアでの輸出管理インフラの脆弱性の要因となる重大な要素として、MED 内部のライセ

ンス審査の責任をもつ部署が貿易促進と輸出管理といった、いわば相反する役割の間で板挟

みになっているという現状が挙げられる。まさに「輸出促進部門」という部署名称について

は、輸出管理よりも貿易促進を優先することをはっきり表しており、民間業者によるビジネ

ス業務を必要以上に制約しない状況を作り出すことによって、そのニーズを満たすことが期

待される。ライセンスに関する法律の「沈黙は承認と同等であるとみなす」との規定は貿易

を促進するための同様の利害に由来するものであるが、その理由としては、商業活動を促進

するためにライセンス申請を迅速に審査するよう管轄官庁に義務づけているためである。た

だし、安全保障や不拡散は度外視されて、こうした処理が実施されているのである。 

 

脆弱な実施状況 

このほか、グルジアの輸出管理制度にみられる脆弱性は政府と産業界による実施レベルが弱

い点である。政府官庁で実施レベルが低い理由は汚職である。特に税関や国境警備などの政

府機関では民間企業や密輸業者等との共謀による汚職が多いことが知られている。1999年に

世界銀行が実施した世論調査によれば、グルジア関税当局は税務署と内務省に次いで汚職が

                                                  
8 2005 年春、疾患管理センターでのグルジア担当官とのインタビュー。 
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認められる官庁の第3位にランクされている。 9 こうした汚職は、グルジア全国にはびこっ

ている。エドゥアルド・シェワルナゼ大統領政権下では、あらゆる政府機関レベルで高級官

僚から下級公務員に至るまで不正が日常化していた。しかしながら、こうした汚職による収

入も経済的財源となる。すなわち、税関や国境警備官の給与はきわめて低いためである。バ

ラ革命後の2005年春に給与額は毎月65ドルに増額されたとはいえ、他省庁に比べ依然とし

て低レベルにある。例えば、防衛省や内務省の平均給与額は、2～3倍高く、それぞれ毎月149

ドル及び186ドルである。 10 

 

2004年に就任したサアカシュヴィリ大統領は、こうした省庁間で汚職を働く公務員の一掃を

積極的に行った。2005 年までに、税関職員を2,500 人から 1,000 人まで減員するとともに、

税関の規模を80％程度に縮小維持する計画がある。 11 2005年には、警察が各地の税関に数

回立入調査を実行した結果、賄賂を受け取っていた職員が多数逮捕あるいは解雇されるに至

った。 

 

上記のとおり、ライセンス発行の当局の業務に関しては、人員、技術的支援、資材等の不足

により、きわめて脆弱な状態にある。産業界による法令遵守の程度もきわめて低いが、その

要因には、(1) 汚職拡大により、民間企業が税関職員に贈賄することで輸出規制を回避して

いること、（2）輸出規制は多くの場合で貿易の障害と見られていることが挙げられる。また、

こうした輸出ライセンスの審査については、輸出規制を行わず、貿易の促進をその職務とす

るMED職員が担うのである。 

 

このほか、現状としてMEDによる輸出管理の教育啓蒙活動が不足している。制定されている

法律に関しても、政府機関のウェブサイト（グルジア語）で利用可能であるにもかかわらず、

上述したような法律の不一致により、民間企業が自分でライセンス申請を進めることがきわ

めて困難な状況にある。 

 

定期的な政府再編成と高い人事異動 

                                                  
9 「グルシアの税関所、汚職が認められる省庁で第 3 位」

（http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html） 
10 Cory Welt、「ユーラシアの政治的変化と国境警備改革：グルシアの場合」、

Nonproliferation Review、Vol.12、#3、2005 年 11 月。 
11 Cory Welt、「ユーラシアの政治的変化と国境警備改革：グルシアの場合」、

Nonproliferation Review、Vol.12、#3、2005 年 11 月。 
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グルジアでの定期的な政府再編成と人事異動は（それは旧ソ連諸国によく認められる現象で

あるが）、行政のシステムをさらに崩壊させることによって、その行政の実施レベルも低下さ

せている。こうした変化の多くはシュワルナゼ政権下で生じたものであったが、サアカシュ

ヴィリ大統領政権下でもこうした状況が続いている。実際、バラ革命による粛正や政権再編

成によって、このような問題がさらに悪化した。例えば、関税局の長官は、1992年から2005

年までに15回変わっているが、 12 2003 年後半から2005年までのバラ革命の後に3回の交

代劇がみられている。 

 

これと同様に、MEDのライセンス当局は当初より大型の部署で16名のスタッフを要していた

が、2002年から2005年までに数回にわたり再編成された。2005年の再編成時には人員が削

減された。同年、以前は国立安全委員会の管轄下にあった軍事-技術的問題に関する省庁間委

員会（SICMTI）は廃止され、SCMTI が新たに設立された。なお、この新委員会は、国防省の

管轄下に配置された。委員会名称から「省庁間」の用語が削除されているが、同委員会の管

轄省庁が変更された意図に関しては不明である。 

 

抜け道の多い国境警備地域と未管理領域 

汚職が広範囲で認められるため、グルジアの国境地域は、抜け道が多くその評判は悪い。こ

うした問題の要因には、国境地域を管理するための資材や資金不足等の問題が挙げられる。 

 

国境での行政管理が全くなされていない地域も認められる。例えば、アゼルバイジャンとの

国境地域などはごく少数の税関が存在するだけで、実際にはほとんど管理されていない状況

にあり自由に国境を通過することも可能である。 13 このほか、南オセティア（北西領域）

およびとアブハジア（西部領域）国境地域でも、それぞれ1989年および1992年にこうした

地域間で紛争が始まったことから、国境の警備管理が野放しにされている。ロシアとの北東

境界域、特にパンキシ渓谷に関しては、チェチェン反乱軍による越境侵略の舞台となってお

り、同反乱軍が武器を隠し持つ地域である。例えば、2005年12月に、誘導がないNURS型・

ミサイル 38 基と手製ミサイル発射筒 13 個がこの領域で発見された。 14 仮にこうした民族

紛争がないと考えた場合であっても、グルジアの地理からするとその国境の警備にはかなり

                                                  
12 Grigol Liluashvili、「グルシアでの税関の密輸と汚職」、多国間犯罪、汚職センター

（TRACCC）コーカサス事務局（2005）。
http://www.traccc.cdn.ge/publications/grantees/2005/Grigol_Liluashvili_eng.pdf 
13 Cory Welt（「ユーラシアの政治的変化と国境警備改革：グルシアの場合」） 
14 「グルシア法行政官、ミサイルCacheとMANPADを発見」、International Export Control 
Observer、2006 年 2 月号、http://cns.miis.edu/pubs/observer/pdfs/ieco_0602e.pdf 
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困難が伴うと考えられる。境界の大部分は山岳地帯が横断しているためである。こうした周

辺地理のために、十分な国境管理を行うには最新の技術的方法や相当な人的資源が必要とな

る。 

 

こうした背景から、現在グルジアでは、複数の不正取引ルートのための合流地点となってい

る。2001年～2006年間に実施したWMDに関連する不正取引事件の研究によれば、旧ソ連諸国

からのルート、トルコを経由してヨーロッパへの西向きルート、グルジアを通過するアジア

諸国および中東諸国への東向きルートなどの不正取引のルートが明らかとなっている。 15 

 

国際的な支援 

政治情勢が安定化しはじめた1990年後期より、グルジアは国際的な支援を受けるようになっ

た。1998年以降に行われた大規模な支援計画には、米国支援によるグルジア国境安全および

法律強化（GBSLE）援助プログラムが挙げられる。このGBSLEは、グルジア政府が国境を管理

し、特に武器密輸や密輸を抑制することを支援するために実施された。 16 GBSLEプログラム

下において、米国政府はグルジア国境警備や税関サービスを提供するとともに、通信装置、

車両、ヘリコプター、監視・検査機器、取締システム、化学試験支援等を行っている。 17 こ

のほか、米国、欧州連合およびOSCEによる支援計画では、国境管理機材、法律の執行、ライ

センスの審査研修などで、グルジア政府を支援している。 

 

しかしながら、現状としては、汚職の横行、頻繁な人事異動、政治的不安定などが依然とし

て認められるため、こうした外国支援が十分な効果を発揮しているとは言い難い。 

 

解決方法 

グルジアの輸出管理制度を改善するためには、まずその法的枠組を確立し、修正することが

最重要課題となる。現行法を徹底的に見直す際には、不一致あるいは矛盾箇所を解消し、法

的な抜け穴を補正することを目標としなければならない。 

                                                  
15 Sonia Ben Ouagrham 及びDennis Gormley、「中央アジアとコーカサスでのWMD 材料

の輸送; I&W の関係」、Naval Post-Graduate School、カリフォルニア州モントレー、2006
年 7 月。

http://www.ccc.nps.navy.mil/events/recent/Presentations/Gormley%20and%20Oughram.
pdf 
16 プログラムの詳細データを参照：

http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/international_activities/assistance_programs
/republic_of_georgia.xml 
17 http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
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また、ライセンス過程を次の方法によって明確化することが重要である。(1) ライセンス審

査に関与する各省庁の役割や責務を明確にする。(2) 各省庁でのライセンス過程を明確にす

る。 (3) 技術的な審査制度を導入する。 

 

ライセンス担当官の研修、労働条件の改善、産業界への啓蒙活動の奨励なども、重要な解決

方法となる。 

  

2.8.2 法的枠組 

 

2.8.2.1 基本法 

 

グルジアの輸出管理法は、関連する規定がきわめて不足しており、多数の矛盾をはらんでい

る。たとえばその一部は最近になって法改正されているが、使用される用語が定義付けられ

ていない。制定された法律のなかには、ライセンス担当官が適用し、グルジア国内の業者が

遵守する場合に矛盾が生じるものがある。 

 

関係法令 

法律 「武器、軍用品およびデュアルユース製品の輸出及び輸入に関する」法律第 1351 号

-IIS、1998年4月28日付（2006年6月23日改正） 

法律 「武器に関する」法律第2264号-IIS、2003年5月8日付 

ライセンスに関する法令 

政令 政令第744号、1995年11月30日付  

大 統

領令 

「デュアルユース品目の輸出/輸入、再輸出、移転に関連する問題等を解消する手段に

関する」大統領令第408号、2002年9月22日付（2003年8月24日改正） 

大 統

領令 

「軍事技術活動の改善に関する」大統領令第847号 2005年10月24日付 

省令 「軍用技術問題及び防衛省専門家に関する常任委員会の法令申請に関する」国防省令

第335号2005年12月7日付。 

法律 「ライセンスに関する」法律第1775号-RS、2005年6月24日付 

その他 
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法律 刑法 

 

法律の詳細 

 

「武器、軍用品およびデュアルユース製品の輸出及び輸入に関する」法律第1351号-IIS、1998

年4月28日付（2006年6月23日改正））[その後、輸出管理法]  

 

輸出管理法には、軍用品、核兵器製造に使用可能なデュアルユース品目、生物兵器、化学兵

器及び大量破壊兵器の輸出、輸入、移転、一時的輸出/輸入、移転手段に関する規定が含まれ

る。この法律では、輸出管理を執行するための主な原則が規定される。すなわち、ライセン

スが必要な品目の指定、輸出管理の管轄官庁のおもな責務、ライセンス手続きの規定などで

ある。この法律は、大量破壊兵器の拡散防止に言及しているとおり、不拡散管理を特徴する

法律で、こうした武器拡散への脅威を予防することを目的とした国際組織にグルジアが参加

することも主眼としている。 

 

ただし、この法律では、キャッチオールに関する規定は明示されておらず、過去にグルジア

に輸入された製品を第三者に移転することについて対応していないほか、無形の技術につい

ても管理する規定はない。本法の主要な条項は、ライセンスのセクションで詳述する。いく

つかの条文を以下に示す。 

 

• グルジアの輸出管理は、以下の原則（第 2 条）に準じて法規を執行しなければならな

い。 

- 大量破壊兵器の不拡散に関するグルジアの国際的責務の遵守 

- 輸出管理対象となる品目の最終用途の確認 

- 同国の政治的利害の保護 

- 輸出管理の法令に関する情報が入手できること 

 

• 本法第4条には、以下のとおりライセンス対象となる品目のカテゴリーが規定される。 

- 通常兵器および器材、それらの製造で利用される原料、材料、特殊器材及び特殊

技術、及び役務 

- 核関連物質、技術、器材、施設、特殊な非核関連物質、デュアルユース品目、施

設、放射能線源及び同位元素、対応する国際的な核兵器不拡散体制によって確立
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された管理品目リスト 

- 対応する国際的な不拡散体制によって確立された品目リストに準じた化学兵器

製造に使用可能なデュアルユース化学製品及び技術 

- 生物兵器に使用可能な疾患治療剤、遺伝子組み換え型製剤及び残留物、並びに対

応する国際的不拡散体制によって確立された管理品目リスト 

- 対応する国際的不拡散体制によって確立された品目リストに準じたミサイル製

造に使用可能な機器類、材料及び技術 

- 軍用品に関連する科学技術情報、役務及び成果 

- グルジア大統領が定義するその他の品目カテゴリー 

 

• 第10条及び11条には、グルジアが以下の項目を実施する可能性があることが明示し

ている。 

- 国連やその他の国際組織による決定と一致して、他国に制裁を科す。 

- 一方的に他国に制裁を科す。 

- グルジアが締結した条約、あるいはグルジアが加盟する国際組織による決議に違

反した国家に対し、管理品目の輸出/輸入を制限する。 

 

• 第12条では、政府担当官は輸出業者が提出した申請書の記載内容についてその守秘義

務を負うと規定されている。 

 

「武器に関する」法律第2264号、2003年5月8日付  

 

武器に関する法律とは、小型武器及び武器に関連する製造、所有、転送、移転、その他問題

に対応する総合的な規定である。武器に関して、その輸出、輸入、再輸出、移転、一時的な

輸出/輸入について管理する。本法では、法務省が武器、すなわち小型武器及び軍事目的武器

のライセンス発行の権限を有する組織であるとみなされ、そのライセンス手続きが明示され

る。武器に関する法律では、ライセンスのセクションで詳細を述べる。 

 

ライセンスに関する法令 

 

政令第744号、1995年11月30日付 

政令第744号は、武器と弾薬の輸出を禁止する。 
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「デュアルユース品目の輸出/輸入、再輸出、移転に関連する問題等を解消する手段に関する」

大統領令第408号、2002年9月22日付（2003年8月24日改正） 

大統領命令第408号では、デュアルユース品目の輸出、輸入、再輸出品に適用される管理手

続きを確認する規定であり、管理品目リストのほか、ライセンスの書式などの情報が提供さ

れる。このほか、この政令では、デュアルユース品目に対するライセンス発行権限の官庁と

してMEDが指定される。その他の規定は、以下のとおりである。 

 

●グルジアは、（1）核兵器、化学兵器、生物兵器に関して国際的な合意に違反した国家に対

し、（2）また、自国の国内利害を保護する目的でデュアルユース品目(1)の輸出（再輸出）を

制限する場合がある（第6条）。 

   

●輸出、再輸出、移転に関するライセンスは、1回のみ有効である（第7条）。 

 

●また、第3条においては、「デモンストレーション及び展示」に関する輸出について規定さ

れ、一時的輸出について、規定している。 

 

●MED は、ライセンス取り消しについて、税関局及び国境警備局に通知しなければならない

（第8条）。 

 

●第10条には、輸入国より次の項目について明記された最終用途証明書が提供される場合、

デュアルユース品目を輸出することが可能であることが規定される。 

- 輸出商品に関して、核兵器、化学兵器、生物兵器、核爆発装置、他の大量破壊兵器ま

たは他のいかなる品目とも軍事的製造のために使用しないこと。 

- デュアルユース品目（核関連製品）を使用する全期間中は、IAEAの保護監視下に置か

れること。 

- IAEAによって推奨されるとおり、デュアルユース品目を物理的に安全な下に置くこと

（核関連製品）。 

 

●第12条では、過去にグルジアに輸入された品目の再輸出がライセンス対象となることが規

定される。ただし、原産国による事前承認が不要であることも規定される。（この規定は、本

法のグルジア語版の記載ミスであるかどうか、あるいはこの記載が意図的に行われたどうか
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は不明である。） 

 

●第14条では、戦略的なデュアルユース品目の輸出がSCMTIの審査対象となり、輸入国の政

府による誓約書に以下の項目を明示することが要求される。（1）当該の品目が当初から意図

された目的に限って使用される、(2)該当する品目を再輸出する場合には、グルジア政府より

あらかじめライセンスを得る。 

 

●第22条では、デュアルユース品目の輸出を取り扱う契約書には、グルジア政府が「商品の

最終用途に関する情報」を要求できる条項を含まなければならない（本条は、最終用途チェ

ックに、おそらく関連している。） 

なお、本政令は、ライセンスのセクションにて、詳述する。 

 

「軍事技術活動の改善に関する」大統領令第847号 2005年10月24日付 

大統領令第847号により、グルシア国家安全保障委員会下にある従来の軍事技術的問題に関

する省庁間委員会のライセンス権限が、グルジア国防省下にあるSCMTIに移譲される。これ

により、SCMTI は戦略的なデュアルユース品目及び軍事品目のライセンス申請を審査する責

務を担うほか、MEDとMOJのそれぞれにライセンス発行の推薦状を提供する。 

 

「軍用技術問題及び防衛省専門家に関する常任委員会の法令申請に関する」国防省令第 335

号2005年12月7日付。 

この省令に関しては、常任委員会に関する規定が設けられ、その責務内容が明示される。な

お、本省令については、ライセンスのセクションで詳述する。 

 

「ライセンスに関する」法律第1775号-RS、2005年6月24日付 

ライセンスに関する法律は、「1 つの窓口」原則を確立する法規であり、ライセンス官庁が、

（1）申請者と対応する唯一の窓口になる、（2）ライセンス手続きに関与する別の官庁に申請

書を転送する役割を果たすものとする。このほか、この法律では、「ライセンス」の用語が一

定業務（油田開発、医薬、武器の製造など）を承認するために用いられる一方、「認可」の用

語も用いられ、武器やデュアルユース品目の輸出、輸入、移転、一時的輸出/輸入を行うため

にグルジア国内業者に対しライセンス発行の官庁から付与される承認をいう。単純化するた

めに、本報告書では、戦略物資の輸出/輸入/移転で引用される場合に、「ライセンス」の用語

を使用する。 

－245－



  

2.8.3 ライセンス制度と手続き 

 

グルジアにおけるライセンス制度は、きわめて曖昧な状態にある。3つの省庁、すなわちSCMTI、

MED 及び MOJ のそれぞれの役割に関しては、おおむね明文化されている。それ以外の行政機

関の役割とライセンス発行に伴う相互の影響については、はっきりと定義付けされていない。

以下では、関連法規のほか、グルジア国担当官のインタビューを掲載することにより、グル

ジアにおけるライセンス制度について解説する。 

 

2.8.3.1 所管官庁 

 

グルジアの法律では、上級機関と実施機関の間において輸出管理に関する責務が分担される。 

 

2.8.3.1.1 上級機関 

 

●グルジア議会 18 

- 輸出管理法規を公布する 

- 国家輸出管理体制の策定及び開発 

- 管理品目の貿易が制限される可能性のある国家リストをSCMTIに提出する 

 

●グルジア大統領 19 

- 輸出管理の規則及び実施を目的とする法的枠組を確立する 

- MEDとSCMTIから提出される管理品目リストを承認する 

- 輸出管理制度に関係する政府機関の業務を監督する 

- 輸出管理制度に関係する政府機関の役割と責任を明確化する 

- グルジアの国益と国際的義務に基づいて、輸出/輸入規制が適用される国家リストを明

らかにする 

 

2.8.3.1.2 実施機関 

 

                                                  
18 輸出管理法（第 5 条）。 
19 輸出管理法（第 6 条）。 
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●SCMTI： 

- 戦略的なデュアルユース品目及び軍用品のライセンス申請を審査し、MED 及び MOJ の

各機関への推薦状を提出する 

- 申請管理品目リスト案を大統領に提出する 

- 管理品目の取引が制限または禁止される国家リストを大統領に提出する 20  

- 軍用品及び戦略的なデュアルユース品目の輸入のための最終用途証明書を発行する。 

21 

●MED： 

- デュアルユース品目のライセンスを発行する 22 

- 管理対象となるデュアルユース品目リスト案を作成し、SCMTIに提出する 

- 発行されたライセンス登録データを保持する 

 

●MOJ： 

- 軍用品のライセンスを発行する 

- 発行されたライセンス登録データを保持する 

 

ライセンス手続きに関与するその他の当局 

以下の官庁は、戦略的なデュアルユース品目と軍用品の省庁間ライセンス審査に貢献する。 

●国防省（MOD） 

●外務省（MFA） 

●内務省（MIA） 

●環境及び国家資源保護省（MENREP）[核関連製品の移転ライセンス申請を審査する] 

●特別州保護サービス機関（SSPS） 

 

2.8.3.2  申請手続き 

 

                                                  
20 「グルジア国防書の軍事技術的問題に関する常任委員会の法律承認に関する」国防大臣命

令第 335 号 2005 年 12 月 7 日（第 3 条） 
21 「グルジア国防書の軍事技術的問題に関する常任委員会の法律承認に関する」国防大臣命

令第 335 号 2005 年 12 月 7 日（第 2 条） 
22 前項に示すとおり、デュアルユース品目の許可に関して、グルジアの法律では大きな矛盾

が存在する。武器に関する法律では、「軍用目的品目として」デュアルユース品目が化学兵器、

核兵器及びその他の大量破壊兵器の製造、ならびにその運搬手段に使用できるものと分類さ

れている。したがって、輸出管理法及び命令第 408 号の規定されるMED ではなくMOJ の

許可承認下に該当する。 
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グルジアの輸出管理制度には2つのライセンス手続きがあり、ひとつはデュアルユース品目

向け、もうひとつは軍用品向けである。 

 

デュアルユース品目のライセンス 

デュアルユース品目のライセンス手続きは2つの異なる手続きからなる。まず、非戦略的デ

ュアルユース品目用の手続きであり、ワンステップ手続きにより、省庁間審査が不要となる。

次に戦略的デュアルユース品目用の手続きであり、管理品目リストに（*）の印が割り付けら

れ、省庁間審査過程において3段階の審査が行われる。 

 

ライセンス当局 

管理対象となるデュアルユース品目の輸出、輸入、再輸出、移転、及び一時的な輸出/輸入の

ライセンスを得るためには、グルジア国内業者は、MED にある国外貿易及び国際経済関係局

の輸出促進部門（以下では担当部門）に申請書を提出しなければならない。 

 

非戦略的なデュアルユース品目のライセンス 

商品が戦略的なデュアルユース品目に分類されない場合、担当部門が所内で申請書を審査す

る。省庁間の審査過程はないものの、申請書をライセンスするにあたり、必要に応じて、他

の省庁または技術専門家に相談を要請する可能性がある。 

 

戦略的なデュアルユース品目のライセンス 

第1段階：専門家グループによる審査 

商品が管理リストにより戦略物資として分類される場合には、担当部門は申請書を専門家グ

ループに提出しなければならない。この専門家グループはSCMTI管轄下にある省庁間委員会

であり、SCMTI の勧告を必要とするライセンス申請書を必ず審査する。同グループは申請書

審査のために必要に応じて会合をもつ。MED、MOD、MOJ、MFA、MIA、MENRP 及び SSPS の各省

庁の代表が含まれる。審査決定は多数決により行われ、同数になった場合はグループ長が最

終的に決める。 

 

第2段階：SCMTIによる審査 

次に、専門家グループの勧告文書が SCMTI に送られる。SCMTI では、ライセンスに関して最

終的な審査決定が行われる。SCMTI は必要に応じて会合をもつが、申請審査は少なくとも年
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に4回とする。 23 SCMTIの規定には何がその構成に関する規定がないため、SCMTIが専門家

グループの審査決定を是認するかどうか、あるいは申請書を別の省庁間審査にかけるかどう

かは不明である。審査決定は多数決により行われ、同数になった場合はSCMTI委員長が最終

的に決める。 

 

第3段階：MEDによるライセンス手続き 

SCMTI は MED の輸出促進部門に推薦状を送付し、その推薦状に基づき、ライセンスを発行す

るか、却下する。 

 

ライセンス申請文書 

ライセンス申請文書に関しては、各法律の規定部分で言及されているものの、統一したリス

トは提供されていない。また、文書リストについて規定している法律の一部はすでに効力が

ない。 

 

このため、ライセンス申請文書のリストの規定は不完全であり、基本的情報も含まれていな

い。例えば、品目の名称、製品の技術的特性、製品コード及び数量、輸出/輸入業者名称など

に関しては、文書で特に指定されていない。ただし、MED により使用されるライセンス書式

には、こうした情報の記入欄が設けられており、何らかの形で上記の情報が得られている。

さらに、種類の異なる商取引タイプ、例えば輸出、輸入、再輸出、移転、一時的輸出/輸入な

どで分類化されていないため、いずれも同一の文書様式が適用される。こうした点から、法

が十分に整備されていないことがわかる。 

 

輸出管理法の8条によれば、以下に示した文書をMEDに提出しなければならない。 

- 契約書 

- 最終需用者に関する証明書 

- 戦略的なデュアルユース品目の場合には、輸入国の関連省庁が発行した最終用途に関

する証明書。この証明書は、以下の項目が明示されること。 

* 商品が、平和目的に限って使用されること。 

* 輸出国からの承認なく再輸出されないこと。 

 

核関連製品に特別適用される規定 

                                                  
23 国防大臣命令第 335 号（第 3 条） 
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輸出管理法の第8条では、核兵器を所有しない国家への核関連製品の輸出に関しては、輸入

国の管轄省庁が輸入品目及び使用した品目を以下のとおり確認している場合に限り、実施可

能とする。 

1. 核起爆装置の製造またはその他軍事目的で使用しないこと 

2. 上記品目を使用する全期間において、IAEA保護下に配置されること 

3. IAEAによって推奨される方法と同様の物理的な保護手段下に置くこと 

4. 上記の条件1～3が対応されない限り、再輸出されない 

5. プルトニウム、重水、濃度20％以上のウランなどの再輸出品は、グルジアの関連政府

官庁から前もってライセンスが必要となる。 

 

軍用品のライセンス 

軍用品のライセンスについては、戦略的なデュアルユース品目のライセンス手続きと同様で

あるものの、ライセンス発行の権限は異なる。また、グルジアへの武器輸出が禁止されてい

るため、以下の規定に関しては輸入、移転、一時的な輸出/輸入の場合のみ適用される。ただ

し、「輸出」の語句が武器に関する法律から消去されていない点に注意されたい。 

 

ライセンス当局 

武器、軍備、技術情報に関連する処理のライセンス発行の権限は、武器製造に関連した MOJ

にある。国務省下にあるMOJ部署内のライセンス関連部門が申請を審査し、ライセンスを発

行する。 

 

第1段階：専門家グループによる審査 

MOJ が受領した申請書は SCMTI 管轄下の専門家グループに転送され、審査後に、その勧告を

SCMTIに推薦状が送付される。 

 

第2段階：SCMTIによる審査 

SCMTI は専門家グループに結論に基づいてライセンス申請書を審査し、推薦状を MOJ に送信

する。 

 

第3段階：MOJによるライセンス手続き 

SCMTIの勧告文書に基づいて、MOJはライセンスを承認するか、あるいは却下する。 
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ライセンス申請文書 

デュアルユース品目の場合と同様に、グルジアでは、ライセンス申請文書リストが不完全な

状態にある。ここでも、製品タイプ、製品コード、数量、取引業者の名称などに関しては、

特に指定されていない。輸出管理法及び武器に関する法律によれば、ライセンスを得るため

に、グルジア国内業者は以下に示した文書をMOJに提出しなければならない。 

- 契約書または同意書 

- 商品の原産地に関する証明 

- 取引（輸出、輸入、再輸出品、移転など）を承認する管轄当局から得られたライセン

ス 

- 最終使用者に関する証明書 

- 最終用途に関する証明書（輸入者が政府当局の場合は、適用されない） 

- 武器取引（製造、役務など）を管轄する当局から得られたライセンス 24 

 

このほか、武器に関する法律では、SCMTI からの推薦状を MOJ への提出文書に含めなければ

ならないことが規定される。この要件に関しては、ライセンス申請書がMOJに提出され、さ

らにSCMTIへ審査に出されることを規定している輸出管理法の条文と矛盾する。この点に関

しては、いわば「忘れられた」規定であり、ライセンス制度が変更された後、あるいは改正

箇所が同法に追加された後に、修正されなかったものと考えられる。 

 

ライセンス手続期間 

ライセンスに関する法律によれば、ライセンスの管轄官庁がライセンス申請書の提出日から

20日以内にライセンスを発行しなければならない。万が一、管轄官庁がこの期限までにライ

センスの審査ができない場合には、ライセンスは承認されるものとする。 25   

 

ライセンスのタイプ 

大統領令第408号第7条によれば、いずれのライセンスとも1回のみ有効であり、特定の取

引形態に対して発行される。 

 

出荷前検査 

輸出管理法により、ライセンスの管轄官庁は、積荷前に輸出品目を検査する権利を有する（第

                                                  
24 武器に関する法律（第 22 条）。 
25 ライセンスに関する法律（第 26 条）。 
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8条）。 

 

再輸出 

輸出管理法の第9条によれば、グルジア由来の品目を再輸出する場合には、同国の関連省庁

による承認をあらかじめ得なければならない。 

 

ただし、同条文では、過去にグルジアに輸入された品目を再輸出する場合には、事前承認を

得る必要はないと規定されている。このような条項は、グルジア法に多数存在する法律上の

矛盾点のひとつであり、意図的に規定されているか、あるいは法律条文の見直しが不十分で

あったために生じたものであると考えられる。 

 

ライセンスの却下理由 

ライセンスに関する法律によれば、以下の理由が認められた場合、ライセンス当局はライセ

ンス申請を却下することができる（第27条）。 

- 申請書の記載内容に漏れがある場合、あるいはライセンス当局が定めた基準が満たさ

れていない場合。 

- 申請業者が、管理品目の取引を禁止する裁判所命令を受けている場合。 

 

年間でのライセンス件数 

2005 年、MED はデュアルユース品目に対し 385 件のライセンスを発行した。 26 軍用品のラ

イセンス件数に関する情報は得られていない。 

 

管理品目リスト 

グルジアには、2 種類の管理品目リストが存在する。その 1 つはデュアルユース品目を対象

とするリストであり、大統領命令第408号に添付される。もう一つのリストは、軍用品を対

象とするリストである。なお、この軍用品リストは、未公表である。 

 

デュアルユース品目管理リストは、ソビエト時間TNVEDコードに基づいて作成されており、

色分けシステムが使用される。有色列にある品目のみ、ライセンス対象となる。（*）が添付

されている商品は戦略的デュアルユース品目とみなされ、その場合にはあらかじめSCMTIに

よる承認を取得しなければならない。 

                                                  
26 経済開発省輸出促進部門、グルシア、トビリシ、2006 年 10 月 12 日。 
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大統領命令第408号には、デュアルユース品目リストは「国際輸出管理リスト」に準拠して

いると明示されているが、 27 問題となるリストが多国間政府によるリストに相当するかど

うか、当該リストにすべて含まれるかどうかは明文化されていない。ただし、グルジアのリ

ストは2002年より改正されてないため、当該リストには過去4年間の多国間政府によるリス

トの変更分は含まれていないと考えられる。 

 

国家ブラックリスト 

輸出管理法によれば、SCMTIは管理品目の取引が制限される国家リストを大統領に提出する。 

28 グルジアの当局によると、グルジアがブラックリストに掲載している国家には、国際間、

アメリカ、EUによる制裁下にある国家が含まれる。 

 

2.8.4 制裁等 

 

輸出管理法を違反した場合の制裁としては、以下のとおり、刑法に3つの条項が設けられて

いる。 

 

第230条では、核関連物質または機材の違法購入、保存、所有、廃棄、使用、処理、テスト、

譲渡、移転、輸出及び輸入、販売または違法な取扱い行為に対し、5 年の懲役が科せられる

と規定される。また、（1）上記の行為が繰り返される場合、または（2）人の生命または他に

重大な影響を及ぼす場合は、最長8年の懲役が科せられる。 

 

第235条では、大量破壊兵器または軍備品目の製造に使用することが可能な技術、科学技術

情報または役務の不法な輸出に対し、罰金（罰金金額は指定されていない）または3～5年の

懲役が科せられる。 

 

第406条では、グルジアが関与する国際的合意下に禁止される化学兵器、生物兵器、その他

の大量破壊兵器の製造、購入または販売行為に対し、8～15年の懲役が科せられる。 

  

 

                                                  
27 命令第 408 号（前文 1）。 
28 輸出管理法（第 11 条）。 
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2.8.5 国際的支援 

 

前述したGBSLEプログラムのほか、国境管理用の器材及び施設、列車法施行、政府職員など

のレベルアップを目的として、米国、EUおよび全欧安保協力機構より、さまざまなプロジェ

クトに資金が供与されている。 以下にこのような支援プロジェクトについて概説する。 

 

器材/施設の改善 

 

米国 

2005 年 12 月に、グルジアおよび米国の両国は、核放射性材料の密輸を禁止する協定に調印

した。この協定では、米国が放射能検出装置を供給し、国境の各チェックポイント、たとえ

ば、Sadakho（アルメニア国境）、Kazbegi（ロシア国境）のほか、PotiおよびBatumiの海港

に同装置が設置された。 29  

 

これより2年前の2003年にも、米国はグルジアのアゼルバイジャン国境地域のレッドブリッ

ジにて新たな国境警備チェックポイント施設の建設に資金提供した。同施設の建設には 350

万ドルが投入された。 30 

 

EU 

2005 年 9月から2006 年 2月までの期間、欧州連合（EU）はグルジアの国境管理の評価を行

い、器材および訓練に対する同国のニーズについて確認するため調査団を派遣した。 31 2002

年及び2003年にも、EUはグルジアの税関法を立案したほか、TACISプログラムからの資金供

与により税関管理の改善を図るための支援を行った。 32 

 

全欧安保協力機構（OSCE） 

2003 年、EU 及び米国の資金供与により、OSCE は国境管理装置をグルジアの境界警備部署に

                                                  
29 「グルジアと米国、密輸禁止に関する協定を結ぶ」。次の International Export Control 
Observer サイトより引用：

http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
30 「米国支援によるグルジアのアゼルバイジャンとの国境領域における新規国境警備施設」。

次の International Export Control Observer サイトより引用：

http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
31 http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
32 次の International Export Control Observerサイトより引用（中で提示される）：

http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
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寄贈した。これには、ラジオ、制服、ブーツ、ポンチョ、双眼鏡、巡回用4輪駆動車両が含

まれた。 33 

 

訓練等 

OSCE 

トレーニングアシスタント計画（TAP）に基づき、OSCE は 4 ヵ所の訓練所、すなわちトビリ

シ近郊（1ヵ所）およびロシア国境の山岳地域（3ヵ所）の訓練センターで合計850名の国境

警備員を訓練する予定である。この訓練計画は2005年7月に開始され、初期訓練コースを卒

業した国境警備官は77人である。TAP計画の予算は300万ドルであり、ドイツ、トルコ及び

米国が資金援助する。 34 

 

米国 

米国エネルギー省（DOE）は、原子力供給国グループなどのデュアルユース品目リストに含ま

れる製品に慣れ親しむことを目的として、税関および国境警備に関する必需品特定ワークシ

ョップを組織化している。こうしたワークショップは、2005年4月に、トリビシと、アゼル

バイジャンとの国境にあるレッドリバーに組織化された。 35 同様の訓練計画は、E. アンド

ロニカシヴィリ物理研究所研究者を対象に2004年組織化された。 36 さらに2004年、DOEは、

政府及び税関の最終用途と最終使用者を特定するための訓練ワークショップを組織化した。 

37  

 

 

 

 

 

                                                  
33 「グルジアの国境警備にOSCE が備品を供給」、NIS Export Control Observer、2003 年

8 月、http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ob_0308e.pdf 
34 「グルジアの国境警備に向けた研修プログラムをOSCE が実施」以下の International 
Export Control Observer サイトより引用：

http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
35 「グルジアにてDOE が輸出管理セミナーを実施」以下の International Export Control 
Observer サイトより引用：

http://www.nti.org/e_research/profiles/Georgia/index_5194.html 
36 「ラトビア、グルシアとリトアニアにて輸出管理研修セミナーを実施」、NIS Export 
Control Observer、2004 年 10 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ob_0410e.pdf 
37 「トビリシ（グルシア）の最終用途/最終使用者のワークショップを開催」、NIS Export 
Control Observer、2004 年 5 月号：http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/pdfs/ob_0405e.pdf 
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グルジアの国際条約等の対応状況 

 

核拡散防止条約（NPT） 批准 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准（1995年） 

生物兵器禁止条約（BWC） 1996年5月22日に批准 

国際原子力機関（IAEA） 加盟（1996年） 

追加議定書 1997年9月23日に署名 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ（NSG） × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレンジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ（PSI） 加盟（2005年5月） 

国連決議第1540号報告 2004年10月28日に提出

 

関連ウェブサイト 

• グルジア政府 

http://www.government.gov.ge/ministers.php 

• グルジア/ロシア取引議会： 

http://www.grbc.ge/law_g_e.htm 

• グルジア議会： 

http://www.parliament.ge/LEGAL_ACTS/kanon_en.html 

• オンラインマガジン グルジア： 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=5021 

• Lexadin：グルジアの法律データベース 

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwegeo.htm 

• メッセンジャー：イギリスのグルシア語日刊新聞 

http://www.messenger.com.ge/ 
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2.9 モルドバ共和国 

 

2.9.1 歴史と背景 

 

モルドバの初期の輸出管理は、他の多くの旧ソ連諸国と同様、不完全で、範囲が限られてい

た。モルドバの輸出管理制度は、1995 年 5月 10 日、政府決定第283-1 号により導入された 

1。この決定は、軍事およびデュアルユース品目等の規制品目の輸出入に対するライセンスに

適用されたが、核関連品目は除外された。一部の核関連物資の取引は1993年に公布された環

境保護に関する法令で規制されたが、これにより、すべての核兵器、使用済み核燃料、放射

性物質の輸入とモルドバの領域通過が禁止された。 

 

主として米国からの資金面・技術面での支援により、一貫性のある輸出管理制度を築くため

の努力が 2000 年代初めから推進されている。すなわち、モルドバは、2000 年に米商務省の

支援を得て、軍事およびデュアルユース品目の輸出、輸入、通過、再輸出に適用される輸出

管理法を策定し、公布した。同法にはいくつかの抜け穴があるが、規定は明確で、同国の輸

出管理制度の確固たる土台となる上で十分詳細な情報が盛り込まれている。 

 

2年後の2002年5月、最初の政令が公布された。政令第606号により、ライセンスメカニズ

ムと省庁合同審査手続が設けられた。同政令は、また、ライセンス手続にかかわる主たる機

関の1つである省庁合同輸出管理委員会の役割と構成を定めるとともに、デュアルユース品

目と軍用品についての規制リストを導入した。両リストとも、国際レジームに基づいて規制

されるすべての品目を含む欧州連合のリストに基づくものだった。2003年、輸出管理の法令

違反に対する制裁を強化するために刑法が改正された。 

 

2001年、当該法令を実施するために、モルドバ政府はライセンスと輸出管理制度の一層の発

展について責任を負う2つの組織を設置した。すなわち、委員会（上記）と経済省内のデュ

アルユース貿易管理課で、現在のモルドバのライセンス発行機関である。モルドバは、実施

面を改善するために、米国の支援を得て、ライセンス担当官のためのさまざまな研修ワーク

ショップを開催した。 

 

このような努力にもかかわらず、モルドバの輸出管理制度には多くの問題が残っている。こ

                                                  
1 経済貿易省：www.cems.md/ru/sistem.php 
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れらの問題の一部は外国の支援により容易に解決することができるが、他の一部は、数年に

わたる持続的な解決努力を要する。 

 

たとえば、輸出管理法の抜け穴の一部 （キャッチオール規定及び一時輸出の規制の欠如） は

政令第606号により修正されたが、他のものは是正されなかった。モルドバ内にある輸入品

の第三者への移転は規制されていない。また、同法は、報告または監査要件について規定し

ていない。 

 

今のモルドバにとって最大の問題は、おそらく同国から分離したトランスニストリア地域と

の国境の管理が行われていないことだろう。この地域は、モルドバとウクライナに挟まれ、

モルドバの東部国境沿いに450キロにわたって延びており、実効的な国境管理が行われてい

ない。さらに、同地域は工業施設や通常兵器のメーカーが存在し、欧州連合（EU）を行き先

とする違法な武器取引、ウクライナからモルドバへのさまざまな物資の密輸の巣窟とみなさ

れている。 

 

不正取引は圧倒的に小火器やタバコ等であるが、時折、重大な不正取引が報道される。たと

えば、2005 年 5 月、イギリスのある新聞は、トランスニストリアのBender の武器商人が放

射性の弾頭を備えたAlazanロケット3基の売却をアルジェリアの過激派グループを装った同

紙の記者にオファーしたと報じた。この報道に対しては、(1) Alazanロケットを放射性物質

の散布用に改造できる証拠がない、(2) 記者はこの武器を見る前に取引を止めたので記者の

主張には裏付がない、との理由で多くの専門家が疑問を投げかけた 2。 

 

ウクライナとモルドバは何度もこれらの問題を解決しようとしたが、ウクライナのオレンジ

革命の後、厳格な管理を行うことで、ウクライナの新政権がモルドバとEUに協力することに

同意したのは、ごく最近のことである。2005 年と 2006 年に結ばれた2つの協定によれば、

トランスニストリアに起点とする製品は、モルドバの税関を通り、モルドバ税関のスタンプ

が付された場合にのみ、ウクライナに入る（またはウクライナを通過する）ことができる。

さらに、トランスニストリアの企業は、モルドバで登録され、かつ、モルドバの輸出管理制

度に従わなければならない。モルドバは、このプロセスを奨励するために、トランスニスト

リアの企業に簡素な登録手続や減税措置、免税措置を提案している。さらに、モルドバの当

                                                  
2 「またもトランスニストリアでの『汚い爆弾』ロケット売却報道」、NIS 輸出規制オブザー

バー、2005 年 4 月。 
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局は、トランスニストリアの企業にモルドバの貿易法についての研修ワークショップ等を行

っている 3。 

 

最近、ウクライナとモルドバは、両国の国境・税関当局の間で情報（たとえば、国境を越え

る貨物についての到着前情報）を交換するための自動システムを設けることで合意した 4。 

 

米国は、この活動を支援するために、ウクライナとトランスニストリアの国境について、ウ

クライナの国境警備隊に機器を供給することにより支援強化している。金属探知機、無線機、

放射線計、暗視双眼鏡、車両を含む機器が国防脅威削減局の技術援助プログラム（「ウクライ

ナ・モルドバ国境沿いの国境管理強化」）により提供された 5。 

 

これは正しい方向での一歩ではあるが、一部には汚職が原因でトランスニストリアとの国境

は依然として管理が不十分である。たとえば、密輸業者がウクライナ、モルドバ両国の税関

職員と長期的な関係を築き、大手を振って商売を続けている。2006年5月には、モルドバの

警察官が薬物取引にかかわり、トランスニストリアで逮捕されている 6。 

 

2.9.2 法的枠組 

 

モルドバの輸出管理を規律する法的枠組は限られている。しかし、現行法制は明確で、一貫

性があり、かつ詳細にわたっており、輸出管理を実施するための基礎がしっかりしている。

このセクションの最初の部分では輸出管理に適用される主な法律やその他の法令のリストを

掲げ、後半の部分で、最も重要な法令の内容について述べる。下表に記載した法令のいくつ

かの内容については、ライセンスのセクションで扱う。したがって、これらについては、こ

のセクションでは簡単に触れる。 

 

基本法 

戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入および通過の規制に関する法律（2000年 7月

                                                  
3 「欧州最大のブラックホールでのウクライナの措置」、Moldova.org、
http://politicom.moldova.org/stiri/eng/10352。 
4 「ウクライナとモルドバ、国境協力を強化」、EUBAM ウェブサイト：

http://www.eubam.org/index.php?action=show&sid=s7n5iv8o2zop9329sfqv58a2e1ep3a11
&id=261 
5 「米政府、ウクライナ国境警備隊に機器供与」、NIS 輸出規制オブザーバー、2005 年 4 月。 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Transnistria#_note-4#_note-4 
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26 日の第 1163-XIV 号、2000 年 10 月 27 日の公報［Monitorul Oficiel］第

137-138/970号での公布後2000年10月27日に施行） 

ライセンスに適用される法令 

戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入および通過の規制のための国内制度に関する

政令（2002年5月15日の第606号、2002年5月30日の公報第69-70号） 

戦略的な品目の輸出管理、再輸出、輸入および通過にかかる省庁合同委員会に関

する政府決定第1039号、2001年10月3日 

その他 

刑法 リンク： 

http://www.legislationline.org/upload/legislations/e3/eb/ 

0e3bf0290e9b404cb57debe4ebc4.htm 

2002 年版－WMD の違法な生産、貯蔵、輸送に対する制裁措置を導入する

2003年に追加された新しい条を含まない。 

 

2.9.2.1 基本法 

 

戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入および通過の規制に関する法律（（2000年7月26日の第

1163-XIV号、2000年10月27日の公報第137-138/970号での公布後2000年10月27日に施

行）［以下「輸出管理法」という。］ 

 

輸出管理法は7ページの文書で、モルドバにおける輸出管理の主な原則を定めている。無形

技術の移転も含め、戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入、通過に適用される。同法は、適用

対象となる品目を特定し、同法の基礎である原則を定め、議会、政府、ライセンス発行機関

の役割と責任を定め、戦略的な品目の取引に適用される法令の一部を定める。ただし、同法

は、一時輸入／一時輸出については適用されず、また、キャッチオール規定を含まない。 

 

同法の主な規定は次のとおりである。 

 

• 輸出管理の基礎である原則は次のとおりである（第4条）。 

- モルドバの政治・安全保障上の利益の保護 

- 大量破壊兵器（WMD）、武器、その他の戦略的な品目の拡散防止に関する国際約束の順

守 
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- 最終用途の確認 

- 輸出管理に適用される法令への自由なアクセス 

- 戦略的な品目の輸出を規制するための国際努力への参加 

 

• さらに第8条は次のとおり定める。 

- 輸出管理制度は、輸入された品目が申告された目的でのみ使用されることを保証でき

るものでなければならない。 

- ［政府は］企業に知識を与え、コンプライアンスプログラム（ICP）作成を支援するた

めの広報活動を計画するべきである。 

- ［政府は］輸出管理の分野で外国や国際機関と協力するべきである。 

 

• 同法は、「戦略的な品目」を次のように定義する（第2条、第5条）。 

- 通常兵器、原料、その他の物資、特殊機器、技術、これらの製造や使用に関連する役

務。 

- 核関連物資、技術、機器、設備。特殊な非核関連物資、品目、機器、技術、関連デュ

アルユース品目。放射線源、同位体。 

- 化学剤、および化学兵器の製造に用いられる可能性があるデュアルユース技術、機器、

関連役務。 

- 病原体、その遺伝子操作された形態、遺伝物質の断片、および細菌（生物）・毒素兵器

の製造や使用に用いられる可能性がある関連機器、技術、役務。 

- 兵器、軍需品、軍用品、および関連する特殊な部品、技術、役務。 

- 兵器の設計、製造、使用に用いられる機器、物資、技術、および関連役務。 

- 爆発物、爆発物資、および関連機器、技術、役務。 

- 科学・技術情報、関連役務、知的活動の成果。 

- 規制を必要とするその他の品目、技術、役務で政府が定めるもの。 

 

• 同法は、また、「デュアルユース品目」を通常兵器ならびにWMDおよびその運搬手段の「製

造および使用に用いられる可能性がある科学的・技術的知識、方法、物資および機器」と

定義している（第2条）。 

 

• 第9条は、ライセンス発行機関を経済改革省内に設置する旨規定している［現在、経済貿易

省］。 
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• 第3条は、国際協定と国内法令の規定が異なる場合は、国際協定が優先する旨定めている。 

 

• 第 13 条（第 3 項）は、戦略的な品目の取引は国家機密に分類されないが、所在、移転日、

輸送手段についての情報は秘密とみなされることがある旨定めている。 

 

同法の他の規定は、ライセンスに関するセクションでより詳細に扱う。 

 

ライセンスに適用される法令 

 

「戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入および通過の規制のための国内制度に関する」政令（2002

年5月15日の第606号、2002年5月30日の公報第69-70号） 

 

この政令は、戦略的な品目の輸出、輸入、再輸出、通過にかかるライセンス発行手続を定め

る。同政令は、ライセンスを申請するのに必要な文書の詳細リスト（契約内容に関する詳細

な指示を含む。）を定め、申請処理期間を定め、ライセンス発行手続にかかわる政府機関の間

の相互関係メカニズムを定めている。同政令は、キャッチオール規定を定め、かつ、一時輸

出についても規定し、輸出管理法の抜け穴をふさいでいる。この政令は、ライセンスに関す

るセクションでより詳細に扱う。 

 

2.9.3 ライセンス制度と手続 

 

モルドバの輸出管理制度では、輸出管理分野での役割と責任を、国の輸出管理政策の一般的

方向を決定する上位機関と輸出管理措置の実施や管理について責任を負う実施機関に分けて

いる。 

 

2.9.3.1 上級機関 

 

議会 7 

- 国の輸出管理政策を定める。 

- 制限措置が適用される国のリストを承認する。 

                                                  
7 輸出管理法第 6 条 
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政府 8 

- 国の輸出管理制度を創設し、拡大する。 

- 規制品目リストを起草し、承認する。リストは公報で発表する。 

- 戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入および通過の規制に関する省庁合同委員会［下記

参照］のメンバーを承認し、その活動を調整する。 

- 戦略的な品目の輸出、再輸出、通過、輸入に関して制限措置が適用される国のリスト

を議会に提出する 9。 

- ライセンス手続を含め、輸出管理実施手続を定める。 

- 輸出管理に適用される法令を起草する。 

- 輸出管理分野の政府諸機関の権限を定める。 

 

実施機関 

 

戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入および通過の規制に関する省庁合同委員会［以下「委員

会」という。］ 10 

 

委員会は、輸出管理政策の実施について責任を負う。委員会の主な機能は、次のとおりであ

る。 

 

- WMD その他の戦略的な品目の拡散防止の分野における二国間または多国間協定の締結

またはこれへの加入についての提案を審査すること 

- WMD その他の戦略的な品目の拡散防止や移転の分野におけるモルドバの国際約束の履

行を確保すること 

- デュアルユース貿易管理課から送られてきた戦略的な品目の輸出、再輸出、輸入、通

過にかかるライセンス申請を審査すること 

- 必要な場合、委員会は、特定の問題についての決定を審査および準備するために、政

府諸機関その他の組織の代表から構成される作業グループを設ける。 

 

                                                  
8 輸出管理法第 7 条 
9 輸出管理法第 12 条 
10 経済貿易省ウェブサイト：www.cems.md/ru/sistem.php 

－263－



委員会は、経済貿易省が議長を務め、委員は以下のとおり11。 

 

委員 委員会での役割 住所 

経済貿易省 議長 経済貿易省 

Piata Marii Adunari Nationale, 1 

Chisinau MD-2033 

電話: (+373 22) 237448 

ファックス: (+373 22) 234064 

国防大臣 副議長  

デュアルユース貿易管理課長 書記 デュアルユース貿易管理課 

312, 1, Piata Marii Adunati 

Nationale, 

MD-2033, Chisinau 

電話: +3732-237008, 237743 

ファックス： +3732-234064 

外務副大臣 委員 外務省 

Str. 31 August, 80 

Chisinau MD-2012 

電話：(+372 22) 578 205 

ファックス：(+373 22) 232 302 

電子メール：precup@mfa.un.md  

内務副大臣 委員  

産業副大臣 委員 産業省 

Bd. Stefan cel Mare, 69 

Chisinau MD-2001 

電話：(+373 22) 278059 

ファックス：(+373 22) 278000 

電子メール：tvictor@mail.md  

税関部第1副部長 委員 税関部 

Str. Columna, 65 

                                                  
11 戦略品目の輸出規制、再輸出、輸入および通過にかかる省庁合同委員会に関する政府決定

第 1039 号、2001 年 10 月 3 日 
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Chisinau MD-2001 

電話／ファックス：(+373 22) 273061 

政府官房(Government  

Chancellery) 特別問題局副局長

委員  

 

経済貿易省デュアルユース貿易管理課 12 

 

経済貿易省デュアルユース貿易管理課は、ライセンス発行機関である。2007 年 3 月現在、2

人である。同課は、次のことについて責任を負う。 

- 輸出管理に関する法令や指示の草案を作成し、輸出管理を実施するメカニズムや手続

を定めること 

- 国際協定に基づいて規制品目リストを改訂すること 

- ライセンス申請を審査すること；要求すれば他の政府機関の助力を得て、最終用途や

最終需要者について調査すること；委員会の結論に基づいてライセンスを発行するこ

と 

- 国際輸入証明書、引渡証明書、最終用途証明書を発行すること 13 

- 外国政府機関から発行された最終用途証明書の真正を確認すること 

- ライセンス審査手続にかかわる他の政府機関の作業の調整を図ること 14 

- 積出前・積出後検査を行うこと 15 

- 他の政府組織および／または外国政府の助力を得て、企業に戦略的な品目取引の規制

に関する法令、手続について知識を普及するための広報活動の計画を作ること 

- 要請に応じて輸出管理法令に関する情報を提供すること 

- 規制リストを含む輸出管理法令を改訂し、その一貫性を確保すること 

- 輸出者／輸入者による輸出規制違反があった場合、法執行機関に通報すること 

- 戦略的な品目の輸出管理を扱う国際機関が主催する会議においてモルドバ共和国を代

表すること 

- 規制品目の不正使用につながる可能性がある取引に関して外国の輸出管理機関と協力

し、連絡を取り合うこと 

                                                  
12 経済貿易省ウェブサイト：www.cems.md/ru/sistem.php；政令第 606 号第XIII 部第 13
条 
13 政令第 606 号第 I 部第 1.4 条参照。 
14 輸出管理法第 11 条 
15 輸出管理法第 11 条 

－265－



 

ライセンス制度にかかわるその他の機関 

 

外務省 

- 国際的な拡散防止条約や外交政策（国連安全保障理事会やOSCEにより課された禁輸措

置を含む。）の実施・履行を確保する。 

- 外国にあるモルドバ共和国の大使館やモルドバにある外国の大使館を通じて、申請者

から提出された最終需要者証明書や国際輸入証明書の真正を確認する。 

 

情報・保安局 

- 関連法令の違反に関して、国内や外国の事業体の素性調査を行う。 

- 特別のルートを通じて、申請者から提出された文書の真正を確認する。 

- 輸出管理法令の違反者に対して制裁措置を執行する。 

- 関連法令の違反行為を調査する。 

 

内務省 

- 輸出管理法令の違反行為を調査し、違反者に対し制裁措置をとる。 

- 他の専門機関と協力して、違反者を逮捕する。 

- 危険な貨物の安全な輸送を確保する。 

 

国防省 

- 軍用品にかかるライセンス申請を審査する。 

 

保健省 

- 規制されている生体物質の輸入を監督する。 

- 危険な生体物質の分析を行う。 

 

税関および国境警備部 

- 申請者から提出された文書の真正を確認する。 

- 判明している違反行為について、貨物を押収し、違反者を逮捕する。 

 

産業省 
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- 妥当な研究所や会社を関与させることにより、輸出しようとするデュアルユース品目

について専門的検査を行う。 

- 管轄下の組織におけるコンプライアンスプログラムの作成を支援する。 

 

2.9.3.2 申請手続 

 

モルドバのライセンス制度は、行われる取引の種類によって異なるライセンス手続から構成

されている。下記で、デュアルユース品目、軍用機器、キャッチオールライセンスにかかる

ライセンス手続、およびさまざまな種類の品目に適用される特則を取り上げる。ライセンス

の種類と規制リストについても述べる。 

 

ライセンス申請に必要な書類 16 

 

モルドバの法令では、下記のとおり、異なる種類のライセンスにそれぞれ必要な書類を定め

ている。 

 

1) 輸出・輸入・通過・再輸出ライセンスの申請に必要な書類 

 

戦略的な品目の輸出、輸入、再輸出、通過にかかるライセンスを取得するためには、モルド

バの企業は次の書類をデュアルユース貿易管理課に提出しなければならない 17。 

- 申請書 18 

- 申請者の国家登録証明書の写し 

- 該当する場合、申請者がその活動部門で操業することを許可するライセンスの写し 

- 当該品目の原産地証明書 

- 当該品目の説明書（数量、品質、技術特性、規制リストコード） 

- 契約書の写し。契約書には次の事柄が記載されていなければならない。 

- 関係当事者の名称、所在地、銀行情報 

- 当該品目の技術仕様［化学品の化学組成、放射性物質の同位体組成］ 

- 使用場所、貯蔵場所、当該品目の数量 

                                                  
16 経済貿易省ウェブサイト：www.cems.md/ru/sistem.php 
17 政令第 606 号第 II 部第 2.1 条 
18 戦略品目の輸出入にかかる申請様式は 2002 年 8 月 6 日の経済大臣命令第 40 号（2002 年

8 月 29 日の公報第 122-123 号）により承認された。 
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- 支払手段 

- 紛争解決メカニズム 

- 輸入国の関係政府機関が発行した当該外国企業が戦略的な品目の取引を許可されてい

ることを示す文書の写し 

- 最終需要者証明書。最終用途証明書には次のことが記載されていなければならない。 

- 当該品目が契約書に記載された住所で引き渡されること 

- 当該品目は申告された目的以外の目的で使用されないこと 

- 当該品目はデュアルユース貿易管理課の事前の許可なしには再輸出または再積出

しされないこと 

- デュアルユース貿易管理課と当該取引の関係当事者は引渡後に当該品目の最終用

途の管理を求めることができること 

- 国際輸入証明書［輸入国の関係政府機関が発行した輸入許可文書］ 

- 再輸出について：原産国の事前許可が必要とされる 19。 

 

外国語による書類は、ロシア語またはモルドバ語に翻訳されなければならない。 

 

2) 最終用途証明書、国際輸入証明書、引渡証明書の申請に必要な書類 

 

戦略的な品目の輸入にかかる最終用途証明書、国際輸入証明書、引渡証明書を取得するため

には、モルドバの企業は次の書類をデュアルユース貿易管理課に提出しなければならない。 

- 申請者の国家登録証明書の写し 

- 該当する場合、申請者がその活動部門で操業することを許可するライセンスの写し 

- 当該品目の説明書（数量、品質、技術特性、規制リストコード） 

- 契約書の写し。 

- 税関用積荷目録［引渡証明書申請用］ 

- デュアルユース貿易管理課が要求した情報 

 

軍用品に適用される特則 

 

軍用品、および関連機器、役務の輸出、輸入、通過、再輸出にかかるライセンス申請には、

                                                  
19 輸出管理法第 10 条 
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上記1)に掲げる書類に加え、次の書類を含めなければならない 20。 

- 関係政府機関が発行した申請者が軍用品の取引を行うことを許可するライセンスの写

し 

- 輸入国の関係政府機関が発行した国際輸入証明書または最終用途証明書［輸出および

通過にかかる申請用］ 

 

核関連品目に適用される特則 

 

核関連品目、放射性物質、および関連機器、役務の輸出、輸入、通過、再輸出にかかるライ

センス申請には、上記1)に掲げる書類に加え、次の書類を含めなければならない 21。 

- 関係政府機関が発行した申請者が核関連品目の取引を行うことを許可するライセンス

の写し 

- 輸入国の関係政府機関が発行した国際輸入証明書または最終用途証明書［輸出および

通過にかかる申請用］ 

 

さらに、モルドバ領域を通る放射性品目の輸入、通過、再輸出は厳に禁止されている。ただ

し、次のものについては禁止されない。 

- 国際基準に従って生産された、医療、獣医または科学上の目的を有する場合 22 

- 核関連物質のロシアとブルガリアの間の輸送通過の場合 23 

 

化学・生物品目に適用される特則 24 

 

化学・生物品目、および関連機器、システムの輸出、輸入、通過、再輸出にかかるライセン

ス申請には、上記1)に掲げる書類に加え、輸入国の関係政府機関が発行した最終用途証明書

を含めなければならない 25。また、デュアルユース品目リストの1C350項と1C450項、およ

び CWC(化学兵器禁止条約)付則 1 に記載する化学品目は、輸出／輸入することができる。た

                                                  
20 政令第 606 号第 IV 部第 4.1 条 
21 政令第 606 号第V 部第 5.1 条 
22 政令第 606 号第VI 部第 6.2 条 
23 この例外は、モルドバ議会が 4 国間の「核関連物資のモルドバおよびウクライナの領域を

通るロシア連邦とブルガリアとの間の輸送の分野における機関間協力協定」を批准した際、

2003 年 3 月 28 日に採択された。 
24 政令第 606 号第VI 部第 6 条 
25 政令第 606 号第VI 部第 6.1 条 
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だし、 

- CWC締約国である国の間、かつ 

- 科学、医療、医薬上の目的または「個人防護」のためのものに限る。 

 

CWC付則2に記載する化学品、およびデュアルユース品目の1C350項と1D450項、CWC付則3

に記載する化学品のCWC締約国でない国に向けての輸出および通過は、輸入国の関係政府機

関が当該品目は申告された目的でのみ用いられ、第三国には再輸出または移転されない旨を

記載した最終用途証明書を発行した場合にのみ許可される 26。 

 

輸入された微生物とその断片は、第三国に再輸出または移転できない。化学・生物品目の輸

出は、ライセンス発行後30日以内に行わなければならない。 

 

通過に適用される特則 

 

通過ライセンスには、当該品目の入国／出国の際の税関の所在地、輸送計画、通過時間を記

載しなければならない 27。 

 

一時輸出に適用される特則 

 

モルドバの輸出者は、戦略的な品目の一時［非商業］輸出を行う際、輸入国から輸出品目は

モルドバの国際約束に有害な態様では用いられない旨を記載した文書を取得しなければなら

ない 28。 

 

キャッチオールライセンス 

 

政令第606号は、規制リストに記載されていないが、軍用品ならびに化学・生物・核関連お

よびその運搬手段の製造に用いられる可能性がある品目は輸出管理の対象となる旨定めてい

る。ライセンス手続は、他の戦略的な品目にかかるライセンス手続と同様である。 

 

                                                  
26 政令第 606 号第VI 部第 6.3 条、第 6.4 条 
27 輸出管理法第 10 条 
28 政令第 606 号第XII 部第 12.6 条 
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ライセンス申請の審査 

 

デュアルユース貿易管理課は、申請を受領した後、必要とされるすべての書類がファイルに

入っていることを確認してから、必要に応じ他の政府機関の助力を得て申請について検討を

行う。DOC は、予備的結論を出し、これを申請とともに委員会に送付し、委員会が最終決定

を下す。委員会の委員が合意に達し得ない場合は、過半数によって決定する。次いでファイ

ルと委員会決定がデュアルユース貿易管理課に送付され、デュアルユース貿易管理課は、委

員会の決定が肯定的であるかまたは否定的であるかに応じて、ライセンスを発行、または、

拒絶する。ライセンスを発行する場合は、ライセンスに次の事柄を記載しなければならない：

当該取引にかかわる当事者の名称と所在地、仕向国、原産国、品目の種類、数量と申告され

た用途、ライセンスの有効期間 29。 

 

ライセンス審査期間 30 

 

輸出、輸入、通過、再輸出にかかるライセンス申請は、受領の日から30暦日以内に審査しな

ければならない。必要な場合、デュアルユース貿易管理課は30日を超えない範囲でライセン

ス審査期間を延長することができる。延長した場合は、デュアルユース貿易管理課は、当初

の30日の期間の満了後5日以内にそのことを書面により申請者に通知するとともに延長の理

由を示さなければならない。ライセンスの有効期間は、デュアルユース貿易管理課の勧告に

基づいて委員会が決定する 31。 

 

国際輸入／最終用途／引渡証明書にかかる申請は、受領後15暦日以内に審査しなければなら

ない 32。証明書の有効期間は、デュアルユース貿易管理課の勧告に基づいて委員会が決定す

るが、6カ月を超えてはならない 33。 

 

ライセンスの拒絶 34 

 

                                                  
29 政令第 606 号第 II 部第 2.8 条 
30 経済貿易省ウェブサイト：www.cems.md/ru/sistem.php 
31 政令第 606 号第 II 部第 2.10 条 
32 政令第 606 号第 III 部第 3.3 条 
33 政令第 606 号第 III 部第 3.4 条 
34 政令第 606 号第 IX 部第 10 条 

－271－



次のいずれか場合、デュアルユース貿易管理課は、委員会の決定により、ライセンスを拒絶

することができる。 

- ライセンスの発行がモルドバの安全保障や国益、外交政策に有害な場合またはモルド

バが加盟している国際機関の決定に違反することとなる場合 

- 当該戦略的な品目の仕向国が禁輸の対象となっている場合 

- 仕向国がモルドバに負っている義務を履行しない場合 

- 調査した結果、原申請に付された書類に不正記載があることが判明した場合 

- 仕向国がWMDの開発や製造に関心を有しているとの疑惑がある場合 35 

- 申請者に疑惑があるもしくは法令違反の経歴がある場合または申請者がテログループ

とつながりを持つ可能性がある場合 36 

- 当該取引に関して何らかの事実が秘匿されていた場合 37 

 

ライセンスの取消 

 

輸出管理法は、ライセンス発行機関は次の場合にはライセンスを取り消すことまたは停止す

ることができる旨を定めている 38。 

- ライセンスまたは証明書を紛失した場合 

- ライセンス審査の間に提供されていたならばライセンスの拒絶を招いたであろう情報

をライセンス発行機関が入手した場合 

- 輸入者／輸出者が輸出管理法令に違反した場合 

- 移転の条件に変化が生じた場合 

- 国の安全を守るための場合または外交政策の目的のための場合 

- 禁輸の場合 

 

積出後の手続 

 

モルドバの輸出者は、輸出を行った後、輸入国の関係政府機関から引渡証明書を求め、これ

を取引の完了後2カ月以内にデュアルユース貿易管理課に送付しなければならない。 

 

                                                  
35 Sergiu Sparatu、モルドバの輸出規制局の元局長。 
36 Sergiu Sparatu、モルドバの輸出規制局の元局長。 
37 Sergiu Sparatu、モルドバの輸出規制局の元局長。 
38 輸出管理法第 9 条、政令第 606 号第X 部第 10 条 
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モルドバの輸入者にも同様の法令が適用され、輸出国から求められた場合は、取引の完了後

2 カ月以内にデュアルユース貿易管理課から引渡証明書を入手しなければならない 39。税関

当局は、完了したすべての輸入、輸出、通過についてデュアルユース貿易管理課に通報する 

40。 

 

ライセンスの種類 

 

政令第606号は、ライセンスはすべて個別ライセンスである旨定めている(第1.2条)。 

 

規制リスト 41 

 

モルドバにおいては、2002年に統一欧州規制リストを導入した。同リストは多国間レジーム

に従ったもので、2部に分かれている。第1部はデュアルユース品目を扱い、第2部は軍用

品を扱っている。 

 

デュアルユース品目規制リストは、次のとおり10カテゴリーの品目を扱う。 

- カテゴリー0：核関連物資、設備、機器 

- カテゴリー1：化学品、毒素、微生物 

- カテゴリー2：材料加工 

- カテゴリー3：電子機器 

- カテゴリー4：コンピュータ 

- カテゴリー5：通信・情報保護 

- カテゴリー6：センサー、レーザー 

- カテゴリー7：航海機器、航空電子機器 

- カテゴリー8：軍艦機器(Naval equipment) 

- カテゴリー9：エンジン、宇宙船、関連機器 

 

2.9.4 罰則 

 

                                                  
39 政令第 606 号第XII 部第 12.2 条、第 12.5 条 
40 政令第 606 号第XI 部第 11.7 条 
41 経済貿易省ウェブサイト：www.cems.md/ru/sistem.php 
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輸出管理法令の違反に対する制裁は、刑法のいくつかの条で規定している。 

さらに2003年3月7日、モルドバ議会はWMDの違法な製造、貯蔵、輸送、使用の場合の制裁

を規定する新しい条文［条文の番号は不明］を刑法に追加した。この条文の違反には、7 年

以上15年以下の禁固刑が課される。 

 

当該違反行為が次のいずれかに該当する場合は、制裁は15年以上25年以下の禁固刑に引き

上げられる。 

(a) 繰り返し行われたこと 

(b) 人のグループにより行われたこと 

(c) 重大な結果を引き起こしたこと 42 

 

第224条は、放射性・生体・毒性の物質・材料・廃棄物、殺虫剤、除草剤、その他の化学物

資の製造、輸入、輸出、埋蔵、貯蔵、輸送、使用に関する違反は、それが公衆衛生や環境に

対する脅威となる場合は、罰金刑または3年以下の禁固刑が課される旨を定めている。 

 

当該違反行為が次のいずれかに該当する場合は、制裁は5年以下の禁固刑に引き上げられる。 

a) 繰り返し行われたこと 

b) 環境を汚染したこと 

c) 多数の動物の死傷を引き起こしたこと 

 

当該違反行為が次のいずれかに該当する場合は、制裁は5年以上10年以下の禁固刑に引き上

げられる。 

a) 多数の人を病気にしたこと 

b) 人の死亡を引き起こしたこと 

 

当該違反行為が2人以上の人の死亡を引き起こした場合は、制裁は10年以上15年以下の禁

固刑に引き上げられる。 

 

第 290 条は、火器、弾薬の違法な輸送、貯蔵、取得、製造、修理、販売には罰金刑または 2

年以上5年以下の禁固刑が課される旨を定めている。 

                                                  
42 「モルドバ刑法に追加された新しい条」、NTI のウェブサイト：

http//www.nti.org/e_research/profiles/Moldova/index_5961.html 
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当該違反行為が次のいずれかに該当する場合は、制裁は5年以上10年以下の禁固刑に引き上

げられる。 

a) 繰り返して行われたこと 

b) 2人以上の者により行われたこと 

 

ただし、不法に火器や弾薬を持っていた者が自発的にこれを引き渡すときは、刑事責任を問

われない。 

 

第292条は、爆発物や放射性物質の違法な製造、購入、加工、貯蔵、積出し、使用、または

その他の違法な取引には罰金刑または2年以上5年以下の禁固刑が課される旨を定めている。

その結果「重大な結果」を引き起こした場合は、制裁は3年以上7年以下の禁固刑に引き上

げられる。 

  

2.9.5 法令順守と実施 

 

コンプライアンスプログラム 

輸出管理局［デュアルユース貿易管理課の前身］の元局長によれば、モルドバの経済省は産

業界のためにライセンス手続に関するセミナー等を定期的に開催した。同省は、この活動に

税関部や国境警備局も関与させている。モルドバでは企業にコンプライアンスプログラム

（ICP）の作成を義務付けてはいないが、デュアルユース貿易管理課は、ICPがある企業から

提出されたライセンスを好意的に審査する傾向がある。 

 

モルドバ拡散防止センター（CNM） 

 

政府主催の活動に加え、モルドバ拡散防止センター（CNM）と呼ばれる非政府組織も、輸出管

理法令の履行の面で企業と政府を支援している。CNMは、2004年に経済省の輸出管理局の元

局長Serugiu Spataruにより設立された。同センターは、拡散防止問題と輸出管理を専門的

に扱う。主な目的は、以下のとおり、輸出管理制度の発展改善を支援することである。 

(a) 国内や国際的な輸出管理の約束を円滑に履行するために、企業、政府、非政府機関

の専門家の間の隙間を埋めること 

(b) 輸出管理法令を順守する上で企業を支援すること 
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(c) 次世代の輸出管理の専門家を教育訓練すること 

 

また、CNM は、そのウェブサイトに国内の輸出管理法令やライセンス制度に関する有益な情

報をモルドバ語で載せる（英語やロシア語のページを構築中）。 

 

2004年、CNMは、米商務省の支援を得て、ライセンス発行担当官のための教育訓練プログラ

ム－米国ライセンス発行担当官教育シミュレーションに類似する－を策定し、これを現在モ

ルドバのライセンス発行担当官が利用している。CNM は、モルドバの税関や国境警備隊のた

めの輸出・輸入活動におけるリスク管理に関する教育訓練セミナーの実施に際して、米国務

省からも支援を得た。CNMは、また、将来モルドバ税関部に電子的製品識別ツール（PIT）を

導入することを計画している。PIT プログラムは、米国務省により開発され、モルドバ向け

に手直しされた。同プログラムには、税関職員を教育訓練する２つのセミナーがある。CNM

は、また産業界のアウトリーチ活動のために経済貿易省のウェブサイト(www.cems.md)のデザ

インを手がけている。 

 

国際援助 

 

モルドバに対する援助は、国境管理、より具体的には分離したトランスニストリア地域にお

ける国境管理の改善、汚職や組織犯罪との闘いに集中している。 

 

輸出管理と関連国境セキュリティ（EXBS）プログラム 

 

2005年5月現在、EXBSプログラムにより100万ドル相当の機器がモルドバの税関、国境警備

隊、救急サービス、国防省に提供された。これには、武器や薬物の違法な密輸－より具体的

にはドニエストル川のモルドバ側沿いの密輸－を防止するために用いられる車両、コンピュ

ータ、携帯電話、無線機、防弾チョッキ、暗視ゴーグルが含まれる 43。 

 

米国と世界銀行 

 

モルドバ税関は、米国と世界銀行の支援を得て、ASYCUDA システムの実施を開始することが

                                                  
43 「米国、モルドバの税関、国防省に援助」、

http://www.nti.org/e_research/profiles/Moldova/Nuclear/5034_5035.html。 
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できた。このシステムは、密輸品の移動を防止し、関税徴収を強化し、モルドバの南東欧州

市場への統合を促進することを狙いとしている 44。ASYCUDA では、欧州連合の基準に沿った

税関手続を導入する。この目的でモルドバの税関法令が全面的に見直され、EUの法制と合致

させるために2005年に改正された 45。このシステムの設置は2004年3月に開始され、2007

年6月に完了する予定である 46。 

 

産業界の法令遵守意識 

 

CNMのディレクターであるSergiu Spataruによれば、産業界の法令遵守レベルは、あまり高

くない。多くの企業は、法令をしらず、また、知っていても法令遵守を避けようとしている。

輸出管理は、まだ、貿易の障害と見られており、特にブローカーは、そのように見ている。 

現在、必要なことは、輸出管理や法令遵守について、企業のトップを教育訓練することであ

る。 

  

モルドバの国際条約等の対応状況 

核拡散防止条約（NPT） 批准 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准（1996年） 

生物兵器禁止条約（BWC） 2004年11月批准 

国際原子力機関（IAEA） 加盟（1997年） 

追加議定書 2006年9月13日（IAEA理事会の承認） 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ（NSG） × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレンジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) ○ 

国連決議第1540号報告 2004年12月17日に報告提出。 

2005年11月21日に補遺提出。 

  

                                                  
44 http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/48748.htm 
45 「モルドバ税関部のASYCUDA World」、
http://www.asycuda.org/asycom/wnfiles/AwMol2.pdf 
46 http://www.asycuda.org/dispcountry.asp?name=Moldova 
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関連ウェブサイト 

 

• モルドバ拡散防止センター：同センターは、モルドバの輸出管理制度に関する情報や

関連法令のリストを提供する。モルドバ語のみ（ロシア語と英語のページを構築中）。 

http://www.nonproliferation.md/?lang=2&menu_id=49 

• 法モルドバ：法律文書のリストを載せたウェブサイト 

http://www.law-moldova.com/index.html 

• CONTABILIZAREグループ：輸出管理法制を提供する会計事務所のウェブサイト 

http://www.cont.md/fin_zak/default.asp?asp/3065.asp 

• ウクライナとモルドバに対する欧州連合国境支援（EUBAM）：トランスニストリアとの

国境における規制を強化するためのEU、ウクライナ、モルドバ間の協力に関する最新

情報を提供する。 

http://www.eubam.org/index.php?action=show&sid=s7n5iv8o2zop9329sfqv58a2e1ep3

a11&id=26 

• Moldova.Org：モルドバの政治情報を提供するウェブサイト。 

http://politicom.moldova.org 
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2.10 アゼルバイジャン共和国 

 

アゼルバイジャンでは、まだ輸出管理制度が整備されていない。輸出管理制度は、2001年頃

に始まったばかりで、法令はわずかである。 近になって、新たな法律が公布され、ライセ

ンス申請の審査を行なう政府の機関が設置されたが、ライセンス制度はまだ明確でない。 

 

2.10.1 歴史と背景 

 

アゼルバイジャンにおいて、輸出管理は、伝統的に関心が薄い。アゼルバイジャンが 1991

年に独立して以来、政府は、主に2つの問題に忙殺されている。①ナゴルノ－カラバフの分

断地域をめぐるアルメニアとの戦争1 および②石油資源の開発による国内経済の改善である。 

こうした事情から、政府は、外資導入に積極的に重点を置き、輸出管理制度の創設および強

化をせずに、貿易と為替取引を促進する政策を進めた。政府は、輸出管理に対して熱心でな

いことについて、アゼルバイジャンには大量破壊兵器（WMD）を製造できる能力がないことを

強調して、正当化している。アゼルバイジャンは、化学工業や低レベル放射能廃棄物を保管

する原子力産業以外は、旧ソビエト連邦から WMD を製造する能力を受け継がなかった2 。し

かし、アゼルバイジャンは通過国でもあり、合法的な取引と非合法的な取引ルートが存在し

ている。 

アゼルバイジャン政府が、米国の支援を得て輸出管理制度の整備に積極的になったのは、2001

年である。2001 年 9 月 11 日の同時多発テロおよび米国のアフガニスタン侵攻後、米国政府

は各国に拡散とテロリズムに対する戦いに参加することを求めた。こうした取組みには、WMD

やその関連物質を保有し、また密輸や不法な通過ルートのある旧ソビエト連邦諸国との共同

活動も含まれており、米国の支援は、輸出管理の法的基盤やそれを実施するインフラを整備

する機会をアゼルバイジャン政府にもたらした。しかし、その進捗は緩慢であり、アゼルバ

イジャンの輸出管理は現在もまだ大部分が整備途上にある。 

 

初期に制定した法律：貿易の促進 

 

アゼルバイジャンが独立国として 初の10年で整備した法律は、貿易に関する規制の撤廃と

                                                  
1この紛争に関する詳細情報については、下記ウェブサイトを参照

http://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_War 
2 NTI データベース：http://www.nti.org/e_research/profiles/Azerbaijan/index_4665.html 
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輸出入の促進に関する法律である。1995年11月15日、内閣は、特に戦略製品の輸出に関す

る制限を撤廃し、複数の省庁の承認を不要とすることによりそのライセンスプロセスを簡略

化する決定を公布した3 。 

1996年12月と1997年6月にそれぞれ公布された2つの大統領令は、貿易に関するすべての

制限を実質的に撤廃することにより、国際貿易に関する規制をさらに緩和した。これらの法

令は戦略物資がなお規制対象であるとしているが、法令のごく一部だけが戦略物資を扱って

いる。そして、この規制品目リストはきわめて簡単なものであり、軍用機器、核物質、放射

線源、放射性廃棄物、化学毒素、火薬、爆発物、ならびにその関連製品および技術が規制さ

れているが、リストには生物兵器関連品目も、ミサイル技術も規制されていなかった。 

さらに、ライセンス制度も未整備で、内閣が輸出入のラインセンスを発行した。しかし、ラ

イセンスに関する明確な手順がなく、戦略物資の輸出入が認められる企業を決定する規則も

ない。この状況について、アゼルバイジャン政府は、アゼルバイジャンには戦略物資を取引

する企業がないことを理由に正当化している4 。 

 

2001年における新たな原動力 

 

アゼルバイジャン政府は、2001年後半から2002年前半にかけて輸出管理法の草案を策定し、

その意見を米国商務省（DOC）に求めた。また、地元のNGO（バクー外国貿易安全センター）

も、議会での証言および草案の改善点の提案を行い、法律の整備に貢献している5 。DOC お

よびバクーセンターの提案の一部は、法律の 終案に組み込まれ、アゼルバイジャン議会に

より2004年10月26日に可決承認された。 

法律の成立は、アゼルバイジャンの輸出管理を定着させる重要な一歩であるが、内容的には、

まだ曖昧さが残され、ライセンスプロセス、政府諸機関の審査、無形技術の移転に対する規

制、およびキャッチオール規制などの重要な規定に明確さが欠けている。2004 年 12 月に公

布された政令第167号は、内閣に対し法令を整備し、ライセンス制度およびライセンスの発

行部署を定めた。 

そのわずか1年後に、 初の施行法令が公布された。例えば、2005年9月20日付の｢輸出管

理法の施行に関するアゼルバイジャン共和国の法律行為の修正に関する｣法律は、関税法、お

                                                  
3 NTI データベース：http://www.nti.org/e_research/profiles/Azerbaijan/index_4665.html 
4 NTI DB 
5 2006 年国際輸出管理協会会議議事録、Fauad Maharramov 
http://www.uga.edu/cits/documents/IECA%20Website%20Documents/Fuad%20M%20pre
sent.pdf 
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よび行政法における輸出管理違反に対する制裁についての規定を取り入れた6 。2006 年 12

月 12 日付大統領令は、ライセンス申請の審査を担う新たな政府機関として輸出管理員会

（ECC）と関係機関間専門家グループ（IGE）の2つの機関を設置した7 。 

また、アゼルバイジャンは、欧州統一輸出管理リストの採用により、輸出管理リストの整備

を行なった。米国商務省は、2002年に、アゼルバイジャン政府に欧州統一輸出管理リストに

ついての理解とリストの採用を政府に促すため、研修セミナーを主催している。 

これらの改善に関わらず、アゼルバイジャンの輸出管理制度にはまだ重大な問題がある。施

行法令は、きわめて狭い範囲で適用され、戦略物資のライセンスに関する基準が明確でない8 。

戦略物資の取引規制に関する政府の法的基盤が、確立されていない。そして、政府および産

業界による履行は、輸出管理および拡散防止についての認識の欠如からも疑わしい。 

 

2.10.2 輸出管理制度 

 

2.10.2.1 法的枠組 

 

輸出管理法 

輸出管理法は、アゼルバイジャンにおける輸出管理の主要原則を示す5ページの文書である。

法律の主要規定は、以下のとおりである。 

 

• 法律は、デュアルユース品目(WMDおよびその運搬手段の製造に使用可能な製品、作業、

役務および知的財産権)、核関連物質および関連製品および技術、放射線源、武器およ

び軍用機器の輸出、輸入、再輸出、再輸入、および通過を規制の対象にしている(第1

条、第3条および第5条)。 

 

• 法律は、もし国内法に国際協定と異なる規定が含まれる場合は、国際協定が優先する

ことを規定する(第2.2条)。 

                                                  
6 2006 年国際輸出管理協会会議議事録、Fauad Maharramov 
http://www.uga.edu/cits/documents/IECA%20Website%20Documents/Fuad%20M%20pre
sent.pdf 
7 「アゼルバイジャン大統領は、輸出管理委員会を創設する決定を布告した」(ロシア語)：
www.legal.az. 
8 「アゼルバイジャンは、戦略物資の許認可に適用する規則、および許認可制度に関与する

政府機関のリストを含むいくつかの文書を承認する決定＃230 を、2005 年 12 月 15 日に布

告した」と外務省役人が述べていることに留意。2006 年 10 月、カザフスタン、アルマティ 
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• 第4条は、輸出管理を実施する目的について規定する。 

- アゼルバイジャンの安全保障、およびアゼルバイジャンの経済的、政治的および軍

事的利益の保護 

- 国際協定および大量破壊兵器拡散防止に対するアゼルバイジャンの遵守 

- 終需要者、仲介関係者、および輸出される製品の技術水準の検証 

- 輸出管理法令および輸出管理政策の実施に関する情報の入手 

 

• 第7条は、輸出管理制度による特に下記の実施の必要について規定する。 

- デュアルユース品目の使用の検証 

- 出荷前および出荷後検査の実施 

 

• 第 8 条は、規制品目の輸出は、政府諸機関によって制限されるものを除き、どの国に

対しても、どの 終需用者に対しても認められることを規定する。 

 

• 第13条は、アゼルバイジャンはWMDの拡散防止のため、外国政府および国際機関と協

力することを規定する。 

 

輸出管理法の実施に関する政令第167号 

政令第167号は、内閣に対し下記に関する提案を大統領に提出する責任を課すものである。 

- 輸出管理法の実施に必要な法律の整備 

- ライセンス制度およびライセンス当局の確定 

- 規制品目リストの立案 

- 終使用／ 終需用者のチェックを実行する手順の確立 

- 輸出管理法違反に関する責任の確定 

- 輸出管理員会の創設 

 

2005年9月20日付輸出管理法に関連する法令の改正に関する法律第991号 

この法律は、輸出管理法違反の制裁に関する関税法等の改正を規定する。 

これらの規定については、制裁に関するセクションで取り上げる。 

 

2.10.3 ライセンス制度と手続 
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製品の輸出、輸入および通過に関する許可申請は、2006 年 12 月までは内閣に提出され、審

査のために申請書は下記をはじめとする関係政府機関へ送られた。 

- 国防省 

- 国家安全保障省 

- 内務省 

- 保健省 

- 環境天然資源省 

- アルメニア科学アカデミー 

- など 

 

しかし、前述のとおり関係諸機関の審査の仕組みが確立されておらず、また内閣がすべての

申請を関係諸機関に提出し、審査しているか定かでない。 

2006年12月の終わりに、大統領令によりライセンスプロセスを管理する輸出管理員会（ECC）

と関係機関間専門家グループ（IGE）が創設された。ECC は第一副首相が議長として総括し、

一方、内閣の国際関係局長がECCの書記を務める。 

ECCの他の委員は次のとおりである。 

- 国防産業大臣 

- 産業エネルギー大臣 

- 外務副大臣 

- 緊急事態副大臣 

- 保健副大臣 

- 国家安全保障副大臣 

- 法務副大臣 

- 国防副大臣 

- 環境天然資源副大臣 

- 国境警備局副局長 

- 科学アカデミー副会長 

- 著作権機関会長（Agency for Authors Rights） 

- 関税局傘下の関税管理組織の責任者 

 

IEGは、EECに代表を出す同じ組織からの代表で構成され、ライセンス申請がECCへ提出され
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る前に、その予備審査を行う9 。 

 

ただし、新組織のECCおよびIGEがその業務を開始するまで、アゼルバイジャンにおける規

制品目のライセンスは、引き続き以前の手順に従って実施される。 

 

2.10.4 罰則 

 

輸出管理規則違反に対する制裁は、刑法および関税法の2つの法律により規定される。 

 

刑法 

第 206.2 条は、WMD の製造に使用可能な物質（材料）および機材と共に、核、化学物質、生

物および他の型の大量破壊兵器の密輸について、財産没収の有無に関わらず3年から7年の

刑に処せられることを定める10 。 

 

関税法 

第224.1条は、規制品目を申告した目的以外に使用し、また規制品目が国家の安全に損害を

もたらす場合、3年から6年の刑に処せられることを定める。 

 

第224.2条は、規制品目の輸出が禁止されている国または 終需用者に対するかかる製品の

輸出は、2年以下の強制労働または6年以下の刑に処せられることを定める。 

 

2.10.5 国際援助・アウトリーチ活動・問題点と評価 

 

国際援助 

 

アゼルバイジャンへの国際援助は、ほぼ米国とIAEAが行い、国境管理の強化および要員訓練

の2分野に集中している。 

 

国境管理の強化 

                                                  
9 APA アゼルバイジャン・プレスエージェンシー：

http://www.apa.az/ru/print.php?id=22497 
10 アゼルバイジャン外務省役人、2006 年 10 月、カザフスタン、アルマティ 
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国境管理の強化を目的とするアゼルバイジャンにおける米国の 大プログラムの１つは、カ

スピ海警備イニシャティブ（CGI）である。このプログラムは2003年に米国国防長官府（OSD）

の資金によって提供され、カスピ海に沿ってアゼルバイジャンとカザフスタンで起きる拡散、

テロおよび密売の防止を目的としている。米国は、沿岸警備隊の設備の質的向上、要員に対

する訓練、および艦船の修理の支援に、すでに30百万ドルを投資した。2005年に、CGIは、

追加資金としてアゼルバイジャンとカザフスタン両国に6年間にわたり135百万ドルを投資

する計画を策定した11 。 

さらに、米国国防省は、2004年に、カスピ海においてテロリスト、武器および麻薬の進行を

阻止するため、アゼルバイジャンの海上警備隊と海軍を訓練すると共に、その技術能力を増

強する機器を提供する20百万ドルプログラムに着手した12 。 

IAEAは、アゼルバイジャンの国境警備所の装備を整えるため、放射能探知機器を提供した13 。 

 

要員訓練 

 

要員訓練は、主として米国エネルギー省によって実施され、核関連製品の識別に集中してい

る。すでに、税関、国境警備隊、および海軍を対象とするいくつかの研修ワークショップが

開催された。 

IAEAも不法密売の防止に関する研修ワークショップを主催し、その第1回が2002年11月に

実施された14 。 

 

アウトリーチ活動 

 

全国紙｢アゼルバイジャン｣（http://www.azerbaijan.news.az ）による輸出管理法令の掲載

以外、アゼルバイジャンはアウトリーチなどの啓蒙活動を行なっていない。 

 

                                                  
11 NTI データベース：http://www.nti.org/e_research/profiles/Azerbaijan/index_4665.html 
12 NTI データベース：http://www.nti.org/e_research/profiles/Azerbaijan/index_4665.html 
13 国連決議 1540 号委員会に対するアゼルバイジャンの報告書：

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/661/53/PDF/N0466153.pdf?OpenElemen
t 
14 国連決議 1540 号委員会に対するアゼルバイジャンの報告書：

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/661/53/PDF/N0466153.pdf?OpenElemen
t 
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問題点と評価 

 

アゼルバイジャン輸出管理制度の も明らかな問題は、十分な法的枠組と明確なライセンス

制度が欠如していることである。さらに制度のインフラを整備するため、アゼルバイジャン

に対する資金的・技術的支援を継続することが重要である。 

 

第2の問題は、政府職員および産業界に、輸出管理および拡散防止についての必要性の認識

が欠如していることである。先に述べたとおり、ソビエト連邦の解体後、規制はソ連の遺産

と見られていたため、アゼルバイジャン政府は国際貿易に対するすべての障害の撤廃に努め

た。アゼルバイジャンが輸出管理制度の創設に行動を起こしたのは、米国の支援によってで

ある。しかし、今日においても、特に地方の政府職員は輸出管理の知識は乏しい。核関連問

題のみならず、生物兵器および化学兵器とその運搬手段など他のWMDの問題に関する地方の

政府職員に対する教育研修が重要である。 

 

後に、 も深刻な問題は、ナゴルノ－カバラフの分断地域をめぐるアルメニアとの紛争で

ある。1994年に停戦合意がなされたが、紛争は未解決のままである。加えて、アルメニア軍

は、アゼルバイジャンの領土の20パーセントを占領しており、その135キロメートルはイラ

ン国境沿いにある。この結果、アゼルバイジャンはこの領土に対する支配力を持たず、この

分野で起きる活動を監視することができない。 

  

アゼルバイジャンの国際条約等の対応状況 

 

核拡散防止条約（NPT） 批准(1992年) 

化学兵器禁止条約（CWC） 1993年に批准 

生物兵器禁止条約（BWC） 2004年に批准 

国際原子力機関（IAEA） 加盟（2001年） 

追加議定書 署名（2000年） 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟 

原子力供給国グループ(NSG) × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 
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ワッセナーアレンジメント × 

拡散安全保障イニシャティブ(PSI) ○ 

国連決議第1540号報告 報告書提出、2004年10月28日提出 

追加項目提出2006年4月17日 

 

関連ウェブサイト 

• 大統領ウェブサイト：大統領令リストを提供する。 

http://www.president.az/s22_decrees/_decrees_e.html. 

• アゼルバイジャン議会：英語およびアゼルバイジャン語の法律リストを提供する。 

www.meclis.gov.az/. 

• 関税局：関税関連の法律リストを提供する。 

http://www.az-customs.net/rus/index.htm. 

• アゼルバイジャン法律ガイド：法律の根源を提供するウェブサイト 

http://www.llrx.com/features/azerbaijan.htm#official%20texts. 
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2.11 アルメニア共和国 

 

2.11.1 歴史および背景 

 

アルメニアの輸出管理制度は、2つの段階を経ている。第1段階は1993 年から2003 年の間

であり、輸出管理に関する限られた立法とインフラが乏しい時期である。第 2 段階は 2003

年から現在までであり、この間に政府の輸出管理に対する認識の高まりにより、法律の制定

とインフラに多少の進展が見られる。しかし、法律の実施、執行面では、残念ながらほとん

ど進展が見られない。 

 

制度整備の第1段階：1993年～2003年 

 

アルメニアの輸出管理は、2003年以前は大統領令および政令によって規定され、1993年に最

初の命令が出された。デュアルユース品目の輸出入および通過に関するライセンス申請は、

関係省庁の副大臣レベルをはじめとする 1999 年に創設された輸出管理関係機関委員会

(Interagency Commission for Export Control)によって審査が行なわれた。委員会の下で、

様々な省庁からの担当官で構成される作業グループが申請書の事前審査を行い、委員会へ提

出する前に書類が整っていることを確認した。委員会は、ライセンスを発行する首相に審議

結果を送付した。1  

 

様々な政府機関からの代表からなる軍事･技術問題関係機関委員会は軍用品に関するライセ

ンス申請の審査を行い、ライセンスを発行する首相に審議結果を送付した。2  

しかし、アルメニアでは輸出管理制度の実施に必要な訓練を積んだ要員と資金が不足したた

め、輸出管理はもっぱら書類上のものであった。このことは、1990年代以降に発生した数多

くの密売事件や不正輸出事件によっても表れている。例えば、米国は2000年イラン拡散防止

法に基づき、2002年にアルメニアの株式会社Lizenに対してオーストラリアグループの管理

品目をイランへ売却した理由で制裁を課している。製品の種類については明らかにされなか

ったが、アラブ首長国連邦を経由してイランへ送られたといわれている。米国政府は問題の

取引についてアルメニア当局に通知したが、アルメニア政府は阻止できなかった。 

                                                  
1 アルメニア政府役人は、用語として｢ライセンス(免許)｣に代わり｢許認可｣を使用する。 
2 アルメニア外務省Arman Islaraelian とのインタビュー、2003 年、カザフスタン、アルマ

ティ 
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制度整備の第2段階：2003年～現在 

 

アルメニアが米国の支援により輸出管理制度の整備と改善を始めたのは、2003年になってか

らである。政府が取った最初の措置は、2003年9月の輸出管理法の整備である。1999年から

法律の議論が続けられ、最終案が議会へ提出されるまでに数回にわたり政府による検討が行

われた。法律は、デュアルユース品目の輸出入および通過について規制し、輸出管理委員会

をライセンス発行当局と定めている。以降、委員会がデュアルユース品目に関するライセン

スの発行または却下を決定し、首相の承認を求める必要なくライセンスを発行している。そ

の後、デュアルユース品目に関するライセンスプロセスとそれに関与する政府機関の役割と

責任を明確にする別の規則も定められ、国防省の傘下にある国家防衛科学技術委員会が軍用

品のライセンス発行の権限を持つことが定められた。 

また、アルメニアは、2005年5月に欧州統一規制リストを採用した。これ以前は、1999年に

ロシアの不完全なリストに基づいたアルメニア独自のリストを使用していた。このリストは、

TNVED コード3 を基礎としたもので、注意すべき製品の指定もなく、ただその市場価値だけ

を示すものだった。欧州リストの採用は、国際レジームで管理されるデュアルユース品目の

組み入れを可能にした。アルメニアは現在、どの国際レジームにも加盟していないが、その

ガイドラインは遵守している。 

アルメニア政府は制度を改善するため、米国の支援を得て政府職員、税関職員、国境警備隊

員を対象に輸出管理制度および規制リストに関する様々な研修ワークショップを行っている。 

ただ、アルメニアの輸出管理制度は、こうした努力にもかかわらず、まだ初歩段階にある。

法的枠組は、まだ抜け道のあるわずかな法律と施行規則で構成されている。例えば、輸出管

理法は、ライセンスの種類(単一／包括)を規定しておらず、キャッチオール規制も含まれて

いない。アルメニア政府によれば、キャッチオール規制の法制化は主に2つの理由から、見

送られたという。①特に、司法省が、法律は規制の対象を明確に規定することが必要であり、

法律の解釈を申請者に委ねる余地を残すべきでないとする理由から、キャッチオール規制に

反対した。②アルメニアの輸出者は輸出管理について十分な認識を欠き、彼らに規制リスト

に含まれない品目について判断を求める前に、輸出管理についての彼らの理解を深めること

が重要であると考えたことによる4 。4 年後の現在においても、輸出管理についての認識の

欠如は、依然、アルメニアにおける輸出管理の重大な障害である。 

                                                  
3 TNVED コード－ロシア語による外国貿易商品命名法－これは、ソビエト連邦の遺産であ

り、主として関税目的に使用される。 
4 アルメニア外務省Arman Israelian とのインタビュー、2003 年、カザフスタン、アルマ

ティ 
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国境管理は、早急な対応を必要とするもう一つの領域である。アルメニア人が居住するナゴ

ルノ－カラバフの飛び領土をめぐるアゼルバイジャンとの10年にわたる争いのため、輸出管

理と拡散防止の優先度は低かった。その結果、多くの地域が密売に使われている。最も問題

のある国境は、密売の大部分が行なわれるアルメニア、グルジアとイランが接する国境であ

る。密売事件は、下記の事例がある。 

 

• 2003 年 6 月 27 日、アルメニアの民間人が、出所不明の放射性粉末を詰めた容器を車

のトランクに入れて密輸を試み、アルメニア－グルジア国境で拘束された。 

 

• 2004年２月1２日、アルメニア-イラン国境のメグリ国境検問所において、アルメニア

税関の職員がイラン向けスクラップ金属の積荷に放射能を検出した。放射性物質は、

前にストロンチウム90が入っていた空の容器であった。アルメニア当局は出所を確認

し、IAEA(国際原子力機関)へ報告した。 

 

• 2004年3月13日、グルジア国境警備隊は、出所不明の放射性物質をアルメニア-グル

ジア国境の Sadakhlo 国境検問所を経てグルジアへ密輸しようとしたアルメニア民間

人を拘束した。 

 

• 2004年10月15日、アルメニア国家保安部(Armenian National Security Service)は、

エレバンの住民、Gagik Tovmasyan を放射性物質の違法取引の嫌疑で逮捕した。この

者は放射能セシウム137を自分の車で輸出しようとして逮捕された。 

 

2.11.2 輸出管理制度 

 

2.11.2.1 法的枠組 

 

輸出管理を規定する主要法令は、下記のとおりである。 

デュアルユース品目の輸出管理およびそのアルメニア領土の通過に関する法律、2003年9月

24日、以下「輸出管理法」という。 

アルメニアは、2003年9月24日に輸出管理法を採択し、2003年11月8日に発効、従前の輸
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出管理法令に取って代わった5 。 

法律は、デュアルユース品目の輸出、輸入および通過を対象としている。 

- この法律は、大量破壊兵器およびその運搬手段の拡散防止（WMD）とこれに関するアル

メニアの国際公約の遵守を輸出管理の目的としている。 

- この法律は、アルメニアのライセンス当局である輸出管理委員会（ECC）を設置し、そ

の権限について規定している。 

- 法律は、ライセンスの仕組みについて規定する。主要な規定は、ライセンスに関する

セクションで取り上げる。 

 

2003年7月31日付政令第960‐N号｢1995年12月29日付アルメニア共和国政令第124号の

国境税関を通過する軍事関連技術及び軍需品の輸送に関する政令の変更について｣ 

政令第960‐N号は、アルメニア国境税関を通過する軍事物資の輸送(実際上は輸出入・通過

の実施)のライセンスについて規定する。この政令については、ライセンスに関するセクショ

ンで取り上げる。 

 

2004 年 11 月 5 日付政令「イオン化放射性エネルギーおよび放射能物質(材料)源の輸入およ

び輸出のライセンスについて」 

この政令は、放射性物質(材料)の輸出入のライセンスプロセスについて規定する。アルメニ

ア政府によれば、この法律は、放射性物質および機器の違法な通過の防止およびイオン化放

射性エネルギーの危険からの国民の保護を目的としている6。 

 

2004年2月19日付政令第212‐N号「デュアルユース品目および技術の輸出管理及びそれら

の通過規制に関する委員会規則およびスタッフの承認について」 

この政令は、ECC の機能および責任について規定し、委員会の委員を承認する。この政令に

ついては、ライセンスに関するセクションで取り上げる。 

 

2.11.3 ライセンス制度と手続 

 

                                                  
5 国連決議 1540 号委員会に対するアルメニアの報告書

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/AC.44/2004/(02)/72. 
6 ｢放射能源の輸出および輸入の許認可に関する法律のアルメニア政府の承認｣ NIS エクス

ポートコントロール･オブザーバー、2004 年 11 月 
http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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2.11.3.1 所管官庁 

 

国防省 

国防省の国家国防科学技術委員会は、軍用品に関するライセンス当局である。 

 

ECC 

ECCは、デュアルユース品目に関するライセンス当局である。 

輸出管理法は下記のとおりECCの責任について規定する7 。 

• 輸出管理手続きの整備および改善 

• 輸出管理の執行の改善 

• 規制品目リストの整備および更新 

• 輸出入ライセンスの発行 

• 通過の通知／承認の処理および登録 

• 輸出者の登録 

• ライセンスプロセスに関与する政府諸機関の調整および意見の調整 

• 輸出管理法令に関係するアルメニアの事業体に対する情報提供 

• コンプライアンスプログラムの作成・実施支援の提供 

• 出荷後検査の実施8 

 

ECCは次の委員で構成される9 

 

政府機関 名前／政府における職位 役割 

内閣 アルメニア政府首席補佐官 委員長 

内閣 R. Vardazaryan、主任技官（Chief Specialist）

Department of Administrative Bodies 

書記 

貿易経済開発省  委員 

外務省 副首相  

内閣 B. Voskanyan、Office of Administrative Bodies 委員 

                                                  
7 輸出管理法第7条。これらの機能は、2004年 2月 19日付政令第212‐U号で承認された。 
8 アルメニア輸出管理委員会Ruben Vardazaryan、国連 1540 号決議に関するセミナー、10
月 9 日～10 日、カザフスタン、アルマティ 
9 アルメニア輸出管理委員会Ruben Vardazaryan、国連 1540 号決議に関するセミナー、10
月 9 日～10 日、カザフスタン、アルマティ 
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部長 

国防省 P. Shadyan、軍事産業部部長 委員 

エネルギー省 A. Gevorgyan、原子力部部長 委員 

国家関税委員会 S. Fahradyn、関税規則部部長 委員 

国家保安部 T. Aghadjanyan、本部、課長 委員 

商工会議所 M. Sargsyan、商工会議所会長 委員 

 

ライセンスプロセス 

 

デュアルユース品目と軍用品について、ライセンスが異なる。 

 

デュアルユース品目に関するライセンスプロセス 

 

輸入／輸出ライセンス 

アルメニアにおける輸出および輸入取引についてのライセンスは、2段階プロセスである。 

 

第1段階／製品識別 

申請者はECCへライセンス申請書を提出する前に、製品が規制リストに含まれるか否かを決

定するための識別、およびその管理コードの確認を行なわなければならない。商品の識別を

実施するため、輸出者は拡散防止センターおよび商工会議所など政府が認証した機関の支援

を求めることができる。商工会議所の中の「Armexperiza」という会社が製品識別について認

証を受けている10。 

 

「Armexpertiza」の連絡先は次のとおりである。 

住  所：アルメニア共和国 エレバン 375026、Garegin Nideh Str. 26 

電話番号：(37410)443436 

ファックス：(37410)442848 

電子メール：expert@xter.net 

 

                                                  
10 アルメニア輸出管理委員会Ruben Vardazaryan、国連 1540 号決議に関するセミナー、

10 月 9 日～10 日、カザフスタン、アルマティ；アルメニア商工会議所、

http://www.armcci.am/Main/Services.asp?Lang=Eng.を参照 
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第2段階／ECCへの提出 

製品の識別を行なった後、申請者はライセンス申請書をECCへ提出できる。 

 

輸出／輸入ライセンスの申請に必要な書類11 

デュアルユース品目に関する輸出／輸入ライセンスの取得のため、申請者は下記の書類を

ECC へ提出しなければならない。 

- 申請者の名前、連絡先(業務用または個人)を表示する申請書 

- 輸出／輸入製品についての情報 

- 製造業者名 

- 製品がWMDの製造に使用されないこと、およびECCによる事前の承認なく第三者へ再

輸出または譲渡されないことを示す最終需用者証明書12  

- 製品識別審査 

- 製品の個人使用または展示会のための一時的輸出は、下記を条件として ECC が承認す

る。 

- 製品が輸出者の直接管理の下に置かれること 

- 製品がライセンスで特定される期間内に返却されること13 

 

通過ライセンス14 

通過ライセンスの取得のため、申請者は通過日の少なくとも5日前に、申請書に下記の内容

を明記してECCへ提出しなければならない。 

- 通過の対象となる製品のリスト 

- 輸送手段 

- 輸出者、運送業者および輸入者名 

- 通過予定ルート 

- 通過予定日 

- 通過実施を承認する申請者の国の関係政府当局が交付するライセンスの写し 

 

ライセンスの審査時間 

輸出／輸入ライセンスの発行または却下に関する決定は、45日以内に行われなければならな

                                                  
11 輸出管理法第 13 条 
12 輸出管理法第 10 条 
13 輸出管理法第 13.2 条 
14 輸出管理法第 14 条 
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い。ECC は必要に応じて開催されるが、四半期に 1 回程度開催される。法的に有効な決定を

行なうためには、少なくとも委員の3分の2以上の出席を必要とする。ECC は、決定後5日

以内に申請者に対しライセンスの発行または却下について書面により通知しなければならな

い。却下の場合、ECCは却下の理由を示さなければならない15 

 

ライセンス却下16 

ライセンスは、下記の場合に却下できる。 

- 申請者の提出書類が偽造されている場合 

- 製品の輸出が国際的な条約等によって禁止されている場合 

- 取引がアルメニアの安全保障に脅威を与える可能性がある場合 

- 申請者が輸出管理法に違反した場合 

 

ライセンスの取り消し17 

ライセンスは、下記の場合、取り消される。 

- 申請者の要請がある場合 

- 申請者がその業務を終了した場合 

- ライセンスが虚偽の情報に基づいて発行された場合 

- 申請者が輸出管理法に違反した場合 

 

軍用品に関するライセンス 

ライセンス申請に必要な書類 

申請者は、武器(弾薬)、軍用品、および関連技術および予備品に関するライセンス申請のた

め、申請書を国防省の国家国防科学技術委員会へ提出しなければならない。申請書は、下記

の内容を記載しなければならない。 

- 申請書 

- 製品が保管される倉庫の住所、申請者名および連絡先 

- 会社の定款および国家登記証明書(業務用)または国家登録証明書(個人事業主用)の写

し 

- 契約書 

                                                  
15 輸出管理法第 13.2 条 
16 輸出管理法第 14.1 条 
17 輸出管理法第 14.2 条 
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- 輸出製品のリスト、その数量、価格、および規制リストコード18 

 

ライセンスの審査時間 

ライセンスは、適法な申請書の提出後10日以内に審査されなければならない19。 

 

ライセンスの却下 

ライセンスは、下記の理由がある場合、却下できる。 

- アルメニアの国益を守る場合 

- 申請書に不適切または虚偽の内容が含まれる場合 

- 提出書類が不備な場合20  

 

例外規定 

規制品目は、国際的な制裁の下にある国へ、またはその国から輸出／輸入／通過を行なうこ

とができない21。 

 

規制リスト 

アルメニアには2種類の規制リストがある。デュアルユース品目に関するリストと軍用品に

関するリストである。アルメニアは2004年末に欧州統一規制リストを採用した。リストは、

旧ソビエトTNVEDコードと共に、多国間制度および国際協定を基準とするEUコードを含むも

のである。デュアルユース品目リストは、政令第992‐U号により2005年5月25日に承認さ

れた。軍用品リストは、政令第960号により承認された(日付は不明である)。 

 

コンプライアンスプログラム（ICP） 

輸出管理法によれば、ICPは(a)アルメニアの国家安全保障のため科学的な研究開発を行なう

事業体、および(b)日常業務として規制品目の輸出／輸入に従事する事業体に対して、義務付

けられている。 

また、法律は、企業のICPの設定にECCが指導・支援すべきことを規定している22。 

 

                                                  
18 政令第 960 号第 6 条 
19 政令第 960 号第 4 条 
20 政令第 960 号第 9 条 
21 輸出管理法第 11 条 
22 輸出管理法第 9 条 
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2.11.4 罰則 

 

輸出管理法違反に対する制裁は、アルメニア刑法3条で規定される。また、関税法も関税当

局に違反について調査および告訴する広範な権限を与えている。 

 

刑法 

● 第 215 条は、WMD の製造およびその運搬手段に使用可能な核、化学、生物およびその

他の大量破壊兵器、デュアルユース品目、関連機器および技術の密輸について、財産

没収の有無に関わらず 4 年から 8 年の刑に処せられることを規定する。違反が、(a)

権限を乱用した公務員、(b)通関を免除されている者、または通関を免除される一定製

品の輸送または輸送手段を承認されている者、(c)税関職員に対して暴力を使う者によ

って行なわれた場合、制裁は重くなり6年から10年の刑が課せられる。違反が組織的

なグループによって行なわれる場合、制裁はさらに重くなり8年から12年の刑が課せ

られる。 

 

● 第217条は、WMD、放射性物質、その他大きな犠牲を伴うテロは、10年から15年の刑

に処せられることを規定する。 

 

● 第386条は、次の行為が4年から8年の刑の対象であることを規定する。 

(a) 国際協定が禁止する化学、生物または他の種類のWMDの開発、製造、取得または

売却すること 

(b) 核兵器非保有国へ放射性物質等を移転すること 

(c) WMDまたはその構成部品を供給すること 

 

関税法 

関税委員会とアルメニア国家保安部は、規制品目の不法輸入および輸出の防止、違反の調査、

および適切な措置の実施に権限を持つ中心的機関である。具体的には、関税法第185条は、

税関当局の下記責任について規定する。 

- 密輸事件およびその実行者に関する調査および情報収集 

- 刑事訴訟法の規定に従う刑事事件の調査 

 

2.11.5 政府の啓蒙・外国の支援 
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アウトリーチ活動 

法律の官報による公表以外、アルメニア政府は産業界に対するアウトリーチ活動を行なって

いない。関税局およびアルメニア共和国商工会議所など一部の政府機関と非政府機関が、輸

出管理に関する法令の一部をそのウェブサイトに掲載している。 

 

外国の支援 

アルメニアに対する外国からの支援は、主に米国が行っている。米国は、(1)国境警備隊、税

関およびその他の法律執行機関に対する研修(2)国境管理を改善する設備の提供(3)製品識別、

ライセンス審査、欧州統一規制リストの使用についての研修等を行い、輸出管理制度全般に

ついて支援を行っている。下記は、米国が支援する主な活動内容である。 

 

国務省－EXBS 

アルメニアの輸出管理および国境安全支援（EXBS）プログラムは、2000 年から開始された。

米国はプログラムに基づき、核、化学、および生物兵器ならびに関連製品の識別について、

アルメニア国境警備隊員および税関職員を対象にセミナーを行っている。また、プログラム

では、国境での検査等を向上させる機器も提供している。EXBSプログラムは、2004年に施設

改良プロジェクトに資金を拠出している。例えば、①アルメニア－グルジア国境(アルメニア

の首都、エレバンから200 km)に位置するBagratashen国境税関検問所②Gogavan国境出入国

および税関検問所（アルメニア－グルジア国境にあるエレバンから174 km）の国境警備隊兵

舎：および③エレバンの国境警備隊員および税関職員のための研修施設。④2005 年 3 月に、

プログラムは厳しい地形の巡視に使用するオフロード用車両8台を国境警備局（Border Guard 

Service）に寄贈している23。 

EXBS プログラムは、2006 年 3 月に米国大使館国際麻薬･法執行関係局(International 

Narcotics and Law Enforcement Affairs Office)と協力してエレバンの国境警備隊訓練セン

ターの改築を完了した。この施設では、新入隊員の基礎訓練、法律等の変更に関する研修、

ならびに国境警備隊に対する新設備の使用に関する訓練指導を提供している24。 

 

                                                  
23 ｢米国政府がアルメニア国境警備隊に援助を提供｣、NIS エクスポートコントロール･オブ

ザーバー、2005 年 4 月、 http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
24 「国境警備局がエレバンに訓練センターを開設」、インターナショナル・エクスポートコ

ントロール･オブザーバー、2006 年 5 月、

http://cns.miis.edu/pubs/observer/pdfs/ieco_0605e.pdf. 
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テロ対策支援 

また、米国国務省も2003年1月から、アルメニアの税関および国境警備隊に対してテロ対策

および事件対処方法について研修を行っている。この研修は、化学／生物剤郵送事件管理コ

ース(2002年7月8日、エレバン)および爆発事件対策コース(2002年 6月24日～8月2日、

ルイジアナ)などがある。 

 

 

DOE 

エネルギー省（COE）は、核の輸出管理ならびに核の最終使用および最終需用者の識別につい

て、国境警備隊員および税関職員を対象とする研修ワークショップを行っている25。 

 

DOD 

国際拡散対策プログラム（International Counter Proliferation Program）の下で、国防省

（DOD）は、拡散対策への認識(2004年4月26日～30日)、および放射線学的検知と対応(2004

年7月20日～21日)などの問題に関するいくつかの研修ワークショップを主催した。DODは、

研修の一環として、アルメニアによるWMD拡散防止の活動を支援する専用機器を寄贈した。 

 

DOC 

商務省（DOC）は、ライセンス担当官および輸出者を対象にEU統一規制リストの採用に関す

る研修ワークショップを行っている。アルメニア規制リストに関する第1回の研修は、2004

年9月13日から15日までエレバンで開催された。2005年4月にも、オーストリア経済労働

省の協力でウィーンにおいて開催された。この会議の期間に、アルメニアの参加者はウィー

ンにある2つの国際レジーム－ワッセーアレンジメントおよび原子力供給国グループを訪問

し、オーストリアの輸出管理制度の運用の実態を視察した26。 

 

 

 

アルメニアの国際条約等の対応状況 

                                                  
25 ｢旧ソビエト連邦における国際拡散防止輸出管理プログラム｣、NIS エクスポートコントロ

ール･オブザーバー、2003 年 12 月／2004 年 1 月、

http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
26 ｢米国とオーストラリアがアルメニア政府役人のための輸出管理セミナーを主催｣、NIS エ

クスポートコントロール･オブザーバー、2005 年 4 月、

http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm. 
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核拡散防止条約（NPT） 批准(1993年) 

化学兵器禁止条約（CWC） 批准(1995年) 

生物兵器禁止条約（BWC） 批准(1994年) 

国際原子力機関（IAEA） 加盟(1993年) 

追加議定書 加盟(1997年) 

化学兵器禁止機関（OPCW） 加盟(1997年) 

原子力供給国グループ(NSG) × 

オーストラリアグループ(AG) × 

MTCR × 

ワッセナーアレンジメント × 

拡散安全保障イニシアティブ(PSI) 加盟 

国連決議第1540号報告 詳細報告書提出、2004年11月9日 

追加項目提出、2005年12月21日 

 

 

有用なウェブサイト 

• アルメニア政府：http://www.gov.am/. 

• アルメニア議会：法律リストを提供する。 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=alpha&lang=rus. 

• 税関局：規制製品の輸出／輸入に関する法律および若干の規則のリストを提供する。

法律リストは、直近の法律および規則を含まない。http://www.customs.am/. 

• アルメニア商工会議所： 

http://www.armcci.am/Main/Services.asp?Lang=Eng. 
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3. ロシア連邦およびその周辺国に関する安全保障関連情報 

3.1 安全保障関連クロノロジー 

日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/30 ロシアのシリア及びイランへの対空兵器売却契約は、計画通り実行の段階となってい

る。露の ITAR-TASS が国防省筋の情報として２日、報ずるところによれば、イランが

購入したTor-M1 ミサイルシステム29基（14 億ドル）の少なくとも半数は既に納入済

み。一方、Interfaxは兵器産業Engineering Design BureauのKashin社長の言として、

露は2006年に、Strelets対空システム輸出に関するシリアとの契約を完全に履行した

と報じた。 (AFPR 1.2) 

対空兵器売

却 

イラン 

シリア 

Engineering Design 

Bureau 

ミサイル

関連 

AGENCE 

FRANCE-P

RESSE 

2007/1/29 ロシアのプーチン大統領は先月、３月１日以降、全ての兵器輸出は国営輸出企業ロス

オボロンエクスポルト社が実施する、との法令にサインした。MiG社、TulaのInstrument 

Manufacturing Design Bureauその他の輸出企業は、輸出業務をロ社に引き継ぐことに

なる。ロ社の Chemezov 社長は 2008 年の大統領選挙において、プーチン大統領の後継

者と目されている。（Eurasia Daily Monitor） (MISC 1.4) 

軍事輸出独

占企業の指

定 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
0
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－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/26 Washington Times の報道。米国は今週、ミサイル及びその他の武器関連貨物をシリア

及びイランに売却したとして、中国の３企業、北朝鮮の１企業、及びロシアの３企業

に対し、経済制裁を発動した。中国企業は Zibo Chemical Equipment Plant、China 

National Aerotechnology Import Export Corp.及びChina National Electrical Import 

and Export Co.。北朝鮮の企業はKorean Mining and Industrial Development Corp.。

ロシア企業は、Rosoboronexport、Tula Instrument-making Design Bureau及びKolomna 

Machine-building Design Bureau。 (GSN 1.5) 

米国経済制

裁 

中国企業３社 

北朝鮮企業１社 

ロシア企業３社 

ミ サ イ

ル・通常兵

器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2007/1/25 米国家資源委員会によれば、ロシア及び米国両政府からの限られた資金にもかかわら

ず、「汚い爆弾」に利用される可能性のある放射性物質の安全に関する共同計画は、良

好なスタートを切っている。2003年から始まった、この共同脅威削減計画は、1991年

のソ連崩壊以降の核拡散の脅威を削減しようとするもの。研究所の資材防護や、露の

研究者が平和な目的で雇用されるようにすること等が含まれる。 (GSN 1.8) 

放射性物質 米国 核関連 GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2007/1/23 ロシアが建設の中国のTianwan（田陽）原子力発電所は９日、計画開始から２年の歳月

を経てフル稼働状態となった。同発電所は、加圧水型原子炉２基で構成されている。

なお露のNovostiの報道によれば、港湾都市、Lianyungang（連雲港）に建設中の原子

力発電所は、５ヶ月以内に稼働状態となる予定。いずれも露の原子力関連独占企業

Atomstroyexport社が建設。 (UPI 1.9) 

原子力発電

所支援 

中国 核関連 UPI NEWS 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/23 Associated Pressの報道。ロシア下院は10日、米国に対し包括的核実験禁止条約（CTBT）

の批准を行うよう要求した。米国はCTBTに調印はしているものの、いまだ批准を行っ

ていない。同条約の発効のためには、署名177か国の内、特定の44か国全ての批准が

必要とされているが、米国、インド、パキスタン等10か国が批准しておらず、条約は

未発効。 (GSN 1.11) 

包括的核実

験禁止条約

（CTBT） 

米国／インド／パキ

スタン等 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2007/1/19 インド紙 Economic Times の 16 日の報道。ロシアのプーチン大統領はインドとの原子

力協力拡大の一環として、来週インドを訪問の予定、。同紙によれば、米印間の核協力

が進展していない状況について、露は印への核輸出増大の好機ととらえている模様。

露はこれまで Koodamkulam の原子炉建設や Tarapur 原子炉への燃料の供給等、印に対

し原子力技術の支援を行ってきた。 (GSN 1.17) 

原子力発電

所支援 

インド 核関連 GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2007/1/18 ロシアのイワノフ国防相は 18 日、同国が短距離対空ミサイル Tor-M1 をイランに売却

したと述べた。複数のメディアが 近、複数の当局者の情報としてこの件について報

じており、この発言は露政府による 初の事実確認となった。イワノフ国防相は、供

与数を明らかにしていないが、報道によれば、旧ソ連はミサイル29基をイランに供給

する７億ドルの契約を結び、いまだ実行されていない。さらに、より長射程の S-300

防空システムの供与についても 近協議が行われたという。（The Aero News Network）

(MISC 1.18) 

短距離対空

ミサイル売

却 

イラン ミサイル

関連 

その他 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/16 ロシアのプーチン大統領は、ロスオボロンエクスポルト社を軍需品の排他的独占輸出

企業とした。大統領府のプレスサービスが 19 日発表した。MiG Aircraft Building 

Corporation、TulaのInstrument-Making Design Bureau、Machine-Building Federal 

State University Enterprise 及び Kolomna の Machine-Building Design Bureau は、

これまで製品を海外に輸出することができたが、今後は過去に輸出した製品に対する

部品及び整備を除き、輸出できなくなる。 (ITAR 1.19) 

軍事輸出独

占企業の指

定 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

ITAR/ 

TASS NEWS 

AGENCY 

2007/1/10 インドの原子力関連技術、資材の入手を可能にするために、ロシアは国際的な核関連

貿易規約の改正の動きを支持する計画である。プーチン大統領が23日明らかにした。

２日間の日程での印訪問を前に大統領は、「我々は印の友人を支援し、平和目的の原子

力施設の建設を直接支援したい」と述べた。また、印の現用原子力発電所への核燃料

の供給についても意図を表明した。 (GSN 1.24) 

原子力発電

所支援 

インド 核関連 GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/9 23 日の Russia & CIS Military Newswire 報道。ロシアは23日、保有する化学兵器の

19パーセントを処分した、と発表した。露産業庁のKholstov次官は、「22日現在、我

が国は 3,623 トンのビ爛性ガス剤及び 4,005 トンの神経性ガス剤を処分した。これは

全保有量の19パーセント以上にあたる」と表明した。2007 年４月 29 日が、化学兵器

禁止条約における処分のデッドラインであったが、露は他の数カ国とともに昨年12月

に期限の延期が認められ、2012 年４月までに、４万トンの化学兵器の処分を行うこと

となっている。 (GSN 1.24) 

化学兵器処

理 

 化学兵器

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2007/1/8 25日のNew York Times報道。グルジア共和国の当局が昨年、兵器級高濃縮ウラン100

グラムを売却しようとした男を逮捕、核密輸の企てを未然に防止していたことが明ら

かになった。逮捕されたのは、ロシア名のOleg Khinsagovとその仲間で、昨年２月１

日、Tblisi のアパートで逮捕された。Khinsagov は、２～３kg の高濃縮ウランを用意

できる、と語っていた。なお、2003 年にも、170 グラムの高濃縮ウランを保持したア

ルメニア人がグルジアとアルメニア、アゼルバイジャンとの国境近くで逮捕されてお

り、グルジア当局はいずれの事件もウランはロシアから密輸されたもの、としている。

(GSN 1.25) 

兵器級濃縮

ウランの売

却 

グルジア 

Oleg Khinsagov 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/5 Associated Press の報道。旧ソ連には４ヶ所のウラン濃縮プラントがあり、数百トン

の核資材を製造し、50 ヶ所以上の施設に配分した。ロシアは放射性物資のモニター状

況を改善のため数百万ドルの資金供与を西側から受けているが、貧弱な計数能力のた

めに、ソ連崩壊後それらの施設から紛失した資材の量が不明である。さらに、高濃縮

ウランが50か国以上の原子力施設で用いられている。したがって、グルジア共和国で

逮捕されたロシア人 Oleg Khinsagov が保有の 100g の兵器級ウランの出所を特定する

ことは、ほとんど不可能という。 (GSN 1.26) 

兵器級濃縮

ウランの売

却 

グルジア 

Oleg Khinsagov 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE  

2007/1/4 ロシアのイワノフ国防相は今週、テヘランにおいて、ブシェール原子力発電所の建設

作業を続行し、2007 年９月までには完了の計画であることを確認した。さらに、現在

露国内に留保中の核兵器２個分の燃料は、３月までには引き渡す予定であると表明し

た。また、露政府筋によれば、Tor-M1 対空ミサイルのイランへの売却は核施設の防護

のため、として米国が露企業に科した制裁については、プーチン大統領が問題解決の

決断を下したという。イランは、今月22-25日のミサイル訓練にTor-M1対空ミサイル

の発射を実施している。（Debka File） (MISC 1.29) 

核燃料引き

渡し・対空

ミサイル売

却 

イラン 核兵器・ミ

サイル関
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その他 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2007/1/2 30 日の RIA Novosti 報道。昨年グルジア共和国で押収した兵器級濃縮ウランの起源に

ついて、捜査当局は未だ特定することができていない。ロシア人Oleg Khinsagovは100g

の濃縮ウラン・サンプルを 100 万ドルで売却しようとして逮捕された。なお、３kg の

ウランを入手可能であると称していた。グルジアの当局者は露の施設から盗まれたも

の、と推測をしているが、露原子炉・科学研究所の専門家は、このウランが何処で濃

縮されたものか特定はできない、と述べた。 (GSN 1.31) 

兵器級濃縮

ウランの売

却 

グルジア 

Oleg Khinsagov 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE  

2006/12/25 25日のIndia Defence報道。印はロシアと、 新型T-90戦車300両購入の契約を行っ

た。印はT-90S戦車の 初の輸入国となる。9.5億ドルのこの契約では、 新型射撃指

揮装置搭載のT-90S戦車300両を２年間で調達する。これはT-90戦車310両の購入及

びライセンス生産に関する2001年の契約に関連している。露はT-90戦車124両を2002

年から本年にかけて納入、残り186両は印が国内のAvadi Heavy Vehicles Factoryで

組み立てた。今回の契約ではT-90S戦車1000両のライセンス生産が含まれており、印

は2007年から生産を始める。 (MISC 12.25) 

武器輸出 インド Avadi Heavy 

Vehicles Factory 

通常兵器

関連 

India 

Defence 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/12/24 イタリア人 Mario Scaramella は 24 日、ロンドンからの帰国後ナポリで逮捕され、ロ

ーマに送致された。Scaramellaはロシアの元情報機関員Alexander Litvinenko氏の毒

殺事件に関連して 初に逮捕された人物となった。Litvinenko 氏はポロニウム 210 の

毒により、11月23日に死亡。Scaramellaは11月１日、ロンドンのすしバーでLitvinenko

氏と会い、殺された露のジャーナリストAnna Politkovskaya氏の暗殺者及び暗殺対象

者（Litvinenko 氏を含む）のリストの e メールを見せたという。英国はこの事件につ

いて、元 KGB エージェント Andrei Lugovoy、露ビジネスマン Dmitry Kovtun、元 KGB

部員Vyacheslav Sokolenko等10人の人物を調査している。 (ASP 12.25) 

放射性物質 イタリア 核関連 ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/12/22 ロシアの銀行シンジケートはキューバの Áviaimport S.Á.社と、２億 340 万ドルの信

用貸付契約に調印した。露国営の貿易銀行Vneshtorgbankが22日明らかにした。12年

クレジットのこの資金は、露製 Il-96-300 及び Tu-204 旅客機の購入にあてられる。

(RIA 12.22) 

キューバ支

援 

キ ュ ー バ

Áviaimport S.Á.社

輸出管理

関連全般 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/12/21 Agence France-Presse報道。ロシアは21日、大陸間弾道ミサイルSS-18（NATOコード

Satan）の試験発射を成功裏に実施した。SS-18は弾頭10個の多弾頭（注、MIRV）ミサ

イルで、この試験はSS-18の運用年数延伸計画の一環。 (GSN 12.22) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 
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日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/12/19 Associated Press の報道。ロシアがシベリアに建設の外国向けウラン濃縮施設は、来

月から稼働を開始する。連邦原子力エネルギー庁の Kirienko 長官は、Angarsk 

Electrolysis Chemical Plantが、カザフスタン共和国との協定が承認された後に１月

25 日から稼働を開始すると述べた。同プラントのウランはカザフスタンが供給するこ

とになっている。 (GSN 12.19) 

外国向けウ

ラン濃縮施

設 

カ ザ フ ス タ ン

Angarsk 

Electrolysis 

Chemical Plant 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/12/18 Reuterの報道。ロシアは18日、ドイツの研究用原子炉から、300kg以上の濃縮ウラン

の回収を行った。米露が過去に供給した原子炉から、兵器転用可能燃料を回収する計

画の一環。今回の燃料には268kgの高濃縮ウランが含まれている。 (GSN 12.18) 

濃縮ウラン

の回収 

ドイツ 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/12/15 15日のAssociated Ptress報道。ロシア戦略ミサイル軍のSolovtsov司令官は、「近い

将来我々は Topol M 大陸間弾道ミサイルの、単弾頭から多弾頭への転換事業を開始す

る」と語った。なお、プーチン大統領は14日、機動式Topol Mミサイル・ランチャー

を視察し、「このミサイルの配備は、露の防衛能力強化の確実な第１歩となる」と述べ

た。露はTopol Mミサイル（射程6,000マイル）69基を2015年までに展開の計画で、

サイロベースの40基は既に配備済み。 (GSN 12.15) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
0
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/12/15 15日付CIS Military Newswire報道。ロシア戦略ミサイル軍は、来年12回のTopol M

ミサイルの発射試験を計画している。Topol Mミサイルは、RS-12M Topol、RS-18 Stiletto

及び RS-20 Voyevoda（米軍コード SS-18、NATO コード Satan）の退役後に、戦略ミサ

イル軍の主力となるミサイルである。 (GSN 12.18) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/12/13 ロシアの Baluyevsky 参謀総長は 13 日、欧州のロシア国境に米国がミサイル防衛シス

テムを配備する計画について、「迎撃範囲が露の重要な地域をカバーしており、米国の

情報システムと統合することにより、対露能力はさらに増すことになる」等と述べ、

非難した。米国がミサイル追尾レーダ及び迎撃ミサイルをポーランド及びチェコに展

開する、と報じられている。米国は、北朝鮮及びイランのような中東の敵性国家が発

射したミサイルを打ち落とすためと称している。 (GSN 12.14) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/12/11 ロシアのラブロフ外相は、英仏が11日提出予定の対イラン国連安保理決議案の改訂案

に賛意を示した。米国の支持するこの改定案は８日、安保理15か国に回覧された。ラ

ブロフ外相は、この新しい制裁案は も機微にわたる貨物及び技術のイランへの輸出

を禁じている、と述べている。 (REUT 12.11) 

イラン核問

題 

国連 核兵器関

連 

REUTER 

2006/12/7 Vzlyet の報道。今週、露は“Blackjack”（注、Tu-160 戦略爆撃機の NATO コード）近

代化プログラムにおける 初の１機の近代化を完了した。同爆撃機は昨年から Kazan

航空機製造連合にあり、間もなく飛行テストを開始する予定。 (MISC 12.8) 

武器開発   通常兵器

関連 

その他 

－
3
1
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/12/7 プーチン大統領は７日、軍・技術協力委員会の会議において、「2006年にロシアは兵器・

装備類の売却代金約60億ドルを得ることになる」と述べた。ロスオボロンエクスポル

ト社は中国とのSu-33 Naval Flanker 50機売却（25億ドル）に関する交渉を間もなく

終了する。この契約は、インドが 2014 年まで Su-30MKI 戦闘機 140 機をライセンス生

産する 30 億ドルの契約に次ぐもの。米国防総省によれば、中国は新鋭兵器の 95%を露

から導入している。Su-27 Flanker戦闘機及びSu-30 Flanker迎撃戦闘機、AA-12 Adder

中距離空対空ミサイル、SA-10 Grumble、SA-15 Gauntlet 及び SA-20 Triumf 地対空ミ

サイル、3M-54E（SS-N-27B）対艦巡航ミサイル、キロ級ディーゼル潜水艦、ソブレメ

ンヌイ級駆逐艦、Il-76 Candid 輸送機、Il-78 Midas空中給油機等。 (RIA 12.7) 

武器輸出 中国／インド／米国

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/12/7 ロスオボロンエクスポルト社の Ladygin 地域局長は７日、ロシアの中南米向け武器輸

出が2006年に10億ドルに達したことを明らかにした。露は2006年末までに、Su-30MK2 

Flanker 多用途戦闘機２機をベネズエラに納入する。７月に調印の、戦闘機 24 機、ヘ

リコプター30機を売却する契約（10億ドル）に基づくもの。同局長によれば、ブラジ

ルは現在、露から航空機、ヘリコプターの購入を検討中であり、来年チリが露のヘリ

コプターを導入、アルゼンチンはレーダ・システム購入を検討中である。また、エク

アドルへのヘリコプター、コロンビアへのヘリコプター及び装甲兵員輸送車の輸出に

ついても交渉中。 (RIA 12.7) 

武器輸出 ベネズエラ／ブラジ

ル／アルゼンチン／

エクアドル／コロン

ビア 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

RIA NEWS 

AGENCY 

－
3
1
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/12/7 ７日のDeutsche Presse-Agentur報道。南アフリカ共和国は、ロシアの廃棄核弾頭を、

新型の小型原子炉の燃料として使用する計画である。南アは低出力の原子炉、Pebble 

Bed Modular Reactor（PMBR）を 2028 年までに24基建設の計画である。Erwin 公営企

業相によれば、PMBR の燃料は露の兵器級濃縮ウランをダウンブレンドして使用する、

とのこと。 (GSN 12.7) 

核弾頭廃棄 南アフリカ 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE

  

2006/12/1 ロシアとインドネシアは１日、発電用原子炉建設に関する協力について合意した。ユ

ドヨノ・インドネシア大統領が三日間の日程で露を訪問、この協定は両国首脳の会談

に際し、露連邦原子力エネルギー庁キリエンコ長官とWirajudaインドネシア外相の間

で調印された。なお、露の原子力関連輸出企業 Atomstroyexport 社は、現在中国、イ

ンド及びイランに５基の原子力エネルギー・プラントを建設中（契約額45億ドル）で

ある。 (RIA 12.1) 

原子炉建設 インドネシア／中国

／インド／イラン 

Atomstroyexport社

核兵器関

連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/12/1 ロシアの検察は１日、宇宙技術企業Tsniimash-ExportのIgor Reshetin社長に対する、

機微技術の中国漏洩に関する捜査を終了した。Tsniimash-Export社は1991年に露のミ

サイル管理センターと合併し、ロケット及び宇宙技術の開発・輸出企業として設立さ

れた。被告は精密工学技術をフロント企業を通じて中国企業に11.4億ドルで売り渡し

た。専門家によれば、露の技術が中国の有人宇宙技術の基礎を形づくっているとして

いる。 (RIA 12.1) 

機微技術漏

洩 

中 国

Tsniimash-Export

社 

ミサイル

関連 

RIA NEWS 

AGENCY 

－
3
1
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/30 米国の議会調査部（CRS）が 近（注、23日）発表した報告「発展途上国への通常兵器

移転、1998-2005」によれば、2005年にロシアは、発展途上国への世界 大の武器輸出

契約国となった。その契約総額は約70億ドル。兵器輸出は旧ソ連時代からは低下して

いるものの、露の軍事企業が低価格マーケットを中国、インドあるいは旧ソ連同盟国

等の低額武器の供給国に譲り、売買高における総利益は増大している。（World Politics 

Watch） (MISC 11.30) 

武器輸出 米国／中国／インド 通常兵器

関連 

その他 

2006/11/29 29 日の Czech News Agency 報道。チェコ共和国は４年連続でロシアの化学兵器処分事

業に資金を提供した。2003、2004、2005年に引き続き今年も200万コルナ（約９万4,000

ドル）を支出、この資金はShchuchye処分施設の建設にあてられる予定。 (GSN 11.30)

化学兵器処

分 

チェコ 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/28 ロシア連邦原子力エネルギー庁（Rosatom）の Kiriyenko 長官は 28 日、我が国は全て

のポロニウム（英国がロンドンでの元 KGB 職員のリトビネンコ氏の暗殺に用いられた

としている放射性同位元素）の輸出を厳しく管理している、と言明した。さらに、リ

トビネンコ氏の先週のミステリアスな死に関連し英国内で発見されたポロニウムが、

露の製造施設から盗まれたものである可能性についても否定した。（Ireland Online）

(MISC 11.28) 

放射性物質 イギリス その他 その他 

－
3
1
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/28 28 日の Newsmax 報道。イランの情報筋はロシアがイランに、トマホーク巡航ミサイル

に対抗可能な対空ミサイルシステム TOR M1（SA-15 Gauntlet）の供給を開始したこと

を明らかにした。TOR M1は25マイル以上の距離で目標を探知し、複数目標を同時に攻

撃可能であり、米国の情報収集用UAVにも対処できる。イワノフ露国防相は「 大40km

の射程の防衛的兵器であり、地域のパワーバランスに影響を及ぼすことはない」と述

べている。 (MISC 11.28) 

武器輸出 イラン ミサイル

関連 

その他 

2006/11/28 Interfax の報道。ロシアのイワノフ国防相は、東ヨーロッパへの米国のミサイル防衛

システムの展開計画について、露の戦略的抑止力を崩壊させるもの、と非難した。な

お、米国の当局者はNATO諸国に、ポーランド及びチェコ共和国にミサイル防衛システ

ムを配備する予定であると表明している。 (GSN 11.28) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/27 ロシアの化学安全連合のTaranov議長は、先週新たに運用を開始したMaradykovsky化

学兵器処分施設で、有毒化学剤が漏洩するアクシデントに見舞われている、と述べた。

同施設は VX、サリン、ソマン等の化学剤の数千の化学兵器砲弾を保管しているが、幾

つかのケースからは床にこぼれ出しており、警報装置が作動し作業員が避難したとい

う。しかしながら、連邦の化学兵器処分及び保管に責任を持つKapashin中将は、施設

では何の事故も生起していないと表明した。 (GSN 11.27) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
1
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/25 米国ペンシルバニア州北部 Luzerne 郡 Nanticoke にある D & R スポーツセンターは、

ロシアの実業家 Victor Bout のコントロールする世界的な武器輸出ネットワークとの

関わりについて捜索を受けた。ライフル用照準スコープ、双眼鏡等、準軍事用品を売

却したとしている。Bout がコンゴ民主共和国への露の武器供与に関わっていたことか

ら、米国企業は 10 月下旬にブッシュ大統領がサインした命令により Bout との取引を

禁止された。また、2004年にはリベリアの独裁者であったTaylorとの関係に関し、同

氏の資産の凍結等を行い2005年にはその措置をさらに強化している。同氏は世界的な

空輸システムを有し、アフリカあるいはアフガニスタンのタリバンにも武器を売却し

てきた。なお、 近では、イラクの米軍や私企業に対する補給業務も行っている。 (LT 

11.25) 

武器輸出ネ

ットワーク

米国／コンゴ／アフ

ガニスタン／リベリ

ア 

通常兵器

関連 

LOS 

ANGELS 

TIMES 

2006/11/24 24日のInterfax報道。ロシアはTopol-M戦略ミサイルの機動式ランチャー３基を試験

的に配備した。露は既に単弾頭大陸間弾道弾（ICBM）をサイロに配備しているが、こ

れを機動式に変えていく計画である。 (GSN 11.27) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
1
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/22 生物兵器禁止条約の第６回検討会議が 20 日から 12 月８日の日程でジュネーブで始ま

り、スイス及びロシアは、条約履行を検証する手段に関する協定の制定を呼び掛けた。

米国は2001年に条約履行検証手段に関する協定について、この協定が有効に機能せず、

研究所や企業へのスパイ行為を可能にする、として反対した。スイスのStreli大使は

20日、「条約検証のための、法的強制力のある追加協定を提案することが、この会議の

目的であり、我が国は引き続き主張をする」と述べた。一方、ロシア外務省は21日、

加盟国 155 か国のこの条約の査察体制設立支持の声明をウェブサイトに発表した。

(GSN 11.22) 

生物兵器禁

止条約 

スイス／米国 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/21 ロシアのヘリコプター・メーカー、Rostov Helicopter Production Complex（Rostvertol）

は、 近中国で開催の航空展示会China-2006（注、10月31日-11月５日）に、攻撃ヘ

リコプターMi-28N の輸出バージョンを展示、Rostvertol の Barannikov 副社長が同展

示会においてイラン及びシリアからの軍関係代表団に対しブリーフィングを実施し

た。Mi-28NE は夜間作戦対応機、Night Hunter で、NATO は Havoc と呼んでいる。露陸

軍はMi-24の後継機として運用試験を実施中。（Middle East News Line） (MISC 11.21)

武器輸出 中 国 Rostov 

Helicopter 

Production Complex

（Rostvertol） 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
1
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/20 APEC 首脳会談に参加のためベトナムのハノイを訪問中の米国のブッシュ大統領は 19

日、ロシアのプーチン大統領と会談し、露航空機メーカー、スホイ社に科した制裁を

解除し、さらに、輸出企業ロスオボロンエクスポルト社に対する制裁も近く解除する

と伝えた。今年８月４日に米国務省は、大量破壊兵器製造分野でのイランとの協力を

禁じた米国の法律に違反したとして、スホイ及びロスオボロンエクスポルト社に対し

制裁を発動した。 (PRV 11.20) 

米国制裁 米国／イラン 

スホイ社、ロスオボ

ロンエクスポルト社

（Rosoboroneksport

） 

輸出管理

関連全般 

PRAVADA 

2006/11/20 20日のInterfax報道。ロシア空軍のMikhailov司令官は、世界の核保有国に対しミサ

イル防衛システムの宇宙配備をやめるよう呼び掛けた。少数の国が、極めて有効なミ

サイル防衛システムを保有することは、他の国の核戦力に対する非対称な核攻撃能力

のための盾となり、戦略的な安定を損なうことになる、としている。米国は既に宇宙

配備兵器の開発・試験を含む、非戦略ミサイル防衛システムの構築を計画しており、

この種兵器を管理する協定の必要性は既にある、と述べた。 (GSN 11.20) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/17 インドネシアは10億ドル相当の兵器をロシアから購入することで合意した。武器輸入

先の多様化を図る努力の一環。The Jakarta Postが17日報じた。露から武器を購入す

ることは、将来の米国の武器禁輸に対する備えとして重要、とのJuwono国防相の発言

を引用。インドネシアは輸送ヘリ５機、攻撃ヘリ４機、潜水艦２隻及び戦闘機６機を

露に注文した。（English Eastday） (MISC 11.17) 

武器輸出 インドネシア 通常兵器

関連 

その他 

－
3
1
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/17 ロシアは来年、17 基の大陸間弾道ミサイル（ICBM）の調達を計画している。イワノフ

国防相が軍高官の会議で語った。近年における顕著な増強。プーチン大統領は同会議

において、強力な核抑止力は露にとって 優先事項である、しかし数で米国と同等に

なることは目指していない、と述べた。 (GSN 11.17) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/8 中国は、パキスタンに輸出する計画の新型多目的戦闘機（Xiaolong/JF-17）に露製エ

ンジンを使用することを、ロシアが間もなく認めることになるであろう、との楽観的

見通しを有している。しかしながら、ロスオボロンエクスポルト社は８日、Klimov RD-93

エンジンをパキスタンに再輸出することを認めるだろう、との見通しを否定した。

(FT 11.9) 

武器輸出 中国／パキスタン 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

FINANCIA

L TIMES 

2006/11/8 ８日の Interfax 報道。ロシア安全保障会議の Sobolev 副議長は、「核テロとサイバー

テロが連係する場合、世界的な災害をもたらすことになるだろう」と、キプロスで開

催の「テロと電子メディア会議」において語った。リトアニアの Ignalia 原子力発電

所のコンピュータ・ハッカー事件、カリフォルニア州ローレンス・リバモア研究所の

コンピュータ・ネットワークのハッカー事件等を例にあげた。また、イスラエルの研

究者は、214か国3,600万のインターネットアドレスに73万以上の脆弱なものを発見、

その中にはフランス、インド及び米国の核研究施設が含まれる、と述べた。 (GSN 11.9)

サイバーテ

ロ 

イスラエル 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
1
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/8 ロシア国営の発電用原子炉輸出企業 Atomstroiexport 社は８日、ブルガリアに原子力

発電プラント（NPP）を建設する契約に間もなく調印することを明らかにした。同社は

10月 30日に、首都ソフィアから150マイル離れたBeleneに 1,000メガワットの原子

炉２基を建設する事業を落札した。 (RIA 11.8) 

原子炉建設 ブ ル ガ リ ア

Atomstroiexport社

核兵器関

連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/11/7 ７日の ITAR-Tass 報道。ロシアは黒海における、大量破壊兵器の不法輸送及びテロ活

動防止のためのトルコ共和国主導の海軍作戦に参加している。露海軍当局者によれば、

この “Black Sea Harmony” 作戦は2004年から始まった。 (GSN 11.7) 

テロ活動防

止 

トルコ 輸出管理

関連全般 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/3 ロシアは３日、イランの核問題に関する国連安保理決議案に対し反対提案を提出した。

露当局者は（中国も支持しているが）欧州側作成の決議案では、イランに対して懲罰

的過ぎると非難している。（New York Times） (GSN 11.6) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
1
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/3 １日にモスクワで開催の化学兵器処分に関する会議で、露外務省の高官は世界 大の

化学兵器（４万トン）の処分について、2012年のデッドラインを守ることを強調した。

しかし、専門家及び海外諸国は歓迎するものの疑問も提示している。米露両国ともに、

化学兵器禁止条約で定められた当初の2007年の処分完了期限を遵守できないことが明

確となり、５年の延期を化学兵器禁止機構（OPCW）に申し出ている。しかしながら、

ラムズフェルド米国防長官は米国の化学兵器処分が2017年までかかり、2012年までに

は３分の２を処分することになる、と議会で報告している。 (GSN 11.3) 

化学兵器処

分 

米国 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/11/2 ロシアはエジプトの原子力発電所建設に応札の予定。９月にエジプトのムバラク大統

領が露を訪問、露国営Rosprom社のAlyoshin社長は２日、この際のプーチン露大統領

との会談について「エジプトは原子力エネルギーに転換することを決心し、原子力発

電所４施設の建設を行う見込みである」と明らかにした。なお、エジプトのRachid貿

易相が先月訪露し、原子力協力に関する協議を希望したという。 (REUT 11.2) 

原子炉建設 エジプトRosprom社 核兵器関

連 

REUTER 

2006/11/1 ロシアは Angarsk のウラン濃縮施設を、国際原子力機関（IAEA）の管理下の国際核燃

料製造供給施設とする計画である。発展途上の原子力開発国に、核兵器原料を製造可

能な独自の核燃料製造施設の建設を思い止まらせるため、信頼できる核燃料供給シス

テムを構築することが、その目的。露は、外国人の立ち入りを禁止する戦略施設のリ

ストからAngarsk施設を除外する予定である。（ITAR-Tass） (GSN 11.1) 

イラン核問

題 

  核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
2
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/11/1 １日のAssociated Pressの報道。ポーランドは米国のミサイル防衛（MD）施設の国境

付近への配備に対するロシアの反発を検討中である。ポーランドのSikorski国防相は

「露は我々の大変重要な隣人であり、我々は隣国の見方も検討している」と述べた。

MD 基地の受け入れは米国との関係を強化する一方、天然ガス及び石油の重要な供給国

である露との関係に緊張を生むことになる。 (GSN 11.2) 

ミサイル開

発 

ポーランド／米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE

  

2006/10/30 米議会調査局が公表した報告書「発展途上国への通常兵器移転1998-2005」によれば、

ロシアはアルジェリア、イラン、シリア、イエメン等の発展途上国に対する主要兵器

供給国であり、2005年には米国を抜き世界 大の発展途上国への武器供給国となった。

なお、露はイランにTOR-M1短距離対空兵器を売却する契約（７億ドル）を結んだ。こ

の契約では 29 発の地対空ミサイルシステムをイラン空軍に供給することになってい

る。（Middle East Newsline） (MISC 10.30) 

武器輸出 米国／アルジェリア

／イラン／シリア／

イエメン／イラン 

通常兵器

関連 

その他 

2006/10/27 フランスで開催の国際兵器展示会において、ロシアのロスオボロンエクスポルト社と

仏の DCN 社が海軍関係、特に戦闘艦艇及び潜水艦の研究開発及び設計の輸出・技術協

力に関する協定に調印した。RIA Novostiの特派員が27日明らかにした。この第20回

国際海軍・海事展示会及び会議は、10月23-27日の日程でParis-Le-Bourgetにおいて

開催された。（Trend News Agency） (MISC 10.27) 

武器輸出 フランス 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

）DCN社 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
2
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/10/26 欧州諸国が国連安保理に昨日提出したイラン制裁決議案に対し、ロシアは26日直ちに

反対の意志を表明した。Agence France-Presse が報じた。フランス、ドイツ及び英国

が提出した決議案は、ウラン濃縮活動の凍結を求める安保理の要求にイランを従わせ

るためのもので、イランの核、ミサイル開発計画を援助することを禁じ、核開発計画

に関係するイラン当局者の旅行を禁じ、イラン人学生に海外の大学での核関連の教育

を受ける機会を否定するもの。 (GSN 10.26) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/10/25 ロシアの原子力機器・サービス輸出独占企業Atomstroiexport社のShumatko社長は25

日、中国 初の Tianwan 原子力発電所の原子炉が、12 月に全力運転状態となる予定で

あることを明らかにした。露は1992年の中露協定に基づき、中国東部の港湾都市連雲

港に、Tianwan 原子力発電所（改良型VVER-1000 原子炉とK-100-6/3000 ターボ発電機

の組合せ）を建設中である。また、第２原子力発電所の営業運転は2007年４月から秋

に延期することも明らかにした。 (RIA 10.25) 

原子炉建設 中 国

Atomstroiexport社

核兵器関

連 

RIA NEWS 

AGENCY 

－
3
2
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/10/25 ロシア及び欧州５か国の緊急事態担当者は今週、放射性物質を含むテロ攻撃対処訓練

を実施中である。ローマ近郊で実施のこの訓練には、オーストリア、クロアチア、ロ

シア並びにNATO加盟国のハンガリー、イタリア及びルーマニアから、消防士、警察官

等の緊急事態担当官約 250 名が参加している。燃料及び放射性物質を満載したタンク

ローリーにテロリストの車が突入した場合及び「汚い爆弾」の爆発、という二つの想

定事態への対応要領を演練する。（Associated Press） (GSN 10.25) 

核テロ防止 オーストリア／クロ

アチア／ハンガリー

／イタリア／ルーマ

ニア 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/10/25 ロシアが 25 日実施の Bulava 弾道ミサイルの第２回目の試験は失敗した。Associated 

Press が報じた。白海において原子力潜水艦 Dmitry Donskoi から発射されたミサイル

は、発射数分後に軌道から外れ自爆した。露は 2005 年に２回の Bulava ミサイルの発

射を成功裏に実施しているが、本年９月に実施した試験では、ミサイルは軌道を外れ

て海に突入している。 (GSN 10.26) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/10/23 ロシアとベラルーシ共和国は来月、共同ミサイル防衛システム構築のための防空協定

を締結の予定である。ベラルーシのGurulyov参謀長兼国防次官が23日明らかにした。

(GSN 10.23) 

ミサイル開

発 

ベラルーシ 通常兵器

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
2
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/10/23 ロシアの国営兵器輸出企業ロスオボロンエクスポルト社は、Su-33戦闘機 大50機（25

億ドル）を中国に輸出する交渉を完了しつつある。露の兵器産業にとって２番目に大

きな契約となる見込み。Su-33はKomsomolsk-on-Amur 企業連合が生産。既に中国は地

上試験及び1999年にウクライナから購入した空母ワリヤーグでの試験を実施した。中

国は 2010 年までに空母を保有する計画であり、Su-33 の国内改造型戦闘機を搭載の計

画。 (KMR 10.23) 

武器輸出 中国／ウクライナ 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

） 

Komsomolsk-on-Amur 

企業連合 

通常兵器

関連 

KOMMERSA

NT 

2006/10/23 ロシアとベラルーシ共和国は来月、共同ミサイル防衛システム構築のための防空協定

を締結の予定である。ベラルーシのGurulyov参謀長兼国防次官が23日明らかにした。

(GSN 10.23) 

ミサイル開

発 

ベラルーシ ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/10/20 インドネシア海軍のSoebijanto司令官は、ディーゼル推進潜水艦の取得に関しフラン

ス及びドイツからの入札応募をも検討の結果、ロシア製潜水艦（Kilo/Amur-950クラス）

を選択することに決定したことを明らかにした。露の潜水艦は高信頼性及び比較的に

低価格というメリットがある、としている。（Prensa Latina） (MISC 10.20) 

武器輸出 インドネシアフラン

ス／ドイツ 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
2
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/10/17 ロシアのチタニウム製造企業Vsmpo-Avisma（VSMO）社の Tetyukhin 社長は 17日、26%

の株式をロスオボロンエクスポルト社に売却する計画であることを明らかにした。現

在同社の30%の株式を保有しているが、売却後の保有率は3.88%となり、ロ社の株式保

有率は68%になる、としている。VSMOは世界 大のチタンメーカー。 (RIA 10.18) 

チタンメー

カー株式取

得 

Vsmpo-Avisma（VSMO）

社 

輸出管理

関連全般 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/10/16 ロシアは16日、米国に対し露の２企業への制裁を解除するよう要求、米国が拒絶すれ

ばイランに対する制裁決議に影響を及ぼすことを仄めかした。Churkin国連大使は、米

国が2000年イラン不拡散法に違反したとしてロスオボロンエクスポルト社及びスホイ

社に科した制裁は、露政府を苦境に立たせている、と述べ、国連安保理でイランへの

制裁決議に投票を求められることは、既に我々に科されている制裁を支持するような

思いがある、と述べた。 (ASP 10.17) 

米国制裁 イラン 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

） 

スホイ社 

輸出管理

関連全般 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/10/16 ロシア政府は、レバノンのヒズボラに露製兵器が渡っている、とのイスラエルの非難

に対して、武器の迂回輸出防止の努力を行う、と表明した。17日のOlmertイスラエル

首相の露訪問を前にしての声明。イスラエルは先進的対戦車ミサイル等、露製兵器が

シリア経由でヒズボラの手に渡り、イスラエルとの戦闘に用いられている、と非難し

ていた。 (MOSN 10.16) 

武器輸出 レバノン／イスラエ

ル 

通常兵器

関連 

MOSN 

－
3
2
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/10/16 ロシアと NATO は 16 日から、モスクワにおいて共同ミサイル防衛訓練を実施する。露

国防省が発表した。このコンピュータ・シミュレーション訓練は今回が第３回目。第

１回の訓練は２ステージに分かれ、2003年にオランダ、2004年３月に米国で実施され

た。第２回は2005年にオランダで実施している。 (GSN 10.16) 

ミサイル開

発 

ＮＡＴＯ ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/10/3 プーチン大統領は、核テロ防止条約を批准する法律に署名した。大統領府が３日、発

表した。この条約（Internationaln Convention for the Suppression of Nuclear 

Terrorism）は、22か国が批准後に発効することとなっている。 (GSN 10.4) 

核テロ防止   核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/10/2 ロシア国営の兵器輸出企業ロスオボロンエクスポルト社は２日、ギリシャの首都アテ

ネにおいて３日～７日の日程で開催の兵器展示会、第 14 回 Defendory International 

2006 に海軍用の新ミサイルシステムを出展の予定であることを明らかにした。このミ

サイル、潜水艦用 Club-S 及び水上艦艇用 Club-N は、潜水艦、水上艦艇及び陸上目標

を攻撃可能。なお、Club-S系列の3M-54E1は対艦、3M-14Eは陸上攻撃用で射程275km。

2005年に露はClub-S搭載のプロジェクト08773攻撃潜水艦をインドに売却している。

（Trend） (MISC 10.2) 

武器輸出 ギリシャ 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
2
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/10/2 ロシアは中国の Tianwan に建設の第１、第２原子力発電所が運用開始の後、第３及び

第４の原子力発電所の建設を開始する。キリエンコ露原子力エネルギー庁長官が２日、

明らかにした。1992 年に調印の中露協定に基づき、原子力発電施設及びそのサービス

の輸出を担当する露の独占企業 Atomstroiexport 社が建設中の原子力発電所は、改良

型VVER-1000原子炉及びK-100-6/3000ターボ発電機の組み合わせ。 (RIA 10.2) 

原子炉建設 中 国

Atomstroiexport社

核兵器関

連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/9/28 ロシアのイワノフ国防相（兼副首相）はロシア・NATO協議会において28日、欧州通常

戦力条約（CFE）の改訂条約が批准されていないのに、NATOのインフラストラクチャー

が北方の新メンバー国に拡大している、と懸念を表明した。このコメントは、露の政

府関係者がグルジア共和国の首都トビリシでスパイ容疑で逮捕されたことに対するも

の。NATO の新メンバーが旧ソ連の兵器をグルジアに供給していることも CFE を犯すも

のとして非難した。なお、以前共産圏にあった、エストニア、ラトビア、リトアニア、

ブルガリア、ルーマニア、スロバキア及びスロベニアは 2004 年に NATO に加盟してい

る。 (RIA 9.29) 

対ＮＡＴＯ ＮＡＴＯ 輸出管理

関連全般 

RIA NEWS 

AGENCY 

－
3
2
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/9/28 ロシア国営兵器輸出企業ロスオボロンエクスポルト社は28日、スホイ戦闘機のメキシ

コ及びブラジルへの売却契約が、間もなく調印の運びであることを明らかにした。ア

ルゼンチンで開催の兵器展示会 SINPRODE-2006 での、同社の Ladygin 中南米地域局長

の発言。さらにMig-29 Fulcrum戦闘機の近代化バージョンの購入を両国に提案してい

ると述べた。チリ空軍及び陸軍が Mi-17B5 Hip H ヘリコプターを購入することも明ら

かにした。 (MOSN 9.28) 

武器輸出 メキシコ／ブラジル

 ロスオボロンエク

ス ポ ル

（Rosoboroneksport

）ト社 

通常兵器

関連 

MOSN 

2006/9/28 ロシアのキリエンコ連邦エネルギー庁長官は28日、国際原子力機関（IAEA）の専門家

が近くモスクワを訪問、国際管理のウラン濃縮センターを Angarsk に建設することに

ついて協議する、と明らかにした。この施設は発電用原子炉の燃料を生産するととも

に、原子力燃料を保管する。（RIA Novosti） (GSN 9.29) 

イラン核問

題 

  核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/25 テロリストによる放射性兵器の原料入手を防止するために、ロシアはセルビア共和国

の停止中の研究用原子炉から使用済み核燃料を回収することに合意した。セルビア政

府当局者が 25 日、明らかにした。この協定の調印は、先週ウイーンで開催の IAEA 総

会において行われた。露は約8,000本の使用済み核燃料棒をベルグラード郊外のVinca

の原子炉から回収する。 (GSN 9.26) 

核テロ防止 セルビア 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
2
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/9/22 ロシア世界経済・国際問題研究所（IMEMO）のPikayev部長は、米国のミサイル防衛シ

ステムが東ヨーロッパに配備されることについて、「軍事ドクトリン上、我が国は脅威

を及ぼす目標を先制攻撃する権利を留保しており、戦術核を使用することもあり得る」

と警告した。米国はイランの弾道ミサイル防衛のためとしてMDサイトを東ヨーロッパ

（チェコ共和国、ハンガリー及びポーランドの可能性）に配備することを明らかにし

ているが、露国境付近への展開こそが主目的で、露の核抑止力を脆弱化させる、と述

べた。 (GSN 9.22) 

ミサイル開

発 

米国 核兵器関

連 ミサイ

ル関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/20 米国が資金を提供し、旧ソ連の核技術者が平和的業務につくことを支援するプログラ

ム Nuclear Threat Initiative（NTI）は、今月 22 日に終了することが確定した。NTI

は 1998 年に始まり、５年後の 2003 年が期限であった。同計画の更新はされなかった

が、既に立ち上げたプロジェクトのため、さらに３年を継続することとしていた。

(GSN 9.20) 

核技術者支

援 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/20 ロシアは将来、欧州に配備される米国のミサイル防衛基地攻撃の作戦計画をたてるこ

とになるだろう。Interfaxが20日報じた。モスクワ世界経済・国際問題研究所（IMEMO）

の Belous 退役少将は、「米ミサイル防衛システムが国境付近に展開されるようになれ

ば、露は戦略ミサイルの能力確保を求めることになる」と語った。 (GSN 9.21) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
2
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/9/15 ロシア議会は15日、核テロ防止条約を批准した。Moscow Timesが報じた。露は昨年こ

の条約に調印している。 (GSN 9.18) 

核テロ防止   核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/15 ロシアは今月、大陸間弾道ミサイル Topol の発射装置６基を破壊処分した。Interfax

が報じた。露国防省報道官によれば、ウドムルト共和国の Pibanshur 処分基地におい

て、米国の査察グループのコントロールのもと START 条約に基づく手順により、４日

及び15日に作業は実施された。 (GSN 9.18) 

弾道ミサイ

ル廃棄 

ウドムルト／米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/12 ロシア国営の兵器輸出企業ロスオボロンエクスポルト社は12日、世界 大のチタン・

メーカーである VSMPO-Avisma 社の 41 パーセントの株式を取得した、と発表した。ボ

ーイング、エアバス等世界的な航空機産業に納入している同社の経営権を国営企業が

取得したことにより、露政府の国内戦略企業に対するコントロールが強まることにな

る。 (MOSN 9.12) 

チタンメー

カー株式取

得 

ロスオボロンエクス

ポ ル ト 社

（Rosoboroneksport

）VSMPO-Avisma社 

 

輸出管理

関連全般 

MOSN 

2006/9/11 ロシアのイワノフ国防相は、先週（７日）実施の戦略ミサイルBulavaの発射試験は失

敗したが、ロシアのミサイル開発・配備計画に変更はない、と述べた。Vedomosti が

11日報じた。2018年以降、Bulava搭載の潜水艦（SSBN）は露の核戦力の主力になる、

としている。 (GSN 9.13) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
3
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/9/10 西側外交官が10日明らかにしたところによれば、サウジアラビアはロシアと露製兵器

の購入について協議中である。これまで西側の防衛システムを採用してきた同国とし

ては初めてのこと。露の軍事専門家チームが８月後半にサウジを訪問、サウジ軍事委

員会とT-95戦車及びMi-17ヘリコプターの売却について協議したという。なお、サウ

ジは既に２年以上にわたりフランス製 Leclerc 戦車の試験を実施中である。 (AFP 

9.11) 

武器輸出 サウジアラビア／フ

ランス 

通常兵器

関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE 

2006/9/10 ロシアは先週末、北極点及び太平洋から潜水艦発射ICBMの発射試験を実施した。イワ

ノフ国防相の発表として、Associated Press が報じた。９日に北極点から発射のミサ

イル１基に搭載の３発の試験弾頭は、計画通りバレンツ海に面したアルハンゲリスク

州のテストレンジに弾着した。また、10 日に太平洋から発射した試験では、弾頭２発

が成功裏に弾着した。なお、この際何発の弾頭が搭載されていたかについては明言を

避けた。 (GSN 9.11) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
3
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/9/8 Associated Press の報道。ロシア国防省の発表によれば、戦略ミサイル原子力潜水艦

Domitry Donskoy（注、NATO コード Typhoon 級 SSBN）は７日、白海において新型の潜

水艦発射大陸間弾道ミサイル、Bulava（注、SS-NX-30、Topol-Mミサイルの潜水艦発射

バージョン）の海中発射を行った。カムチャツカ半島の試験場に向けて発射されたミ

サイルは軌道を逸れ、間もなく海中に落下した。同ミサイルの試験発射では初めての

失敗。射程５千マイル、核弾頭６個を運搬、2008年から潜水艦に配備の計画。 (GSN 9.8)

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/5 米国のラムズフェルド国防長官は先月（８月 27 日）、アラスカにおいてロシアのイワ

ノフ国防相と会談、潜水艦発射弾道ミサイルの弾頭を通常弾頭に転換する計画につい

て協議した。米国はトライデント・ミサイルの相当数を、テロリスト及び大量破壊兵

器に迅速に対応のため通常弾頭に転換する計画で、露にも実施を勧めた。通常弾頭の

ミサイル発射を核兵器の発射と見誤る危険性を双方が指摘、イワノフ国防相は、現時

点でこのイニシャチブへの参加については回答できない、と述べた。 (GSN 9.5) 

ミサイル開

発 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/9/5 ロシア国家委員会は、キーロフ州に建設のMaradykovsky化学兵器処分施設の稼働を今

週開始すると発表した。ITAR-Tassが５日報じた。８日から処分事業の第１ステージを

開始する。Maradykovsky 施設には、４万個の航空爆弾及びミサイル弾頭に含まれた化

学兵器剤 6.9 トンが保管されており、露国内７ヶ所の化学兵器保管施設では２番目の

規模。 (GSN 9.6) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
3
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/21 イスラエルは、ロシア製の対戦車グレネード及びミサイルが、シリア及びイランを経

由しヒズボラに供給されている、と非難している。イスラエルはイラン製の Konkurs

対戦車ミサイル（NATOコードAT-5 Spandrel）を確認しており、この30年以上昔に開

発されたワイヤー誘導ミサイルがイスラエルの 新鋭のMerkava Mark Ⅳ戦車のリアク

ティブ装甲に有効であるという。また、露製 Kornet-E や Metis-M 対戦車ミサイル、

RPG-29 グレネードランチャーがヒズボラの手に渡っていることを、確認している。

（India Defense） (MISC 8.21) 

武器輸出 イスラエル／シリア

／イラン／ヒズボラ

通常兵器

関連 

その他 

2006/8/17 ロシアと米国は、高級レベルの安全保障協議を来月から開始する。Inside the Pentagon

が17日報じた。不拡散、戦略兵器管理及びテロ対策が主テーマになるという。米国の

ジョセフ国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）及び露の Kislyak 外務次官がワシ

ントンにおいて第１回の会議を実施する。関係筋によれば、2009 年が条約期限となっ

ている1991年の戦略兵器削減条約（START Ⅰ）の今後について話し合われるとしてい

る。 (GSN 8.18) 

テロ活動防

止 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
3
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/16 カナダはロシアの二つの化学兵器処分施設の建設に９千万ドルを支援する計画であ

る。Associated Pressが16日報じた。この資金の一部は、5,700トンの神経ガスを含

む500万発の砲弾を保管するKiznerのプラント建設に用いられる。英国もこのプロジ

ェクトを支援している。また、ウラル山脈に建設の施設も援助の計画。カナダはこれ

までにも、Shchuchyeの施設建設に９千万ドル以上を支援した。 (GSN 8.17) 

化学兵器処

分 

カナダ／イギリス 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/8/16 ロシアは12月に、Topol-M機動式ミサイル・システムの追加試験をPlesetsk宇宙セン

ターにおいて実施の計画である。この試験では、近代化したRS-12M2（注、RS-12Mは、

Topol-MのSTART条約上の名称）ミサイルの試験も実施する。情報筋によれば、新型ミ

サイルは高信頼性で軌道変更能力を有し、現在及び将来的にもミサイル防衛システム

に対応可能、としている。（ITAR-Tass） (GSN 8.16) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/8/15 ロシア政府は15日、米露共同による、海外の原子炉から高濃縮ウランを回収する事業

が進展していることを明らかした。（United Press International）露連邦原子力エネ

ルギー庁は、セルビア・モンテネグロ、ルーマニア、チェコ共和国、ブルガリア、リ

ビア、ラトビア、及びウズベキスタンの原子炉から 360 ポンドの核燃料を回収し露に

返還したことを、明らかにした。（RIA Novosti）なお2013年までに、ロシア（注、旧

ソ連）製の原子炉17基から全ての使用済み核燃料を回収する計画、としている。（UPI）

(GSN 8.16) 

高濃縮ウラ

ン回収 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
3
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/14 ロシアと米国の当局者は14日、Sosnovoborskにおいて、同市のプルトニウム原子力発

電所の代替となる石炭火力発電所の建設開始式典を行った。この原子炉は露が閉鎖を

約束した３基の一つ。クラスノヤルスク州に建設のこの新しい発電所は米国の資金援

助のもとに４年以内に建設を完了の予定。他の２基はSeverskayaの既設の石炭火力発

電所を拡張して出力を補う計画。 (GSN 8.15) 

石炭火力発

電所 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/8/11 ロシアのMikhailov空軍司令官は11日、今年S-400 Triumph防空システムに、性能を

向上させたミサイルを配備の予定であることを明らかにした。このシステムは巡航ミ

サイル及び弾道ミサイルを 400km 以上の距離で打ち落とす性能を有しているという。

ITAR-Tassが報じた。 (GSN 8.11) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/8/9 Kravchenko ボーイング・露支社長は９日、米国のロシアの兵器輸出企業２社に対する

制裁が、ビジネスに与える影響について検討していることを明らかにした。既に同社

は、今後30年間に270億ドルを露に投資する計画を発表していた。内訳は、チタン及

びチタン製品の購入に180億ドル、知識、デザイン及び技術サービスに50億ドル、国

際宇宙ステーション・プロジェクト等に40億ドル。 (MOSN 8.9) 

米国制裁 米国ボーイング・露

支社 

輸出管理

関連全般 

MOSN 

－
3
3
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/9 ９日、IAEA はポーランド政府が、ほぼ 40kg の高濃縮ウラン（HEU）を首都ワルシャワ

近郊のOtwock-Swierkにある研究用原子炉から撤去する事業を支援し完了した。HEUは

安全にロシアへ空輸返還された。低濃縮ウランにブレンド・ダウンする。この二日間

にわたる作業は米国、ポーランド、ロシア及びIAEAの協力事業として実施された。米

国が資金提供の、核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ（GTRI）

の一環。これまでに 195kg の HEU が旧ソ連時代に建設の各国の研究用原子炉から露に

返還された。 (IAEA 8.10) 

高濃縮ウラ

ン回収 

ＩＡＥＡ／米国／ポ

ーランド 

核兵器関

連 

IAEA 

2006/8/8 ロシアの物理学者 Oscar Kaibyshev 氏（67）は８日、韓国にミサイル製造に利用可能

な技術を輸出したとして、６年の執行猶予付きの判決を受けた。この件は人権活動家

及び研究者の間で非難を呼んでいる。同氏はモスクワの 750 マイル東方 Ufa 市所在の

研究所に勤務、韓国の車輪フレーム製造企業に技術を提供したとされている。13.3 万

ドルの罰金も課されている。KGBの後継組織FSBが捜査を担当。FSB担当案件で無罪に

なることは実質的に不可能とされている。 (WP 8.9) 

不正輸出 韓 国 Oscar 

Kaibyshev氏 

輸出管理

関連全般 

WASHINGT

ON POST 

－
3
3
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/7 米国の制裁がロシアの兵器輸出企業ロスオボロンエクスポート社の契約に及ぼす影響

は10億ドルに及ぶ、と同社の広報担当者が７日語った。米露関係の緊張は、バレンツ

海Shtokmanガス田開発における米メジャー企業の参入にも関係してくるであろう。ま

た、５月に英デイリー・テレグラフ紙は、米国防総省当局者が、米軍の撤退に備えて

露からアフガニスタン陸軍への大量の弾薬補給を打診していた、と報じている。ロス

オボロンエクスポート社はチタン・メーカーVSMPO-Avisma の主要株式を取得する計画

であるが、VSMPOと米ボーイング社は密接な関係にある。 (MOS 8.8) 

米国制裁 米国／アフガニスタ

ン 

ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

VSMPO-Avisma 米ボ

ーイング社 

輸出管理

関連全般 

MOSCOW 

TIMES 

2006/8/7 ロシア国営兵器輸出企業ロスオボロンエクスポート社は、同社及び航空機製造企業ス

ホイ社に米国が制裁を科したことを非難した。米国の措置を非友好的であるとし、イ

ランへの輸出は国際協定に厳密に従い、防衛的兵器に限定している、と主張。また、

イワノフ露国防相も、WMD関連の輸出は行っていないとして米国の制裁に疑念を表明し

た。米国は４日、キューバ、インド、北朝鮮及びロシアの企業に対しイランに軍事技

術を売却したとして制裁を科している。（Blogger News） (MISC 8.7) 

米国制裁 米国／イラン／キュ

ーバ／インド／北朝

鮮 

ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
3
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/4 ブッシュ政権が４日、イランと機微技術の取引を行なったとして、印のBalaji Amines 

Ltd.及びPrachi Poly Products Ltd.の２化学企業、露のRosoboronexport及びSukhoi

の２企業、北朝鮮のKorean Mining and Industrial Development Corp.及びKorea Pugang 

Trading Corp. の２企業、キューバの Center for Genetic Engineering and 

Biotechnologyの計７外国企業に制裁を科した。Ed Markey米下院議員は、印企業のイ

ラン支援によりヒズボラなどテロリストが武装化し中東や米への脅威を招いた、との

声明を発表している。一方露外務省は声明で“米が国内法によって外国企業に制裁を

科すことは受け入れられない”と述べた。 (MISC 8.4) 

米国制裁 米国／イラン／イン

ド／北朝鮮／キュー

バ」／ヒズボラ 

Balaji Amines Ltd 

 Prachi Poly 

Products Ltd. 

 Rosoboronexport  

Sukhoi 

 Korean Mining and 

Industrial 

Development Corp. 

 Korea Pugang 

Trading  

Corp. Center for 

Genetic 

Engineering and 

Biotechnology 

輸出管理

関連全般 

その他 

－
3
3
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/4 米国は４日、ロシア、インド、北朝鮮及びキューバの７企業に対し、禁止品目をイラ

ンに売却したとして制裁を科したが、米国企業と露のビジネスを損なうことになる、

と評する専門家もいる。なお、ロスオボロンエクスポート社は、米国航空機産業・ボ

ーイング社の所要チタンの 35-40%を供給する世界 大のチタン・メーカー、

VSMPO-Avisma社を取得の計画であることを明らかにしている。 (REUT 8.7) 

米国制裁 米国／インド／北朝

鮮／キューバ 

VSMPO-Avisma社 

輸出管理

関連全般 

REUTER 

2006/8/3 ロシア外務省は３日声明を出し、イランに対し、８月31日までにウラン濃縮活動を中

止するよう要求している国連安保理決議に従うよう要請した。Associated Press が報

じた。 (GSN 8.4) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/8/3 米国とロシアは共同で、「汚い爆弾」５個分に相当する5,500キュリー以上の放射性コ

バルト60及びセシウム137をチェチェン共和国から搬出した。米国家核安全保障管理

局（NNSA）が３日明らかにした。なお、この米国主導の地球的規模脅威削減イニシア

ティブ（GTRI）では、３年間に 23 施設から放射性兵器 2000 個分以上の放射性資材を

回収している。 (GSN 8.4) 

放射性物質 チェチェン／米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/8/3 ロシアは３日、大陸間弾道ミサイル（ICBM）Topol RS-12の試験発射を成功裏に実施し

た。Xinhua News Agencyが報じた。ミサイルはPlesetsk発射基地からカムチャッカ半

島 Kura 試験場の標的に向けて飛翔した。露は 1985 年から Topol ミサイルの配備を開

始。同ミサイルは射程10,000km、2015年まで運用の計画である。 (GSN 8.4) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
3
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/8/2 ロシアはアルゼンチンへの兵器売却を交渉中である。露の Korchagin 駐アルゼンチン

大使は２日、アルゼンチンのGarre国防相と会談、軍事、技術協力について協議した。

アルゼンチン国防省は詳細の発表を拒否しているが、７日付アルゼンチン紙La Nacion

によれば、露側はアルゼンチンの牛肉を輸入、軍用ヘリコプター及び装甲哨戒艇を輸

出する提案を行ったとしている。 (MOSN 8.9) 

武器輸出 アルゼンチン 通常兵器

関連 

MOSN 

2006/8/2 ロシアのBaluyevsky参謀総長は先月、米国のミサイル防衛計画が両国の戦略的均衡の

脅威になるとし、米国が複雑な国際問題を扱うに粗野な力を用いているとして非難し

た。ブッシュ政権は、迎撃ミサイルがイランや北朝鮮のミサイルを撃墜すると称して

いるが、両国は米国に到達可能なミサイルを保有しておらず、露及び中国のみがその

ような能力を持っている、と述べている。 (GSN 8.2) 

ミサイル開

発 

米国／イラン／北朝

鮮／中国 

ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/31 ベネズエラ・ボリバル共和国のチャベス大統領は先週、ロシア及びベラルーシ、イラ

ンを歴訪、露では Su-30 戦闘機 24 機、軍用ヘリコプター53 機、Tor-M1 対空ミサイル

及び Amur 級潜水艦等購入の 30 億ドルに及ぶ契約に調印した。これに対し、米国は地

域の安定を損なうとして契約の見直しを露に要求、イワノフ露国防相は、この程度の

兵器はベネズエラのような小国の防衛に過剰ではない、と述べた。なお、インドが露

に返還した中古の Su-30 戦闘機がベネズエラに売却される可能性もある。（Eurasia 

Daily Monitor） (MISC 7.31) 

武器輸出 ベネズエラ／ベラル

ーシ／イラン 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
4
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/29 ロシアの新鋭原子力潜水艦が来年海上試運転に入る見込みである。United Press 

International が 29 日報じた。Topol-M 弾道ミサイルの海上発射型、Bulava ミサイル

を搭載予定のこの Borey-class・弾道ミサイル原子力潜水艦（SSBN）Yury Dolgoruky

は、ロシア北部のアルハンゲリスク州Sevmash造船所で建造中である。（注、ボレイ型

は第４世代の新型戦略原潜。水中排水量19,400t、全長170m、SS-N-28 Topol-M改弾道

ミサイル12基搭載という） (GSN 7.31) 

新鋭原子力

潜水艦 

  通常兵器

関 連  

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/26 米国家核安全保障管理局（NNSA）のブルック長官は、米国とロシアがリビアから 6.6

ポンドの高濃縮ウラン（HEU）を運び出したことを明らかにした。2003年にリビアが大

量破壊兵器（WMD）開発計画の放棄を宣言してから、これまでに 44 ポンド（約 20kg）

のHEUを搬出したことになる。Reutersが26日報じた。このHEUはロシアに空輸され、

低濃縮ウランに転換される。なお、2004年に約37ポンドのHEUを海路搬出しているが、

この件は公表されていない。 (GSN 7.27) 

高濃縮ウラ

ン回収 

米国／リビア 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
4
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/25 ロシア国営の輸出企業ロスオボロンエクスポート社は、スホイSu-25T戦闘機６機のイ

ランへの納入を終了した。Farnborough 航空展示会において、同社の Gonchrenko 副社

長が語った。Su-25T は Su-39 とも呼ばれ、Su-25 の発展型。Krasnogorsk 光学会社の

Zerevo電子・光学照準装置を搭載している。 (FLI 7.25) 

武器輸出 イラン 

ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

Krasnogorsk 光学会

社 

通常兵器

関連 

FLIGHT 

INTERNAT

IONAL 

2006/7/23 ベネズエラ・ボリバル共和国のChaves大統領はベラルーシ共和国及びロシアを歴訪す

る。ベラルーシでは米国が「ヨーロッパ 後の独裁者」と称するLukashenko大統領と

会談、非同盟運動における協力並びに農業、機械製造及びエネルギー問題での協力に

ついて話し合う予定。また 25 日に露を訪問しプーチン露大統領と会談、Su-30 戦闘機

30機及びヘリコプター30機の購入契約（10億ドル以上）に調印の予定。 (MISC 7.23)

武器輸出 ベネズエラ 通常兵器

関連 

その他 

2006/7/21 ロシアはイランの核開発問題について国連決議を求めることには反対の立場をとりつ

つある。国連外交筋によれば、露は 12 日にパリで開催の、（米英仏独中露）６ヶ国外

相会議の対イラン決議採択を目指す声明に反対し、同声明には拘束力はないとする立

場を明らかにしている、という。Associated Pressが21日報じた。 (GSN 7.24) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
4
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/19 ロシアの国営兵器輸出企業、ロスオボロンエクスポート社のGoncaharenko副社長は、

170 億ドルに及ぶ諸外国からの兵器輸入要請に全て応じることは困難であることを明

らかにした。Tula の精密装置設計事務所では、UAE、シリアその他の中東諸国からの

Pantsir対空ミサイル・システムの注文に応じられない状況となっている。なお、2005

年の露の武器輸出は82ヶ国（中国45%、インド35%、ベトナム10%）約70億ドルに及

び、米国をしのいでいる。 (MISC 7.19) 

武器輸出 ＵＡＥ／シリア 

ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

2006/7/19 ロシアのイワノフ国防相は、露は爆発を伴わない核兵器の試験のみを実施することと

しているが、Novaya Zemlyaの核実験施設は維持する方針であることを明らかにした。

Associated Pressが19日報じた。露は包括的核実験禁止条約を批准しているが、この

ことが核の開発等を止めたことにはならない、としている。 (GSN 7.19) 

核実験施設   核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/18 英国国防省は、ロシアのもう一つの化学兵器処分施設建設を援助する計画。Ingram 英

国防相が18日表明した。英国は現在Shchuchyeの施設の建設を支援中で、同施設は2012

年までに約200 万個の化学兵器を処分する計画。Shchuchye の施設は2007 年に完成の

見込みであるが、英国はさらにKiznerに処分施設建設を支援の計画としている。 (GSN 

7.19) 

化学兵器処

分 

イギリス ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
4
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/15 ロシアの原子力エネルギー長官は 15 日、米国が 2013 年に終了するとした「メガトン

からメガワット」計画を延長するつもりはない、と表明した。1993 年に調印した協定

では、露は 500 トンの高濃縮ウラン（核爆弾２万発分）を拡散しにくい低濃縮ウラン

に転換し、米国に原子炉燃料として売却することになっている。露はこれまでに 250

トン以上の濃縮ウランを処理してきた。 (GSN 7.17) 

高濃縮ウラ

ン処理 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/15 米国のブッシュ大統領とロシアのプーチン大統領は15日、核兵器及び放射性兵器に活

用される恐れのある物資がテロリストの手に渡ることを防止する、対核テロリズム・

グローバル・イニシャチブについて協力実施することで合意した。サンクトペテルブ

ルグ・サミット（G8）においてプーチン露大統領が発表した。（Associated Press） (GSN 

7.17) 

核テロ防止 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/13 米エネルギー省は 13 日、ロシアと米国が、双方が 34 トンの兵器級プルトニウムを処

分する協定について再確認したことを明らかにした。ボドマン米エネルギー長官とキ

リエンコ露原子力エネルギー長官は、露がBN-600高速中性子炉で2010-2012年に兵器

級プルトニウムを処分する、とした共同声明に調印した。なお、米国は今年秋までに

MOX燃料製造施設の建設に着手することとなっている。この協定は、核資材がテロリス

トの手に渡らないようにすることが目的。 (GSN 7.14) 

プルトニウ

ム処分 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
4
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/13 ロシアは10年以内に69基のサイロ式及び機動式ミサイル・システム（Topol-M）を追

加配備する計画。RIA Novosti が 13 日、イワノフ国防相の発言として報じた。 (GSN 

7.14) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/12 ロシアの兵器輸出企業ロソボロンエクスポート社は、二つのカラシニコフ銃・製造工

場をベネズエラ・ボリバル共和国国内に建設する契約に間もなく調印する。Interfax 

news agency が 12 日報じた。合弁事業ではなく、ベネズエラがライフル及び弾薬製造

のライセンスを取得して製造することになる、という。 (DJN 7.12) 

武器輸出 ベネズエラ 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

DOW JONE 

NEWWIRE 

2006/7/12 ロシアは 新鋭の戦闘機MiG-29M OVT（Fulcrum F）を2006 Farnborough International 

Airshow に出展する計画である。露国防省当局者が 12 日明らかにした。MiG-29M は、

昨年８月にモスクワ郊外で開催のMAKS航空展示会で初めて公開された高運動性・制空

戦闘機で、RD-33 OVT推力ベクトル・コントロール・エンジンを搭載している。MiG社

はインド空軍の 126 機の戦闘機購入計画に対して、同機の導入を勧めている。 (RIA 

7.12) 

武器輸出 インド 

MiG社 

通常兵器

関連 

RIA NEWS 

AGENCY 

－
3
4
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/12 ロシア連邦原子力エネルギー庁は12日、露と米国は今年、核テロに対処する両国初の

軍の共同演習を実施の計画であると発表した。The Moscow Timesが報じた。2005年の

ブラチスラバにおける米露首脳会談では、露の核施設及び諸外国に所在する核資材の

安全向上に関して協力することで合意している。(GSN 7.13) 

核テロ防止 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/12 米上院エネルギー委員会の Domenici 委員長（R-N.M.）と筆頭野党委員の Bingaman 議

員（N.M.）は12日、供給協定の改訂は米国の二つのウラン濃縮施設建設計画を損なう

として、米国がロシアからの原子炉用高濃縮ウランの購入を増大させることに反対す

る書簡をブッシュ大統領に送った。国内の関連企業が発達段階にある現在、米国が核

燃料の海外依存度を高めることは好ましくなく、加えて核関連企業の再活性化を損な

い、市場の混乱を招くことになる、としている。 (GSN 7.13) 

高濃縮ウラ

ン輸出 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/11 ロシア国営兵器輸出企業ロソボロンエクスポート社のGoncharenko副社長は11日、現

在の輸出契約高が、防空システム35億ドルを含め170億ドルに及ぶことを明らかにし

た。同日スヴェルドロフスク州、Nizihny Tagil で開催の第５回兵器展示会“Russian 

Expo Arms-2006”において語った。Almaz、Antei等の防空システム製造企業は2010年

までの輸出契約を有しており、航空計器関係は2007年が 高額となっている、等と述

べた。 (MOSN 7.11) 

武器輸出 ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

MOSN 

－
3
4
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/11 ロシア連邦原子力エネルギー庁のキリエンコ長官は 11 日、「我々は海外から使用済み

核燃料を輸入していないし、これからも輸入するつもりはない」と表明した。ワシン

トン・ポスト及びフィナンシャル・タイムズが、ブッシュ政権が来るG8サミットにお

いて、米国の原子炉で使用済みとなった核燃料を露国内で保管する好条件の事業の提

案をする予定、と報じたことに対する否定的な回答。（Reuter） (GSN 7.12) 

使用済み核

燃料保管 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/7/9 ロシアは秘密裏に、核備蓄や兵器関連秘密事項を防護する技術を北朝鮮に提供したと

して、非難にさらされている。露は北朝鮮がミサイル発射を実施した直前の６月28日

に平壌でIT展示会を実施した。露連邦情報技術庁のGrigoriev副長官によれば、北朝

鮮は核資材の保管及び運搬の安全に関わる器材を購入する計画。またこの器材を開発

した露政府直轄の Atlas 社はセキュリティー・システム及び情報暗号化技術について

関心を示されたという。 (TG 7.9) 

北朝鮮向け

軍事技術提

供 

北朝鮮 

Atlas社 

核兵器関

連 

TELEGRAP

H 

2006/7/8 米国のブッシュ大統領は、米国製原子炉燃料を貯蔵用としてロシアに輸出することを

承認した。Washington Postが８日報じた。これまでブッシュ大統領は、露がイランの

ブシェール原子力発電所建設を止めなければ民用核技術協力を実施しない、と主張し

てきた。しかしながら、ブッシュ政権は、プーチン露大統領がイランの核開発を抑止

するための重要なパートナーになった、と認めたことになる。 (GSN 7.10) 

原子炉燃料

貯蔵 

米国／イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
4
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/7/7 ロシア及び米国の兵器級プルトニウムの処分計画については「楽観的に見ている」と

米国エネルギー省のWhitneyモスクワ事務所長が今週語った。米ロは2000年に、相互

に34トンの余剰プルトニウムを処分することで合意したが、ロシアの処理施設建設に

関わる補償問題で事業は遅延していた。このことが米国議会に、2007 年予算から関連

費用を削除すべし、といった論議を引き起こしている。 (GSN 7.7) 

兵器級プル

トニウム処

分 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/30 ロシアのイワノフ国防相（副首相）は30日、記者会見において国家及びテロ組織が機

微技術取得の手段を確保していることに強い懸念を示し、大量破壊兵器（WMD）の開発

に資する機微技術の輸出管理は、露の安全保障にとって 優先事項である、と述べた。

(RIA 6.30) 

対テロ   輸出管理

関連全般 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/6/30 ロシアは 近、潜水艦発射弾道ミサイルの発射試験を実施した。RIA Novosti が６月

30日に報じた。デルタⅣ級・原子力弾道ミサイル潜水艦（SSBN）Tulaが発射したミサ

イルはカムチャツカ半島のKuraテスト・レンジに正確に着弾した。なお、Tulaは 近

オーバーホールを終了したが、新型のミサイルR-29RM Sinevasを装備した後に一線に

復帰することになっている。 (GSN 7.3) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
4
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/29 米国・ロシア「メガトンからメガワット」計画は、これまでに核弾頭11,000個分に相

当する275トンのロシアの高濃縮ウラン（HEU）を処理した。ITAR-Tassが29日報じた。

1993 年の協定では、ロシアはウランを低濃縮ウランに転換し、米国の原子炉用として

USEC Inc.に売却することになっている。この20年間にわたる協定は、500トンの高濃

縮ウラン（核爆弾20,000個分）を処理することになっている。 (GSN 6.29) 

高濃縮ウラ

ン処理 

米国 

USEC Inc. 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/28 ロシアは世界の原子力市場における競争力確保のため、民間の原子力関連企業を（巨

大石油企業 Gazprom 社の例にならい）一つの国営企業に統合する計画である。計画に

よれば、この国営企業Atomprom社は多数の小規模、または重複している国家管理企業

を基盤として創立されることになる。ロシア原子力エネルギー庁（Rosatom）の

Kiriyenko長官が28日明らかにした。 (REUT 6.28) 

国営企業統

合 

Atomprom社 核兵器関

連 

REUTER 

2006/6/27 ロシア国営兵器輸出企業ロスオボロンエクスポート社の Chemezov 社長は 27 日、同社

の受注残高が170億ドルとなった、と語った。 (ITAR 6.27) 

武器輸出 ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

ITAR/TAS

S NEWS 

－
3
4
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/27 ロシアのプーチン大統領は 27 日、米国に対し戦略兵器削減条約（START）の改訂に関

する協議に応ずるよう要請した。Associated Pressが報じた。STARTは1991年に旧ソ

連と米国の間で調印、双方が核弾頭 6,000 個及びその運搬手段 1,600 以下に制限する

もので、条約の期限は2009年まで。プーチン大統領の発言は、サンクトペテルブルグ・

サミットを３週間後に控えてのもの。 (GSN 6.28) 

戦略兵器削

減条約 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE

  

2006/6/24 ロシアの Moskovsky 副国防相は 24 日、露戦略ミサイル部隊が固定式及び機動式の

Topol-Mミサイルシステムをさらに追加配備する、と表明した。ITAR-Tassが報じた。

毎年６～７システムを調達し、戦略ミサイル部隊を強化していくとし、戦略核戦力の

増強は国軍の装備計画における 優先事項、と語った。 (GSN 6.26) 

ミサイル配

備 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/22 「海外企業は、ロシアが所要の法整備を実施すれば、直ちにロシアのウラン製造企業

に投資を行うための準備を整えている」と、カナダのMagnum Uranium社長でエネルギ

ー専門家のKreig Lindsay氏は22日、RIA Novostiとのインタビューで語った。 (MOSN 

6.22) 

ウラン製造

企業への投

資 

カナダ 核兵器関

連 

MOSN 

2006/6/19 米国防総省の専門家達は19日、戦略ミサイルの処分を実施するロシアの施設の査察を

終了した。露国防省は「米国国防総省の専門家達が、ペルミ州 Bershet の施設におい

て、３日間にわたり戦略兵器削減条約（START 1）に基づく地上配備型固体燃料ロケッ

トの破壊処分を視察した」と発表した。（ITAR-Tass） (GSN 6.20) 

戦略ミサイ

ル処分 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
5
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/16 米国とロシアは旧ソ連の大量破壊兵器（WMD）の解体・処理を米国の資金援助で実施す

るナン・ルーガー協調的脅威削減計画（CTR）の７年延長を決定した。USA todayが16

日報じた。 (GSN 6.16) 

ＷＭＤの解

体・処理 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/14 ロシアは原子力潜水艦を建造する造船所で、フローティング原子力発電プラントを製

造することとなった。露国営のコンソーシアム Rosenergoatom と Sevmash 造船所（露

北部の Severodovinsk 港に所在）が 14 日契約に調印した。原子炉２基を全長 144m の

プラットフォームに乗せたプラントは来年建造を開始し、2010 年には稼働の計画。

Sevmash 海軍基地に熱及び電力を供給する。さらに 11 基を建造し海外にも輸出の計画

という。（BBC NEWS） (GSN 6.14) 

原子炉製造 Rosenergoatom 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/12 ロシアはベネズエラへの武器輸出を拡大する計画である。今月 13-18 日にベネズエラ

の首都カラカスで開催のEXPO Ejercito 2006兵器展示会に際して、ロスオロンエクス

ポート社は12日、小火器に加えSu-27SK Flanker、Su-30MK 戦闘機及びMi-28N Night 

Hunter 攻撃ヘリコプター等の 新鋭の航空機の売り込みに力を入れる方針を明らかに

した。なお、チャベス大統領は本年初め、米国の武器禁輸制裁に対して、F-16 戦闘機

の後継に露製戦闘機を購入する可能性を表明している。 (MISC 6.13) 

武器輸出 ベネズエラ 

ロスオロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
5
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/9 ロシア・米国核安全諮問委員会がスポンサーとなってまとめた報告書「露・CISの生物

兵器イニシャティブに関する国際協力の進展」は、先進国首脳会議のメンバー国、カ

ナダ、フランス、ウクライナ及び米国が生物兵器脅威削減計画の重要性を強調してい

るものの、露の生物兵器防衛計画の透明性欠如が国際協力を妨げている、と述べてい

る。露国防省傘下の研究所や防災研究所は立ち入り禁止であり、西側の援助資金の投

資状況が明確でない、としている。 (GSN 6.9) 

生物兵器削

減 

米国 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/8 Reuter が報ずるところによれば、国連軍縮会議は、宇宙における軍備競争防止に関す

る協議の開始を検討中である。英国及び米国はこの協議の開催に反対を表明している

が、中国とロシアは８日、宇宙配備の兵器の脅威は大量破壊兵器と同等である、と主

張した。 (GSN 6.9) 

宇宙におけ

る軍縮 

国連／中国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/7 ロシアのラブロフ外相は７日、米国の弾道ミサイルへの通常弾頭の搭載及び低出力核

兵器の開発計画を非難した。Agence France-Presse が報じた。いかなる弾道ミサイル

の飛翔もミサイル早期警戒システムを活性化し、核攻撃が生起した、との誤った警報

を出す恐れがある。また低出力核兵器と通常弾頭ミサイルは兵器競争を惹起し、核兵

器使用の可能性を高める可能性がある、としている。 (GSN 6.7) 

ミサイル問

題 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
5
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/7 米国のボルトン国連大使は７日、イラン問題に関しロシア政権内には分裂がみられる、

とFox Newsの番組で語った。露が対イラン制裁に強力に反対しているのは、政権内の

親イラン派閥の立場によるもので、米政権はサンクト・ペテルブルグ・サミットに備

えるとともに、プーチン大統領に対し政権内の「分別ある」グループの意見に耳を傾

けるよう説得していく、と述べた。 (KMR 6.8) 

イラン核問

題 

米国 核兵器関

連 

  

2006/6/6 ロシアの WTO 加盟交渉を担当する Medvedkov 氏は、露とオーストラリアが６日、通商

協定に調印したことを明らかにし、米国のみが交渉相手として残っている、と述べた。

WTOの規約では、メンバー国は個別に加盟候補国と通商協定を結ぶこととなっている。

露は既に EU、中国、日本と協定を結んでいるが、米国は露の海外金融企業に対する管

理規則及び知的財産権に関する法令に不満を表明し、交渉を遅らせている。 (ASP 6.6)

ＷＴＯ加盟

問題 

オーストラリア／米

国 

輸出管理

関連全般 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/6/4 ５月28日からロシアを訪問中のアンゴラ共和国軍（FAA）参謀長Sanjar大将は、露の

Baluevski総参謀長と軍事技術分野における協力について会談した。９日まで滞在の予

定。FAAの代表団はロスオボロンエクスポート社との協議、軍事産業及びモスクワの軍

学校２ヶ所の訪問を行った。（Angola Press） (MISC 6.4) 

軍事技術協

力 

アンゴラ 

ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
5
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/4 ロシアのイワノフ外相は、米国の武器禁輸制裁にもかかわらずベネズエラ・ボリバル

共和国への武器売却を行っていく、と表明した。露国営TVとのインタビューで語った

もの。露は国際法に基づき行動しており、ベネズエラは何等の制裁対象にもなってい

ない、と述べた。 (ASP 6.4) 

武器輸出 米国／ベネズエラ 通常兵器

関連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/6/2 ベネズエラ・ボリバル共和国のチャベス大統領は、ロシアがカラシニコフ狙撃銃生産

の２工場をベネズエラ国内に建設する、と明らかにした。露国営兵器輸出企業ロソボ

ロンエクスポート社もこの案件が進んでいることを確認した。昨年ベネズエラは輸送

ヘリ 15 機を購入、カラシニコフ銃 10 万丁の購入契約に調印している。本年５月にチ

ャベス大統領は、F-16 戦闘機の後継機をSu-30 もしくはSu-35 戦闘機にする、と発表

した。（Venezuela Headline News） (MISC 6.2) 

武器輸出 ベネズエラ 

ロスオボロンエクス

ポ ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

その他 

2006/6/2 ロシアのイワノフ国防相は２日、政府軍事工業委員会の会議において、来年から 2015

年の９年間に1,860億ドルの兵器を調達していく、と表明した。 (REUT 6.2) 

武器開発   通常兵器

関連 

REUTER 

2006/6/1 ロシアがベネズエラに武器工場を建設することで両国が合意したことは、米露間に紛

争の種を播くこととなった。米国は先月、ベネズエラのイラン、キューバとの関係及

び隣国コロンビアのゲリラへの不関与を理由として、ベネズエラに対する武器禁輸を

宣言している。 (MISC 6.1) 

武器輸出 ベネズエラ／イラン

／キューバ／コロン

ビア 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
5
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/6/1 ITAR-Tass が１日報ずるところによれば、国際査察団がロシア Maradykovsky の化学兵

器処分施設を訪問し建設作業等の状況を検分、年内の定められた期限通り同施設の稼

働開始が可能である、との結論に達した。Maradykovsky に保管の神経ガスを充填した

約４万１千発の爆弾及び弾頭は、2010 年までに処分を完了することとなっている。

(GSN 6.1) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/6/1 米国の資金援助でロシアに建設中の、化学兵器処分施設の建設進行状況を把握するた

めの信頼できるシステムを米国が保有していない、と米国会計検査院は１日公表した

報告書で明らかにした。国防総省はこの２年間、Shchuchyeの処分施設の建設が著しく

進んでいると発表してきたが、いくつもの問題に直面し、計画を遅延させ予算を膨ら

ませている、と述べている。 (GSN 6.2) 

化学兵器処

分 

米国 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/29 ボーイング・ロシア支社長 Kravchenko 氏は 29 日、モスクワで開催のセミナーにおい

て、世界 大のチタン供給企業でボーイングの合弁事業パートナーである

VSMPO-Avisma 社が所在する Verkhnaya Salda に、特別低課税地区を設けるよう政府に

要請した。なお、ロシアはボーイング社製造の航空機の約50%のチタニウムを供給して

いる。 (MOSN 5.30) 

チタニウム 米国 

ボーイング・ロシア

支社 

VSMPO-Avisma社 

輸出管理

関連全般 

MOSN 

－
3
5
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/5/29 スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の年次報告書は、2000-2004

年にロシアは世界 大の兵器輸出国となった、と述べている。世界の武器輸出トップ

５ヶ国で81%を占めており、露は269億ドル、米国が第２位の259億ドル、フランスが

63億ドルで第３位、ドイツが48億ドルで第４位、英国が44億ドルで第５位となって

いる。なお、５年前には米国が534億ドルで第１位であった。 (MOSN 5.29) 

武器輸出 スウェーデン／米国

／フランス／ドイツ

／イギリス 

通常兵器

関連 

MOSN 

2006/5/29 ロシアは29日、旧ソ連の衛星国17ヶ国の研究用原子炉20基からの高濃縮ウランの回

収期限を、2013 年と定めて公表した。米国主導の地球的規模脅威削減イニシアティブ

（GTRI）が同プロジェクトへの資金を提供している。なお、Techsabexport社の副社長

によれば、４月にウズベキスタンから63kgのウランを回収した。次回はチェコ及びラ

トビアから回収の計画という。 (GSN 5.30) 

高濃縮ウラ

ン回収 

米国／ウズベキスタ

ン 

Techsabexport社 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/24 ロシア国営の核技術輸出企業 Atomstroiexport 社の担当者によれば、露は現在、ベト

ナム初の原子力発電所建設に応札中である。露はイランの核開発問題に関して微妙な

立場にあるが、依然として原子力技術輸出の努力を行っている。 近はミャンマーに

対しても、原子力プラントの建設を働きかけている。（Asia Times） (MISC 5.24) 

原子炉建設 ベトナム／イラン／

ミャンマー 

Atomstroiexport社

核兵器関

連 

その他 

－
3
5
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/5/24 ITAR-Tassによれば、ロシアの参謀総長Baluyevsky大将は24日、ヨーロッパにミサイ

ル防衛システムを配備する米国の計画を非難するとともに、露の核兵器がいかなるミ

サイル防衛も突破可能であると確言した。米国がミサイル防衛システムを配備する国

として、ポーランドを挙げ、また、ルーマニアの可能性も示唆した。 (GSN 5.25) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/24 Xinhua News Agencyが24日報ずるところによれば、ロシアは、ヨーロッパにミサイル

防衛システムを配備する米国の計画に対抗のため、隣国にミサイル防衛システムを配

備の計画である。今後４年をかけて実施する予定であることを、イワノフ国防相が明

らかにした。 (GSN 5.25) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/22 ロシアのキリエンコ連邦原子力エネルギー相は22日、米国のボドマン・エネルギー長

官等と会談、核安全について協議した。ロシアが各国に供給した研究用原子炉から返

還された核燃料や両国の核燃料の管理システム及び安全防護等について多くのことが

話し合われたという。 (GSN 5.23) 

核燃料回収 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
5
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/5/18 ロシアはタイプ636潜水艦（NATOコードKiloクラス）２隻を４億ドルでアルジェリア

に売却の計画。アドミラルティー造船所の Alexandrov 所長は 17 日、６月に契約調印

の見込みと表明した。636は877EKM Varshavyankaクラスの発展型でアルジェリアは同

類の潜水艦を保有している。３月にプーチン露大統領がアルジェリア訪問時、戦闘機、

練習ジェット機、防空システム、戦車等77億ドルの輸出合意に調印したが、潜水艦の

輸出契約は含まれていなかった。（African News Dimension） (MISC 5.18) 

武器輸出 アルジェリア 

アドミラルティー造

船所 

通常兵器

関連 

その他 

2006/5/17 ロシア連邦化学兵器保管・処分局のKapashin局長は、Maradykovskyの化学兵器処分施

設が今年後半に稼働の見込みであることを明らかにした。ITAR-Tass が 17 日報じた。

Maradykovsky 施設にはサリン、ソマン及びVX神経ガスを充填した41,000 発の爆弾及

びミサイル弾頭が保管されている。同施設はGorny、Kambarakaに次いで３番目に稼働

の化学兵器処分施設となる。 (GSN 5.17) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/16 モスクワ熱技術研究所のSolomonov所長は16日、 新世代のロシアの戦略ミサイルは

第一撃に対する残存能力を有している、と語った。早期飛翔段階でエンジンを停止し、

敵の早期警戒技術による探知を低下させるとともに、デコイと同一サイズの新型弾頭

は識別を困難にしているという。(GSN 5.17) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
5
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/5/15 欧州連合（EU）は３百万ユーロを投入して、ロシアとのデュアルユース技術の輸出管

理に関するプロジェクトを行う計画である。このプロジェクトは、露・EU 間の輸出管

理関連の経験、情報の交換要領向上を目指したもので、2009年11月まで実施の計画。

露を訪問中の欧州コミッション代表が発表した。（Interfax Newswire） (MISC 5.15)

ＥＵの輸出

管理支援 

ＥＵ 通常兵器

関連 

その他 

2006/5/15 Interfax が 15 日報ずるところによれば、ロシアはタイフーン級弾道ミサイル潜水艦

TK-12の解体作業をSeverodvinskのSevmashpredpriyatiye造船所で開始した。解体作

業は６月に終了の見込み。使用済み核燃料は既に取り除き、原子炉ユニットは封印し

て Kola 半島 Sayda 湾の保管施設に移送されている。なお、前年に TK-202 の解体作業

を行っており、今回は２隻目のタイフーン級潜水艦の処分事業。 (GSN 5.16) 

潜水艦核燃

料回収 

Sevmashpredpriyati

ye造船所  

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/12 ロシア Kambaraka の化学兵器処分施設は、12日までに245.5 トンのルイサイトを処理

した。ITAR-Tass が報じた。現在24時間に5.5 トンを処理しているが、間もなく１日

８トンを処理するようになる、という。また、Kizner 保管庫の 5,700 トンのルイサイ

トの処分は2009年に作業を開始し、2012年までに処分を終了の計画。 (GSN 5.15) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
5
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/5/11 Defense Daily によれば米国家核安全保障管理局（NNSA）のブルック局長は 11 日、ロ

シアの核施設の安全向上計画に対する資金援助終了の後も、米国は安全状態維持のた

めに努力を継続していく、と表明した。米国の資金援助が終了の後、引き続き露が維

持のために予算を投じていくかについて、個人的には不安を抱いている、と述べた。

(GSN 5.22) 

米国のロシ

ア核施設支

援 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/10 ロシアのプーチン大統領は10日、米国との戦略バランスを維持するために新型の核兵

器及び精密誘導兵器を開発すると表明した。Los Angeles Timesが報じた。今後５年間

に長距離航空機、潜水艦及びミサイル発射装置の戦略核戦力を充実させるとともに、

ユニークな精密誘導兵器及びミサイルを開発するとしている。 (GSN 5.11) 

武器・核開

発 

米国 核兵器関

連         

ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/5/2 ロシアの Vedomosti 紙が２日、ロソボロンエクスポート社の Goncharov 副社長の発言

として報ずるところによれば、メキシコはSu-27戦闘機12機の購入について交渉中で

ある。ロシアのSu-27とスウェーデンのGripenが入札を争っているが、匿名筋によれ

ば、スホイとの交渉が進行中という。しかしながら、ロシアの軍用機を隣国が使用す

ることに米国が反対する可能性があるとしている。 (AFPR 5.2) 

武器輸出 メキシコ／米国／ス

ウェーデン 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

Gripen 

通常兵器

関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE 

－
3
6
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/5/2 米国下院軍事委員会は今週、協調的脅威削減計画（CTR）に基づき、世界 大のロシア

の化学兵器庫の安全向上事業に２千万ドルの支出を決定する見込み。委員会は３日、

2007年防衛支出承認法案の 終審議を実施する。 (GSN 5.2) 

化学兵器処

分 

米国 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/29 ITAR Tassが29日報ずるところによれば、ロシアのKambarka化学兵器処理施設は、３

月１日の稼働開始以来 166 トンのルイサイトを処分した。ウドムルト共和国政府の

Malyshev氏は「同施設がGornyの施設の６-８倍の処理能力を有しており、１日３～８

トンを処理する能力を有している」と語った。 (GSN 5.1) 

化学兵器処

分 

ウドムルト 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/28 Reuterが28日報ずるところによれば、米国の当局者はイランの原子力開発におけるロ

シアの関与を減少させるため、露との核エネルギー分野での協力を検討中である。イ

ランの Bushehr 原子力プラント開発に露が協力していることに対し、米国は露との核

協力を拒否している。ロバート・アインホーン前国務次官補（不拡散担当）等の米当

局者によれば、露の協力を得るため米国はこの方針の再検討を行っているという。

(GSN 4.28) 

イラン核問

題 

米国／イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/25 Defense Environment Alert誌が先週報ずるところによれば、米国とロシアはナン・ル

ーガー法に基づく共同脅威削減計画（CTR）を７年間延長することで合意した。旧ソ連

の核兵器処分に関する1991年成立の現計画は、本年６月に終了することとなっていた。

(GSN 4.25) 

核兵器処分 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
6
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/25 Reuterが25日報ずるところによれば、米国からの延期要請にも関わらず、ロシアはイ

ンドの２基の原子炉に核燃料を供給することとした。米国は原子力供給国グループ

（NSG）が明確に規約を変更するまでは、本件を延期するよう申し入れていた。なお、

米国Arms Control AssociationのKimball所長は、ロシアはNSG規約に違反しており、

NSGガイドラインを無力化するものである、として米国は強く要求するべきと主張して

いる。 (GSN 4.26) 

核燃料供給 米国／インド 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/25 ロシアは25日、イスラエルの偵察衛星Eros Bを極東Svobodny宇宙基地の移動発射台

から成功裡に打ち上げた。なお、イスラエルはこの打ち上げをイランの核開発計画監

視のため、と称している。イスラエルの国防当局者によれば、この衛星の解像度は27 1/2

インチ。 (ASP 4.25) 

イスラエル

の偵察衛星

イスラエル ミサイル

関連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/4/24 キューバ及びジンバブエはロシアと、イリューシン及びツポレフ社の航空機購入並び

に露政府からの輸出融資特権を受ける協定に調印した。ジンバブエはIl-96及びTu-204

を 10-20 機取得の計画。一方、キューバの Cubana Aviacion は Ilyushin-Finance と

Il-96-300 ２機、Tu-204-100 ２機及びTu-204-100C １機の購入契約に調印した。また、

Cubana 及び AeroCaribbean は 20-30 機のコミューター機を購入し、アントノフ An-24

及びリース中のATR42/72の後継とする計画。 (FLT 4.24) 

キューバ、

ジンバブエ

支援 

キューバ／ジンバブ

エ 

イリューシンツポレ

フ社 

Cubana Aviacion 

Cubana 

AeroCaribbean 

輸出管理

関連全般 

FLT 

－
3
6
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/24 ロシアのイワノフ国防相は、地上発射及び海上発射弾道ミサイルの弾頭を、プロトタ

イプの試験発射を先週末成功裏に実施した新型弾頭に換装の計画である、と表明した。

RIA Novosti が 24 日報じた。本年末から配備を開始し、単弾頭及び多弾頭の再突入弾

頭を装備することになる、としている。 (GSN 4.25) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/21 ロシア外務省は、イランの Bushehr 原子力発電所の建設を止めるよう要求する米国の

要請を拒絶した。露外務省のKamynin報道官は声明のなかで、「海外協力に関し、全て

の国はどこと、どのように行うかを決定する権利を有している」と表明した。（Iran 

Mania） (MISC 4.21) 

イラン核問

題 

イラン／米国 核兵器関

連 

その他 

2006/4/21 米連邦検察官は 21 日、米国の核安全支援計画に基づく資金数百万ドルを Adamov 前ロ

シア原子力エネルギー相が横領した件に関する裁判を、米国国内で実施することには

ならないだろう、と述べた。スイスの裁判所は昨年、Adamov 氏の身柄を米国に引き渡

すことなく、露に返すよう決定している。（Associated Press） (GSN 4.24) 

米支援資金

横領 

米国／スイス 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/19 19 日、ウズベキスタンの研究用原子炉の使用済み核燃料 139 ポンドを、ロシアに返還

する作業を完了した。New York Times が報じた。米国家核安全保障管理局（NNSA）の

資金援助による地球的規模脅威削減イニシアティブの一環。旧ソ連の原子炉の使用済

み核燃料がロシアに返還される第１例となった。なお、ウズベキスタンからは、本年

４回の返還作業が実施される。(GSN 4.20) 

使用済み核

燃料回収 

ウズベキスタン／米

国 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
6
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/17 ロシアのロソボロンエクスポート社は AK-103 カラシニコフ銃 10 万丁を５月にベネズ

エラに輸出する契約を行った。さらに、ベネズエラは世界的に有名なこの銃のライセ

ンス生産契約を行い90万丁の生産を行うことを計画している。 (PRV 4.17) 

武器輸出 ベネズエラ 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

PRAVADA 

2006/4/17 RIA Novostiが先週報じたところによれば、ロシアは今年、 初のTopol-M大陸間弾道

ミサイル（ICBM）機動連隊を創設の計画である。サイロに配備の Topol-M 連隊５個部

隊はこれまでに配備を完了した。ミサイルの主任設計者である熱工学研究所の

Solomonov所長が語った。 (GSN 4.17) 

ミサイル配

備 

熱工学研究所 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/13 MosNews が 13 日に報ずるところによれば、ラドメーカー米国務次官補代行（国際安全

保障・不拡散担当）は1991年の戦術核兵器削減米ロ・イニシャティブに関連して、ロ

シアがヨーロッパ展開の非戦略核兵器数を削減する義務を果たしていないと表明し

た。さらに、旧ソ連時代の核兵器処分のための米国の資金援助計画に関連し、露の核

施設へのアクセスに関する問題点を指摘した。 (GSN 4.14) 

核兵器削減 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
6
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/12 ４月初めに、ロシア連邦税関（FCS）の当局者がキルギス共和国・税関検査局代表とキ

ルギスの首都ビシケク所在の FCS 代表事務所において会談、両国税関間の先進的電子

情報交換システムの構築について協議した。また、４月12日にFCSのZherikhov長官

はベルギー税関のColpin長官と会談、2001年調印の相互税関協力協定の批准問題を含

め、両国税関間の協力について話し合った。 (IECO May.2006) 

税関協力 キルギス／ベルギー 輸出管理

関連全般 

IECO 

2006/4/11 ロシアのカーネギー・モスクワセンターのArbatov 上級研究員は11日、新型Topol-M

ミサイルの配備を促進し、米国との軍備管理協議を改めて実施するよう要求した。

近の外交文書によれば、現在戦略爆撃機はソ連崩壊時の39%、ICBMは58%、核装備の潜

水艦は80%を保有しているにすぎない。毎年20-30基のTopol-Mミサイルを生産の必要

があり、また、米露双方が展開する核弾頭をモスクワ条約は2012年までに1,700-2,200

基にする、としているが1,000基にすべきである、と主張している。（Associated Press）

(GSN 4.12) 

ミサイル配

備 

米国 核兵器関

連         

ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/10 ロシアは10日、大量破壊兵器（WMD）拡散に関わっている疑いがあるとする、51ヶ国、

1,152組織のリストを公表した。イワノフ国防相は、「これはブラックリストではなく、

我々が特別に慎重さと警戒を要する組織のリストである」と表明した。７月に予定さ

れている先進国首脳会議までにこのリストを完成させる計画。（Agence France-Presse）

(GSN 4.11) 

ブラックリ

スト 

  輸出管理

関連全般 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
6
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/10 ロシアのKisliak国防次官は10日、メキシコとの二国間会議後の記者会見で、ベネズ

エラへの武器輸出は国際規約に基づいて実施しているとし、中南米地域の安定に影響

を与えることはない、と述べた。ベネズエラは33機のヘリコプター購入の契約を行っ

ており、うち15機は年内に領収の予定。Mi-35M 攻撃ヘリ及び世界 大のMi-26T 輸送

ヘリ（280人収容）が含まれる。また、ベネズエラはAK-103ライフル10万丁を注文し

ている。 (PED 4.11) 

武器輸出 メキシコ／ベネズエ

ラ 

通常兵器

関連 

PEOPLE'S 

DAILY 

2006/4/10 ロシア連邦の省庁間の輸出管理委員会で、イワノフ国防相は、５１カ国の１１５２の

団体・企業を軍事・ＷＭＤ関連としてリスト化し、注視していると公表した。イワノ

フ国防相は、これらはブラックリストではないというが、すべての取引について、許

可が必要という。これらの企業・団体は、ロシア外務省やロシア諜報機関、Ｇ８など

で入手したレポート等によって作成され、公には公表しないという。また、同委員会

は、２００５年、ロシアは、１，１５３件の輸出許可証を発行し、主な対象国は、Ｅ

Ｕ、アメリカ、ウクライナ、韓国という。 

ブラックリ

スト 

ＥＵ／米国／ウクラ

イナ／韓国 

輸出管理

関連全般 

Interfax

-AVN 

website

による。 

－
3
6
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/6 米国のエネルギー大手、Exelon、RWE 及び Pacific Gas and Electric 各社は６日、政

府がロシアからのウラン直接輸入の許可を出さない限り、2013 年には核燃料問題を抱

えることになる、との懸念を表明した。米政府はロシアが市場価格より安い値段で大

量のウランを売却しているとして、商業ベースでの輸入を1992年に禁止した。ロシア

の核弾頭から取り出した高濃縮ウランを米国で原子炉用に処理する「メガトンからメ

ガワット計画」は2013年に終了する。 (MOS 4.7) 

核燃料問題 米国 

Exelon 

RWE 

Pacific Gas and 

Electric 

生物・化学

兵器関連 

MOSCOW 

TIMES 

2006/4/5 「ロシアの核ミサイルに対する米国のミサイル防衛システムの迎撃能力は、少なくと

も2020年までは限定的であり、我が国の戦略部隊の能力を著しく損ねることはない」

と露戦略ミサイル軍の前参謀長Yeskin上将が５日、語った。さらに、Topol-M、Bulava

等の新型ミサイルは、米国ミサイル防衛を無効化できるよう設計されている、と述べ

た。 (GSN 4.5) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/4/4 インドは今週米国のバウチャー国務次官補（南・中央アジア担当）及びロシアの

Kiriyenko核エネルギー庁長官の訪問を受ける。Indo-Asian News serviceが報じた。

Kiriyenko 長官は６日、Tamil Nadu に４基の原子力発電所を追加建設することについ

て協議のために訪印、バウチャー国務次官補は９日、米印核技術協力に関して Saran

印外相との会談を予定している。 (GSN 4.4) 

原子炉建設 インド／米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE

  

－
3
6
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/4/1 ロシア外務省の報告書によれば、化学兵器処分事業の第３ステージは2009年末までに

完了の見込みである。RIA Novostiが１日報じた。この報告書は化学兵器禁止機構（OPCW）

理事会の３月 14-17 日の会議に基づくものである。なお、第３ステージは露の保有化

学兵器の45%、18,000トンを処分することになっている。 (GSN 4.3) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/31 ロシアのプーチン大統領は31日、昨年の武器輸出が当初の計画を20%超過する60億ド

ルの記録を達成したと表明した。主要な武器輸出相手国は、相変わらず中国とインド

であるという。対外軍事協力委員会で語ったもの。なお、ロソボロンエクスポート社

の Chemezov 社長は同日、過去３ヶ月に 75 億ドルの輸出契約を締結したことを明らか

にした。 (AFPR 3.31) 

武器輸出 中国／インド 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE 

2006/3/30 ロシアのプーチン大統領は30日、露の安全保障戦略上の 優先事項は、強力な抑止力

としての十分な核戦力を維持することである、と表明した。さらに、2007年から2015

年にかけ核戦力の細部を検討する、と述べた。Associated Pressが報じた。 (GSN 3.31)

核戦力   核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
6
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/3/29 米国国家核安全保障管理局（NNSA）のPaul第一副長官は29日、「これまでのところ、

ロシアの核保管施設の 80%を安全化し、計画より早く 2008 年までには事業終了の見込

みである」と表明した。一方、Flory国防次官補（国際安全保障政策担当）は「事業を

2008年までに終了させるためには、2006年予算に追加資金援助を盛り込む必要がある」

と述べた。当初計画では、推定600トンの核資材の安全事業を2012年まで実施の計画

であった。(GSN 3.30) 

ロシア核施

設支援 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/28 ロシアはアルジェリアへの75億ドルに及ぶ武器輸出案件について、厳しい条件を設定

した。この武器輸出は、アルジェリアの47億ドルの対露負債を帳消しにするもので、

負債の大部分は、1965年から1985年にかけての旧ソ連からの武器輸入によるもの。露

当局者は、「いまだ、友好のジェスチャーとして借金を棒引きにする、との決定はなさ

れていない。アルジェリアの義務の履行を含め、全般的な契約の中で、決断がなされ

る」と述べた。（Middle East Newsline） (MISC 3.28) 

武器輸出 アルジェリア 通常兵器

関連 

その他 

－
3
6
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/3/27 Brooks 米国家核安全保障管理局(NNSA)長官は、米は引き続きテロリストによる核兵器

入手及び運搬を阻止するための計画を支援すると述べた。米は1991年より、露の核貯

蔵施設の保安システム更新を支援、その上ソ連の核弾頭及び兵器級ウラン、プルトニ

ウムの保安体制を支援している。「メガトンからメガワット」計画において、露は287t

の高濃縮ウランを核燃料に転換、1993 年から米電力会社に販売しており、今後７年間

に更に265tが転換される予定。 (GSN 3.27) 

核テロ防止 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/24 ロシア国防省によれば、Bryansk の戦略ミサイル軍中央修理工場で今週実施していた

SS-24 鉄道移動式ミサイル・ランチャーの破壊処分は、24 日に終了する。本年２回目

となる廃棄処分。露は昨年、９基の同型ミサイル・ランチャーの破壊処分を実施した。

Interfaxが報じた。 (GSN 3.24) 

ミサイル廃

棄 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/23 ITAR-Tass によれば、カナダ及び英国の専門家が 22 日、ロシア第３番目の化学兵器処

理施設建設予定地査察のため Kizner に到着した。グリーンクロス関係筋によれば、

Kizner の保管施設には露国内に所在する化学兵器の 14.2%にあたる 5,700 トン以上の

ルイサイトがある。処理施設は2008 年に完成、2009 年から稼働して2012 年までに処

分を完了の予定。 (GSN 3.23) 

化学兵器処

分 

カナダ／イギリス 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
7
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/3/21 中国訪問のロシアのプーチン大統領は21日、胡錦涛中国国家主席と会談した。会談内

容は公表されていないが、シベリアの石油を中国に輸送するパイプラインの建設計画、

その他幾つかのビジネス問題や軍事関係の拡大について協議されたものと思われる。

(PRV 3.21) 

軍事協力拡

大 

中国 輸出管理

関連全般  

核兵器関

連 

PRAVADA 

2006/3/21 Interfaxが21日報ずるところによれば、化学兵器禁止機構（OPCW）の理事会は、ロシ

アが2009年12月21日を化学兵器処分事業第３ステージの終了期限とする、と示唆し

たことを支持した。露は18,000トンの化学兵器を第３ステージで処分することになっ

ている。 (GSN 3.21) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/21 ロシアは21日、Kambarka処分施設における化学兵器処理の第２フェーズを開始した。

３月１日から開始の第１フェーズでは、28 トンのルイサイトを処理した。なお、同施

設では、毎年2,500トンのルイサイトを処分する計画。（ITAR-Tass） (GSN 3.22) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/17 経済・科学技術・文化協力に関するインド・ロシア政府間委員会（IRIGC）副議長のZhukov

副首相は、露の対印武器輸出が 190 億ドルになることを明らかにした。過去５年間に

100 億ドルの兵器を印に輸出、さらに 90 億ドルの輸出契約が進行中という。合弁の

Brahmos Aerospace Private Limited社は新世代の超音速対艦ミサイルを開発中。印に

おける Su-30MKI 戦闘機のライセンス生産、Il-76 の修理サービスセンター及び陸軍装

備品の修理センターを印に設けることを語った。（Deep Ika Global） (MISC 3.17) 

武器輸出 インド 

Brahmos Aerospace 

Private Limited社

通常兵器

関連 

その他 

－
3
7
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/313  

3/14 

ウラル近郊のパーマ市にて、ロシアの輸出管理センター（CEC）、ロシア連邦税関（FCS）、

ロシア連邦輸出管理サービス（FTECS）、ロシア国防省などロシアの輸出管理の関係機

関が集まって、該非判定、税関での確認方法などの研修会を実施。 

輸出管理研

修 

  輸出管理

関連 

NTI-webs

ite 

2006/3/13 ロシア人実業家Oleg Orlov氏（57）の身柄が、チェコ共和国からウクライナに引き渡

された。兵器類を不法に輸出した疑い。ウクライナ当局は、Orlovが少なくとも１基の

P14F レーダ・セットを東アフリカのエリトリアに、またソ連製 Kh-55SM 巡航ミサイル

を中国に、いずれも 終仕向地を偽って売却した罪で告発している。（Czech Business 

Weekly） (MISC 3.13) 

不正輸出 チェコ／ウクライナ

／エリトリア／中国

Oleg Orlov氏 

通常兵器

関連 

その他 

2006/3/13 インド外務省の Sarana 報道官は 14 日、インドにロシアが原子炉用ウラニウムを売却

の予定であることを明らかにした。なお、インド政府の核燃料売却要請を、米国は断

わったという。 (ASP 3.15) 

原子炉用ウ

ラニウム売

却 

インド 核兵器関

連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/3/10 アルジェリアとロシアは、アルジェリアの対露 47 億ドルの債務を相殺する 75 億ドル

の兵器及びその他20-30億ドルの売買に関する契約に調印した。この調印は10日、露

首脳としては初めての、プーチン大統領のアルジェリア訪問時に行われた。アルジェ

リアは、MiG-29SMT Fulcrum 40機、Sukhoi-30MK Franker 20機、YaK-130 Mitten戦闘

練習機 16機、S-300 PMU Favorite防空システム８セット、T-90戦車40両を購入する。

（The Morocco Times） (MISC 3.11) 

武器輸出 アルジェリア 通常兵器

関連 

その他 

－
3
7
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/3/7 イランの核問題解決のためのロシアの提案は７日、米国及びイラン両政府の反対に直

面した。露の提案は、７～９年後にイランに低濃縮ウランの製造を認めるとするもの。

米国は原子炉用にも核兵器にも活用可能なウラン濃縮をイランに認めることには反対

で、核技術のトロイの木馬であるとしている。イランは約８年の凍結期間は長すぎる

と主張している。IAEA理事会の４半期会議における主張。（New York Times） (GSN 3.7)

イラン核問

題 

イラン／米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/6 国連安保理においてロシアと米国は６日、イラクの大量破壊兵器（WMD）の追跡を目的

とした国連監視検証査察委員会（UNMOVIC）の今後の方針について合意に達しなかった。

Dolgov 露国連次席大使は、UNMOVIC はイラクの兵器に関する 終報告を出すべきと表

明、これに対しボルトン米国連大使は 終報告の必要はなく、査察事務所閉鎖の準備

にかかるべき、と主張している。（New York Sun） (GSN 3.7) 

イラクのＷ

ＭＤ 

国連／米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/3 ロシアは、タジキスタン共和国と国境での検査と警備に関する協定を締結。その後、

５月１０日、アメリカがタジクの国境警備に５２３，０００ドル相当のトラック、検

査機器を援助。 

国境警備・

検査 

タジキスタン 

 

輸出管理

関連 

NTI-webs

ite 

CNS-obse

rver-Jun

e2006 

P.12 

－
3
7
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/3/3 ロシアの軍高官は中距離及び短距離核戦力の廃止を定めた1987年の中距離核戦力条約

（INF 条約）の廃棄を示唆した。United Press International が２日報じた。露国防

省研究所長の Vasilenko 大将は、露政府が中距離弾道ミサイルの再配備を検討中であ

ることを明らかにした。なお、イワノフ国防相は昨年、ラムズフェルド米国防長官と

の会談において条約の廃棄を示唆し、ラムズフェルド長官の非難を受けている。 (GSN 

3.3) 

中距離核戦

力条約の廃

棄 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/3/2 カザフスタン共和国と国境での税関手続の改善、密輸などの情報交換などに関する協

定を締結。その後、5 月 18 日米国はカザフに２百万＄相当の高速ボート等を援助。韓

国も軍事面で支援。 

国境警備・

検査 

カザフスタン 輸出管理

関連 

NTI-webs

ite 

CNS-obse

rver-Jun

e2006 

P.12 

－
3
7
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/3/1 ロシアは温室効果ガス排出削減計画の一環として、急速に減少しつつあるウラン資源

について、その開発を促進するため100億ドルを投資の計画である。この計画はRostom

社と天然資源省によって作成されたもので、2020 年までに年間のウラン生産量を６倍

にするという。なお、プーチン大統領は先月、2030 年までにエネルギー使用に占める

原子力の割合を15から20%に増加する計画で、そのために新たに40基の原子炉を建設

する、と述べた。（Bellona） (MISC 3.1) 

ウラン生産 Rostom社  核兵器関

連 

その他 

2006/3/1 Associated Pressによればロシアは１日、同国二番目のKanbarka化学兵器処分施設の

運用を開始する。露は1997年に化学兵器禁止条約に調印、その保有する４万トンの化

学兵器を 10 年以内に処分する約束をした。その後 2012 年まで終了期限を延期してい

る。Kanbarka には 6,350 トンのルイサイトが保管されている。なお、Gorny の施設で

は既に 1,140 トンのルイサイト及びマスタードガスの処分を 2002 年 12 月の運用開始

以降実施した。 (GSN 3.1) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/2/28 ロシアの環境・技術・核・監督機関 Rostekhnadzor の Pulikovski 長官は 28 日、露は

核廃棄物の処理及び貯蔵を行う国際センター創設の計画を依然有している、と表明し

た。Rostekhnadzor及びRosatom原子力エネルギー庁がこの提案を作成しており、米国

を含む主要数カ国が国際センターを受け入れることになる、としている。 (GSN 3.1)

国際センタ

ー設立 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
7
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/2/20 ロシア連邦税関が港での武器、爆発物、薬、大量破壊兵器等の検査装置の導入につい

て議論。２０１０年までに全国の港湾に配備する予定。 

港湾での検

査装置導入

  輸出管理

関連 

NTI-webs

ite 

2006/2/20 ウラジオストクで自動車事故でつぶれたトラックからラジウム２２６を検出。 放射性物質   ラジウム

２２６は、

ウラン２

３８の崩

壊生成物

で１，６０

２年の半

減期。 

NTI-webs

ite 

2006/2/17 イスラエルのテルアビブ大学の Jaffe 戦略研究センターから先月出された「ロシアの

武器輸出と対中東武器輸出」と題する報告書によれば、2002 年以降ロシアのアルジェ

リア、イラン、サウジアラビア及びシリアへの武器輸出は急増している。イランは露

の 大の顧客で、過去数年の間に 37 億ドルの武器輸出の契約を行った、という。

（Monsters & Critics） (MISC 2.17) 

武器輸出 イスラエル／アルジ

ェリア／イラン／サ

ウジアラビア／シリ

ア 

通常兵器

関連 

その他 

－
3
7
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/2/16 ロシアのDmitriyev軍事技術協力庁長官は、「イランに対する防空システム供給契約を

完結した」と語った。推定７億ドルのこの契約は、Tor M-1 地対空ミサイル 30 基を売

却するもの。これはイランに対する軍事ハードウェアー供給制限に関する米国との合

意を露が撤回した2000年以降 大規模の契約。（The Rock River Times） (MISC 2.16)

武器輸出 イラン 通常兵器

関連 

その他 

2006/2/16 ロシアのイワノフ国防相はミサイル防衛用早期警戒レーダの性能向上作業を実施中で

あることを明らかにした。Agence France-Presseが15日報じた。あらゆるコンディシ

ョンで有効に運用できるシステムであるとし、１号機はサンクトペテルブルグ、以降

１年半以内にアゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン及びウクライナのシステ

ムを交換する、という。 (GSN 2.16) 

ミサイル開

発 

アゼルバイジャン／

ベラルーシ／カザフ

スタン／ウクライナ

通常兵器

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/2/15 Washington Post が 15 日報ずるところによれば、ロシア市民は、Mirny の市街近郊で

開始される化学兵器処分事業について、試験未実施の処分方法及び重大な事故への対

応処置の準備がないことに不安を抱いている。作業員は砲弾の頭部をカットして中和

剤を加えて再封印、３ヶ月後には低毒性の廃棄物になるという。露は今年、4,000トン

のVX神経ガスをMirnyで処分することとしている。 (GSN 2.15) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
7
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/2/14 ロシアの新ミサイル・システムは、核及びテロ攻撃に耐えるよう設計されている。

Interfax が 14 日報じた。露の国防研究開発の責任者であるVasilenko 少将は、「まず

第一に重要なことは、破壊グループやテロリストを含む敵からの、核及び通常兵器に

よる攻撃に対する防護能力を強化したことである」と語った。さらに、ミサイル防衛

を突破するため、ミサイルの運動能力を向上させているという。 (GSN 2.15) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/2/13 Newsweekは13日、ロシアが核兵器を保有し改良することが、ワールドパワーとしての

ステータス維持に重要、と信じていることを明らかにした。プーチン大統領はG8のメ

ンバーとしての同国の意義を問われた際、露が主要核保有国であることを示唆し、

「我々は 近、新型弾道ミサイルの試験を実施している」と述べ、巡航ミサイルのよ

うに軌道変更可能なミサイル弾頭を開発中であることを明らかにした。 (GSN 2.13) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/2/9 ロシア連邦軍事技術協力庁のDmitriyev長官は９日、露の昨年の兵器輸出は60億ドル

以上であり、旧ソ連後の記録を更新した、と RIA Novosti に語った。なお、2004 年の

兵器輸出は 56 億ドルであった。さらに Dmitriyev 長官は、今年の兵器輸出が 70 億ド

ルを超えるだろう、と述べた。 (AFPR 2.9) 

武器輸出   通常兵器

関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE 

－
3
7
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/2/8 Canadian Press が８日報ずるところによれば、ロシアのプーチン大統領は先週、イラ

ンと同様に、全ての国から、ウラン濃縮及び放射性廃棄物処分を引き受ける用意があ

ると表明した。このことは、各国が兵器開発のためのウラン濃縮を実施しない、とい

うことを証明するに有効であるとし、核サイクル・センターのネットワークを作るこ

とは、原子力技術の取得を望む国に均等に機会を与えることになる、と述べた。なお、

この提案にはブッシュ米大統領も賛成している、という。 (GSN 2.8) 

ウ ラ ン 濃

縮・放射性

廃棄物処分

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/2/7 ロシア連邦原子力エネルギー庁の Antipov 副長官は、同国の大量破壊兵器削減・拡散

防止を支援する、G8 グローバル・パートナーシップ・プログラムが履行されていない

ことを非難した。同プログラムで14億4,150万ドルの支援が約束されていたが、昨年

９月までに成立した契約は3,540万ドルに過ぎない、としている。 (GSN 2.7) 

Ｇ８グロー

バル・パー

トナーシッ

プ・プログ

ラム 

Ｇ８ 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

２００６年

２月上旬 

ロシア・ウクライナ間の Dolbino の列車内で放射線を検出。飛行機やヘリコプターで

使用される２つのアイソトープを用いた氷結検出センサー用の放射性物質で、ウクラ

イナ人が、本来、輸出許可と特別な許可を取得せずに乗車。 

放射性物質 ウクライナ 核兵器関

連 

NTI-webs

ite 

－
3
7
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/2/2 ロシア宇宙軍は、長距離電波通信科学研究所（NIIDAR）の開発した新世代弾道ミサイ

ル早期警戒レーダVoronezh-DMの試験を開始した。現用のDaryal（Pechora）やDnepr

（Hen House）対弾道ミサイル（ABM）レーダが固定サイトに装備する大型の装置であ

るのに対し、この新しいモデュラー型のレーダは小型で、設置のために大きな工事は

必要なく、新たな脅威に対応して速やかな展開が可能。また、修理・維持もモデュー

ルの交換により容易という。 (JMR 3.1) 

ミサイル開

発 

長距離電波通信科学

研究所（NIIDAR） 

通常兵器

関連 

JANE'S 

MISSILES 

AND 

ROCKETS 

2006/1/31 Associated Pressが31日、報ずるところによれば、米国オークリッジ研究所の専門家

達は、ほぼ20年にわたりロシアの科学者達と共同研究を行ってきたが、 近は同研究

所・輸送安全研究グループが、プルトニウムやウラニウム及び兵器器材を運搬する露

の鉄道システムの改善に力を注いでいる。 (GSN 1.3) 

鉄道システ

ムの改善 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/31 ウラジオストクでトラックから放射線を検出。航海用六分儀の表面から通常の３０倍

のラジウム２２６を検出。この時期、ドイツ等からロシアに持ち込まれそうになった

放射性物質の事件が、２件発生。 

放射性物質 ドイツ 核兵器関

連 

NTI-webs

ite 

CNS-obse

rver-Jun

e2006 

P.12 

－
3
8
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/1/31 Interfax が 31 日報ずるところによれば、ロシア戦略ミサイル軍の１個大隊は今年、

Topol-M機動式ミサイルを配備の予定である。Belousov副国防相は、「このための要員

の訓練を31日から開始する」と表明した。なお、R-36M ICBM Voyevoda（西側ではSatan

として知られている）は2016年まで運用するという。 (GSN 1.31) 

ミサイル配

備 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/31 ITAR-Tass が 31 日報ずるところによれば、ロシアは新型のミサイル早期警戒レーダを

来年から実配備の計画である。Popovkin ロシア宇宙軍司令官のイワノフ国防相への報

告によれば、Lekhtusi（サンクトペテルブルグ近郊）に配備したレーダの試験運用を

今年後半に開始する予定。新システムの探知距離は約 6,000km で旧システムと変わら

ないが、要員は15名と半分になるという。 (GSN 1.31) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/30 国連安保理常任理事国及びドイツの外相は30日夜、ロンドンにおいて４時間に及ぶデ

ィナー・ミーティングを行い、国際原子力機関（IAEA）に対し、２日の緊急理事会で

イランの核問題の国連安保理への付託を決定するよう要求する共同声明を出した。中

国及びロシアが西側の要請に同意したことになる。しかしながら、IAEA の公式報告が

公表される３月まで、安保理が具体的行動を控えることでも一致した。 (GSN 1.31) 

イラン核問

題 

国連／ＩＡＥＡ／イ

ラン 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
8
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/1/27 Vedomosti business dailyが27日報ずるところによれば、政府計画によりロシアのガ

ス独占企業 Gazprom 社は、原子力事業にも進出の予定である。計画では、同社は原子

力発電所を建設・運営する一方、ガスを燃料とする発電量を減じ、うまみのある海外

市場向けのガス輸出を増やしていく、という。 (ASP 1.27) 

原子炉建設 Gazprom社  核兵器関

連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2006/1/25 ロシアのロソボロンエクスポート社はアルジェリアとの、40 億ドルに及ぶ兵器・軍需

品のパッケージ輸出契約の準備が完了した。同社の当局者が25日、Interfaxに明らか

にした。この契約にはMiG-29SMT 多用途戦闘機37機が含まれる。また、Su-30 戦闘機

28 機、地対空ミサイルシステム８個師団分及び T-90S 戦車の売却契約も引き続き行わ

れる予定。旧ソ連時代の負債相殺の一環という。 (MOS 1.25) 

武器輸出 アルジェリア 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

MOSCOW 

TIMES 

2006/1/24 ロシア国営輸出企業ロソボロンエクスポート社は24日、国内第一のトラック・メーカ

ーKamAZの政府保有株式を獲得する方針を固めた。前日には、同社の代表がチタン・メ

ーカーのVSMPO-Avisma社及びKamAZ社買収の意向を表明した、との報道がなされてい

る。 (MOS 1.25) 

買収 ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

KamAZ社 

VSMPO-Avisma社 

輸出管理

関連全般 

MOSCOW 

TIMES 

－
3
8
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/1/24 アゼルバイジャン訪問のロシアのイワノフ国防相は24日、Abiyev国防相との会談で、

南方からの弾道ミサイルへの探知能力を有する同共和国Qabala市所在のレーダ基地に

ついて、継続的な運用を要請した。露はこのレーダ基地を借用中。なお、カスピ海に

海軍共同部隊（Casfor）を創設することについても話し合われた。 (GSN 1.25) 

ミサイル開

発 

アゼルバイジャン 通常兵器

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/23 RIA Novosti によれば、ロシアのイワノフ国防相と副首相は 23 日、カスピ海周辺諸国

による共同部隊創設の構想を明らかにした。黒海共同任務部隊（BlackSeaFor）と同様

の共同部隊で軍、国境警備隊及び特殊部隊で構成、アゼルバイジャン、トルコ、ルー

マニア、ブルガリア、ロシア、ウクライナ及びグルジアが参加することになる、とい

う。また、同国防相は、アルメニア及びアゼルバイジャンに武器、軍需品を輸出する

計画である、と述べた。（Today. AZ） (MISC 1.23) 

国境警備・

検査 

アゼルバイジャン／

アルメニア／ウクラ

イナ／グルジア／ト

ルコ／ブルガリア／

ルーマニア 

通常兵器

関連 

その他 

2006/1/23 ロシア武器輸出入庁の Komardine 次席長官は 23 日、「ロソボロンエクスポート社とイ

ンド国防相は印陸軍２個連隊分のSmerch多連装ロケット発射・車両を売却する契約に

調印した」と表明した。Smerchは、1980年にSplav社が開発し、1988年から露陸軍が

採用しているトラック積載式のロケットランチャー・システムである。 (AFPR 1.23)

武器輸出 インド 

Splav社 

通常兵器

関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE 

－
3
8
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/1/23 Associated Press によれば、ロシアの Kiriyenko 原子力エネルギー相は先週末、ウク

ライナのYekhanurov首相とウラン供給問題について協議した。今月始め、ウクライナ

のユシチェンコ大統領は、独自のウラン濃縮を検討中、と表明したが、現在同国は原

子力発電用のウランは、露から購入することとしている。 (GSN 1.23) 

ウラン供給

問題 

ウクライナ 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/18 Interfaxが18日報ずるところによれば、ロシアは新型の早期警戒レーダの試験を開始

した。早期警戒及びミサイル防衛の両目的に対応する新技術を盛り込んでおり、露及

び海外の現用レーダの後継を目論んでいるという。 (GSN 1.19) 

ミサイル開

発 

  通常兵器

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/18 ロシアのイワノフ国防相は18日、昨年（2005年）の軍事産業の契約額は220億ドルで、

海外軍事技術協力は 60 億ドルであった、と表明した。なお、海外市場の 85%を押さえ

る国営のロソボロンエクスポート社の契約高は低下し、それ以外の企業の軍事分野で

の海外協力は向上しつつあるという。露は軍事分野での海外協力を拡大させつつあり、

現在82ヶ国が得意先となっている。 (RIA 1.18) 

武器輸出 ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2006/1/16 Washington Postによれば、イランの核問題をめぐり、ロンドンで開かれた米、英、仏、

独、露、中の外務次官級による６ヶ国会合は16日、国連安保理への核問題の付託に向

けて国際原子力機関（IAEA）の緊急理事会を２月２日に開催するよう要請することで

合意した。なお、英外務省当局者によれば、安保理付託に関し中国は「やや躊躇」の

姿勢を示し、露は同意したという。 (GSN 1.17) 

イラン核問

題 

イラン／国連／ＩＡ

ＥＡ 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
8
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/1/12 Baltic News Service が 12 日報ずるところによれば、ロシア、ドイツ間の天然ガスパ

イプラインを敷設のために、バルト海の海底から第二次世界大戦時の化学兵器を移動

する可能性が出てきた。パイプラインはバルト海南部の武器投棄海域２ヶ所を通過す

ることになるという。 (GSN 1.13) 

化学兵器移

動 

ドイツ 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/11 Masorinロシア海軍司令官は、次世代フリゲート艦の起工式を本年２月に実施する、と

発表した。なお、次世代駆逐艦の計画を開始したことを明らかにするとともに、露海

軍に空母保有計画はあるが、巡洋艦建造の計画はないと語った。露海軍は2015年まで

にフリゲート艦10-20隻を必要としている。詳細は公表されていないが、3M55 Onix対

艦ミサイル発射機８基、Medvedka-2 対潜ミサイル・魚雷、Uragan 中射程・Palma 短射

程対空ミサイル等を装備の模様。 (JDW 1.11) 

軍備増強   通常兵器

関連 

JANE'S 

DEFENCE 

WEEKLY 

2006/1/11 ITAR-Tassが11日報ずるところによれば、ロシアはKambarkaの化学兵器処分施設の今

月末の稼働開始に向けて準備中である。同施設は先月試験運転を実施し、1.7トン以上

のルイサイトの処分を行った。Kambarka の施設には、露の化学兵器貯蔵量の 15.9%に

当たる 6,400 トン以上のルイサイトが保管されており、３年半のうちに処分を終了す

る計画である。 (GSN 1.12) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
8
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2006/1/10 ロシアはイランの核問題の国連安保理への付託に反対しないであろう、と表明した。

Washinton Post が 12 日報ずるところによれば、ラブロフ露外相は10日夜、ライス米

国務長官との電話会談において、露の政策の変更を伝えたという。また、ブッシュ政

権当局者によれば、両者は中国に働きかけることを約束したという。 (GSN 1.12) 

イラン核問

題 

イラン／国連 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2006/1/5 ナホトカで放射線を検出。くず鉄に混在し、第三国に輸出される予定だった。産業用

に使われたセシウム１３７と判明。 

放射性物質   核兵器関

連 

NTI-webs

ite 

2005/12/30 ヒズボラがロシア製ミサイルをイスラエル攻撃のためにシリア経由で入手した、とイ

スラエル軍情報機関のAharon Ze’evi-Farkash長官がイスラエルのメディアとのイン

タビューで発言したことについて、露政府は 30 日、「軽率な発言をイスラエルのメデ

ィアが軽率に報じたもの。全く根拠のないことである」との声明を外務省ウエブサイ

ト上に発表した。 (BBCMS 12.30) 

武器輸出 ヒズボラ／シリア／

イスラエル 

ミサイル

関連 

BBC 

MONITORN

G SERVICE 

2005/12/29 イラン 高安全保障委員会のVaeedi副委員長は、ロシアが核廃棄物の処理を実施の後

にイランに返還するとの露の提案について、イランが原子力用燃料のみを製造し、兵

器級レベルのウラン濃縮はできないことを証明することになることから、真剣かつ熱

意を持って検討中である、とベルリンにおいて表明した。 (UPI 12.29) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

UPI NEWS 

－
3
8
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/24 ロシアのプーチン大統領は米国のミサイル防衛を突破可能な弾道ミサイル部隊の展開

により、露米間に新たな軍備競争を仕掛けようとしている。クリスマス・イブに露は

新たなTopol-Mミサイル大隊を開設した。Topol-Mは射程6,000マイル、軌道を変更し

て敵の迎撃を回避し、米国の対ミサイル電磁パルスにも耐える能力を有している。

(SCO 12.26) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

SCOTSMAN 

2005/12/23 Associated Pressによれば、ロシアの医師、チェチェン薬物局のDelsayev局長は、チ

ェチェン共和国で神経ガスによる傷害を受けた疑いの持たれていた約70名の患者は心

身症であった、と発表した。患者の多くは頭痛、呼吸障害を訴えているが、病気では

ない、と診断している、と述べた。 (GSN 12.23) 

神経ガス チェチェン 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/22 ゼネラル・モータースとロシアの自動車メーカーAvtoVAZの合弁企業GM-AvtoVAZは22

日、新経営陣を選出、露国営輸出企業ロソボロンエクスポート社の貿易・技術部長

Yesipovsky氏を新社長として迎え入れた。GM-AvtoVAZは露政府の後見を得ることとな

った。 (REUT 12.22) 

新経営陣 米国 

GM-AvtoVAZ 

輸出管理

関連全般 

REUTER 

2005/12/22 ニュージーランドは22日、ロシアのプルトニウム生産炉の解体及びシベリアにおける

化学兵器処分プロジェクトに約 80 万ドルの支援を実施した、と発表した。G-8 グロー

バル・パートナーシップ・プロジェクトに基づくもの、としている。 (GSN 12.22) 

化学兵器処

分 

ニュージーランド 核兵器関

連         

生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
8
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/21 21日付Vedomosti business dailyによれば、インドは対空システムTunguska M-1 24

両をロシアから購入する。４億ドルの契約。Tunguska は露国営 Almaz-Antei 社製の軌

道式装甲戦闘車に機関砲２基、ミサイル及び探知・管制用レーダを装備している。対

空ミサイルの射程は９km。 (DN 12.21) 

武器輸出 インド 

Almaz-Antei社 

通常兵器

関連 

DEFENSE 

NEWS 

2005/12/21 RIA Novostiによればロシアは今週、サラトフ州に保管している化学兵器の処理を終了

する。３年にわたる事業により、1,000トン以上のマスタード・ガス、ルイサイト等の

処理を行った、としている。 (GSN 12.21) 

化学兵器処

分 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/21 ITAR-Tassによればロシアは21日、次世代のBulava潜水艦発射弾道ミサイルの試験発

射を実施し、成功裏に終了した。北海艦隊の Dmitriy Donskoy からカムチャツカ半島

の標的に向け発射され、命中した。 (GSN 12.21) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/20 Razov 駐中国ロシア大使は 20 日、露中の貿易額が本年末までに対前年比３分の１増加

の 290 億ドルに達する、と表明した。しかしながら、専門家は機械及び技術の輸出が

低調なことを指摘しており、同大使も「我々はこの問題に努力を傾注している」と述

べた。 (ITAR 12.20) 

中国との貿

易 

中国 輸出管理

関連全般 

ITAR/TAS

S NEWS 

－
3
8
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/20 ロシアは先進的対空ミサイル・システムのイランへの引き渡しを開始する。国営兵器

輸出企業ロソボロンエクスポート社がTOR-M1地対空ミサイルのイランへの引き渡しを

2006 年から始め、２年間にわたって行われることを、当局者が明らかにした。 (MEN 

12.20) 

武器輸出 イラン 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

MIDDLE 

EAST NEWS 

FILE 

2005/12/20 Associated Pressが20日報ずるところによれば、ロシア政府当局者は、チェチェン共

和国で入院中の少なくとも45名に神経ガス中毒の疑いがある、と見ている。チェチェ

ンの中学校で生徒、教師及び労働者が頭痛及び呼吸障害を訴える事件が16日から発生、

神経ガスに晒されたと同じ症状を呈しているという。 (GSN 12.21) 

神経ガス中

毒 

チェチェン 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/17 Reuterが17日報ずるところによれば、ロシア、チェチェン共和国の廃棄工場内で重大

な放射能汚染が発見された。チェチェン共和国の Kuznetsov 検察官によれば、原因物

質は「汚い爆弾」の製造に用いられる可能性のあるコバルト60と特定しており、周辺

住民に重大な脅威となっている、としている。 (GSN 12.19) 

放射性物質 チェチェン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
8
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/16 ロシア国営兵器輸出企業ロソボロンエクスポート社は、モスクワのSalyutエンジニア

リング社製のジェットエンジンAL-31F 150台を中国に供給する５億ドルの契約に調印

した。ライセンス生産のSu-27SKM戦闘機に搭載される。Salyut社のエンジン供給に関

する本年３回目の契約。６月には、２年間にAL-31FNエンジン100台をJ-10（Super-10）

軽戦闘機用に供給する3.5億ドルの契約を行っている。 (KMR 12.16) 

武器輸出 中国 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

Salyut社 

通常兵器

関連 

KOMMERSA

NT 

2005/12/16 カナダの Nolin 上院議員が作成した、ロシアの核、化学及び生物兵器の安全に関する

NATOの報告書によれば、露の大量破壊兵器（WMD）の安全に対する国際的取り組みは顕

著な成果を上げているが、生物兵器及び戦術核兵器に関しては、いまだ大きな問題が

ある、としている。 (GSN 12.16) 

ＮＡＴＯ報

告書 

カナダ／ＮＡＴＯ 核兵器関

連         

生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/16 Intafax が 16 日報ずるところによれば、ロシア戦略ミサイル部隊のSolovtsov 司令官

は「現在、大陸間弾道ミサイル（ICBM）Topol-M は単弾頭であるが、将来的には MIRV

（多弾頭各個目標再突入弾頭）を装備することになる」と述べた。 (GSN 12.16) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/15 欧州連合（EU）はロシアに対し、先進的なミサイル（Tor-M1 対空ミサイル）のイラン

への売却について公式に抗議した。米欧の当局者が15日、明らかにした。イスラエル

に対する大統領の過激な発言、テロ支援の疑惑及び人権問題により孤立化を深めてい

るイランに対し、誤ったシグナルを送るものになる、としている。 (ASP 12.15) 

武器輸出 ＥＵ／イラン／イス

ラエル 

通常兵器

関連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

－
3
9
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/15 ロシア東部サンクトペテルブルグ近郊の原子力発電所近くで15日、小規模の爆発があ

り、３人が負傷した。放射能漏れは生起していない。RIA Novosti及びInterfaxが16

日報じた。爆発はレニングラード原子力発電所近くの金属精錬所で起こった。環境モ

ニターの結果、放射線レベルは正常という。 (REUT 12.16) 

放射能洩れ   核兵器関

連 

REUTER 

2005/12/13 ロシア訪問のイラン議会の Gholam-Ali-Haddad-Adel 議長は 13 日、露上院のミロノフ

議長と会談後、「我々はブシェ－ル原子力プラントの建設事業を近い将来完成させるこ

とで一致した」と述べ、ロシアとイランの協力による原子力発電所建設の計画は、な

お健在であることを表明した。 (RIA 12.13) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2005/12/12 米国ウッドロー・ウイルソン国際研究センターで12日、二人の組織犯罪専門家（大学

の国家間犯罪・汚職センターの Shelly、Orttung 両教授）が、イスラム系テロリスト

と旧ソ連の犯罪組織はロシアの核資材を入手するために連係しつつあると語った。調

査した核資材密輸の機微な詳細については明らかにしなかったが、テロリストと旧ソ

連の犯罪組織の間には複雑なリンク があり、ロシアの刑務所が両者の出会いと共謀の

格好の場になっていると強調した。 (GSN 12.13) 

核テロ防止 米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
9
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/12 化学兵器禁止機構（OPCW）は12日、数カ国がロシアの化学兵器処分事業への追加支援

を申し出ていることを明らかにした。スウェーデン及び英国は12日、2001年英露協定

に基づく化学兵器処分協力支援事業を具体化する覚書に調印した。スウェーデンは

Shchuchye 施設の電力代として 70 万ドルを支援する。また、チェコ共和国も 近、同

施設の電力支援に22万8,166ドルを提供した。(GSN 12.14) 

化学兵器処

分 

スウェーデン／イギ

リス 

生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/8 ロシアと、世界第二の露製兵器輸入国であるインドは、新たに幾つかの軍事技術協定

を結ぶ計画である。ロソボロンエクスポート社の Isaikin 副社長が、今週モスクワで

開催の「ロシアとインド：21 世紀の戦略的パートナーシップ」と題するフォーラムに

おいて明らかにした。印の陸上兵器体系、潜水艦のライセンス生産等を含む。軍用航

空機、艦艇及び陸上ベースのハードウェアーに関する協定は、次に俎上に上る予定と

いう。 (UPI 12.8) 

武器輸出 インド 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

UPI NEWS 

2005/12/6 ロシアのイワノフ国防相は６日、約10億ドルの契約の一環として、TOR-M1対空ミサイ

ル・システムをイランに供給する、と表明した。先月の両国の合意に基づき、航空機、

ヘリコプター等とともに、イラン空軍の近代化を図る、としている。専門誌によれば、

TOR-M1 は同時に48 目標の探知、識別、追尾を行い、高度65～20,000 フィートで２目

標を撃墜する世界唯一のシステム。（Prena Latina） (MISC 12.6) 

武器輸出 イラン 通常兵器

関連 

その他 

－
3
9
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/6 国際原子力機関（IAEA）のエルバラダイ事務局長は６日、ロンドンのIISSにおいて、

既に無効となっている、とのフランスの意見にもかかわらず、イランの核開発問題解

決に関するロシアの提案を依然として支持していることを明らかにした。イランがそ

の能力を保有しないよう、露が自国内でウラン濃縮を行うとの案について、イランの

要求を解決するもの、としている。 (FT 12.7) 

イラン核問

題 

ＩＡＥＡ／イラン 核兵器関

連 

FINANCIA

L TIMES 

2005/12/6 ロシアの Baluyevsky 参謀総長は先週、「ミサイルが西からポーランドに向かってくる

ことはない。中・東欧諸国が米国のミサイル防衛（MD）システムに組み込まれること

は、露との衝突の可能性を増大させるようなもの」と述べ、ポーランドの米MDシステ

ム参加計画に対し警告を行った。 (GSN 12.6) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/6 ロシアの戦略ミサイル軍（SMT）が先週出した報告書によれば、露は 80%の大陸間弾道

弾（ICBM）の運用寿命を延伸させた。なお、以前の報告によれば、2004 年前期に SMT

は、312基のTopolシステムを保有している。 (GSN 12.6) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/5 ロシア Atomstroiexport 社のイラン原子力プラント建設部門の長、Pavlov 氏は５日、

「もしイラン側が原子力プラント建設の入札を行うなら、我が社は応札する。我々に

はイランにもう一つのプラントを建設する能力を有している」と述べた。なお、同日

イランのTVは、同国がもう一つのプラントを、南西部のKhuzestanに建設する計画で

ある、と報じた。 (MOSN 12.5) 

イラン核問

題 

イラン 

Atomstroiexport社

核兵器関

連 

MOSN 

－
3
9
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/3 ロシアは巡航ミサイル及び空爆に対抗可能なTOR M-1対ミサイルシステム29セットを

イランに売却の計画である。Vedomosti紙が軍事産業筋の情報として報じた。既に契約

は調印されており、７億ドルのこの契約は、2000年以降、イランに対する 大のもの。

(MISC 12.3) 

武器輸出 イラン 通常兵器

関連 

その他 

2005/12/2 プーチン大統領は、地上発射型 SS-27 Topol-M 及び潜水艦発射の Bulava ICBM を、軌

道変更可能とし、米国のミサイル防衛に対抗できるようにするための改良に資源を注

いでいる。SS-27 Topol-Mは来年には配備される見込み。潜水艦発射のBulava SRBMは

高度24マイルで、軌道及び射程を変更する能力を有している。露は全てのTopolミサ

イルを、機動発射型の３弾頭式に改良する計画。 (UPI 12.2) 

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

UPI NEWS 

2005/12/2 ロシアは今月、射程5,000マイルの新型弾道ミサイルBulava Mの試験発射を実施する

予定である。Agence France-Presss が２日、モスクワ熱技術研究所の Solomonov 設計

主任の発言として報じた。このミサイルは海上発射型で、少なくとも核弾頭10個の運

搬が可能。2007年から配備の計画。 (GSN 12.5) 

ミサイル開

発 

モスクワ熱技術研究

所  

ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
9
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/12/1 ロシアのイワノフ国防相は10月31日、大量破壊兵器（WMD）及びその構成品の輸出管

理並びに不拡散に関する10月26日の省庁間協議についてプーチン大統領に報告した。

この協議では WMD 拡散に関する 近の兆候、その対策等が話し合われ、さらに、拡散

防止構想（PSI）への露の参加について協議された。露の黒海艦隊は 2006 年に地中海

で実施のNATO海軍のPSI訓練に参加の予定であり、実質的には既にPSIに参加してい

る、と国防相は語った。 (BBC 10.31) 

輸出管理・

ＮＡＴＯ 

  輸出管理

関連全般 

BBC  

2005/12/1 ロシアの Baluyevsky 総参謀長は１日、「汚い」放射性、化学、生物兵器製造法を記述

した文書がチェチェン共和国で発見されたことを明らかにした。このような兵器の攻

撃に対抗する努力を、さらに向上させる必要がある、としている。 (GSN 12.2) 

化学兵器・

生物兵器製

造技術 

チェチェン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/1 RIA Novostiによれば、ロシアはウドムルト共和国に建設の化学兵器処理施設の運用を

１日に開始する。露で二番目に運用を開始するこの施設の年間処理能力は 2,500 トン

であり、2007 年までに 6,349 トンのルイサイトを処分する計画。なお、砲弾、ミサイ

ル弾頭の化学兵器を処理するキーロフ州の処理施設は年内に運用を開始の予定で、

2007年４月29日までに4,300トンのVX神経ガスを処理する計画。 (GSN 12.1) 

化学兵器処

理 

ウドムルト 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/12/1 ロシアは、今年の戦略ミサイルの試験発射を全て成功裏に実施したことを公式に発表

した。「戦略ミサイル部隊は、コンバット・レディ状態にあり、すべての状況下で任務

達成可能である」としている。 (GSN 12.1) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
9
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/30 ロシア軍事技術協力庁のデニソフ副長官は 11 月 30 日、露の軍事産業は国内需要の向

上及び輸出の好調から発展している、と表明した。輸出額は旧ソ連時代の年間56億ド

ルには及ばないものの、2005 年は 51億ドルであり、昨年の48億ドルを上回る実績。

中国はインドに次ぐ輸出先であり、中国の兵器輸入の70%は露から。また、国内需要も

向上、2006年の軍事予算は前年比31.3%増加の見込みである。 (AFPR 12.1) 

武器輸出 中国／インド 通常兵器

関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE  

2005/11/30 Associated Press が 11 月 30 日、報ずるところによれば、ロシア、アルメニア、ベラ

ルーシ、カザフスタン、キルギスタン及びタジキスタン（CIS集団安全保障条約のメン

バー国）の国防相が会談を実施し、核、化学、生物兵器攻撃に対する安全保障協力に

ついて合意した。 (GSN 12.1) 

安全保障協

力 

アルメニア／ベラル

ーシ／カザフスタン

／キルギスタン／タ

ジキスタン 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/29 Associated Pressによればロシアは29日、旧式のSS-25大陸間弾道ミサイル（ICBM）

の定期性能確認発射を実施した。露北部の機動式ランチャーから発射されたICBMは極

東カムチャツカ半島の標的に命中、発射は成功裏に終了した。 (GSN 11.29) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/23 米国防総省は、旧ソ連の病原体標本や研究センターからの拡散防止に対する取り組み

に本格的に乗り出した。旧ソ連11ヶ国内には多くの「防疫システム」研究所や関連の

地域施設が存在するが、そのほとんどの防護措置は不十分であるという。ペンタゴン

は６ヶ国の施設の安全のために、2006年に6,100万ドルの予算を計上する。なお1998

年には、この種予算は２百万ドルに過ぎなかった。 (GSN 11.23) 

生物兵器不

拡散 

米国 生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
9
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/22 Washington Times によれば、米国の当局者は、コースを変更してミサイル防衛システ

ムに対抗するようデザインされた、新型のミサイル弾頭の試験をロシアが行ったこと

を確認した。米国の衛星及びその他の情報システムは、11 月１日に Volgograd 近くの

施設から打ち上げられた Topol-M ミサイルの発射試験を探知追尾したが、弾頭がコー

ス及び射程を変更できることを示したという。これまでのミサイルでは、大気圏外に

到達以降弾頭は一定の軌道を保つことになっている。 (GSN 11.22)  

ミサイル開

発 

米国 ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/21 ロシア国営のロソボロンエクスポート社は 21 日、翌日からフランスで開催の MILIPOL 

Paris-2005展示会を前に、ロシア軍事産業の輸出が過去３年間に15倍に増加した、と

発表した。 (MOSN 11.21) 

武器輸出 フランス 

ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

MOSN 

2005/11/18 ロシア国営の航空機メーカーMiG 社の Vypryazhkin 販売・営業部長は18日、同社は本

年末までに、MiG-29 SMT 戦闘機 20 機３億ドルを輸出、13 機の修理を実施する、と発

表した。なお、同社は今年既に４座席の IL-103 旅客機 19 機を韓国に輸出している。

(MOS 11.21) 

武器輸出 MiG社 通常兵器

関連 

MOSCOW 

TIMES 

－
3
9
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/15 Agence France-Presseによれば、ロシアのプーチン大統領は15日、Sergei Kiriyenko

氏を連邦原子力エネルギー相に任命した。前首相の同氏は露の民軍双方の核施設の管

理及びイラン・ブシェ－ルの原子力施設建設の問題も担当することになる。 (GSN 

11.15) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/15 ITAR-Tass によれば、ロシアは 15 日、化学兵器保管施設へのテロリスト攻撃を想定し

た訓練を開始した。訓練には内務省、緊急事態省、連邦治安省及び化学兵器の製造・

保管に関わる政府当局者が参加、政府関係部局と軍の連係を演練する。 (GSN 11.16)

対化学兵器

テロ 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/15 ロシアのロケット・宇宙技術企業 TsNIIMASH-Export の Reshetin 社長は、国家輸出管

理法に違反して機微な技術を中国に移転したとして、スパイ容疑で逮捕された。

TsNIIMASH-Export 社は国営の機械製造技術研究所傘下の企業で、露の宇宙産業の町で

スペースフライトを支える企業の集中するKorolyovに所在する。流出した技術につい

ては明らかにされていない。 (ASP 11.15) 

不正輸出 中国 

TsNIIMASH-Export

社 

ミサイル

関連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

－
3
9
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/14 ロシアは14日、軌道ミサイル発射装置の 後の１基の処分作業を開始した。Interfax

が報じた。今年第９番目の解体作業であり、START-1条約に基づき米国の査察チームが

立ち会う。一方、RIA Novostiによれば、Solovtsov戦略ミサイル軍司令官は同日、露

がミサイル戦力の増強を計画中であることを明らかにした。新型弾頭装備の Topol-M

ミサイル・サイトを 10、12 あるいは 15 配備する計画。将来露のミサイルは、サイロ

配備型か車載型の２種類のTopol-Mミサイルになる、という。 (GSN 11.15) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/13 NATO議会の科学委員会は13日、ロシアの生物兵器はテロリストからの防護状況が不十

分である、とする報告書を提出した。旧ソ連の生物兵器保管施設は適切な警備がなさ

れておらず、たやすく侵入可能、としている。 (GSN 11.14) 

対生物兵器

テロ 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/8 米国が資金援助を行い兵器級プルトニウムにウランをブレンドし原子炉燃料の MOX に

転換するロシアのプラント建設プロジェクトは、義務協定の問題について米露がほぼ

合意に達した。当局者が８日、明らかにした。露施設の核安全工事を請け負う米国の

業者の、広範な義務の防護を要求する米側と露との間に意見の相違があった。 (GSN 

11.9) 

兵器級プル

トニウム処

分 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
3
9
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/4 ロシアはテロリズムの脅威に対抗し、過去４年にわたり化学兵器保管施設周辺の警備

状況を強化させてきた、と露化学兵器禁止委員会の Kharichev 長官が Agence 

France-Presse に語った。2001 年には７ヶ所の施設の内、わずか２ヶ所のみがテロ対

策をとっているに過ぎなかったが、現在は全てが十分に防護されている、と述べた。

(GSN 11.4) 

対化学兵器

テロ 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/3 ITAR-Tassによれば、ロシアのKholstov連邦産業庁副長官は３日、「関連国際協定に基

づく我が国の化学兵器処分施設は、2009年に７ヶ所全てが稼働状態となる」と述べた。

なお、これまでに４万トンの化学兵器のうち1,000 トンを処分、2007 年には CWC に基

づく事業の第２段階として、全体の20%に当たる8,000トンを処理することになってい

る。化学兵器処分事業所要費用の約30%は海外資金である。と語った。 (GSN 11.4) 

化学兵器処

理 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/3 RIA Novostiが３日報ずるところによれば、露連邦産業庁のKolstov副長官は、ロシア

の化学兵器処分の第２フェーズのコストが70億ドルになる見込みであることを明らか

にした。処分施設３ヶ所を用いて事業を行うとし、これまでの英、加、伊及びノルウ

ェーの事業協力並びにニュージーランド、イスラエル、チェコ共和国及びEUの 近の

支援に対し感謝の意を表明した。 (GSN 11.3) 

化学兵器処

理 

イギリス／カナダ／

イタリア／ノルウェ

ー等 

生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
4
0
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/3 Associated Press が３日報ずるところによれば、ロシアは SS-25 大陸間弾道ミサイル

の試験発射を成功裏に実施した。ミサイルは露北部から発射され、カザフスタンの目

標に命中した、と露戦略ミサイル部隊の報道官が発表した。 (GSN 11.4) 

ミサイル開

発 

カザフスタン ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/11/2 ロシア政府筋が２日 Interfax に語ったところによれば、同国は Tu-204-120-S 旅客機

10 機を中国に売却する予定。３日から始まる Fradkov 露首相の中国訪問では、この問

題が重要なテーマになる見込みという。既に2001年には同航空機５機の輸出の契約が

行われており、今回はさらに追加しての契約となる。乗客210人、航続距離6,700km。

（New Kerala） (MISC 11.2) 

航空機輸出 中国 輸出管理

関連全般 

その他 

2005/11/2 ロシア国営輸出企業ロソボロンエクスポート社のChemezov社長は、推定120億ドルの

輸出契約を2007年から08年に獲得したことを明らかにし、「露軍事産業の現生産能力

では、ほぼ上限に近い輸出量である」と語った。 (JDW 11.2) 

武器輸出 ロソボロンエクスポ

ー ト 社

（Rosoboroneksport

） 

通常兵器

関連 

JANE'S 

DEFENCE 

WEEKLY 

2005/11/2 ロシアはイランの原子力計画を巡る行き詰まり打開のため、核燃料供給のためのイラ

ンとの合弁事業を検討中である。Reuter が２日報じた。この露の計画によれば、イラ

ンはイスファハンの施設における低濃縮ウラン製造を継続することは認められ、他の

活動は停止しすることになる。イスファハンで製造の４フッ化ウランが露に輸出され、

露において６フッ化ウランに転換、濃縮される。 (GSN 11.3) 

イラン核問

題 

イラン 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
4
0
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/11/2 ロシアは敵のミサイル防衛を回避するよう設計された新型滑空弾頭を装備した

Topol-Mミサイルの展開を計画している。Ekho Moskvyラジオが２日報じた。Solovtsov

戦略ミサイル部隊司令官によれば、この弾頭は明年初めから配備を開始する計画。

(GSN 11.3) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/30 ロシアのイワノフ国防相は 30 日、「カスピ海に警備部隊を設立することは、法と秩序

の維持及び大量破壊兵器（WMD）の移転阻止のために必要である」と述べ、WMD 関連資

材の不法輸送阻止のためにカスピ海警備部隊を創設する意図を表明した。（Interfax）

(GSN 10.31) 

ＷＭＤ不法

輸送阻止 

  輸出管理

関連全般 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/30 11月３日に実施の第10回中露定期協議に参加のため中国訪問のZhukov露副首相は30

日、欧露北部Severodvinskに建設中の原子力発電所のフローティング・エネルギー・

ユニットの建設に中国が輸出借款の供与を行う可能性のあることを明らかにした。

2003年に中国のMashimpex社と露のRosenergoatom社及びSudoimport社の間で調印し

た契約のもと露は Severodvinsk にフローティング原子力発電所を建設中である。

(RIA 10.30) 

原子炉建設 中国 

Mashimpex社 

Rosenergoatom社 

Sudoimport社 

核兵器関

連 

RIA NEWS 

AGENCY 

2005/10/28 ロシアは 28 日、原子力供給国グループ（NSG）に対し、インドに原子力エネルギー開

発を認めるために規定を緩和するべきであると表明した。ロシア訪問中のインドの

Singh外相との会談において語った。（Navhind Times） (MISC 10.30) 

原子炉建設 インド 核兵器関

連 

その他 

－
4
0
2
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/27 ロシア政府は、2005 年７月の輸出管理・違反処分規則の改正案を承認した。罰金が増

額され、出訴期限は１年に延長される。（SKRIN News） (MISC 10.27) 

輸出管理法

規制改正 

  輸出管理

関連全般 

その他 

2005/10/27 Agence France-Presse によればロシア生物技術専門家協会のVorobyov 会長は26 日、

経口天然痘ワクチンの開発を行っていることを明らかにした。世界保健機構（WTO）は

1980 年に天然痘ワクチンの製造停止を決定しているが、バイオテロリズムの脅威は増

大しており、引き続き製造の必要があることから、露では30年前から天然痘ワクチン

錠剤の開発を行ってきた。動物実験では有効性が確認され、臨床試験が必要な段階、

という。 (GSN 10.27) 

対生物兵器

テロ 

  生物・化学

兵器関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/26 上海協力機構（SCO）首脳は 26 日、モスクワにおいて会談を行い、経済協力に関する

先のコミットメントを再確認した。会議にはロシア、中国、カザフスタン、キルギス

タン、ウズベキスタン及びタジキスタン各国の首相及びオブザーバーとして、パキス

タンのアジズ首相、インドのシン外相が出席した。なお、SCO銀行間会議は共同プロジ

ェクト用の資金を創設しているが、SCO事務局によれば、新たな油田開発等、石油、ガ

スの共同エネルギー・プロジェクト及び水資源の共同使用等に重点を置いているとい

う。 (MISC 10.31) 

経済協力 上海協力機構 輸出管理

関連全般 

その他 

－
4
0
3
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/25 ゼネラルモーターズ（GM）社が25日、ロシア国内に旧ソ連の兵器研究者を雇用した新

たな自動車技術開発センターを開くと発表の予定。General Electric、Boeing、

Schlumberger 社等の西側企業は、約６万人に及ぶ旧ソ連時代の兵器研究者の中に雇用

すべき人材を見出しているという。(BN 10.25) 

兵器研究者

雇用 

米国 

General Electric 

Boeing 

Schlumberger 

輸出管理

関連全般 

BLOOMBER

G NEWS 

2005/10/24 ロシアの WTO 加盟に関する多国間及び二国間協議は先週ジュネーブで開催され終了し

た。今回の協議では税関問題、貿易における技術的障壁、動・植物検疫及び農業問題

が再度取り上げられ、ロシアはこれらの問題での譲歩を要求された。また、ロシアは、

ウクライナと、どちらが先にWTOに加盟するかという問題にも直面することとなった。

(PRV 10.24) 

ＷＴＯ加盟

問題 

  輸出管理

関連全般 

PRAVADA 

2005/10/24 カナダ外務省は先週、「ロシアの化学兵器処分事業に4,700万ドルを拠出する」と発表

した。この資金は、中央露の Shchuchye 施設にある 5,440 トンのサリン、ソマン及び

VXガスの処理に使われるという。加は大量破壊兵器及び物質の拡散阻止協力国として、

10年間で１億ドルを拠出すると宣言している。(AFPR 10.24) 

化学兵器処

理 

  生物・化学

兵器関連 

AGENCE  

FRANCE-P

RESSE 

－
4
0
4
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/20 ロシアの貿易担当官が、（報道によれば軍事転用可能な）企業秘密を東芝子会社の従業

員から買い取ったとして告発された。警察及び企業当局者が20日、公表した。警視庁

は、ロシア在日通商代表部に勤務する35歳の男及び「東芝ディスクリート半導体テク

ノロジー」の30歳の社員を書類送検した。潜水艦、戦闘機、ミサイル誘導システムの

レーダに使用できる半導体技術が売り渡されたとされる。 (ASP 10.21) 

スパイ活動 日本 

東芝ディスクリート

半導体テクノロジー

輸出管理

関連全般 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2005/10/20 ロシアの合弁企業TVEL 社はリビアのTaloura 研究所と、IRT-1 研究原子炉用の低濃縮

ウラン燃料の売却に関する契約を行った。この契約はTVEL社、米エネルギー省及びリ

ビア再生エネルギー・淡水化研究所との間で調印され た。なお、TVEL社はプラハのチ

ェコ技術大学とも同様の契約を結んでいる。 (MOSN 10.20) 

低濃縮ウラ

ン燃料売却

米国／チェコ 

TVEL社 

Taloura研究所 

チェコ技術大学 

核兵器関

連 

MOSN 

2005/10/20 新華社によればロシアは20日、RS-18 Stiletto大陸間弾道ミサイルの試験発射を成功

裏に終了した。ミサイルはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から発射され、カム

チャツカ半島Kura訓練場の目標に命中した。 (GSN 10.21) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
4
0
5
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/18 ITAR-Tass の先週の報道によれば、ロシア北洋艦隊の Gremikha 基地で退役する 後の

原子力潜水艦から、核燃料の抽出が行われた。露Kola半島の核・放射能安全を担当す

るSevRAO社のPanteleyev社長によれば、潜水艦はこの後、Nerpa造船所に曳航され解

体される。Gremikha 基地核保管庫の保管状況について助言のためフランスの専門家及

び欧州再建開発銀行の代表者が先週、基地を訪問した。この核保管計画には仏が資金

提供を行っている。 (GSN 10.18) 

原子力潜水

艦解体 

フランス 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/18 Agence France-Presseによれば、ロシア外務省は18日、露が仲介してミサイル技術の

イランへの移転が行われた、とする今週の英紙Sunday Telegraphの報道について、「ミ

サイル不拡散に関する露の政策に対し、英国内及び国際社会で誤った印象を作り出す

ことを目的としたものである」との声明を出した。この記事は政治的な要請に基づく

もの、としている。 (GSN 10.18) 

ミサイル技

術移転 

イラン ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/17 15 日から３日間の日程でインドを訪問中のロシアのイワノフ国防相は、Mukherjee 印

国防相と40分にわたる会談を行い、露はこれまでの兵器の売買関係から戦略的連携に

向けた印・露の防衛協力関係構築に熱意を持っていることを明らかにした。露は第５

世代戦闘機、水上艦艇、潜水艦等の兵器システムの共同生産について、印との協力を

行う用意がある、としている。（India Monitor） (MISC 10.17) 

軍事協力関

係 

インド 輸出管理

関連全般 

その他 

－
4
0
6
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/16 Sunday Telegraphが16日報ずるところによれば、イランは核運搬可能なミサイル技術

の獲得に関し、ロシアの元軍人の支援を受けていた。西側情報当局者は、この人物が

2003 年のイランと北朝鮮の兵器取引の仲介者として働き、射程 2,200 マイルのミサイ

ルの開発について、ロシアの技術がイランを支援することになったとしている。 (GSN 

10.17) 

ミサイル技

術移転 

イラン ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/15 パレスチナ内務省は15日、パレスチナ警察及び治安部隊を訓練のため、ロシアの警察

官がガザ及び西岸地区に数日前に到着した、との声明を出した。なお、新華社の報道

によれば露は装甲車両 55 台を軽火器及び X 線探知装置とともにパレスチナに提供し

た。また、Debkafileによれば、プーチン大統領は装甲兵員輸送車1,000両及びイスカ

ンダル SS-26 ミサイルの売却をパレスチナに約束したという。（Israel Insider）

(MISC 10.15) 

武器輸出 パレスチナ 通常兵器

関連 

その他 

2005/10/15 ロシアのラブロフ外相は15日、国際原子力機関（IAEA）がイランの核開発問題を国連

安保理に付託するという米国の立場は支持できないと表明、米国の強硬政策支持に関

するライス米国務長官の要請を拒絶した。（Washington Post） (GSN 10.17) 

イラン核問

題 

イラン／ＩＡＥＡ 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
4
0
7
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/13 アゼルバイジャンの首都バクーにおいて、カスピ海上の想定国家「紫」からの脅威に

対応することを設定した３日間の安全保障ワークショップが、米国主催により今週開

催された。「紫」が原子力エネルギー開発計画と偽り核兵器を取得する、という想定の

もとに行われた、この13日までの日程の屋内演習（指揮所演習？）には、アゼルバイ

ジャン、ブルガリア、グルジア、カザフスタン、モルドバ、ルーマニア、トルコ、ト

ルクメニスタン、ウクライナ及び米国から海軍士官が参加。バクーの軍事専門家によ

れば、イランを念頭においたもので、ロシアはイランを刺激するとして不参加だった

としている。 (GSN 10.13) 

安全保障ワ

ークショッ

プ 

アゼルバイジャン／

ウクライナ／グルジ

ア／トルコ／ルーマ

ニア／ブルガリア／

モルドバ 

核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/13 英国のイングラム軍担当閣外相は13日、化学兵器処分施設を建設中のロシア、クルガ

ン州を訪問、「化学兵器処理施設建設のための援助資金は計画通り使用されており、我

が国はさらに追加援助の予定である」と表明した。Shchuchyeの施設に既に1,500万ポ

ンドを投じているが、さらに 2,000 万ポンド以上を支援するつもりである、としてい

る。なお、約5,000トンの化学兵器類がShchuchye近郊に保管されている。（ITAR-Tass）

(GSN 10.14) 

化学兵器処

理 

イギリス ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
4
0
8
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/10/11 ロシアは週末に潜水艦発射弾道ミサイルの発射試験を実施し、月末までにはサイロ発

射のミサイル発射試験を実施の計画。潜没潜水艦から発射された RSM-54 ミサイルは

6,000km以上飛翔し、カムチャツカのKura訓練場の目標に命中した。地上発射ICBMの

発射試験は今月、バイコヌールの宇宙基地で行われる計画である。なお、露は10日、

鉄道発射ミサイルの解体処分を終了したことを発表した。本年の処分計画９基のうち

の８基目。また、日本は７日、露原子力潜水艦５隻の廃棄処分に対する資金協力に合

意した。プーチン大統領の訪日時に調印の予定。 (GSN 10.11) 

ミサイル開

発 

  ミサイル

関連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

2005/10/6 ロシアのラブロフ外相は６日、イランの核開発計画に関するイランとヨーロッパ間の

協議に露が参加する、との憶測を否定した。このコメントは同日行われたエルバラダ

イIAEA事務局長との会談後になされたもの。両者の会談では、イランがウラン再処理

を再開したことで８月に決裂した、EU 代表である英、独、仏とイランとの会談を再開

することが話し合われたものと思われる。 (ASP 10.6) 

イラン核問

題 

イラン／イギリス／

フランス／ドイツ 

核兵器関

連 

ASSOCIAT

ED PRESS. 

2005/10/1 米国家核安全保障管理局（NNSA）のBrooks局長は１日、ロシアが依然として一部核施

設へのアクセスを拒否していることは、核施設の安全向上に関する共同努力を阻害す

るものである、と述べた。２ヶ所の兵器組み立て工場を含むかなりの数のセンシティ

ブな露の核施設に対し、いまだに米国の専門家の立ち入りを完全に拒否しているとい

う。 (GSN 10.3) 

核施設への

アクセス拒

否 

米国 核兵器関

連 

GLOBAL 

SECURITY 

NEWSWIRE 

－
4
0
9
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/8/23 放射線物質がサラトフ州のTarkhanyの村で見つかる。物質は、４から５センチ四方で、

放射性物質のマークがある。セシウム１３７かストロンチウム９０で、測定装置に使

用されたものとみられるが、幸い放射線による被曝被害などはない。 

放射性物質   核兵器関

連 

http://w

ww.cns.m

iis.edu/

pubs/obs

erver/in

dex.htm 

2005/8/15 ロシア首相 Mikhail Fradkov はキャッチオール規定を実行するための新たなライセン

ス・ルールである政令５１７号にサインした。輸出管理法第２０条により、新たに規

定され、ロシアの輸出者は、ＦＴＥＣＳ等の政府機関からインフォームされた場合と

輸出者がＷＭＤに一部でも使われるおそれがあると知った場合、輸出許可を取得しな

ければならない。ただ、使われるおそれという基準は、漠然としているため、いくつ

かの例が示された。 

キャッチオ

ール規制 

  輸出管理

関連全般 

http://w

ww.cns.m

iis.edu/

pubs/nis

excon/in

dex.htm 

－
4
1
0
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2005/8/3 プーチン大統領は、ＦＴＥＣＳのdeputy directorとして、Boris Viktorovich Nazarov

を指名した。 

輸州管理人

事 

  輸出管理

関連全般 

http://w

ww.cns.m

iis.edu/

pubs/nis

excon/in

dex.htm 

2005/2/24 ライス国務長官とセルゲイ・イワノフ国防相は、MANPADSの管理強化で合意した。この

協定は、テロリスト等の犯罪集団に MANPADS が渡るのを防ぐために、米ロが MANPADS

を第三国に売る場合は、相互に連絡するというもので、MANPADSを売ることを制限・禁

止するものではない。 

武器輸出 米国 通常兵器

関連 

http://w

ww.usemb

assy.ru/

bilatera

l/joint_

statemen

t.php?re

cord_id=

40. 

－
4
1
1
－



日付 内容 キーワード 関係国・関係企業等 備考 出典 

2004/11/10 米エネルギー省の国際不拡散輸出管理プログラム（ＩＮＥＣＰ）は、２週間、国際的

な不拡散に関する輸出管理研修をロシアで支援した。核不拡散に関するNIKIETでの研

修は、２００４年３月後半に、同社がアメリカの制裁が解除されてから、初めての研

修である。研修には、ロシア政府をはじめ、ObninskやSnezhinsk、NIKIETなどのロシ

アの企業・団体等が参加した。 

輸出管理研

修 

米国 

Obninsk 

Snezhinsk 

NIKIET 

輸出管理

関連全般 

http://w

ww.cns.m

iis.edu/

pubs/nis

excon/in

dex.htm 

2004/8/16 プーチン大統領は、輸出管理の許認可庁であるＦＴＥＣＳの設置に関する命令１０８

５号にサインをした。ＦＴＥＣＳは、国防省に従属するが、大統領自身もＦＴＥＣＳ

を監督するだろう。今回の命令により、ＦＴＥＣＳの幹部は、国防省の推薦し、大統

領が認めた各省庁の主要なメンバーが就任し、組織される。また、従来、輸出管理を

行っていたＭＥＤＴの輸出管理部門からＦＴＥＣＳへの専門家の移動も正式に可能と

なり、実質ＦＴＥＣＳが輸出管理について重要な役割を担うことになる。 

輸出管理法

規制 

  輸出管理

関連全般 

http://w

ww.cns.m

iis.edu/

pubs/nis

excon/in

dex.htm 

 

 

－
4
1
2
－



3.2 ロシアから大量破壊兵器等の移転が懸念される情報一覧 

3.2.1ミサイル関連 

輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

RD-123 ロケットエ

ンジン 

NPO Pivdenmash 

（ウクライナ） 

Dnipropetrovsk  NPO Pivdenmash 

（ウクライナ）

Dnipropetrovsk  中国 － RD-123 ロケットエンジンは、

ソユーズＭなどに使用され

た。Pivdenmash自体は、現在、

弾道ミサイルは製造していな

いが、同社の技術者はロシア

弾道ミサイルのメンテナンス

等に従事している。 

RD-170 ロケットエ

ンジン 

NPO Pivdenmash 

（ウクライナ） 

Dnipropetrovsk  NPO Pivdenmash

（ウクライナ）

及 び NPO 

Energomash 

Dnipropetrovsk  中国 － RD-170 ロケットエンジンは、

最も強力な液体燃料ロケット

エンジンで、現在のロケット

エンジンに、その機能が引き

継がれている。 

－
4
1
3
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

ICBM の た め の

SS-18, SS-24, and 

SS-25 の推進装置

及びガイダンス部

品 

－ － － － 中国 － １９９５－１９９６年ロシア

情報筋の話。SS-18は、重大陸

間弾道ミサイル、SS-24は、鉄

道移動型及びサイロ発射大陸

間弾道弾ミサイル。 

巡航ミサイルエン

ジン・潜水艦からの

ミサイル発射の改

善指導などロシア

技術者の派遣 

－ － － － 中国 － １９９３年１１月中露軍事協

定で５年間技術支援 

－
4
1
4
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

Seven SLV stages 

with 

KVD-1/KVD-7.5 極

低温エンジン 

Khrunichev 

State Space 

Scientific 

Production 

Center 

18 Novozavodskaya 

ulitsa, Moscow 121309

Glavkosmos 9 

Krasnoproletarska

ya St Moscow 103030

インド インド・Indian 

Space 

Research 

Organization 

（ＩＳＲＯ） 

Glavkosmos は、１９９９年２

月、１９９８年７月、１９９

２年に米国の制裁を受ける。

１９９８年７月に米国商務省

より entity list に掲載され

る。ドイツの懸念企業リスト

にも掲載される。ブラジルの

企業にVLSロケット支援。 

極低温エンジンの

ための試験装置 

－ － Glavkosmos 10 

Krasnoproletarska

ya St Moscow 103030

インド インド・Indian 

Space 

Research 

Organization

（ＩＳＲＯ） 

Indian Space Research 

Organization 

（ＩＳＲＯ）は、外国ユーザ

ーリストの企業。 

－
4
1
5
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

極低温エンジンの

設計技術 

お そ ら く

Khrunichev 

State Space 

Scientific 

Production 

Center 

18 Novozavodskaya 

ulitsa, Moscow 121309

Glavkosmos 11 

Krasnoproletarska

ya St Moscow 103030

インド Indian Space 

Research 

Organization 

 

極低温エンジン技

術の訓練 

お そ ら く

Glavkosmos 

12 

Krasnoproletarskaya 

St Moscow 103030 

Glavkosmos 12 

Krasnoproletarska

ya St Moscow 103030

インド Indian Space 

Research 

Organization 

 

ミサイル燃料タン

ク用として２２ト

ンのマルエージン

グ鋼 

おそらく Inor 

Production 

Association 

－ MOSO; 

Yevropalas 

2000 

MOSO は、Moscow。

Yevropalas 2000は、

不明。 

イラン － 製造者、輸出者双方に１９９

８年７月米国の制裁。Inor、

MOSOは、ドイツの懸念企業リ

ストに掲載。 

－
4
1
6
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

弾道ミサイルの弾

頭用複合材料・黒鉛

ベースの材料、ノー

ズコーン用の複合

材 

NII Grafit 2 Ulitsa 

Elektrodnaya, Moscow 

111524 

－ － イラン － Grafit State Scientific 

Research Institute ともい

う。１９９８年、１９９９年

に米国の制裁を受ける。イラ

ン向け物質がオーストリア

で、差し押え。弾道ミサイル

の弾頭に使われる予定だっ

た。ドイツの懸念企業リスト

に掲載。米韓の企業と共同事

業。 

RD-214 (SS-4)液体

燃料ロケットエン

ジン用サーボポン

プ 

Samara State 

Scientific and 

Production 

Enterprise- NK 

Engines 

－ Samara State 

Scientific and 

Production 

Enterprise- NK 

Engines 

－ イラン － Samaraは、NPO Trudの関連企

業 

－
4
1
7
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

RD-214 (SS-4) 液

体燃料ロケットエ

ンジン用部品 

NPO Trud, NPO 

Energomash 

NPO Trudは、Samara － － イラン － SS-4は、中国東風ミサイルが

参考にしたミサイル。 

ミサイル誘導装

置・レーザー技術 

Polyus 

Scientific 

Research 

Institute 

Moscow  － － イラン － １９９７－１９９８年に問題

が表面化したが、ロシア側は

全面否定。米独仏の企業と事

業協力あり。 

６２０キロの特殊

合金 

Inor 

Production 

Association 

Moscow  不明 － イラン お そ ら く

Iranian 

Defense 

Industries 

Organization 

１９９８年７月に米国の制

裁。Russian Scientific and 

Production Center INOR とも

いう。合金は、誘導装置を保

護するために使用。 

－
4
1
8
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

風洞と関連設備 Russian 

Central 

Aerohydro- 

dynamic 

Institute 

(TsAGI) 

－ Rosvooru 

zheniye 

－ イラン － TsAGI（ツアギ）は世界最大の

流体力学研究所といわれてい

る。 

不特定のミサイル

製造装置 

Inor 

Production 

Association 

Moscow  Rosvooru 

zheniye 

－ イラン － １９９８年７月に米国の制

裁。Russian Scientific and 

Production Center INOR とも

いう。 

ロケットエンジン

のテスト用の測定

装置 

NPO Trud － － － イラン － NPO Trud は、ドイツの懸念企

業リストに掲載されている。 

－
4
1
9
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

弾道ミサイル設計

のためのイラン人

学生の指導 

－ － Baltic State 

Technical 

University, 

Moscow 

Aviation 

Institute 

St. Petersburg イラン Sanam 

Industries 

Group 

Baltic は、１９９８年７月に

米国のEntity list掲載され、

２００６年１２月現在も対

象。ドイツの懸念企業リスト

に も 掲 載 。 the Ustinov 

Military Mechanical Baltic 

State Technical University

ともいう。Sanam Industries 

Groupは、外国ユーザーリスト

の企業。 

ミサイル専門家の

イランへの渡航 

－ － Komintern 

Plant, 

Tikhomirov 

Institute 

Novosibirsk 、

Zhukovskiy, Moscow 

Oblast 

イラン － １９９８年７月に米国の制

裁。偽造した書類で、タジキ

スタン経由で失敗。地対空ミ

サイル用機器に強い。 

－
4
2
0
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

ミサイル設計のた

めのイラン人学生

の指導 

－ － Bauman Moscow 

State 

Technical 

University 

(MGTU) 

－ イラン － ドイツの懸念企業リストに掲

載。 

疑義のある汎用技

術の移転 

－ － Glavkosmos 10 

Krasnoproletarska

ya St Moscow 103030

イラン －  

イラン・ミサイル開

発計画のためのロ

シア技術者のスカ

ウト 

－ － FEDERAL 

SECURITY 

SERVICE (FSB) 

－ イラン － FEDERAL SECURITY SERVICE 

(FSB)は、ロシアのインテリジ

ェンス機関。 

 

 

 

 

 

－
4
2
1
－



3.2.2 核関連 

輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

２つのVVER-1000軽

水炉 

Zarubezhatom- 

energostroy 

35 ulitsa Malaya 

Ordynka, building 3, 

Moscow 113184 

Minatom － 中国 Lianyungang 

Nuclear Power 

Plant  

Federal Atomic Energy 

Agency (FAAE, formerly 

Minatom) 

トカマク７核融合

炉 

Kurchatov 

Institute 

(Russian 

Research 

Center)  

1 ploshchad I.V. 

Kurchatova, Moscow 

115230  

Kurchatov Institute 

(Russian Research 

Center)  

1 ploshchad I.V. 

Kurchatova, 

Moscow 115230  

中国 Institute of 

Plasma 

Physics, Hefei

the Kurchatov 

Instituteは、１９４３

年に核兵器開発のため

に設立された研究所。ト

カマク型は、1960 年代

にソ連で開発され、その

後、世界の核融合研究開

発の主役となった磁場

形式。 

－
4
2
2
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

ガス遠心分離器プ

ラントを含む濃縮

設備 

Zarubezhatom- 

energostroy 

35 ulitsa Malaya 

Ordynka, building 3, 

Moscow 113184  

Minatom; Ural 

Electro- chemical 

Combine 

1 ulitsa Pervaya 

Promyshlennaya, 

Zelenogorsk, 

663690, 

Krasnoyarsk Kray

中国 Hanzhun 

Enrichment 

Facility  

 

中性子源、検知器及

び蛍光分析装置の

ノウハウ 

Chemical 

Research 

Institute, Far 

East Branch, 

Russian 

Academy of 

Sciences 

－ Chemical Research 

Institute, Far East 

Branch, Russian 

Academy of Sciences 

－ 中国 Sino-Russian 

Nuclear 

Analysis 

Laboratory, 

Harbin 

  

高速増殖炉に関す

る技術援助 

－ － Minatom － 中国 China 

Institute of 

Atomic Energy 

  

－
4
2
3
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

技術支援と共同研

究のプロジェクト 

－ － － － 中国 China-Russia 

Nuclear 

Company, 

Shenzhen  

１９９４年１１月に香

港の新聞にロシアの技

術者が中国の軍事研究

施設で暗黙裏に活動と

報道。 

２つのVVER-1000軽

水炉 

Zarubezhatom- 

energostroy 

 Minatom － インド KOODANKULAM 

NUCLEAR POWER 

PLANT  

 

技術支援 お そ ら く

Sevmash 

shipyard 

58 Arkhangelskoye 

shosse, Severodvinsk 

164500 

おそらくロシア海軍 － インド ATV NUCLEAR 

SUBMARINE 

PROGRAM  

１９９８年７月に問題

と な る が Federal 

Atomic Energy Agency

は、否定。  

１つのVVER-1000軽

水炉 

Zarubezhatom- 

energostroy 

35 ulitsa Malaya 

Ordynka, building 3, 

Moscow 113184 

Minatom － イラン Bushehr 

Nuclear Power 

Plant 

Bushehr Nuclear Power 

Plantは、現在、最も核

開発の疑いがあるイラ

ンの工場。 

－
4
2
4
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

追加の５つの動力

炉 

お そ ら く

Zarubezhatom- 

energostroy 

35 ulitsa Malaya 

Ordynka, building 3, 

Moscow 113184 

Minatom － イラン Bushehr 

Nuclear Power 

Plant, Ahwaz 

NPP 

 

１つの３０～５０

ＭＷの研究炉 

Zarubezhatom- 

energostroy 

35 ulitsa Malaya 

Ordynka, building 3, 

Moscow 113184 

Minatom － イラン Atomic Energy 

Agency of Iran

 

１つの４０ＭＷの

重水研究炉 

お そ ら く

Zarubezhatom- 

energostroy 

35 ulitsa Malaya 

Ordynka, building 3, 

Moscow 113184 

Scientific Research 

and Design Institute 

of Energy 

Technologies 

(NIKIET) 

－ イラン －  

１つの APWS-40 脱

塩化プラント 

Experimental 

Machine 

Building 

Design Bureau 

(OKBM)  

15 Burnakovskiy 

proyezd, Nizhniy 

Novgorod 603603  

Minatom － イラン －   

－
4
2
5
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

ウラニウム転換プ

ラント 

－ － Scientific Research 

and Design Institute 

of Energy 

Technologies 

(NIKIET) and 

Mendeleyev 

University of 

Chemical Technology 

－ イラン －   

ウラニウム・レーザ

ー濃縮設備 

Yefremov 

Scientific 

Research 

Institute for 

Electrophysica

l Apparatus 

(NIIEFA) 

 3 Doroga na 

Metallostroy, 

Promzona 

"Metallostroy", St. 

Petersburg 196641 

Minatom － イラン －   

ガス遠心分離器設

備 

－ － Minatom － イラン Atomic Energy 

Agency of Iran

  

－
4
2
6
－



輸出貨物・提供技術 製造者 製造者所在地等 輸出者 輸出者所在地等 輸出国 輸出国・需要者 その他・制裁等 

採鉱と粉砕技術支

援 

－ － － － イラン Yazd 州にある

施設 

  

VVER-1000 原子炉用

LEU 燃料棒 

Novosibirsk 

Chemical 

Concentrate 

Plant 

94 ulitsa Bogdana 

Khmelnitskogo, 

630110  

Minatom － イラン Bushehr 

Nuclear Power 

Plant 

  

２，０００トンの天

然ウラン 

－ － Minatom － イラン －   

物理学者と専門家

への訓練指導 

－ － Kurchatov Institute, 

Novovoronezh Nuclear 

Power Plant, NIKIET 

－ イラン Bushehr 

Nuclear Power 

Plant 

２００３年に英国等で

報道。 

（出典：http://www.nti.org/e_research/profiles/Russia/index.html） 

 

－
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