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序 

 

我が国の機械工業を取り巻く事業環境は、グローバル経済の進展の中で、資源・エネル

ギー問題、環境問題、等も含め、世界規模で取り組まなければならない数多くの深刻な問

題を抱えております。 

また、BRICs をはじめとした新興工業国は、生産技術力を著しく向上させており、先進

国間の差別化・高付加価値化等の技術競争も厳しさを増し、技術競争力で優位にあるとさ

れた我が国機械産業の相対的な地盤低下が懸念されるようになってきております。 

さらに情報通信・輸送手段の発達がそうした競争を一層激化させ、世界中で生き残りをか

けた企業競争が展開される状況下にあります。 

世界市場での競争力強化に有効な対策や、将来性のある新興国市場への進出に向けた対

応等も求められる一方、そうした技術競争の中にも、国際的な社会責任を果たすために守

らなければならない安全保障管理制度や貿易制度調和があり、今後より緊密に各国間の協

調をはかる必要がでてきております。 

こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の事業環境に係わる調査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・分析に関する調査研究」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２０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・分析に関する調査研究」事業として、米国における安全保障貿易管理制度に関

する調査研究を行いました。本報告書が、わが国企業による的確な自主輸出管理の一助に

なるとともに機械産業関連企業の国際化の資として活用願えれば幸甚であります。 

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

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

第であります。 

 

平成 20 年３月 

 

財団法人 安全保障貿易情報センター 

理 事 長   黒 田   眞 
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総論 
 

１．調査目的 
 

安全保障貿易管理の観点より、適切に技術移転を管理することは極めて重要である。他

方、国際的な企業提携やジョイントベンチャー、アウトソーシングなど、国際的な技術移

転に関するニーズは高まっており、また e-mail 等の通信手段の発達により技術移転はより

容易となっている。かかる現状を踏まえ、わが国においても産業構造審議会等において、

技術移転の適切な管理について議論がなされているところであるが、我が国同様、厳格な

技術移転管理の実施している米国の企業における管理の実態を調査し、我が国の企業にお

ける技術移転管理に資する報告書を作成することを目的とする。 

 

２．調査内容 
 
米国と日本では法制度が異なっているため、我が国の輸出者が実務上影響を受ける規制

の相違点を把握するには法規制内容のみでなく、実際の規制の運用実態の調査が不可欠と

なる。そこで、近年のハイテク企業のグローバル化に伴い、製造拠点の海外展開などの局

面で、「ハイテク技術の流出」が問題となっている現状を受け、こうした「技術移転」等を

はじめ関連する米国法制度について、実際の規制の運用実態を調査した。具体的には、米

国企業（ＩＴ、化学、素材等関連企業）における日常の輸出管理運用体制及び管理状況を

調査し、米国企業の視点による法制度評価並びに法令調査では分かりにくい規制の運用実

態を明らかにした。調査に当たっては、以下の項目について調査分析を行った 

 
（１）米国の輸出管理法制度における技術移転規制 

（２）米国企業に求められる技術移転管理の概要 

（３）米国企業・大学・研究機関における輸出管理の運用実態 

（４）米国の技術移転管理規制に関する最近のトピック 

 

３．調査の結果と得られた結論 
 
企業は、海外への技術移転を行う過程の中で、輸出管理上の様々なリスクを抱えている。

この複雑な輸出規制のリスクを最小限に抑えるためには、企業の特質・性格に応じた独自

の法令遵守プログラムを構築・運用し、効果的且つ効率的に輸出規制関連法を遵守する必

要がある。企業経営責任者は、構築した法令遵守プログラムを管理・運用するための体制

を整備すると共に、輸出管理責任者は輸出担当者に輸出規制遵守手順の重要性を理解させ、

他の社員には輸出規制遵守スタッフの注意を喚起できるように輸出取引の見分け方を学ば

せる必要がある。 



 - 2 -

 
経済のグローバル化の進展に伴って製造拠点の海外移転や技術移転が進む中、国際化に

伴い従業員の国籍も多様化しており、知らず知らずのうちに規制対象国の従業員に規制技

術を開示して輸出規制違反を犯すリスクも増大している。このため、技術移転管理を行う

上で従業員の国籍管理が重要なポイントの１つとなっている。情報通信ネットワークが高

度に発展した現在においては、規制対象国の従業員に開示した規制対象技術が瞬く間に世

界中に流出する危険性がある。企業は、こうした点を踏まえて、従業員の国籍管理を徹底

させると共に、外国籍従業員によるコンピュータ・ネットワークへのアクセス管理も強固

なものとする必要がある。 

 

日本企業は、技術移転を行う際に日本の輸出規制だけではなく米国等の輸出規制にも十

分配慮することが求められている。米国は輸出規制違反企業に対する罰則を強化する方向

にあり、日本企業はこうした動きに注意を払いながら、社会的あるいは経済的リスクを回

避するために法令順守プログラムを策定し、確固たる輸出管理体制で運用し、更に、定期

的に輸出管理システムを監視・レビューも実施していくことが望ましい。 
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各論 
 
１．米国の輸出管理法制度における技術移転規制 
 
1.1 技術移転を規制する法制度の概要と目的 

 
米国は、非友好国への軍事技術の流出防止など国家安全保障の観点から、あるいはテロ

防止等の犯罪管理や紛争地域の安定など対外政策の観点などから輸出管理を行っている。

輸出管理は複数の省庁が独立あるいは連携して管理に当たっており、輸出管理のうち、安

全保障貿易管理に関する技術移転規則の管轄機関と規制状況をまとめると〔図表 1〕のよ

うになる。 
 

〔図表1〕技術移転を規制する管轄機関と規制状況 

管轄機関 規制対象品 根拠法 施行規則 規制リスト 
商務省産業・ 
安全保障局 
（BIS） 

デュアルユース

品目および技術

の管理(商業・軍

事仕様品目) 

輸出管理法

（EAA1979） 
輸出管理規則

（EAR） 
(15 CFR Parts 
730-774) 

規制品目リスト

CCL 
（Commerce 
Control List） 

国務省・国防機器

取引管理部 
(DDTC) 

軍需専用品、技術

データ、サービス

武器輸出管理法

（AECA） 
国際武器取引規

則 (ITAR) 
(22CFR Parts 
120-130) 

米国軍事品目リ

スト (USML：
U.S. Munitions 
List) 

財務省海外資産

管理局 
（OFAC） 

米国内、海外にお

ける広範な規制 
対敵通商法

（TWEA） 
国際緊急経済権

限法（IEEPA）

31CFR Parts 
500～595 

SDN リスト

（Specially 
Designated 
Nationals) 

エネルギー省 
（DOE） 

核資機材関連技

術データ 
原子力法 
（AEA） 

Assistance to 
Foreign Atomic 
Energy Activities
（10CFR Part810） 

 

原子力規制委員

会（NRC） 
専用の核資機材

（及び、その技術

データ） 

原子力法 
（AEA） 

Export and Import 
of Nuclear 
Equipment and 
Material 
（10CFR Part110） 

 

 
米国の規制で国際レジームが も顕著に現れている規制は、米国商務省 BIS による EAR

の規制品目リスト(CCL)と米国務省による ITAR の米国軍事品目リスト(USML)である。

EAR は輸出の促進を目的としているため、輸出許可の申請が必要なものは全輸出品目の

10％未満である。一方、ITAR は輸出の制限が主目的で、軍用製品・部品や宇宙用の機器

については輸出許可の申請を必要とし、許可申請数は EAR の３倍に上るという。 
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1.2 米国の技術移転の規制内容 

 
1.2.1 EAR で規制する技術 

 
EAR は、デュアルユース技術の提供を規制しており、EAR の規制対象の品目はソフト

ウェア・技術を特定した規制品目リスト（CCL；Commerce Control List）に掲載されて

いる。 
 
技術とは広い意味で、「製品の“開発”“生産”又は“使用”のために必要な情報」であ

る。大きな動きとして BIS は 近、『「使用」技術とは、製品の「操作、設置(現場での設

置も含む)、保守(確認)、修理、点検そして修復」のために必要な特定情報を指し、適用可

能な「使用」規制を発動するためには、情報にこれら 6 項目全てが含まれていなければな

らない』、との見解を明確にした。技術の定義には「技術資料」と「技術支援」も含まれて

おり、「技術支援」には指示又は専門家との相談が含まれ、「技術資料」の移転に関しては、

青写真、計画、図、モデル、手順書、説明書が含まれる。EAR のみなし輸出規則は、米国

にいる外国人へのソースコード(読み手にわかりやすいプログラム説明)の開示がされた場

合のみ、ソフトウェアにも適用する(一般的に EAR は米国からのソフトウェア輸出に適用)。
なお、EAR を理解する上で鍵となる用語の定義をまとめると〔図表 2〕のようになる。 
 

〔図表2〕EAR 用語の定義 

技術 物品の「開発」「生産」「使用」に必要な特定情報。情報は「技術資料」また

は「技術支援」という形も含まれる。 
技術資料 （日本の役務通達〔4 貿易局 492 号〕の 1(2)項と同様） 
技術支援 （日本の役務通達〔4 貿易局 492 号〕の 1(2)項と同様） 
輸出 技術またはソースコードを、米国永住権を持たない(ビザを持つ従業員および

学生は資格を持たない)外国籍保有者に開示する。このような開示は、外国籍

保有者の母国への輸出と見なされる。 
（情報） 
開示 

・外国籍保有者による米国を起源とする機器および施設の視覚的査察 
・米国または海外での口頭による情報交換 
・米国で取得した知識または技術経験を海外で適用 

技術移転 ・ソフトウェア又は技術資料の米国外への移転、電子データ・デジタル情報

の移転 
・ソフトウェア又は技術資料を、電子メール、インターネット、電話・ファ

ックス、対面コミュニケーション(口頭)、又は視覚的査察により、外国人に対

して開示すること 
・海外におけるソフトウェア又は技術資料の提供 

（出所）Foley & Larder LLP 
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1.2.2 ITAR で規制する技術 

 
ITAR は、軍事品目及びサービスに関連する技術資料の開示を規制しており、ITAR で規

制されている品目・ソフトウェア・技術は、米国軍事品目リスト（USML: U.S. Munitions 
List）に掲載されている。 

 
技術資料には、「軍事品目の設計、開発、生産、製造、組み立て、操作、修理、検査、

保守、又は改良に必要な青写真、設計図、写真、計画、説明書、書類の形(を含めた)」情

報が含まれる。ITAR はさらに、防衛物資・サービス関連の機密情報及び発明機密保持命

令により保護された情報を、技術資料の定義に含む。技術資料には、ソースコードとオブ

ジェクト・コードの両ソフトウェアを含む。 
 
 

1.2.3 ITAR/EAR から除外されている技術 

 
EAR 及び ITAR は、いずれも公開情報を規制対象とはしていない。これらの規制では厳

密な定義に相違点があるものの、両規制の対象外となっている公開情報には、次のように

印刷出版物、公的会議での発表、基礎研究及び Web サイトに掲載された書類を通して既に

公表された情報が含まれている。 
 
【EAR 及び ITAR の規制対象外となっている公開情報】 
•公知(パブリック・ドメイン) 
•基礎研究の途中またはその結果から得た技術(ITAR の定義は EAR の定義と異なる) 
•教育(ITAR と EAR はアプローチが異なる) 
•特許出願書に含まれており、外国出願の許可が下りている技術 

 
 

1.2.4 OFAC における技術移転規制 

 
米国財務省 OFAC は、米国外交政策及び国家安全保障を推進するために、対象国・団体・

個人に対する米国の経済制裁と禁輸処置を管轄している。一般的に、包括的禁輸処置(例：

キューバ、スーダン、イラン)の対象国に対する OFAC 規制は、輸出禁止の枠を超え輸入、

金融及びその他取引や取引の支援、場合によっては人の移動をも規制するなど、金融取引

やサービス提供等の事業活動・商行為にも対象を広げており(完全に定義づけられていな

い)、列挙されている技術や商品に限定されていない。 
 

OFAC は、米国在住者あるいは米国人（所在地を問わず）により、指定された国・団体・
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個人への全ての製品・サービス（技術サービスを含む）の輸出を管理する。「サービス」と

「技術サービス」は規制には定義づけられていない。OFAC は対象範囲について非常に拡

張的な見解を持つ。米国人は、米国人により実行された場合に禁止されている取引に間接

的に関わること、または同様の取引を促進することを禁止されている。 
 

米国に子会社を持つ外国親会社、特に米国のコンピュータがホストとなり受注処理を行

っているような IT サービスにおいては、OFAC 規制を遵守する体制の構築は課題の一つ

である。 
 
 

1.2.5 技術移転規制における Deemed Export(みなし輸出)規制の定義 

 
1.2.5.1 みなし輸出の定義と概念 

 
「みなし輸出」とは、技術資料又はソフトウェアのソースコードを米国にいる外国人に

開示することを言い、外国人の母国への輸出とみなされる。例えば、中国から来た米国に

いる作業員に対する規制対象技術の開示は「みなし輸出」とみなされる。 
 

｢みなし輸出｣は企業による外国籍保有者の雇用、他社の外国籍従業員との協業又は企業

訪問・研修で訪問した外国籍保有者に対する技術提供の際に常に起こりうるもので、例え

ば、規制貨物を見ただけで技術情報が漏洩する可能性があるのであれば、そのような開示、

規制貨物を見せるだけでみなし輸出とされ規制対象となるのである。なお、EAR、ITAR、

OFAC におけるみなし輸出規制の内容をまとめると〔図表 3〕のようになる。 
 

〔図表3〕EAR,ITAR,OFAC のみなし輸出規制の内容 
規制 規制対象技術 対象者 技術提供に関する規制 

EAR CCL 掲載技術 外国籍保有者 
米国内外の外国籍保有者に対し規制技

術を許可無く提供することを禁止 

ITAR USML 掲載技術 外国籍保有者 
米国内外の外国籍保有者に対し規制技

術を許可無く提供することを禁止 

OFAC

規制 

実質的に全取引行

為を禁止 

SDN リスト 

掲載者 

米国企業は、従業員、顧客、ベンダー、

下請業者がSDNでないことを確認しなけ

ればならない 

 
これらのみなし輸出規制により、みなし輸出が発生しうる例として、米国企業がロシア

子会社に技術移転する場合を事例１に、米国企業がドイツ子会社に技術移転する場合を事

例 2 に示す。 
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【事例 1：米国企業がロシア子会社に技術を移転する場合】 
・ 米国企業 ABC 社は、規制技術をロシア子会社(ABC ロシア)に移転するための輸出許

可を持っている 
・ ABC 社は、ABC ロシアの研究所より多くのエンジニア(50 人以上)を一時的に米国に

動かしたいと考えている(企業内転勤として L-1 ビザ) 
・ L-1 ビザを得るために、ABC 社は雇用者－被雇用者の関係を設定した(実際には ABC

ロシアの従業員として給与支払名簿に残っている) 
・ 現場許可は、米国の ABC 社に転勤する ABC ロシアの従業員にまでは拡大できず、そ

の代わり、彼らの転勤はみなし輸出の問題を浮上させ、米国で L-1 ビザで働く各従業

員は個人許可を取得しなければならなくなった 
・ その結果、ABC 社が渡米して働く 50 人以上の従業員のために個人許可を取得するま

で、プロジェクトは開始を待たなければならなくなった 
 
暫定的解決法：既存の現場許可に基づいて、従業員はロシアでプロジェクト作業を開始す

ることができるが、各個人のみなし輸出許可プロセスの 終決定が出るまでは(通常 3－4
ヶ月)、これら従業員による米国技術へのアクセスは禁止される 
（出所）第 3 回全米国際技術移転輸出規制遵守フォーラムのインテル社資料 
 
【事例 2：米国企業がドイツ子会社に技術移転する場合】 
・ ABC 社は、ドイツの子会社(ABC ドイツ)に規制技術を移転するために、ITAR に基づ

いて技術支援契約(TAA: Technical Assistance Agreement)を保持している 
・ ABC ドイツは、従業員の市民権・国籍データを収集した 
・ ABC ドイツは、インド、日本、その他の第三国で生まれた従業員を雇用しており、こ

れら従業員は TAA により承認を得ている。ABC ドイツは、中国出身のドイツ市民は

プロジェクトより隔離しなければならなかった 
・ ABC 社は、ドイツの施設より多数のエンジニアを雇用し、L-1 ビザで一時的に米国で

仕事をしてもらいたいと考えている 
 
この行為は、ITAR に基づいたみなし輸出の状況を作り出す。TAA により、ドイツにい

る従業員とは技術データを共有できるにも関わらず、米国に滞在する各従業員は個人許可

を得なければならない 
従業員は、既存の TAA に基づき、ドイツでプロジェクトの作業をすることはできるが、

米国に L-1 ビザを持って入国した形では、各自の ITAR(DSP-5)輸出許可プロセスの 終決

定が出るまでは(通常 2－4 ヶ月)作業ができない 
（出所）第 3 回全米国際技術移転輸出規制遵守フォーラムのインテル社資料 
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1.2.5.2 EAR と ITAR におけるみなし輸出規則 
 

EAR 及び ITAR において規制対象となる技術移転とは、米国から他国への製品又はデー

タの出荷・移転のみならず、米国内での外国人に対する規制技術の提供についても、受領

者の母国又は市民権保有国への輸出として規制対象となっている。また、外国から第三国

の外国籍保有者や外国市民権保有者へデータ等を送ることも第三国に対する再輸出と見な

されることもある。このため、米国企業は米国内外において、規制技術の管理を十分に行

うことが必要となっている。 
 
【EAR と ITAR におけるみなし輸出規制】 
★EAR－734.2(b)(2)(ii) 
EAR の対象となる技術又はソースコードを外国籍保有者に開示すること。このような開示

は、外国籍保有者の母国への輸出と見なされる 
 

【EAR における「みなし輸出」の定義】 
対象となる技術又はソースコードが、米国内に所在する外国籍保有者に提供されることの

全てをさす(このような提供は外国籍保有者の母国への輸出と見なされる) 
★ITAR – 120.17 
米国内外に関わらず、技術資料を外国人に開示(口頭・視覚による開示)、又は移転するこ

と。また、米国内外に関わらず、外国人のために、又は外国人の利益のために、防衛サー

ビスを行うこと 
 
【ITAR における「みなし輸出」の定義】 
「みなし輸出」という用語は正式に用いられていない。「みなし輸出」と技術移転の問題

は注目を集めており、企業は「みなし輸出」の管理についても非常に注意を払っている。

米国内外の外国籍保有者への技術資料の開示(口頭・視覚的)及び移転を含む(ITAR はこの

行為を正式にみなし輸出と言及していないが、ITAR の「輸出」定義に盛り込まれている)。

 
EAR は、商務省 BIS が管轄しており、デュアルユース品目、ソフトウェア、技術を規

制している。ITAR は、国務省防衛取引管理局(DDTC: Directorate of Defense Trade 
Controls)が管轄し、「防衛物資」と「防衛サービス」を規制している。しかし、両規制と

も米国から外国への技術移転について規制するばかりで無く、米国内で雇用されている外

国籍保有者への規制技術を提供する場合についても、外国籍保有者の母国への輸出とみな

され規制対象としている。みなし輸出規制を実施する理由は、外国人が母国に戻った場合

に、米国滞在中に取得した規制技術の知識を母国に持ち帰ることを防止するためである。 
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EAR 及び ITAR のいずれも、規制技術を在米外国大使館員に提供することも規制の対象

としている。また、実質的に外国籍保有者との全てのコミュニケーションを規制の対象と

しており、これには電話での会話、電子メール、ファックス、コンピュータデータの共有、

打ち合わせ、研修、機器の査察等による技術の移転も含まれる。 
 

1.2.5.3 OFAC におけるみなし輸出規制 
 

OFAC 規制は、みなし輸出の概念を直接取り入れているわけではない。しかし、米国内

外にいる OFAC の規制する個人・団体に米国人がサービスを提供したり、取引を行ったり

することについて規制している。特に OFAC の公表している SDN リスト（特別指定国民： 
Specially Designated Nationals)には、米国人が如何なる形でも取引をしてはいけない人

及び団体が含まれている(米国人が所持又は管理する SDN の資産や不動産権は封鎖・凍結

されている)。SDN リストには、テロ、麻薬密売、大量破壊兵器拡散及び制裁国政府に関

わる個人・団体及びその他対象団体が計 6,000 件以上収録されているが、必ずしも個々の

人名を網羅したリストではなく、例えば、全てのキューバ国籍所有者は SDN(合法的米国

居住者又は他の理由で閉鎖がかかっていない場合を除く)とされているが、もちろん国民全

員の名前がリストに掲載されているわけではない。 
 

米国人は実質的に SDN との全取引行為を禁じられており、従って、米国企業は米国内

外において SDN リスト掲載者に技術を提供することができない。このため、米国企業は

OFAC 規制により従業員、顧客、ベンダー、下請業者が SDN リストに掲載されていない

ことを確認しなければならない。 
 
1.2.5.4 外国籍保有者の定義について 

 
米国の技術移転管理のポイントとなるのは関係する外国籍保有者に対する技術移転管

理である。米国内における技術移転、みなし輸出規制の規制対象とならない米国人とは、

1986 年移民改革規制法(IRCA: Immigration Reform and Control Act of 1986)に定められ

た「保護された個人」の資格を持つ人を指す。これらの個人は米国市民、合法的米国永住

者(「グリーンカード」保持者)、難民、亡命者、特定の IRCA 恩赦条項に当てはまる一時

的居住者である〔図表 4〕。これら「保護された個人」は、みなし輸出規制の対象となるこ

となく、EAR 及び ITAR で規制された情報へのアクセスが許される。 
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〔図表4〕国籍に関する輸出法令遵守・ステータス・マトリックス 
 米国市民権 

又は米国籍 

永住権保持在留外

国人(「グリーンカ

ード」保持者) 

難民として入国許

可された在留外国

人（注） 

米国の企業法人(Inc) 米国人 米国人 米国人 

米国政府団体 

(例：DoD, NASA, FAA) 

米国人 米国人 米国人 

米国外の企業法人(PLC) 外国人 外国人 外国人 

外国政府団体 

(例：英国空軍) 

外国人 外国人 外国人 

外国組織 

(例：NATO, UN, EU, JAA) 

外国人 外国人 外国人 

（注）米国に亡命が許可された在留外国人 
（出所）第 3 回全米国際技術移転輸出規制遵守フォーラムのインテル社資料 
 
 

〔図表5〕米国国籍を確認するための書類（例） 
米国人の所有できる書類（従業員等の国籍管理、把握の確認書類） 

・米国パスポート(有効・無効) 
・出生証明書(原本・認証謄本) 
・州、郡、市当局、米国政府の出張所が発行し公印が押してあるもの 
・米国市民証明カード(フォーム I-197) 
・米国居住市民 ID カード(フォーム I-179) 
・ネイティブアメリカン部族書類 
・永住権カード(フォーム I-551) 
・外国人登録受領カード(フォーム I-551)  
・I-551 印が押してある有効な外国パスポート 
・有効な一時居住者カード(フォーム I-688 又は I-688EXT)  

（出所）第 3 回全米国際技術移転輸出規制遵守フォーラムのインテル社資料 
 
【EAR と ITAR の規制対象となる外国籍保有者の定義の差異】 
 

「保護された個人」ではない者は、EAR では「外国籍保有者」、ITAR では「外国人」

とされるが、EAR と ITAR では、外国人身分の判断方法において、外国人の国籍又は市民

権の見分け方について重要な違いが１点ある。EAR を所管する BIS の指導では、「規制対

象か否かを判断するにあたり、外国籍保有者について個人の 新の市民権又は合法的永住

権のみを見る」としている。しかし、ITAR では「DDTC は個人の国籍及び市民権の全て

を考慮に入れ、 も制限のある国の国籍又は市民権に対応して規制をかける」としている。 
 

例えば、中国国籍保有者で後にカナダの市民権を取得した人は、EAR ではカナダ人とし
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て認識されるが、ITAR では中国人として扱われる〔図表 6〕。 
 

〔図表6〕EAR と ITAR の外国人身分の判断方法の違いについて 

（出所）Hogan & Hartson 国際弁護士事務所 
 
 

 EAR ITAR 

カナダ人 中国人 中国国籍保有者で後に

カナダの市民権を取得

した人の国籍の判断 

 

個人の 新の市民権又は

合法的永住権のみを見る 

個人の国籍及び市民権の全てを

考慮に入れ、 も制限のある国

の国籍又は市民権に対応して規

制をかける 
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1.3 米国の技術移転管理に関するガイドライン 

 
1.3.1 EAR 規制技術の移転管理に関するガイドライン：TCP 

 
TCP(Technology Control Plan)は EAR 規制技術の移転を管理するための管理体制に関

する業界の標準的なガイドラインで、規制対象となるソフトウェアや技術を有する企業が

法令を遵守のための指標となっている。このガイドラインは、企業が規制技術を具体的に

どのように管理するのかを明示しており、その目的や管理内容は以下のようにまとめられ

る。 
 
【TCP の目的】 
・ 米国の国家安全保障を実現するため、機密性を持つデュアルユース技術の拡散を防止

する。 
・ 技術移転を管理することにより企業の知的財産を保護する。 

 
【管理内容】 
・ 規制情報、機密情報、独占的な企業秘密情報の保護 
・ 外国人に対する技術提供の管理 
・ 非米国人の従業員等に対する技術提供の管理 

 
〔図表7〕TCP 作成に必要な事項（例） 

当該企業の確約書 

全体の概要またはエグゼクティブ・サマリー 

TCP 作成の目的 ・ TCP の位置づけ、役割に関する説明 
・ 非米国人が米国で作業を行う許可を得るために必要な書類 
・ 機会均等雇用者・差別是正措置 

範囲 

(声明・説明記述) 

・ 技術移転および管轄機関の一般概要説明 
・ 企業活動の説明 

規制技術へのアク

セス管理の規則 

・ 従業員の採用前に必要となる輸出許可要件の手順 
・ 非米国人の技術へのアクセスに関する説明 
・ 責任者、指導者に対するブリーフィング 
・ 輸出法令遵守オフィサー(ECO: Export Compliance Officer)およ

び指導者の責務 
採用者研修 

 

・ 機密保持契約の締結 
・ 従業員に対する技術提供の制約に関する説明 

従業員および関連

企業に対する研修 

・ ECO の責務に関する説明 

雇用後の手続き ・ ECO 承認がない限り職場変更は禁止されている 
・ 輸出許可の失効 
・ 永住権ステータスの変更 
・ 雇用終了通知 
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記録管理 ・ ECO は全ての輸出許可、機密保持契約、その他証明書のコピーを

5 年間保持しなければならない 
・ 企業代表は関連書類のコピーを保持しなければならない 

まとめ ・ 計画を支援するための企業ポリシーに関する声明 
・ 機密情報の取り扱いに関する手順 

ECO の署名と日付 

TCP 責任者 

（輸出法令遵守オ

フィサー）の役割 

 

・ 規制技術の移転について案件ごとに理由を文書に残しそれを承認

する。 
・ 輸出許可が必要か否かを判断する 
・ 技術を提供するに当たり許可の取得が必要なものについて許可を

取得したことを確認する 
・ 輸出規制について新規の雇用者に説明、相談に応じる 
・ 社員に対し指導と研修を行う 
・ 従業員の配置転換を承認する 
・ 取引に関する書類作成と記録保持を行う 

人事担当者 ・ 記録を管理する 
（出所）ノベル社 
 
 

1.3.2 ITAR 規制技術の移転管理に関するガイドライン：TTCP 

 
TTCP(Technology Transfer Control Plan)は、ITAR 規制技術を管理するための管理体

制に関するガイドラインであり、2006 年 9 月、DTSA は TTCP 作成のためのガイドライ

ンを発表した。防衛関連産業は DTSA に対する許可申請に関連し TTCP を提出する際に

当ガイドラインに基づき作成された TTCP を使用するべきとされている。 
 

ITAR(22 CFR 120-130)は、防衛物資の輸出を規制しているが、TTCP には輸出許可に

関連する 新の全書類が添付されており、TTCP に基づく運用を行うことで、輸出許可に

関する資料について漏れやミスを防止することが出来る。 
 
特に ITAR の Part 124 には、技術援助協定 (TAA: Technical Assistance Agreement)及

び製造特許譲渡協定(MLA: Manufacturing License Agreement)に基づく、輸出業者の技

術提供の範囲が示されている。技術援助協定や製造特許譲渡協定により、ハードウェア、

資料、ツールなどの移転や製造関係者、外国政府及び企業等との議論や研修が発生する可

能性があり、許可を受けていない技術や知識についても意図せざる拡散が発生する可能性

がある。これらの懸念を払拭するため、適切な管理システムが必要であり、輸出企業は米

国技術を保護するために、内部管理システムと適切な研修プログラムを設計しなければな

らない。TTCP の主な目的は、企業内の全関係者が提携先や外国人に対して開示可能なも

のは何か、議論可能なものは何か、アクセスを許可できるものは何かという知識を身につ

けることである。企業が自社の輸出許可の範囲の中で技術を適切に提供し、そのためにど
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のような管理体制を構築し維持していくかを、米国政府に対して届出るとともに実行する

ことである。企業は、承認を得るために TTCP を準備しなければならない。ここでは、ATK
スペース・システムズ社を例に取り上げ、TTCP の要請事項、TTCP の作成必要事項例〔図

表 8〕、TCP と TTCP の比較例〔図表 9〕を示した。 
 
【TTCP の要請事項（例）】 
•輸出許可に関連し業務や作業を行う関係者は、TTCP の研修を受けなければならない。

これには技術交換に関する責任者の管理についての認識も含まれる 
•プログラム関係者は、TAA/MLA の内容および DTC に命じられた条件と制限も含む

TTCP に従わなければならない 
•設備内の輸出入規制法令遵守オフィス (EICO: Export Import Compliance Office)は
TTCP 遵守を確実なものとするために、設備監視と自己評価を行わなければならない 

•全ての TTCP は、DTSA のスペースリンクシステムにアップロードされていなければな

らない 
•DTSA 監視員が必要とされる場合は、DTSA 監視支援のための通知要件を施設が理解す

ることは絶対に必要である(海外活動においては 40 暦日、米国内活動においては 15 暦日、

通信会議においては 5 暦日) 
（出所）ATK スペース・システムズ社 
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〔図表8〕TTCP の作成に関する必要事項（例） 

目次(各章の説明を含む) 

表題 

変更記録 

序 

目的  
連絡先情報 

範囲（輸出許可の取得により許可を得た範囲の管理） 

輸出許可  
輸出許可の概要、署名者・ 終需要者、再実施許諾、再輸出・再移転の権限、 
個別・単独輸出権限 

DTSA より付されている条件の管理 

輸出管理の遵守のための訓練 

 米国人、外国籍保有の従業員、訓練内容に関する説明 
技術資料の管理 

書類管理 
 資料の該非判定、社内の判定体制と手順、書類へ判定結果を記録 
DTSA レビューの管理 
スペースリンクの管理 
（宇宙関連の輸出許可の際に必要となる DTSA に設置したアカウントの管理） 
 要件、許可ファイルのアップロード、企業・ユーザーアカウント、技術支援 

権利放棄要請プロセス、用語の定義 
技術交換の管理 
一般的な管理 
 出席者名簿の管理、氏名を特定していない出席者への対応、アポなしの訪問者へ

の対応、管理責任の明確化 
特定の場面における管理 
 会議における管理、電話会議における管理、オペレーション、その他 
DTSA の監視に対する管理 
通知要件 
 時間軸、要請 
物理的及びコミュニケーンに関する管理 
 安全保障管理、設備と設計に対する管理、物理的なアクセス制御・隔離板等によ

る管理、従業員に対するバッジの配布とバッジの使用による管理、外国人居住者

に対する管理、コンピュータ・ネットワークシステムに対する管理 
DTSA 監視官のアクセス 

外国籍第三者と二重国籍従業員の管理 

 

付属書類 
（出所）ATK スペース・システムズ社 
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〔図表9〕TCP と TTCP の比較（例） 

TCP 
 (Technology Control Plan) 

TTCP 
 (Technology Transfer Control Plan) 

・ 重要目的は国家安全保障である 
・ 防衛請負業者の施設内に非米国人が訪問

または雇用されている場合、企業機密、輸

出規制、および機密・非機密扱い情報と技

術の適切な管理を確実なものとするため

に実施されている行政管理と手順を定義

づける 
・ デュアルユース技術の拡散を防ぐ 
・ 通常、安全保障貿易管理部が原本の保管お

よび TCP 作成を行う 
・ 社員に TCP 研修を受けさせる 
・ 記録管理の要件 
 

・ 国家安全保障の保護 
・ 輸出権限に対する DTC 但し書きを通じ

て DTSA より命ぜられる 
・ ITAR 規制技術の拡散を防止する 
・ 輸出許可に関わるハードウェア、ソフト

ウェア、技術資料、および防衛サービス

に対する管理を実施し、内部プロセスを

構築する 
・ TTCP 内に記述されている条件(但し書

き)により、DTSA 監視・DTSA レビュ

ーを含む場合もある 
・ 宇宙関連の輸出許可については、スペー

スリンクにアカウントを設置する必要

がある 
・ 社員に責任を割り当てる 
・ 社員に TTCP 研修を受けさせる 
・ 通常、輸出管理部が原本および DTSA

許可書を保管しており、TTCP を作成す

る 
・ 記録管理の要件 

（出所）ATK スペース・システムズ社 
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２．米国企業に求められる技術移転管理の概要 
 

米国企業は、技術移転を管理する EAR,ITAR,OFAC 規制を遵守するため、社内に実効性

ある運用体制を構築する必要がある。ここでは以下、米国企業に求められる技術移転管理

について概説する。 
 
2.1 技術移転管理の必要性1 

 
米国の再輸出規制の対象となる企業あるいは組織（機関）は法令遵守プログラムを慎重

に構築して、複雑な輸出規制のリスクを 小限になるよう管理し、効果的かつ効率的に法

律を遵守する必要がある。適切な輸出規制遵守プログラムを策定することで、顧客と出荷

の審査、製品の分類および許可の取得についての指針が得られ、違反を防止するための注

文処理と出荷管理が確立される。何が関係するかを社員に確実に理解させるためには、訓

練は法令遵守プログラムに不可欠である。輸出の直接の担当者は、輸出規制遵守手順の重

要性を理解しなければならず、他の社員は輸出規制遵守スタッフの注意を喚起できるよう

に輸出取引の見分け方を学ぶ必要がある。 
 

2.1.1 輸出規制遵守プログラムが必要かつ有用な理由 

 
輸出管理を行う必要がある企業等は、様々な社会的・経済的リスクを回避するため、法

令遵守プログラムを策定する必要がある。ここでは、1) 違反事例の軽減、2) 法令遵守プ

ログラムを義務付ける規則の遵守、3) 政府監査への対応、4) 違反に伴うリスクの回避、

5) 法令遵守による輸出の効率化といった観点から輸出規制遵守プログラムの必要性を解

説する。 
 

2.1.1.1 違反処罰の軽減 
 

優れた法令遵守プログラムを導入したとしても、企業が違反を犯さないという保証はな

い。特に、様々な国・地域に様々な製品を輸出している企業の場合は、そのリスクは少な

からず付きまとうと考えられる。1991 年に刑事罰に導入された連邦量刑ガイドラインの

特別条項では、企業が優れた法令遵守プログラムを導入している場合、一般にその企業が

責任を負うリスクを軽減して厳しい処罰を回避することを認めている。同様に 近の判例

では、企業が特定の法律に対する遵守手順を確立していない場合、その企業の重役が個人

的に責任を問われる恐れがある。商務省の輸出執行事務所（OEE: Office of Export 
Enforcement）は、企業が適切な法令遵守プログラムを持つ（導入する）場合には潜在的

                                                  
1 Benjamin H. Flowe,Jr.「米国輸出規制コンプライアンスガイド」より一部抜粋 
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処罰を軽減する方針であり、これはほとんどの輸出執行当局の標準的慣行でもある。執行

当局者が民事罰の量刑を判断する際には、法令遵守プログラムの欠如を量刑を重くする要

因と見なす可能性が高い。こうした点を踏まえ、企業は輸出違反を防止するという側面だ

けでなく、誤って違反を犯してしまった場合の処罰を軽減させるという意味でも法令遵守

プログラムを策定・運用する必要がある。 
 

2.1.1.2 法令遵守プログラムを義務付ける規則の遵守 
 

1985 年以来商務省は貴重な包括輸出許可（DL: Distribution License）の適格条件とし

て、許可保持者および国外の各荷受人に対して、商務省の監査を前提とした正式な法令遵

守プログラムを策定することを要求してきた。また現在は、すべての特別許可の代わりと

なる特別包括許可の適格条件としてもこれを要求している。（EAR 752、773A.3(e)） 同様

に国外の親会社などに許可なく技術移転を行わないことを保証する正式な輸出規制遵守プ

ログラムを米国企業が策定すれば、政府当局は国外企業による米国事業の買収に対して国

家安全保障を根拠にした阻止を行わないことに時折同意してきた。また執行事例の和解の

多くは適切な法令遵守プログラムを導入し実施している企業を条件としている。 
 

2.1.1.3 政府監査への対応 
 

輸出許可を取得する要件が低くなり、対象となる商業輸出が少なくなった 1990 年代前

半に、多くの輸出者が DL をもはや必要ないとして放棄し始めた。輸出規制当局は DL 所

持者の輸出規制法遵守について監査することが確実であった。この事実が企業の決断の要

因の 1 つであったことは確かである。ただし企業は DL を放棄するかどうかの検討を始め

ながらも、その多くは当局の懸念を和らげかつ法律を確実に遵守するために法令遵守プロ

グラムの必須要素を保守することを決めた。許可例外の使用のおよび記録保持要件が法令

遵守プログラムの必須要素である。1990～91 年の「拡散管理強化構想（EPCI: Enhanced 
Proliferation Control Initiative）」では一般許可に基づく出荷の違反を回避するために、

法令遵守プログラムを保守する必要性が強調された。EPCI は 終需要者と 終用途に関

する「知識」ベースの輸出規制をより重要視したものである。法令遵守プログラムの管理

要素は単に法律の合法的で効率的な遵守を確実にするものである。大多数の会社は DL を

放棄したが、法令遵守プログラムを維持することは経営上理にかなっているとの判断も下

した。BIS は強制的な「社内法令遵守プログラム」の要件を「自発的な」「輸出管理法シ

ステム（EMS: Export Management System）」へと変更したが、それらの要素はほとん

どが全く同じである。国務省も 近の執行事例で正式な法令遵守プログラムを命じた。 
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2.1.1.4 違反に伴うリスクの回避 
 

米国や他の諸国の輸出規制法の適用は複雑であり、単純化されそうもない。包括的な輸

出規制遵守プログラムは企業責任を理解し実践するための一助となり、ミスを犯す可能性

を低減する。罰則の可能性には、重い罰金や懲役だけでなく、輸出特権剥奪処分（これは

国際ビジネスを壊滅させ得る）や 1988 年の東芝のように評判が傷付くことも含まれる。

比較すると、法令遵守プログラムの策定費用はリスク保険の掛金と同種の賢明な投資であ

る。一般に社外の法律顧問や弁護士が法律に違反した一企業の弁護に請求する金額は、違

反を犯さないための強力なプログラムの策定に数社が支払う費用の 5倍から 10倍である。 
 

2.1.1.5 法令遵守による輸出の効率化 
 

組織化された法令遵守システムにより、特別許可もしくは一般許可が必要かどうか、ま

た申請方法、およびタイムリーに取得する方法について即断することができる。今日の「ジ

ャスト・イン・タイム」での納品というビジネス環境では、販売や入札の機会の喪失を避

けるために効率的で有効な手順が必要とされている。より優れた品質管理により、誰宛て

にどの様な条件であれば許可例外（LE）に基づく輸出ができるかについて素早い判断がで

きる。法令遵守管理者は遵守性だけでなく 大限の柔軟性も発揮できる手順を開発するこ

とができる。 
 
 多国籍企業はずっと以前に輸出規制遵守プログラムのメリットを学習した。法令遵守プ

ログラムは新しい EAR に対応するために更新する必要があることを考えれば、優れた法

令遵守プログラムの必須要素を設定することは有益である。 
 

2.1.2 不正輸出事例から見た輸出規制のリスク 

 
米国の各企業・機関等は、「米国で外国籍者に規制技術を移転する予定がある場合」で

あり「同じ技術を外国籍保有者の母国に移転する場合」は、「みなし輸出」規則に基づいて

輸出許可の申請をしなければならない。輸出規制に違反した企業は、罰金などだけではな

く取引が制限されるなど社会的な制裁を受けることになる。 
 

事例１は、世界有数の先端複合材料のグローバル供給社で、北カリフォルニアに研究所

と製造設備を有する H 社の不正輸出事件をまとめたものである。この事件でＨ社は 2001
年以降、NS 規制対象の炭素繊維を必要な輸出許可なしに輸出し、2006 年にはみなし輸出

および 21 件の不正輸出で罰金 203,400 ドルを支払うことに合意している。 
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事例１）Ｈ社(米国)：先端複合材料技術を台湾へ不正輸出 
•H 社は 2003 年、必要な BIS 輸出許可を取得せずに先端複合材料を多くの国々に輸出し、

1 件の不正「みなし輸出」と 21 件の不正輸出があったことを公表した。輸出額は約 20
万ドル。 

•BIS レビューは、Ｈ社 AS4・AS4C 炭素繊維は、ECCN 1C010.b に分類されており、NS
および AT の理由で規制されていること、また、ヘクセル「NEXTEL 312」炭素繊維は

ECCN 1C010.c に分類されており、NS および AT の理由で規制されていることを確認し

た。 
•Ｈ社の製品は「デュアルユース」技術の範例である。 
•炭素繊維複合材料は、より軽く、より強い飛行機や航空部品、防弾着、サーフボード、

自転車、ゴルフクラブなどを作るために使用されてきたもので、香港では橋の建設にも

使用された。 
•Ｈ社は 2001 年と 2002 年に、台湾国籍のＨ社社員に、ビスマレイミド樹脂生産のための

技術へのアクセスを、必要とされる BIS 輸出許可なしに与えてしまったことを認めた。

ビスマレイミド樹脂の生産技術は、国家安全保障の理由で ECCN 1E001 のもと、台湾へ

の輸出が規制されている。 
•Ｈ社は 2006 年 4 月 26 日、NS 規制対象の炭素繊維を必要な輸出許可なしに輸出したこ

とに対し、みなし輸出および 21 件の不正輸出に関する告訴を和解するために、民事罰と

して$203,400 を支払うことに合意した。 
 
◆背景 
•公表の 2 ヶ月前、OEE/SJFO はＨ社で、外国から研修を受けに来た訪問者に対するビザ・

アウトリーチを実施した 
•その後すぐにＨ社は、輸出法令遵守の内部監査を実施し、違反について初めての開示を

提出した 
（出所）米国商務省輸出執行事務所 
 
 
2.2 技術移転管理を求められる業務内容等 

 
技術移転は、“製造や技術開発が海外に移転されるとき”や“物理的輸出や電子メール

のやり取り、電子商取引、海外の第３者への開示を行うとき”などに起こりうるが、こう

したケースでは意図せぬまま事実上技術を移転させてしまうケースがある。このため、米

国企業は、技術移転を管理する EAR,ITAR,OFAC 規制を遵守するため、社内に実効性ある

運用体制を構築する必要がある。 
 

厳格な技術移転管理を求められるのは、〔図表 10〕に挙げるようなインフラあるいは取

引面での特徴を有する企業である。 
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〔図表10〕技術移転管理を求められる業務内容等 

ネットワーク

関連 
・複数の国にネットワーク化されたデータセンターがある。 
・サーバーの所在地－サーバーのストレージが米国外にある。（もし米国

親会社が海外の子会社へストレージを移動しただけであっても、ホス

ト国への輸出である） 
・サーバーの所在地－外国親会社・子会社が制裁国と取引をしている。（米

国がホストするサーバーは、米国のホストに対する OFAC 問題を浮上

させる） 
・リースされているコンピュータを使用している。 
・国境を越えた社内電子コミュニケーションを行っている。 
・外部委託・海外のサーバーにあるデータストレージを行っている。 

取引関連 ・軍事請負業者または軍事請負業者への下層供給者である。 
・政府資金による研究開発を行っている。 
・グローバル供給チェーンを展開している。 
・IT の外部委託(例：コンフィギュレーション管理設計)がある。 

その他 ・多国籍の技術者を雇用する企業 
・技術集約型の外国合弁企業 
・グローバル知的財産権（IP）資源を所有するグローバルテクノロジー

企業 
・重要なハイテク知的財産権(IP)ポートフォリオを有する企業 
・国際研究開発センター(特に中国・インド)を有する企業 

（出所）Foley & Lardner LLP を基に CISTEC 作成 
 
 
2.3 法令遵守プログラムの構築2 

 
米国企業は、輸出規制のリスクを 小限に抑えるため、企業の特質・性格に応じた独自

の法令遵守プログラムをトップダウン伝達で構築・運用し、効果的且つ効率的に輸出規制

関連法を遵守することが求められている。 
 

2.3.1 遵守方針に関する企業声明 

 
あらゆる法令遵守プログラムにおいて一番目に重要な要素は経営陣によるコミットメ

ントの明示である。遵守方針の声名は次の要素を含む確固たるものでなければならない。

経営陣は会社の遵守方針に署名しなければならない。声名は、適用可能な輸出規制法を会

                                                  
2 Benjamin H. Flowe,Jr.「米国輸出規制コンプライアンスガイド」より一部抜粋 
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社が遵守するための明確な方針であることを明らかにするものでなければならない。会社

に対して適用されることが も多い法律（ITAR、EAR、OFAC 規則など）を特定するこ

とは有用である。社員が驚くような規制法を特定することも役に立つ。 
 
【法令遵守プログラムの遵守方針に関する企業声明】 

記載

事項 
・声名には遵守プログラムの実行責任者の氏名、役職、電話番号を記載して、社

員に質問の宛先を知らせる。 

運用

方法 
・ 会社が遵守方針の声名を単独の文書にすることを選択した場合は、経営幹部は

輸出業務に関係する社員すべてにその文書を配布しなければならない。通常こ

れには、販売、マーケティング、契約、サービス、出荷、その他の該当する全

社員が含まれる。 
・ すべての新入社員と企業内転勤者にも声名が供与されることを手順によって

確実にしなればならない。 
・ 会社は担当者を指名して、例えば年に一度など定期的に 新の準拠方針の普及

に務めさせなければならない。 

 
 

2.3.2 法令遵守プログラム担当責任者の任務 

 
経営陣は適切な人員と資源を割り当てて遵守機能を支援することで、輸出規制遵守方針

に対するコミットメントを も効果的に証明できる。誰がどの作業を行うか。作業は会社

ごとに異なる。プログラムを効率的に機能させようとすれば、輸出規制遵守義務に特別に

任命された専従者が各タイプのプログラムに必要となる。 
 

法令遵守プログラムの各作業には責任者が必要であり、プログラムには各人もしくは各

チームの職責が明記されなければならない。例えば、標準的な法令遵守プログラムによれ

ば次の方法で担当を割り当てることができる。 
 
【a. 監督と管理支援】 

社長、相談役、 高財務責任者もしくは同等の役員で法令遵守プログラムの 終的な監

督と支援の責任が持てる者のような上級管理職レベルの者を指名する。 
これには充分な資源を提供し、直接の管理責任者が職務を適切に実行できるようにするこ

とが含まれる。職責には以下を含めてもよい。 
 
i. 遵守機能の監督と支援 
ii. 規則と他の必要な資源の保守 
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iii. 必要に応じて、法律上の助言と解釈の入手と提供を行う 
iv. 監査を開始して抜き打ち検査を行い、法令遵守プログラムが目的どおりに機能してい

ることを確認する。 
v.技術データの輸出が適切に許可されていることを、警察に雇われた外国人によって確認

する。 
vi. 適切な輸出規制条項に対応できるように、国際契約書に適切な条項を盛り込む。 
vii. 新しい輸出規制遵守方針を毎年発行し、法令遵守マニュアルを定期的に更新する。 

 
上級管理職は多様な方法で輸出規制遵守を監督することができる。どのようなアプロー

チを選択したとしても、実際にうまく機能しなければならない。検討に値する 1 つの例と

しては、取締役会直属の法令遵守委員会を利用することである。この議長は上級管理職が

務める。 
 
【b. 輸出規制遵守管理の直接責務】 

担当責任者（管理者）とその補佐の計 2 名、もしくは代替案として複数のメンバーで構

成されるチームが法令遵守プログラム管理の直接の責任を持つ。この輸出規制遵守管理者

の職務内容には以下の要素が含まれるが、中には他の者に委任できるものもある。 
 
i. EAR、ITAR、OFAC の 新規則一式、その他の適切な規則および関連の法的意見と意

見書、記事、およびその他の資料を保存する。 
 
ii. 適用可能な輸出管理規則が求めるすべての記録を保存する。 
 
iii. 「レッドフラグ」を発見し、輸出規制を遵守しているかを見直せるように、製品、ソ

フトウェア、技術データを輸出・出荷する権限を有する販売その他の全ての社員は、必ず

訓練を受けなければならない。すべての輸出・出荷および輸出される可能性がある根拠が

ある国内出荷の遵守については輸出規制遵守管理者に問い合わせるように訓練を受ける

必要がある。 
 
iv. 以下に示す、法令遵守プログラム監視の実施。 
(A) マニュアルのコピーおよびその他の関連メモすべてを、影響を被る社員その他の適切

な要員に配布する。 
(B) 輸出規制法と会社の法令遵守プログラムに従って保守されている記録の抜き打ち検査

と定期監査の実施もしくは監督を行う。 
(C) 輸出規制遵守に関する質問について他の社員に助言する。 
 
v. 新版の禁輸対象者リストと会社の顧客リストを照合することによって、禁輸対象者リ

ストに記載されている者が関与する輸出関連取引を防止する。すなわち、会社の顧客リス
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トと禁輸対象者リスト／ 終用途スクリーニングプロファイルとを毎年照合し、すべての

(i)新しい顧客に対する輸出出荷と(ii)積み替え貨物に関与する輸出出荷について禁輸対象

者リストと照合して審査する。 
 
vi. BIS の輸出管理規則（EAR: Export Administration Regulations）と輸出管理局公報

に掲載される 新情報、ITAR、その他適用可能な規則、更新サービスなどを購読し、適

宜弁護士やリーガルエンジニアに助言を求め、新しい規制についてのセミナーに参加した

り再教育講座に出席して、適用可能な輸出管理規則とそれらの実施についての 新情報を

取得する。 
 
vii. 輸出管理業務担当社員は充分に訓練を受けて知識と技術を維持しなければならない。

 
viii. 輸出規制法と規制の遵守の確認に必要な場合は必ず法律上の助言を求め、輸出規制遵

守管理に関する違反の疑い、争議、問題などをすべて監督責任がある会社役員に報告し、

必要に応じてその解決を支援する。 
 
ix. 取引相手の意図が輸出規制遵守責任を外国顧客に転嫁する場合に備えて、外国顧客か

ら文書を確実に取得する手順を導入し、この目的に使用する標準書式を準備するもしくは

準備を監督する。 

 
【c. 日常的な処理を行う輸出規制遵守チームメンバー】 

これは小企業では管理責任者と同一であってもよいし、複数の事務所を抱える大企業で

は管理責任者とは異なる数人の社員であってもよい。現場業務には以下の要素を含めるこ

とができる。 
 
i. 以下を行うために、すべての輸出出荷および、製品が輸出されると信じる根拠がある国

内顧客向け出荷を調査する。 
 
(A) 一般許可、LE、「許可不要」指定のいずれかに基づいて出荷できるかどうか、もしく

は新しい許可が必要かどうかを判断する。 
(B) 新しい許可が必要な場合は、既存の許可に基づいて出荷できるかどうかを判断し、 
(C) 取得する必要がある新しい許可を申請する。 
 
ii. 輸出規制遵守／輸出許可の調査が完了するまですべての国際注文が保留され、適切な許

可に基づいて貨物が出荷されたことを確認する。 
 
iii. 必要な輸出許可申請の準備と申請手続きを行い、申請の審査状況を監視し、必要に応

じて申請に関する質問に回答し、許可を取得する。 
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iv. 一般許可、LE もしくは通常の許可の使用に関する、条件と但し書きを含むすべてのを

遵守する。 
 
v. 特定の許可条件が適用される取引相手に条件を伝えて、許可によって義務付けられてい

るか、もしくは適切であり可能であるときには、その条件の受領確認書を取得する。 
 
vi. 卸業者などの顧客向けの複数出荷用にBISまたはDDTCの包括許可の準備と取得が必

要もしくは望ましいと思われる場合は遵守管理者に通知し、許可が必要な継続出荷を容易

にするために、遵守管理者と共にその種の申請の準備をする。 
 
vii. 船積み送り状、輸出許可、チェックリストおよび顧客との連絡を含む輸出船積み書類

の記録を期限切れから少なくとも 3 年間記録保管庫に保存し、許可例外の LVS や TMP、
およびその他のや追跡が必要な出荷記録を保存して、必要に応じて許可の更新とその他の

修正の申請を適宜行う。 
 
viii. すべての輸出と拒絶リストを顧客ベースの審査によって行われなかった範囲で対照

調査して、現行の拒絶リストに記載されている者が関与する輸出関連取引を審査する。 
 
ix. すべての輸出関連取引と転用リスクを特定する基準を対照調査し、該当する国への出

荷を審査して、違法な 終用途や 終需要者向けの出荷（核兵器、ミサイル、化学生物兵

器および CIV の軍事転用）、およびその他の違法取引や転用のリスクが高いと思われる取

引への会社の関与を防止する。 
 
x. 輸出規制遵守マニュアルのコピーおよび 新の EAR、ITAR、その他の関連規則と資料

を保守する。 
 
xi. EAR、ITAR、OFAC の禁輸規則、その他適切な規則に関する 新情報を取得する。 

 
【d. 国外向け出荷の監督】 

出荷部門の指定された社員と輸出に関与するその他の要員は、下記の要素と同様の輸出

通関機能を有する必要がある。 
 
i. (A) 適用可能な NLR、LE シンボルもしくは許可番号、(B) ECCN、(C) 価格、(D) 用途

規制文を示すために、適切に記載されたインボイス、貨物運送状および必要な SED（もし

くは AES 記録）なしで輸出出荷を行わないことを確実にする。 
 
ii. 輸出規制遵守チームメンバーと連絡を取り、メンバーが輸出出荷の審査を行ったことを

確認する。 
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iii. EAR のセクション 758「輸出通関」および ITAR の関連する出荷セクションのコピー

を保守し、輸出出荷がこれらのセクションの要件を確実に遵守する。これには国務省許可

の税関への提出と、出荷の減少ログを保守して認可された量と価格を確実に超えないこと

が含まれる。 
 
iv. 製品マトリックスのコピー、輸出通関チェックリストおよびその他の書類を保存して、

顧客審査を支援する。 
 
v. 出荷が輸出規制法を遵守しており輸出してよいとの輸出規制準拠管理者の認可を得る

まで、必要に応じて税関に出荷を差し止めさせる。 
 
vi. すべての輸出出荷記録のコピーを 低 5 年間保存する。 

 
機微である軍事事業もしくは原子力事業に従事している企業の多くは、許可なく技術デ

ータを不正に移転することを取り締まるために、もしくは少なくとも明らかな警告を与え

るために、安全検査手順とともに E メールとファクシミリの機能も規制している。会社に

よっては国際輸送書類に適切な警告文を載せて、物品と技術の移転に関する輸出規制法の

適用性と遵守の必要性を社員に喚起しているものもある。 
 
【e. 輸出該非判定エンジニア】 
会社の製品と技術に関する専門知識を有する者を選任して、輸出規制遵守管理者を支援す

ることは多くの場合有用である。当該エンジニアは輸出遵守管理者を支援して、以下のこ

とを行わなければならない 
 
① 該非判定の結果を示す製品別国別マトリクスを整備し、製品マトリックスの開発と整

備に使用する 
② サプライヤと政府当局（DDTC、BIS など）から取得した情報すべてのコピーを保存

しなければならない。 
③ 要職にある者が不在の場合でも緊急に遵守が機能するように、要職に冗長性を組み込

まなければならない。 
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2.3.3 注文処理管理3 

 
輸出規制遵守プログラムの審査は、注文処理の枠組みで取り扱う。これは審査がどこで

誰によって実施されるのが もよいかが会社の注文処理方法に表れるからである。すべて

の輸出出荷をどのような方法で誰が行うかを決定したら、会社は輸出規制遵守プログラム

の必須要素の 良の構築方法を決定して、必要な遵守機能を も早い段階で確実に実施で

き、 終段階でも確実に実施できる。有効な規制遵守手順は、特定の企業が既に事業を遂

行している手順に完全に適合するものでなければならない。 
 

2.3.3.1 製品と国の審査 
 

企業は一般に特定のツール、製品と国ごとに適用される輸出規制を示すマトリックス

（「製品別国別マトリックス」）を開発して保存すれば、輸出規制遵守機能を も効率的に

実行できると考える。一般に入念に開発された製品別国別マトリックスによれば、輸出規

制遵守スタッフには以下が一目でわかる。 
 
(a) EAR、軍需物資リスト・カテゴリー、または輸出を管轄する政府機関を示すその他の

適切な該非判定でカバーされる、適用可能な輸出規制品目分類番号 
 
(b) ある製品が許可例外に基づいて、ある国に輸出される可能性があるかどうか、許可が

必要かどうか、必要とすればどの許可機関によるものか（商務省、国務省、OFAC その他） 
 
(c) 多くの場合、出荷を既存の許可がカバーしているかどうか、もしくは新たに許可を取

得する必要がある場合は基づくべき条件とそれに要する時間 
 

誤った該非判定の結果、許可対象品目を一般許可に基づいて輸出したとすれば、法律に

違反する。従って大量出荷の場合は、製品別国別マトリックスは必須である。 
 

説明書は、製品別国別マトリックスに記載されないいかなる製品も技法もソフトウェア

も、指定規制遵守要員の承認を受けずには輸出されないことを、輸出規制遵守要員に明確

に指示するものでなければならない。手順は、導入される新製品を製品マトリックスに追

加し、輸出規制遵守管理者が輸出用に直ちに認可できるように、新製品を確実に輸出規制

遵守管理者に通報するものでなければならない。 
 
 

                                                  
3「注文」は、購入注文、未処理注文残、見積依頼、入札案内、マーケティングプロジェクトおよび会社

の輸出を促進するその他の同様の手段を意味する。 
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2.3.3.2 許可の決定 
 

輸出規制遵守スタッフは、輸出許可取得に際し以下を実施しなければならない。 
 

① 製品別国別マトリックスその他の審査手順を使用して、許可例外が入手可能であるか

どうか、もしくは許可が必要であるかどうかを決定しなければならない。 
② 許可なしの出荷が不適格と製品マトリックスに記載される製品は、一括型の許可を含

む既存の許可に基づいて出荷できるかどうかを決定しなければならない。 
③ 既存の許可に基づいて出荷できない場合、注文を一旦差し止めた上で、適切な機関か

ら許可を求める適切な手順を開始しなければならない。 
④ 適用される許可の取得にかかる予測時間を適切なスタッフに連絡しなければならな

い。 

 
 

2.3.3.3 禁輸対象者リスト審査 
 

禁輸対象者を審査するにあたっては、まず適用可能なリストをすべて入手することであ

るが、米国の輸出規制機関はこのような一連のリストを激増させてしまったので、これは

現在のところ困難である。当該リストには次のものが含まれる。 
 
【禁輸対象者リスト】 
① EAR の現在有効な DPL 
② 禁輸国その他（テロなど）の理由による OFAC リストの SDN 
③ (i)軍需品販売禁止団体（DP）と(ii)MT、核兵器 
④ 生物化学兵器の制裁の対象となる事業体に関する国務省リスト 
⑤ 拡散防止の理由により BIS が輸出者に許可が必要との通報を行った事業体「事業体リ

スト（Entity List）」 
⑥ 一般命令第 3 号（EAR への補遺 1 パート 736）に記載された団体および疑わしい外国

人 終需要者の未確認リスト（未確認リストに記載される団体が関わっていればレッ

ドフラグである） 

 
関連 DL を入手するために企業がどのような方法を選択するとしても、輸出規制遵守手

順書には DL を入手し、入手した DL を更新する担当者を充当する手順を定める必要があ

る。担当者はその後企業内部の別の部署、ウェブ上のその他のサイト、DL を有する外国

の荷受人、さらに企業が確実に適切な輸出規制遵守プログラムを保存したいと考えるその

他の荷受人に当該情報を配信する。配信の方法には別の企業からの配信の受領通知と社内

の受領確認の一定の形式を含める必要がある。適時の配信は輸出業者が直面する実際的な
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問題である。禁輸対象者が官報に公表された瞬間から、企業には禁輸対象者との営業行為

に関する法的な責任が発生する。OFAC や国務省など、機関によってはこの公表以前の日

付を有効日に含めてすらいるが、公表による推定告知以前に禁輸対象者との取引を行った

企業に対して、状況に関する実際の知識を欠いているという理由で執行当局者が起訴する

ことは実際には考えられない。このため、手動で更新されるリストを使用する企業では更

新の配信を定期的に行えば充分と判断する場合が多い。公表から数週間以内に禁輸対象者

と取引した企業に対して強制措置が取られた事例は報告されていない。企業はそれぞれそ

の事業規模に対して も適切な DL の配信に加入して更新する方法を選択しなければなら

ない。 
 

2.3.3.4 顧客もしくは取引に基づいた審査 
 

輸出規制遵守スタッフは、禁輸対象者は名前を変えて営業行為を再開する場合が多いこ

とを踏まえ、顧客ばかりでなく顧客の既知の第一の債権者をも DL に照会して審査する必

要がある。 
 
a. 顧客ベースの審査技術 
 
 顧客ベースの審査技術は、顧客リストに照会して DL への更新を精査する方法を提供す

るものでなければならない。 
 
① 精査の担当者は年間ベースで DL に照会して、全顧客リストの精査も行わなければな

らない。 
② 規制遵守手順は、例えば適用される DPL 更新もしくは年間精査リストのカバーページ

に担当者のイニシャルと日付を入れるなどして、精査ごとの文書化を担当者に求める

ものでなければならない。 
③ 顧客番号がない新規の顧客には出荷を許可しない手順を有する企業は、前述の番号の

割り当てを担当する団体、例えば顧客の信用度や顧客の別の側面の調査も行う経理部

による審査を受けるように新規の顧客に求める。 
④ 顧客ベースの審査が有効であるためには、すべての新規顧客が審査されたことを確認

するなんらかの方法が必要である。 

 
b. 取引の審査 
 

当該企業が DPL に記載される団体とのいかなる輸出取引にも関与していないことを確

認するために以下の手順を実施しなければならない。 
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① 輸出規制遵守スタッフは注文の出荷に先だってすべての顧客を一人ひとり現行の

DPL に照会して、新規の輸出注文を（それがどのように定義されるものであって

も）一つずつ精査しなければならない。 
② 初の精査と出荷の間に著しいタイムラグがある場合、企業は出荷に先だって二

次審査を行って、当該団体が DL に追加されていないことを確認してもよい。 
③ 手順は前述の精査を（上述の輸出規制遵守チェックリストのようなもので）文書

化する方法を提供するものでなければならない。 
④ 精査スタッフは審査を実行するために、現行の DL のコピーを保存しなければな

らない。 

 
 

満足できるコンピュータプログラムもまだ存在しないが、精査スタッフが人力で調査

する数千もの DL から顧客 1 人を見逃す可能性がある以上、自動審査はこの作業を実行

する恐らく 善の方法である。 
 

2.3.3.5 出荷見送りの承認 
 

輸出規制遵守スタッフは、DPL に記載された者が確認されたときは必ず、以下のように

行わなければならない。 
 

① 輸出出荷を見送る明示的承認を得なければならない。 
② 出荷見送り命令は、当該顧客のすべての注文に適用しなければならない。責任者に

よって出荷を再開できることが指示されるまでは、特にすべての配送部門の職員を

含む企業のすべての適切なスタッフに、前述の顧客への出荷を行わないように文書

で通知しなければならない。 
③ 輸出規制遵守管理者は、適用可能な輸出規制機関と協力して当該案件の事項を調査

しなければならない。 
④ 類似の名前で DL 審査結果にヒットする場合がよく発生する。当該団体がまだ拒絶

の対象となっていることを当該機関が確認した場合は、出荷見送り命令を保持しな

ければならない。 
⑤ 当該団体が同一でないことを当該機関が確認した場合は、輸出規制遵守管理者はそ

の事実を文書化した上で出荷の実施を許可しなければならない。 

 
 

2.3.3.6 転用リスク審査 
 
 輸出規制遵守スタッフは、当該顧客が輸出規制法で認可されていない仕向け地に出荷を
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迂回させる可能性をリスク査定するために、以下のことを行わなければならない。 
 
① 輸出顧客一人ひとりについて（および当該製品を輸出する充分な理由があると考えら

れる国内顧客一人ひとりについて）精査しなければならない。 
② 輸出規制遵守管理者は本文書に付属するような適切な「レッドフラグ・インジケータ」

に対して、顧客ベースの審査を行う（経理部門等の）当事者ばかりでなく輸出規制遵

守スタッフ自身も、顧客と取引の両方、およびあらゆる中間荷受人を確実に精査しな

ければならない。 

 
実際には一見して思われるほどには煩わしい要件ではない。「レッドフラグ・インジケ

ータ」は、特定の顧客もしくは取引に何か不適切なものがあると思わせる多くの種類のフ

ァクターを説明するものである。 
 

2.3.3.7 審査の実施における「顧客判断ガイダンス」の適用 
 

規制遵守管理者は本文書に付属する BIS の「顧客判断ガイダンス」に従って、以下のこ

とを行わなければならない。 
 
① 輸出規制当局が取引においてさらなる調査を期待する時期と、申請がなければ許

可例外が適格とされる出荷についても許可もしくは 終需要者チェックを申請す

る時期を判断できなければならない。 
② 適用可能な「レッドフラグ・インジケータ」に説明される疑わしい特徴の種類を

当該顧客が示した場合、輸出規制遵守スタッフは追跡調査を開始して合理的な説

明ができるかどうかを判断しなければならない。 
③ その説明に満足できない場合、スタッフは出荷見送り命令を発した上で輸出規制

遵守管理者、社内法律顧問、その他の適切な担当者に事案を報告して、さらなる

調査と判断を求めるものとする。 
④ 報告を受けたものがさらに適切な調査を行っても満足できなかった場合は、BIS

またはその他の適切な輸出規制機関に直接連絡をとって懸念の理由を説明し、顧

客の信頼性に関する入手可能な情報が存在するかどうかを判断しなければならな

い。 
⑤ 懸念が充分に解決されなかった場合、企業は(a)注文をキャンセルするか、(b)もし

くは懸念をもたらした事実を完全に開示して許可を申請するかのいずれかを実行

しなければならない。 

 
BISは 1993年 12月に公表した解釈によって過度に広義な 終用途と 終需要者の規制

の適用をミサイル、生物化学兵器への応用を「直接」支援する活動と輸出に可能な限り限
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定した。さらに、BIS は輸出業者に直接書簡で通報するか、もしくは官報その他に公表さ

れた EAR の修正を通じて合理的に通知することによって、知識を輸出業者に押しつける

ことができる。 
 

2.3.3.8 機微である核 終需要者と核 終用途の審査 
 

別段の指定がない場合に商品もしくはソフトウェアが NLR に基づく輸出や特定の仕向

け地宛の許可例外に基づく輸出に適格であるどうかにかかわりなく、前述の製品が直接も

しくは間接に規制対象国で〔図表 11〕の場合に使用されることについて企業に「知識があ

るもしくは合理的に知識があると考えられる」ときは、企業は認可を得なければならない。 
 

〔図表11〕審査が必要な規制対象国の核 終用途 

a. 核爆弾事業 核爆発装置、もしくはそのような装置の構成要素もしくはサブシステ

ムの研究、開発、設計、製造、建造、試験、貯蔵が含まれる。 

b. セーフガード

なしの核事業 
原子炉、臨界装置、核燃料製造設備、核物質異性体の転換設備、特殊

核分裂性物質もしくはその原料物質を貯蔵する場合は国際原子力機関

（IAEA）のセーフガードを受ける義務を有しない、もしくはセーフガ

ードを満たさない（輸出時にその物質を含むかどうかにかかわらない）

独立した貯蔵施設、それぞれの研究、開発、設計、製造、建造、運用、

貯蔵が含まれる。 

c. セーフガード

付きとセーフガ

ードなしの核燃

料事業 

(i)照射済特殊核物質もしくは原料物質を化学処理する施設、(ii)重水製

造施設、(iii)原料物質と特殊核物質の同位体を分離する施設、(iv)プル

トニウムを含む原子炉燃料の製造施設もしくはそれぞれの施設の構成

要素の研究、開発、設計、製造、建造、運用、貯蔵が含まれる。（EAR 
744.2.）。 も厳密に機微であるとされている国はカントリーグループ

D:2 に記載されている（EAR への補遺 1。パート 740）。 

 
 

2.3.3.9 ミサイル技術（MT） 終用途と MT 終需要者 
 

特定の仕向け地に対して NLR もしくは許可例外に基づいて輸出用の製品に別段の適格

性があるかどうかに関わらず、世界のどこであっても製品、技術、ソフトウェアがロケッ

トシステム、ミサイル、無人航空機の設計、開発、製造、利用に使用される可能性がある

ことの「知識」を企業が有していれば、その企業は BIS から許可を取得しなければならな

い。（EAR744.3.）。 
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MT、生物兵器、化学兵器の分野においては、品目自体が米国の管轄権に属するかどう

かに関わらず、「米国人」による輸出と再輸出に前記の禁止が適用される。 初に許可を取

得しない限り、補遺 1 に記載されるか規定される国においてミサイルの設計、開発、生産、

使用を支援することについての知識を有する米国人は、契約、サービス、雇用のいずれも

実行してはならない。さらに前述の事業において該当者が現実の輸出業者であるか再輸出

業者であるかに関わらず、融資、移送、貨物の発送その他の支援を含むその他いかなる方

法によっても、米国人は故意の支援を行ってはならない。 
 

2.3.3.10 化学兵器と生物兵器の 終用途と 終需要者 
 

製品の適格性に別段の指定がなく NLR にしたがう輸出であるか特定の仕向け地宛の許

可例外であるかどうかに関わらず、いかなる国においても、もしくはいかなる国によって

も前述の製品が直接的もしくは間接的に化学兵器と生物兵器（“CBW”）の設計、開発、生

産、貯蔵に使用されることについての「知識がある」場合、企業は許可を取得しなければ

ならない。 
 

品目自体が米国管轄権に属するかどうかに関わらず、本禁止規定は「米国人」による輸

出と再輸出に適用される。さらに、 初に許可を取得しない限り、グループ D:3 に記載さ

れるか規定される国において CBW の設計、開発、生産、貯蔵、使用を支援することにつ

いての知識を有する米国人は、契約もサービスも雇用も実行してはならない。米国人は次

に挙げる国以外においては、BIS による許可もしくは承認なしで、ECCN 1C350 に特定さ

れる化学兵器前駆物質を製造するプラント全体の設計、建造、輸出、再輸出に関与しては

ならない。 
 

後に前述の事業において該当者が現実の輸出業者であるか再輸出業者であるかに関

わらず、融資、移送、貨物の発送その他の支援を含むその他いかなる方法によっても、米

国人は故意の支援を行ってはならない。（EAR のセクション 744.4.）。 
 
 

2.3.3.11 CIV、CTP、イラク、中国の輸出のための軍事 終用途と軍事 終需要者 
 
 CIV もしくは CTP 許可例外に従う D:1 国への輸出は、出荷が(a)民間 終需要者へ仕向

けたものであり、(b)かつ民間 終用途のためのものであるという両方の場合にだけ行うこ

とができる。輸出が（PX の場合のように民間 終需要者による民生用の使用であるかど

うかに関わらず）軍事 終需要者に仕向けられているか、もしくは（政府契約受注企業が

軍事契約において使用する場合のような）「既知」の軍事 終用途用に民間 終需要者に仕

向けたものであるかのいずれかの場合、CIV にしたがう出荷は違法である。従って CIV に
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基づいて出荷する輸出業者は、(a)軍事 終需要者への出荷と(b)既知の軍事 終用途用の出

荷に確実に照会して、出荷を審査する必要がある。同様にある種の 3A991 マイクロプロセ

ッサを出荷する輸出業者は、類似の審査を実施しなければならない。イラク向けとイラク

国内移送を行う輸出と再輸出については、2004 年に新規の軍事 終用途と 終需要者規制

が課された。BIS は 2007 年 6 月に、軍事 終用途を目的とした中国向けと中国国内移送

を行う一定の品目の輸出と再輸出に、新規の 終用途規制を課した。 
 
 

2.3.4 技術とソフトウェアの輸出規制への対応 

 
2.3.4.1 技術資料管理の 5 つの基本規則 

 
① 通常は無償もしくは複製と配布のコストを超えない料金で一般に公開されている技術

とソフトウェアは EAR の適用範囲外であり、許可も許可例外も不要であり、すべての国

に輸出することができる。（EAR のセクション 734.3(b)(3)）。 
 
② 予想されるもしくは現実の見積、入札、リース、販売見積、さもなければ規制品目の供

給を支援する「営業技術資料」は、データが通例回附される種類のもので前述の入札によ

って、設計、生産、製造、もしくは見積品目や製品の再構成を可能にするような詳細が開

示されなければ、TSU もしくは TSU 許可例外に従って（おそらくはイランを除く）いか

なる国への輸出も可能である。（EAR のセクション 740.13(b))。 
 
③ NLR、許可例外、許可に従って輸出された製品の設置、運用、保守（点検）、および修

理のために 小限必要な「運用技術資料」は、TSU 許可例外に従って（おそらくイランを

除いて）機器が合法的に輸出されたいかなる国に対しても輸出可能である。（EAR のセク

ション 740.13(a))。1E002.e、1E002.f、8E002.a、8E002.b によって規制される修理「技

術」の TSU 許可例外にしたがえば、これは出荷が許可されない。（EAR パート 774、補遺

2） 
 
④ TSPA も TSU も利用できないという意味において、輸出するすべての技術は補遺 1 に

説明する EAR 774 の規制品目リスト（“CCL”）の、適用可能な ECCN に基づいて該非判

定しなければならない。この該非判定（CCL カテゴリそれぞれのパート E）は、（ECCN
と従って EAR99 指定が存在しないか、もしくは適用可能な ECCN と国別マトリックスを

適用した結果としての）NLR か、TSR もしくは TSU 許可例外が使用できるかどうかにつ

いて特定の仕向け地への輸出の場合のガイダンスを規定するものである。 
 
⑤特定の技術資料の輸出に NLR もしくは許可例外が使用できない限りにおいては、企業
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は輸出を物理的に実行する前に、もしくは外国人に技術を開示する前に許可を申請して取

得しなければならない。 
 
 

2.3.4.2 ソフトウェア 
 

特定の仕向け地へ輸出する特定のソフトウェア製品については、次の一連の分析を使用

して、輸出規制遵守管理者が適切な許可要件を判断する。 
 
a. 軍事用に設計されたすべてのソフトウェアプログラム 

ITAR に基づく国務省防衛取引管理局の輸出許可がすべての仕向け地について必要であ

る。この種のソフトウェアには、ここで分析するその他の規定は適用されない。特定の暗

号機能を持つ商用ソフトウェアは（認証、アクセス管理、復号専用の所有権付きソフトウ

ェア保護ルーチンなど若干の例外はあったが）、1996 年 12 月 30 日までは ITAR の適用を

受けていた。現在これは EAR の適用を受けるが、厳しい許可要件の対象となっている。 
 
b. ライブラリや公共電子掲示板にあるような名目複製料金以外は無償で（ライセンス料な

しで）一般に公開されているソフトウェア 
（TSPA を使用し、上記のように技術資料と明記して）許可なしで如何なる仕向け地へ

も輸出できる。暗号ソフトウェアはこの除外項目に当てはまらないことに留意しなければ

ならない。 
 
c. TSPA もしくは TSU 輸出に当てはまらないソフトウェアプログラムでカントリーグル

ープ E:1 に輸出されるもの 
BIS の許可もしくは財務省外国資産統制課が管理する制裁規則に基づく許可が必要。 

 
d. カナダに輸出されるソフトウェアプログラム 
 許可が必要なカナダ向け輸出について特に規定する ECCN に基づいて該非判定される

数種類のソフトウェアを除いて、NLR、許可例外、通常許可のいずれも不要である。現在

カナダ向けの許可要件は、原子力事業関連のソフトウェアに限定される。 
 
e. EAR の対象となるソフトウェア 

EAR パート 744 補遺 1 の規制品目リスト（CCL: Commerce Control List）に記載され

る ECCN に基づいて該非判定される。ECCN に特に記載されていない商品は、（ECCN の

代わりに）仕向け地 EAR99 を使用した NLR に基づいて、キューバ、イラン、北朝鮮、ス

ーダン、シリアを除くすべての国に輸出できる。（下記 I.参照） 
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f. マスマーケットソフトウェア 
一般に公開されているソフトウェアは、CCL に基づく該非判定に関わらず、許可例外

TSU に基づいてキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアを除くすべての仕向け先に

輸出することができる。 
 
g. 許可、許可例外、NLR のいずれかに基づく輸出が承認された、装置の動作に 低限必

要なオペレーションソフトウェア 
許可例外 TSU に基づく場合にのみ、適用可能な装置が合法的に輸出されたすべての仕

向け地にオブジェクトコードで輸出してもよい（EAR セクション 740.8(a)）。マスマーケ

ットソフトウェアと見なすことができないオペレーティングソフトウェアプログラムにつ

いては、輸出規制遵守管理者はなぜ「 低限必要」が適用されるかの説明を求めなければ

ならない。 
 
h. ソフトウェアのアップデートもしくは「バグ」フィックスのみを目的として設計された

ソフトウェア 
そのようなソフトウェアを必要とするソフトウェアが合法的に輸出もしくは再輸出さ

れたのと同一荷受人に対してアップデートが提供され、当初輸出されたソフトウェアパッ

ケージの指定機能を強化するものでない場合、許可例外 TSU に基づいていかなる仕向け

地へも輸出できる（EAR セクション 740.8(c)）。 
 
i. EAR の対象となるすべてのソフトウェア 

CCL に記載される特定の ECCN の適用を受けるか、または指定記号 EAR99 に該当す

るため、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアを除くすべての国へ指定記号 NLR
に基づいて輸出できる。上記のいずれの許可例外も適用されない場合は、輸出者はエンジ

ニアと協力して適用可能な ECCN に基づいて該非判定し、EAR パート 738 の国別マトリ

クスを適用して NLR か許可例外を適用できるか、もしくは特定の仕向け地用の許可が必

要であるかを判断する。 
 
j. ソフトウェアを伝達するメディア 

すべて規制対象外。 
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2.3.4.3 報告要件 
 

EAR のセクション 743 は、許可例外 TSR を含む特定の許可例外に基づく輸出について

の報告書を求めている。とりわけ報告書は輸出執行事務所（OEE: Office of Export 
Enforcement）による精査を受けるので、輸出者は報告要件を適宜正確に満たすように特

に注意を払わなければならない。技術資料の輸出は繰り返されることが多いことを前提と

して、BIS は許可例外 TSR に基づく輸出の報告を 低限にするための特別な指針を提供

した。第 1 に、米国内の外国人に対する「見なし輸出」を報告する必要はない。第 2 に、

輸出者は外国企業もしくは米国子会社への許可例外 TSR に基づく 初の移転のみを、数

量「1」と記載して報告するだけでよい。 後に、同一の 終需要者に対する TSR に基づ

く将来の移転は規制技術の適用範囲が変更された場合に限り報告すればよい。許可例外も

しくは NLR に基づく再輸出の報告は必要ない。 
 

2.3.4.4 推奨手順 
 

企業の輸出規制遵守管理者は、以下のことを行わなければならない。 
 
① 通常の輸出が行われたすべてのソフトウェアプログラムと技術資料（ユーザーマニ

ュアルなど）を調査して該非判定を行い、NLR や許可例外が輸出に使用できる範囲

を製品マトリクスに記述する。 
② 製品マトリクスの記述に従って輸出許可を判断したか、もしくは輸出規制遵守管理

者に相談して、使用できる適切な輸出許可に関する助言を受けない限り、社員は技

術資料やソフトウェアの輸出を認めてはならない。 
③ 装置の許可を申請する際には、ソフトウェアが NLR や許可例外に基づいて輸出さ

れるか否かに関わらず適用可能なソフトウェアを許可申請に記載する。 
 

企業が永住資格を持たない外国人を採用するときは、以下のことを行わなければならな

い。 
 
① 非公開の技術資料やソースコードを NLR もしくは許可例外に基づいてその外国人

に開示できるか、もしくは許可を必要とするかどうかの適切な判断ができるように、

法令遵守プログラムは人事部が必ず輸出規制遵守管理者に警告するように求めなけ

ればならない。 
② 輸出規制遵守管理者は適切な監督者と協力して、適切な輸出許可が雇用法に合致す

る方法で申請されるまで、当該社員の技術資料の利用を確実に禁止しなければなら

ない。 
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2.3.5 輸出承認 ― 究極の規制ポイントとしての出荷と入荷 

 
企業は NLR、許可例外および許可を適切に使用し、運送会社やその他の代理業者を通し

た行為であってもその出荷に際して該当する輸出規制規則を厳守する責任を負う。従って

遵守を確実にするために、出荷部門と入荷部門のスタッフを指定してそのスタッフを輸出

規制遵守プログラムに関与させなければならない。これらの要員は、遵守審査で見逃した

か、不正確な審査が行われた輸出（もしくは該当する輸入）を発見する 後の砦である。

出荷部門のあらゆるスタッフの訓練にかなり単純なメカニズムを採用して、輸出貨物が審

査を受け、輸出規制遵守スタッフが署名しない限り施設を出ることがないようにしている

会社もある。輸出規制遵守スタッフはあらゆる輸出の精査と承認を確認するための輸出規

制遵守チェックリストのような書類を作成する。出荷部門は上記の書類がない限り出荷を

行ってはならない。その他においても、出荷部門の関与の程度が大きくなる。  
 

2.3.6 記録保存と報告システム 

 
輸出規制遵守管理者は会社の記録保存システムを監視して、EAR パート 762 の要件と

セクション 762.2 で参照する特別条項を確実に満たさなければならない。記録保存システ

ムは記録保存モード（例えば、電子的もしくはハードコピー）の更新に適応できるように

柔軟なものであってもよいが、原簿の複製については EAR セクション 762.5 の厳しい要

件を満たさなければならない。記録保存は会社の一般的な記録保存システムと一致してい

なければならない。記録は該当する 後の取引の日付から少なくとも 5 年間は保存しなけ

ればならない。保存する記録には以下の文書のコピーを含めなければならない。 
 
【記録保存する文書等】 
1. 標準業務ガイダンス、法的メモ、輸出管理に関するマニュアル 
2. BIS、顧客およびその他の輸出管理に関する通信すべて 
3. 発注書、インボイス、輸送書類、SED、特別承認の書簡、テレックス、輸出取引それ

ぞれに関するその他すべての通信 
4. NLR もしくは許可例外 LVS（年間出荷数 12 のの遵守を確認するため）および TMP（一

時的輸出の 1 年以内の返却を確認するため）に基づく出荷のログ 
5. 許可申請と許可の書類一式、およびそれに基づいて行われた出荷の記録、訂正、再輸出

申請 
6. EAR パート 775 で要求される国際輸入証明書とその他の裏付け資料（5 年間） 
7. 各種の報告要件に基づく BIS への報告書 
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2.3.7 迂回輸出取引 

 
合衆国のメーカーもしくはベンダーが外国顧客に製品を販売する際は、ベンダーの米国

代理店が輸出規制遵守責任の肩代わりを含めて実際の輸出を取り扱う場合が多い。2000
年 7 月 10 日に関する BIS が公布した 終規則の下では、これらの取引は「迂回輸出取引」

とされている。新しい規則の下では米国の販売者は輸出者として扱われる。従って販売者

は、外国顧客が明示的に輸出規制遵守責任を負う旨の文書を取得しない限り、輸出規制遵

守責任を負う。（連邦官報第 62 巻 42565 頁（2000 年 7 月 10 日））同一当事者間では複数

取引を 1 つの文書でカバーすることができる。（EAR セクション 758.3(b)）米国の輸出規

制遵守管理者は、当事者の目的が輸出規制遵守責任を外国顧客に移行することである場合、

その種の文書を外国顧客から確実に取得する手順を導入しなければならない。輸出規制遵

守管理者はこのような目的に使用できる標準書式も作成しなければならない。 
 
 

2.3.8 人材育成 

 
米国輸出規制法は簡素化されてはいるが複雑なので、輸出規制遵守職務を担当する各社

員は輸出遵守ガイドラインについての教育と再教育講習を受けることが不可欠である。 
輸出規制遵守の直接の担当者は、可能な限り も徹底的な訓練と再教育講習を受けなけれ

ばならない。また輸出関連の職務に従事するすべての従業員も、ある程度の遵守訓練を受

けなければならない。 
 
これに関しては、以下の手順が推奨訓練ガイドラインである。 
 
【推奨訓練ガイドライン】 
1. 会社は必要に応じて適宜、輸出規制遵守手順マニュアルを更新し、特に実行担当者を含

めて適切な要員に配布しなければならない。同様に、経営陣は毎年遵守方針メモを国際販

売と出荷に従事するすべての要員に配布しなければならない。このメモは上記のように、

法令遵守プログラムを要約し、輸出取引の精査担当者と手順書の保管場所を示し、米国の

輸出規制法を遵守する旨の会社のコミットメントを再確認するものでなければならない。

このようなメモは、一般従業員教育にとって重要な役割を果たす。 
 
2. 新入社員が輸出関連スタッフとして雇用されたときは、当該社員の直属の上司は常に、

輸出規制遵守プログラムとプログラムにおける新入社員の役割についての検討を当該社

員のオリエンテーションに含めなければならない。社員が他の部門から転属してきた場合

にも、同じ手順にしたがわなければならない。販売、顧客サービス、輸送、出荷に従事す
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るすべての新入社員が受け取るオリエンテーションパッケージには、 新の輸出規制遵守

方針メモのコピーを含める必要がある。 
 
3. 輸出規制遵守管理者が適切と判断したときに、選ばれた者が規則の変更に関するセミナ

ーや総合再教育講習を含む輸出規制に関する社外のセミナーに出席する必要がある。上記

のような社内セミナーを輸出関連要員のために時々実施することも有用である。監査期間

の一部を訓練に充てる必要もある。 
 
4. 訓練は特定の社員に該当するように、遵守プログラムで要求されるすべての手順をカバ

ーしなければならない。 
 
5. 年次社内監査が終了したら、輸出規制遵守管理者は、手順を精査し改善すべき点を説明

して改善提案を求めるために、輸出関連スタッフのミーティングを召集することを検討す

べきである。 
 
6. また輸出規制遵守管理者は、EAR、米国の輸出方針、および EAR、BIS 広報、法的ガ

イダンスの購読を含む会社の遵守手順の更新と改訂に関して、その担当者に定期的なメモ

とその他の資料を配布すべきである。 

 
 

2.3.9 社内監査システム 

 
親会社の 1 つがその会社の監査を行わない場合は（もしくは親会社の監査に加えて）、

法務担当責任者は会社の法令遵守プログラムに含まれる問題点を熟知しているが日常の輸

出業務に関係しない者を指名して、輸出規制遵守プログラムの徹底した監査を定期的に実

施しなければならない。監査役は、その会社に属さない者もしくは法務担当責任者か社長

に対して責任を負う者で、輸出規制遵守管理者の究極の支配下にない者でなければならな

い。監査役は、BIS が適宜配布する監査モジュール／チェックリストを 1 つの参考として

使用するべきである。輸出規制遵守管理者は業務の抜き打ち検査を適宜実施しなければな

らない。 
 
監査には以下の要素を含めなければならない。 
 
【社内監査システムに求められる要素】 
① 注文処理システムをフローチャートにする。 
② 調査の焦点を特定するために製品と顧客の情報を取得する。 
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③ 輸出関連スタッフを面接する。 
④ 必要とする輸出関連の書類すべてを点検する。 
⑤ サンプル取引を分析する。 
⑥ 輸出規制遵守プログラムと追加の実施ガイドラインの精査、およびそれらと実際の輸

出規制遵守手順との比較。 
⑦ 拒絶リストの審査、転用リスク、核、ミサイル、化学兵器、および生物兵器の 終需

要者／用途およびその他必要な審査を確認する。 
⑧ 顧客と製品のリストを精査して、拒絶リストに掲載されている当事者、もしくは核、

ミサイル、化学兵器、生物兵器の関係者が存在しないことを確認し、製品マトリクスの商

品が NLR もしくは許可例外出荷に適格であると正しく特定されていることを確認する。

⑨ 手順からの逸脱の精査は、要求される手順と実際の手順との相違、例外的な取引もし

くは EAR 違反を含めて、文書による遵守プログラムに記述する。 
⑩ 以下のように輸出規制資料が存在することを検証する。 

a. 輸出規制遵守管理者、法務責任者およびその他該当するスタッフが利用できる適切な

場所に 新の輸出管理規則（EAR: Export Administration Regulations）のコピーが存在

し、輸出該非判定を行うエンジニアはその中の規制品目リスト（CCL: Commerce Control 
List）を利用でき、国際出荷スタッフはセクション 758 が利用できる。 

b. 新の拒絶リスト、レッドフラグ・インジケータ、およびそれらの該当するすべての

スタッフへの配布 
c. すべての許可 
d. 国際輸入証明書、書式 629P およびその他の許可申請用の 終需要者関係資料 

⑪ 以下の輸出取引記録を検証する。 
a. すべての積荷書類 
b. すべてのインボイス、契約書、発注書および同様の書類 
c. 適切な用途規制文、許可番号もしくは NLR もしくは許可例外記号、ECCN、および

SED、インボイスおよび貨物運送状に記載された価格 
⑫ 以下のように注文手続きを検証する。 

a. 輸出規制遵守チェックリストが作成され、その他の必要な審査が輸出規制遵守プログ

ラムによって実行されたかどうか。 
b. 製品マトリクスが保存され、適切に使用されたかどうか。 
c. 従業員が次の手順に正しく従っているかどうか。(i) NLR、許可例外もしくは許可が

その輸出出荷に適切かどうかを決定するための処理手順、(ii) 拒絶リストの精査の実施手

順、(iii) 転用リスク審査の実施手順、(iv) 核、ミサイル、化学兵器および生物兵器の 終

需要者／用途審査の実施手順、および(v) 確実に審査を実施するために、すべての輸出が

指定遵守スタッフを経由して出荷されるようにする手順。 
⑬ 以下の輸出規制遵守プログラム文書の検証。 
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a. 輸出規制遵守プログラム文書の存在とスタッフに対するその有効性、適切な更新、規制

遵守義務を割り当てられた現在の職員の名前と職能。 
b. プログラムの管理を現在担当する職員のリスト。 
c. トレーニングの記録。 
d. 欠陥もしくは問題を処理する方法。 

 
監査役はそれぞれ上記の監査機能を実行すべく適切に訓練されていなければならない。 

 
指定監査役は監査が終了したら、企業自身の遵守プログラムと法律の固守に関する調査

結果をまとめ、実現すべき活動実施項目を一覧にして法務担当責任者に提出する報告書を

作成しなければならない。法務担当責任者はそれについての概要と彼自身の受け止め方を

社長に報告しなければならない。輸出規制遵守管理者は法務担当責任者の指示に従ってす

べての適切な手順を踏んで、遭遇するあらゆる欠陥を矯正して遵守プログラムの働きを改

善する必要がある。 
 

2.3.10 規制遵守問題への対処方針 

 
輸出企業は以下の進め方に沿った文言をマニュアルに挿入すると同時に、その簡約版を

規制遵守方針の表明に含めることを検討する必要がある。 
 

このマニュアルが規定する方針もしくは手順から逸脱した自覚を有する職員は、直ちに

その旨を輸出規制遵守管理者に報告するものとする。これには企業の出荷に関する EAR、

ITAR、その他の輸出規制の潜在的違反、顧客、再販業者、販売代理店による輸出違反の証

拠、当該輸出規制遵守マニュアルと米国国家公務員報告書で求められる手順の遵守義務違

反が含まれる。輸出規制遵守管理者は、前述の事項を直ちに弁護士に報告し、違反の可能

性がある出荷を差し止める適切な手段を講ずるものとする。問題が（重大な脅威を引き起

こす団体の手にハイテクが渡るなど）米国国家安全保障や外交政策のリスクを防止するた

めに一刻を争う場合、規制遵守管理者と弁護士は即座にそれを審理権のある政府当局に報

告するなどを含めて、直ちに問題の発生を防止する手順を取るものとする。さもなければ

規制遵守管理者は即座に案件を調査して弁護士への 初の報告を追求し、もしあれば案件

の説明を追加するものとする。 
 

輸出規制遵守管理者は弁護士の指揮のもとに、前述の規制遵守報告書を一つひとつ直ち

に調査する必要がある。弁護士との協議の後には、輸出規制遵守管理者と弁護士の両者も

しくはいずれかが適切な行動を取る必要がある。これには BIS、DDTC、その他の適切な

政府高官に対する案件の報告が含まれる場合がある。輸出規制遵守管理者とその被指名人

である弁護士は、BIS その他の関係筋から適切な指導を受けて輸出許可と規制遵守の要件
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を明確にしなければならない。 
 

企業の法律顧問は適切な契約条件その他の通告も作成して、企業の輸出規制遵守を支援

しなければならない。企業は例えば機密事項扱いの輸出販売契約においては不測の事態も

しくは不可抗力に関する適切な条項を追加して、許可遅延、許可に付随する性能、許可の

拒絶、ならびに搬送、修理、保証性能、ソフトウェア更新を禁止する可能性がある米国の

輸出管理法と規制に対する将来の修正条項による延滞償金や負担を回避しなければならな

い。機微品目などの大きな契約、特に輸出規制に特別慎重を要する国向けの輸出販売など

の場合は、許可の但し書や政府当局が課する条件によって発生する問題を解決する方法も

考慮する必要がある。 
 

自国外への販売を認可されている販売代理店と再販業者との契約、もしくはカントリー

グループ D（EAR パート 740 への補遺 1）と記載されている国の販売代理店と再販業者と

の契約の場合、企業の法律顧問は特定の輸出規制遵守要件の挿入も検討する必要がある。 
 

後に、上で検討した許可 TSR 要件に準拠する技術供与契約においては、技術の再輸

出もしくは特定技術の直接製品の再輸出に対する確約書規定を含める必要がある。ビザが

一時渡航の職員の場合は、上記の確約書を含む特別バージョンの機密保持契約が適切であ

る。 
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2.4 みなし輸出規制と従業員の管理 

 
2.4.1 外国籍従業員の雇用・管理のポイント 

 
ホーガン・ハートソン法律事務所は、米国企業又はその子会社が外国人を雇用・管理す

る際のガイドラインをまとめている。外国籍従業員の雇用については、米国の市民権・永

住権の有無による対応方法を示すと共に、国籍差別禁止関連法に違反しないかどうかの確

認を求めている。更に、EU 子会社の場合の対応方法も示している（以下参照）。 
 
【外国籍従業員に対するガイドライン（雇用）】 

 
【技術の特定】 
 
1) 社内における全ての規制技術及びソフトウェアを特定し、それらを EAR 又は ITAR に

基づき区分する。また、エネルギー省や原子力規制委員会などのその他機関が管轄権を持

つ規制技術か否かについても判定をする。EAR 又は ITAR に加え外国籍従業員、その他機

関が管轄権を持つ場合は当該機関の輸出規制を確認する。 
 
【雇用】 
 
〔米国の市民権・永住権を有する場合〕 
2) 従業員を雇用するとき、その個人が米国市民権保有者、米国合法的永住権保有者、難民、

又は亡命者であるかを把握する。上記身分を持つ外国で生まれた外国出身者は米国で無期

限に就労でき、輸出許可の対象とはならない。また雇用候補者が SDN リストに掲載され

ているかのチェックは重要である。 
 
〔米国の市民件・永住権を持たない場合〕 
3) 従業員が米国市民権、米国合法的永住権、難民・亡命者の身分を持たない場合、出生国、

市民権を持つ国、居住国の情報を定型的な書面の形で収集する。ITAR の技術が社内に存

在せず、EAR の規制技術のみの場合は比較的少ない情報で十分かもしれない。従業員個人

情報の更新については常に行うこと。 
 
〔国籍差別禁止関連法に違反しないかどうかの確認〕 
4) IRACA 及び公民権法第 7 編の差別禁止条項を確認し、企業政策が市民権及び出生国に

関する全ての規制を遵守しているかを確認する。海外での事業を持つ場合、差別禁止に関

する法律を確認する。もし ITAR と外国法の条項に不一致がある場合、権利放棄を得られ
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るかを調査、又は、法的開示を 小限にするために適切な処置を行う。 
 
〔EU 子会社の場合〕 
5) EU に子会社がある場合、プライバシー保護のための EU 及び国家規制を確認する。EU
のような適切なプライバシー保護がされていないとみなされている他国への個人情報の

移転は、誠実に、そして従業員が説明を受けた上での同意を行った上でのみ行われること

を確認する。 
 
（出所）ホーガン・ハートソン法律事務所 
 

既存の外国籍従業員の管理に関しては、国籍の確認を求める一方、外国籍従業員が許可

を取得できない場合や慎重な対応が不要な国籍を有する場合のガイドラインを示している。

更に、輸出許可取得時の外国籍従業員の管理や従業員管理プログラムの策定に関するガイ

ドラインを示している（以下参照）。 
 

【外国籍従業員に対するガイドライン（管理）】 

 
【管理】 
 
〔慎重な対応が必要とされる国籍かどうかの確認〕 
6) 外国人である雇用候補者又は従業員が「慎重な対応が必要」とされる国の国籍であるか

を否か確認する。これには、OFAC 制裁国及び ITAR で禁止処分又は禁輸措置が取られて

いる国が含まれる。このような国籍の外国人に、規制対象となる技術・ソフトウェア・技

術資料を開示するための許可を取得することは事実上困難である。 
 
〔外国人が許可を取得できない場合〕 
7) 外国人が許可を取得できないことが明確になった場合、一つの解決策として、その外国

人が米国への永住権を取得する方法がある。申請書の審査を待つ間は、その外国人が全て

の規制技術及びソフトウェアから「隔離」されていることを確認する。永住権の取得には

数年かかることもある。 
 
〔慎重な対応が不要な国籍を有する場合〕 
8) 外国籍従業員が、慎重な対応が必要とされる国以外の国籍を持つ場合、EAR 又は

ITAR(範囲はより狭いが)許可例外が適用できるかを確認する。多くの許可例外は、当該外

国人より確約又は証明を得ることが条件となっている。許可例外の適用に必要なそれら書

類を入手し、必要に応じ適切な機関に提供、確認する。 
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〔輸出許可取得時の外国籍従業員の管理〕 
9) 外国籍従業員が規制技術にアクセスするための輸出許可を取得するには、90 日以上の

長い期間を要するため、企業は雇用を遅らせなければならないことが多く、又は、輸出許

可が発行されるまで外国籍従業員が規制技術へアクセス出来ないことを確実にしなけれ

ばならない。 
 
10) アクセス制限を受けている外国籍従業員に規制技術が無許可で開示されぬよう、適切

な措置をとる。電話、電子メール、コンピュータネットワーク、ファックス通信など、規

制情報の漏洩の可能性を調査し確認する。 
 
〔従業員管理プログラムの策定〕 
11) 外国籍従業員と業務を行う際にかかる制限について、人事部門や幹部マネージャーを

教育する法令遵守・プログラムを整備、実施する。プログラムは包括的かつ規制の変更に

応じ改訂出来る柔軟性が必要である。 
 
（出所）ホーガン・ハートソン法律事務所 
 
 

2.4.2 外国籍従業員の雇用・管理手順の概要 

 
外国籍従業員の雇用および管理の手順は大きく４つのステップに分けられる。まず初め

に、企業が使用している技術を特定する共に、どの技術が EAR 又は ITAR で規制される

かを把握する。次に、従業員の国籍、出生国、市民権を保有する国、居住国（複数可）を

含む情報を収集・整理する。そして、規制される技術と国籍を照合して、外国籍従業員へ

のアクセスを管理する必要があるかどうかを確認する。その際、雇用候補者が SDN リス

トの掲載者の場合は要注意である。追加調査を行うよりは如何なる取引も自制すべきであ

ると指摘する専門家もある。 後に、アクセス管理を行う必要がある場合は、外国籍従業

員が規制技術へアクセスするための許可を取得すべきか、あるいは外国籍従業員が規制技

術へアクセスすることを制限すべきかを決定する。なお、これらの外国籍従業員の雇用・

管理手順を整理すると〔図表 12〕のようになる。 
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〔図表12〕外国籍従業員の雇用・管理フロー 

 
（出所）ホーガン・ハートソン法律事務所の資料を基に CISTEC 作成 
 
 

2.4.3 外国籍従業員の規制技術へのアクセス管理（許可申請） 

 
企業が米国政府より許可を取得する場合、EAR では企業に関する特定の情報、関連技術、

規制分野への無許可アクセス防止策に関する情報、外国籍従業員についての情報を企業に

求めている。BIS の許可は一般的に 2 年間有効であり、申請企業が「法令遵守を確実にす

るために十分な手順を設定する」など様々な許可条件を含み、また、これらを BIS と共有

 
・ 使用する様々な技術を特定する 
・ どの技術が EAR 又は ITAR で規制されるか？ 

ステップ１：技術の特定 

 
・ 従業員の国籍、出生国、市民権を保有する国、居住国(複数可)

を含む情報を求める。 
⇒（SDN リストの氏名と一致した場合は）生年月日、出生地、

住所、パスポートナンバーなどの追加情報を入手し、リスト

掲載人物と同一人物かどうかを確認する。 

ステップ 2：国籍情報の収集 

 
・ 企業の保有する技術と、従業員等の国籍・市民権等に関する

個人情報を照合する（⇒SDN リスト掲載者の扱いは要注意） 

ステップ３：特定技術と国籍情報の照合

 
・ 外国籍従業員が規制技術へアクセスするための許可の取得 
・ 外国籍従業員が規制技術へアクセスすることを制限 

ステップ４：従業員のアクセス管理 

従業員による特定技術へのアクセスを管理する必要がある場合 
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する必要がある。2006 年度には BIS に 830 件のみなし輸出許可申請があり、85％を承認

したとのことである。 
 

ITAR では、許可申請に際し企業はより詳細な情報を提出しなければならない。申請企

業は 低限、企業、技術、開示の管轄権、従業員に関する特定の情報を提出しなければな

らず、また、「専門性が必要とされる分野で技術者が緊急に足りなくなった」ため外国人を

起用したい等の明確な理由を述べなくてはならない。 
 
DDTC は許可プロセスについて時間的制限を設けておらず、レビューのために国防省及

びその他の適切な機関に申請書を渡す。DDTC が許可を承認した場合、許可は通常 4 年間

有効となる。ITAR は審査基準も厳格であり中国やベネズエラなどいくつかの国は政策的

に「禁止国」となっている。 
 

2.4.5 外国籍従業員の規制技術へのアクセス管理（アクセス制限） 

 
【ネットワークの管理】 
 

米国政府より規制技術に外国籍従業員がアクセスするための許可を取得するという方

法だけではなく、多くの場合、外国籍従業員の規制技術へのアクセスを制限する必要があ

る。このシステムを構築するためには全体的な企業戦略が必要となる。以下の例のように、

全ての規制技術にアクセス制限を行い、通常の社内ネットワークより隔離することなどが

必要となる。 
 

ネットワーク管理の例） 
企業はアクセスが許可されていない外国籍従業員が、自分のコンピュータから簡単に規制

情報にアクセスできないよう、情報システムのインフラストラクチャーにセーフガードを

設け、特化したパスワードにより保護されているサーバーを構築する 
 

また、規制技術が偶発的に移転することを防ぐ対策が必要である。規制情報が含まれる

全ての書類に規制技術が含まれていることを明示し、取り扱いに注意するように従業員を

訓練することなどは 低限必要である。また、システム的に指定された電子メールの印刷・

転送の防止や、ある一定期間を過ぎた電子メールを自動的に消去する、また制限されてい

る従業員を特定することができる電子メールソフトウェアを導入するなども挙げられる。 
 
【物理的な管理】 
 
企業は、物理的な作業スペースを適切に管理するべきである。 
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物理的な管理の例） 
特定技術について、視覚的に確認しただけで規制情報が漏洩するのであれば、設備を隔離

しキーカードによる入室制限などのアクセス制限を設けることが適切である。また、規制

技術を扱う従業員は鍵のかかる机やキャビネットに技術情報を保管するなどの注意を払

わなければならない。 
 
 

2.4.6 外国関連会社に対する管理の必要性 

 
みなし再輸出は、X 国で Y 国籍保有者に米国オリジンの規制技術へのアクセスを与えた

ときに発生する（例：マレーシアで中国人従業員への技術提供）。みなし再輸出はソフトウ

ェア及び技術の移転許可(STTL: Software and Technology Transfer License) でカバーさ

れ Web サイトに、許可されている全従業員のライセンスと記録を掲示している。 
 
しかし、みなし再輸出を管理するために輸出審査を実施する際、現地国のプライバシー

法又は差別禁止法との不一致が生じる可能性がある(例：EU 拠点設備)。 
 
 

2.4.7 国内外の差別禁止法への対応上の留意点 

 
差別禁止とプライバシーへの考慮をしつつ、企業はみなし輸出規制を遵守するために 4
段階のプロセスを実施しなければならない。ホーガン・ハートソン法律事務所は、次の 4
段階のプロセスが必要であるとしている。 
 
ⅰ) 使用されている技術は EAR、ITAR、又は両規制によって管理されているものかを判

断する 
ⅱ) 適応可能な輸出規制を判断するために、従業員(又は技術に露出され得るその他の人)

より個人情報を収集する 
ⅲ）技術への無許可アクセスを特定従業員に許すか、どこまで許可するかを分析する 
ⅳ) 従業員が無許可アクセスを許されない場合、無許可アクセスを防止するための適切な

対策を立てる。 
 
これは複雑な法的プロセスであり、 新の GAO 報告書にもあるように、多くの組織が完

全に理解していない。 
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2.4.6.1 米国における差別禁止法への対応 
 
米国では、公民権法で出身国による差別が禁じられている他、1986 年 IRCA では「個

人の雇用又は解雇を実施するにあたり、出身国を理由に個人を差別することは(非合法在留

外国人を除く)、不公平な移民関連雇用の実行である」とされている。従って、米国企業は、

このような国内の差別禁止法に留意しながら従業員を雇用・管理する必要がある 
 

EAR 又は ITAR での規制技術資料を取り扱う企業は、従業員の個人情報の収集・追跡・

更新に際し、雇用当初に雇用資格確認書(I-9 フォーム)を入手することだけでは、見なし輸

出規制遵守に対する十分な処置とはいえない。 
 
重要個人情報は、時と共に変化する。外国籍保有者として雇用された人が、永住権を取

得し被保護者になることもあり、そのような個人に対する企業の政策も、変更と共に変化

する必要がある。例えば、企業がある個人を、規制情報を取り扱う職位に雇用・昇進させ

ることを拒むとき、その個人が外国人であれば合法な処置と見られるが、もしその個人が

入社後に被保護者となった場合には、出身国に基づいた非合法的差別になってしまう。企

業は社員候補者に対し、米国市民権及び国籍の状況についての質問や、その個人がみなし

輸出規則が適用される被保護区分に入るか否かの情報を引き出すような質問をすることも

できる。雇用者はこの情報をもとに、細心の注意を持って雇用判断を行うべきである。 
 
雇用者は、差別を行うようなそぶりを見せないように気をつけると同時に、個人情報を

収集する際に連邦輸出管理規制を遵守するために必要であることを説明すべきである。全

ての必要な個人情報を、一定の書面の形で、雇用申請段階に収集し、これらの情報の提出

を、米国人ではないと思われる志願者のみならず、全ての志願者に対して求めるようにす

るべきである。 
 

2.4.6.2 みなし輸出規制と海外の差別禁止法 
 

海外で事業を展開する米国企業は、EAR と特に ITAR、そして外国の差別禁止法の間に

ある、難しい問題に直面することがある。例えば、米国企業がカナダ人を雇用するカナダ

子会社と規制技術を合法的に共有するが、その後カナダ子会社が中国出身のカナダ市民権

保有者を雇用した場合に浮上する。EAR は新しい従業員をカナダ人として認識するが、

ITAR はこの従業員を中国人と認識し、この従業員に対する全ての情報移転を未認可の再

輸出であるとみなされるからである。 
 
ITAR 規制は同じ国の市民権保有者でも国籍に基づいて差別化を必要としているが、この

様な政策は、表面的には出身国に対する差別化として見られる可能性がある。このような
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差別は、多くの諸外国で法的問題を引き起こす。外国で ITAR 規制技術を取り扱う米国企

業は、それが海外子会社を通した取引であっても、この問題に直面するであろう。 
 
ITAR と現地の差別禁止法における法令遵守の不一致の例は、以下に示すように数カ国で

見られている。 
 
① ゼネラルモーター社とゼネラルダイナミック社は、外国生まれのカナダ人従業員を

ITAR 遵守の理由で解雇したことで、民事訴訟に直面し、オンタリオ人権裁判所から捜

査を受けた。 
② カナダ国家国防省(DND: Department of National Defense)自体も、ある外国の出身者

又は市民権保有者である DND 従業員に対するアクセス拒否について、「差別的雇

用・・・カナダの人権と自由の憲章に反して」と 近の内部メモに記述していた。 
③ 「米国のブラックリストに載っている国で生まれた」スタッフの起用を拒否したオー

ストラリア企業は、「連邦差別禁止法違反」の責任が問われている。 

 
このような厄介な状況に陥った企業は、現地の差別禁止法に対して免除を求めることが

可能な場合と、規制技術へのアクセス制限を要する職位を取り除く場合がある。 
 

2.4.6.3 みなし輸出規制と EU におけるプライバシー法 
 

米国企業の EU 拠点子会社は、米国の規制を遵守するため、プライバシー規制への対

処を盛り込まなければならないが、その際、次の２つのケースを考慮する必要がある。 
 
① EU 子会社が SDN リストの確認、市民権・国籍の情報を従業員(又は取引に関わ

る人々)の審査を行うとき、審査のために関連個人情報を米国に移転する場合。 
② EU に拠点を置く子会社が、従業員に対し同様の情報を別の米国企業に提出する

ように要請し、企業が独自の強制審査を実施する場合。 
 

EU が 1995 年に採択したデータ保護条例により、プライバシー法を遵守しない企業に

は、行政、民事、刑事罰が科される可能性がある。同条例は、第三国へのデータの移転を

「第三国が十分なレベルの保護を確保している」場合に限り許可する。 
 

①のケースでは、個人は EU 法の下では同意しない。子会社は、審査ソフトウェアを購

入し、EU 内でプロセスを実行できるようにする方が賢明である。(もし審査により SDN
リストとの合致を特定した場合は、子会社はその時点で、更なる調査のために米国に情報

を移転させることができる)。 
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②のケースでは、合法的にそれを行うことができる。企業は、プロセスは強制的ではな

く、個人データの提出は各従業員の個人的選択であり職業的に不利な影響がないというこ

とを、効果的に特徴付ける対策を立てる必要がある。企業は、状況を良く説明した上での

同意であり、従業員は権利を放棄していることを明確に理解していることも保証する必要

がある。 
 

2.4.8 社員教育 

 
社員教育は全ての法令遵守戦略の中心であり、効果的な社員研修はきわめて重要である。

全社員に対し、以下の点を説明して理解させる必要がある。 
 
① みなし輸出管理規制の要点。 
② 全ての規制対象技術に適切な区別をつけ、他の一般情報とは区分し安全な場所に保管

する。 
③ 同一社内の従業員であっても、もし外国籍従業員で技術アクセスに制限が課されてい

る場合などは、電子メール・電話・日常会話等についても規制情報について許可無く

技術情報を開示してはいけない。 
④ 規制技術に対しアクセス制限の対象となっている外国籍従業員は、自らが取り扱う書

類に規制情報が含まれていないことを確認する。 
⑤ 外国籍従業員の業務指導に責任を持つシニア・マネージャーも、それら従業員が行う

ことのできる範囲のプロジェクトを適切な形で指導できるよう、指導のためのより高

度な研修を受ける。 
⑥ マネージャーは、規制データを許可が必要となる従業員に開示しない。 
⑦ 将来、アクセスを許可することが必要になった際には、適切な管理者に遅滞無く報告

することを記した誓約書に署名を求める 

 
2.4.9 提携企業の管理 

 
自社の従業員のみならず、提携企業にも十分な注意が必要である。企業が外国企業と提

携する際に、政府の許可申請手続に従うことは当然のことであるが、外国企業だけでなく

国内企業との提携についても、提携企業が米国輸出規制を完全に遵守しているか否かを確

認することが法律上あるいは事業戦略上からみて重要である。法的には提携企業に規制技

術が移転された場合でも、事故や提供責任を回避出来るからである。事業戦略的には、提

携企業が契約内容を確実に履行でき政府による法的な調査等により契約が履行できなくな

るような事態を確実に避けるため、国内企業との提携の際に、提携企業の EAR、ITAR、

及びその他、制裁プログラムの遵守に関する条項も契約書に盛り込むべきである。 
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３．米国の企業・大学・研究機関における輸出管理の運用実態 
 
3.1 IT 産業 

 
3.1.1 インテル 

 
インテルは、正社員(RFT: Regular Full-Time Employees)については、規制対象地域の

従業員の管理、ファイアウォール、電子アクセス管理、データ保護などの面で特徴的な輸

出管理を行っている。以下、これらの概要について紹介する。 
 

3.1.1.1 従業員の管理 
 
①輸出許可証のアップグレード・更新管理 

 
外国籍従業員が許可不要となる米国永住権の取得には相当程度の期間を有する。そのた

め、外国籍従業員に規制技術を提供するためには輸出許可を取得することになるが、何度

も更新・アップグレードすることが必要となっている。インテル社では、①FNR ツールを

活用して失効日を確認し、②居住状況について従業員に確認を取ることとしている。 
 

②転勤及び配置転換時の見直し 
 
従業員の海外転勤を承認する際には、輸出許可の観点よりチェックを行い、業務内容に

より、輸出許可申請の必要性を判断する。また、業務が変更となった場合、配置転換がな

された場合についても同様に見直しがなされる。 
 
③研修訓練 

 
インテルは、研修を早期かつ頻繁に行っており、対面方式で行うこともあれば、オンラ

インで研修を行うこともあるという。同社の認識としては「フロントライン」のスタッフ

に対して適切な基本訓練がされていれば、ほとんどの問題は回避できると考えている。研

修対象は、人事、セキュリティ、購買、エンジニアリング、プログラム管理部門に渡り行

われる。 
 
 
④規制対象地域の従業員への対応- CCR（Controlled Country Region）ドメイン- 

 
規制対象国(CC: Controlled Country)の国籍を持つ従業員には、別のドメインを割り当
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てその他地域(米国、欧州、アジアなど)のドメインとは区別している。セキュリティ・イ

ンフラの中で CC 国籍保有者を特定するための一つの方法としてもドメイン管理を行って

いる。 
 
例えば、アカウントの設置(データベース、申請書、ファイルシェアなど)の段階で、こ

のドメインの関連事項が識別され、作動必要なセキュリティ対策を特定する。また、CCR
ドメインに送られる全ての電子メールに関しては、規制国に電子メールが送信・返信され

たことを知らせるメールを自動配信させる。規制対象国国籍保有者が非規制国での任務に

就いている場合であっても管理対象とする。通知は 24 時間以内、30 日に一度の割合で送

られ、名前、日付、電子メールのタイトルが含まれる。CC 従業員の短期的・長期的配属

及び固定的配置移動の際も、継続して CCR 関係者であることを識別可能にしている。 
 

3.1.1.2 コンピュータ・ネットワークの管理 
 
①ファイアウォール 

 
インテルのコンピュータ・ネットワークは、社内と社外(インターネットなど)の間にあ

る外郭ファイアウォールと世界中のインテルを結ぶネットワークの内部ファイアウォール

で守られている。ファイアウォールは、CC を含む地域レベルで使用されており、更に規

制国内とインテル内の CC と CC 以外の間で、IP 及び特定規制技術や機密データを保護す

るために使用されている。また、多くの事業グループが使用するデータは、機密と見なさ

れる知的財産又は情報を保護するために、各事業グループによって管理されている。 
 
②電子アクセス管理 

 
インテル社では、規制技術又はソフトウェアを、共通サーバー、データベース、又は電

子ボードにアクセス制限なしで掲載をすることを禁止している。また、物理的なアクセス、

コンピュータへのアクセスを管理するとともにデータの隔離も行っている。アクセスを管

理するために、様々な承認方法を活用する(例：NT 認証、パスワード、暗号化など) 。規

制情報は一般的にパスワードにより保護されているか、規制対象外の情報と区分され管理

されている。 
 
③ソースでのデータ保護 

 
サーチ・エンジン・ツールを使用し、インテル・ネットワーク内のコンテンツにキーワ

ード・サーチを実行し、四半期毎にインテル内の様々なプラットフォーム(例：NT、Unix、
Linux、FTP など)をスキャンし、漏洩(解読可能な)情報を探す。 
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また、特定された対象機密情報と規制技術に対して検索スキャンをかける。スキャン結果

について評価し、必要に応じてコンテンツにセキュリティをかける。情報の安全を確保す

るために、コンテンツ所持者・システム管理者と直接対応する 
 
④侵入察知システム 

 
CT への未承認アクセスの試みは全て監視され、セキュリティー・オぺレーションセン

ターに警告ログが送信されるシステムとなっている。なお、アクセス管理対象となる EAR
技術資料の種類は下記の通りである。 

 
【アクセス管理対象となる EAR 技術資料の種類】 
・開発     ・生産        ・使用（注） 
・管理適用レベル各種機器       ・装置の使用 VS「使用」資料 
（注）限定的機器に対して、USG はその「使用」に関する情報の移転を制限している。また、 近改定

された EAR の解釈によると、「使用」とは「操作、設置、保守、修理、整備、及び改良」を指し、これ

ら全 6 種類の活動に関連する資料のみが BIS 許可を必要とする。DDTC では、全ての「使用」資料は制

約されている 
 
⑤インテルにおけるユーザーアクセス管理 
 

ユーザーアカウントは、指定された手続き基づいて設定される。なお、ユーザーアカウ

ント設定時には以下の点に関して確認が行われる 
 
【ユーザーアカウント設定時の確認事項】 
・従業員情報(RFT、大陸圏) 
・国分類による従業員の市民権保有国 
・必要な特権の種類 
・必要な情報アクセスの種類：ビジネス上必要な情報 VS 知る必要がある情報など 
・全てシステム管理者及びマネージャーの署名が必要 
・全てのプラットフォーム(例：NT、UNIX、FTP、HTTP、アプリケーション、データベ

ースなど)に同様に適用する 

 
 

3.1.1.3 みなし輸出管理 
 

みなし輸出の管理にあたっては、1)EAR、ITAR、又は両方の規制対象となる技術情報、

2)米国及び世界にある管理すべき拠点、3)従業員又は下請業者における外国籍従業員、4)
管理場所（物理的・電子的）など管理の前提情報を収集管理している。 
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①従業員の国籍等の管理 
 

従業員に関しては、以下のような米国法を考慮しながら、みなし輸出を防止するため従

業員の採用や配置を行っている。 
 
【従業員雇用時に留意すべき米国法の規定】 
・ 米国法は一般的に「移民関連事項が関わる不公平な雇用慣行」を禁止する(INA278B) 
・ 米国の雇用者は、被雇用者に対して、採用、雇用、解雇に関して、出身国又は市民権の状

況を基に差別をしてはいけない 
・ 「市民権が理由でおこる差別が、その他の法規制又は大統領命令の遵守のために必要とさ

れる場合、又は連邦・州・地方政府の契約により必要とされる場合」は、差別禁止条項を

適用しない(8 U.S.C. 274B(a)(2)(C)) 
 
②従業員の国籍の把握方法について 

 
募集している(又は現在の)職位が規制技術への開示を必要とする場合、米国輸出規制法

の遵守を確実にする(このような規制情報の取得に許可が必要な外国人への開示を防ぐ)た
め、米国企業は市民権の状況について質問することができる。但し、企業は、応募者ある

いは社員に対して、個人情報が連邦政府輸出規制法の遵守に必要であり、その他の目的に

使用されることがないことを明確にする必要がある。なお、インテルでは以下のような方

法で従業員の国籍等の個人情報を収集している。 
 
【従業員の国籍の把握方法】 
【質問の方法】 
・あなたは米国市民、合法的米国永住者(「グリーンカード保持者」)、亡命者、難民、又は、

1986 年合法化プログラムで一時的居住が許可されている在留外国人ですか？ 
 
⇒ 答えが「いいえ」の場合 
・続いて、国籍保有国、市民権保有国、永住権保有国の情報を引き出すためにフォローアップ

の質問をしてもよい 
 
【質問内容例】 
・出生国、市民権保有国、永住権保有国 
 
【質問のタイミング】 
・出願段階で質問するのが 適 
・米国雇用者は、質問書(アンケート)や応募書類に追加書類を添付るなどの形で、これらの情

報を全ての採用候補者から入手する在籍者に関しては、アクセスを必要とする全員の調査をす

る(又は規制技術に露出があるグループ・ユニット・部門に所属する全員を対象に調査すること、

一部の従業員を選んで質問してはいけない(例：外国アクセントがある従業員を選び、その人々

のみに質問をする等はしてはいけない) 
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【情報の取扱について】 
・在籍従業員に関しては、輸出規制情報が関わるプロジェクトに誰を配属するかを検討する際、

国籍・市民権データを使用する 
 
 
③その他 
 

インテルはこの他、みなし輸出管理にあたり以下の点に留意しているという。 
 
【その他の留意点】 
・ 輸出政策と手続き 
・ 技術管理計画 
・ 情報技術の役割を特別なものとして考慮する 
・ 物理的アクセス(バッジ、アクセスログ、現場訪問者政策) 
・ 承認が必要なエリアを色分けした職場地図の作成 
・ 電子アクセス 
・ 移民ステータス情報の更新 
・ 研修・訓練 
・ 転勤及び移動 
・ 書類管理及び安全管理(例：清掃員などへの不慮の開示を予防するための「クリーンデスク」

政策) 
・ 書類への印付け 
・ 書類へのアクセス 
・ 保存すべき記録(アクセスログ、関連書類のコピー、許可条件・条項の遵守) 
・ マネージャー・従業員への資格証明 
・ 監視・監査 
 
 

3.1.1.4 組織内に存在する技術情報の公開に関する基準の策定 
 

インテルは、特許、論文・学会発表など組織内に存在する技術情報を公開するに当たり、

組織としての安全保障の観点を踏まえた公開基準を策定することを推奨している。 
 

3.1.1.5 職員や研究者等に対する組織内での技術提供 
 

社内（部署内）の職員や研究者等に対する技術提供については、1)職員等の管理、2)研
修生・留学生の受け入れ及び管理、3)外国人研究者等が大学等や民間企業との研究プロジ

ェクトに従事する場合の取り扱い、4) 規制技術に関連する参加者の審査、5) 下請業者の

アクセス管理、6) インテル臨時雇用者（下請け業者）の管理を以下のように規定している。 
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【組織内での職員や研究者等に対する技術提供】 
職員等の管理 ・ 採用時の確認（現在・過去の所属、これまでの研究内容等）（推奨）

・ 在職中に研究開発で知りえた技術情報の第三者への提供を禁止す

る誓約書（推奨） 
研修生・留学生の

受け入れ及び管

理 

・ ６ヶ月は非居住者 
・ 大量破壊兵器等の開発等を行っている疑いがある懸念国出身の研

修生や留学生 
・ 本国に帰国後、軍事関連部門や軍需産業に就職する可能性がある場

合、受け入れ予定部門の保有する技術との関係を慎重に検討（推奨）

・ 懸念がある場合、関係する技術を取り扱う部署や学科に配属・配置

しない工夫（推奨） 
外国人研究者等

が大学等や民間

企業との研究プ

ロジェクトに従

事する場合の取

り扱い 

・ 取扱技術の該非判定 
・ 適用除外規定の確認 
・ 契約により公表されない技術情報（公知でない技術情報）の管理、

帰属について決めておく 

規制技術に関連

する参加者の審

査 

・ 全参加者は、身分を確認するために審査を受けなければならない

(米国人であるか否かに関わらず) 
・ 米国人のみが、許可や免除なしで ITAR 規制情報にアクセスできる

・ EAR 規制プロジェクトに関しては、取り扱う輸出分類及び外国人

の市民権・国籍によっては、規制技術資料又はソフトウェアへのア

クセスを拒否しなければならない場合もある 
・ 米国政府規制団体リストに対する、従業員、下請業者、ベンダー、

顧客の審査 
・ 米国商務省、財務省、国務省が発行する懸念リストをチェック 
・ 審査ツール（例：eCustoms、JPMC Vestera、MK Data、OCR）

・ 審査のポイント： 
作業を集約的かつ単純化する。記録の提供、監査可能 

下請業者のアク

セス管理 
・ 従業員のアカウント設定と同じ項目を確認し、同様の手順でアカウ

ントを設定する。 
・ 輸出法令遵守に関する契約条項(例：現場には米国人のみを派遣す

る等)を確認。 
・ 現場訪問―ログイン、訪問前に市民権・居住国情報を聞いておく 

インテル臨時雇

用者 (下請業者 )
の管理 

・ 全供給社は、割り当てられた業務を始める前に、市民権・居住国の

データをインテル臨時雇用者ツール(MyCw)に入力しなければなら

なない。 
・ 輸入許可判断のロジックを想定するために SAP-GTS を使用する。

・ インテルの各建物は、規制又は非規制に区分されている(例：カフ

ェ VS 製造)。 
・ 各インテルのプロフィットセンターは、規制又は非規制に区分され

ている(例：人事 VS エンジニアリング)。 
・ 各臨時雇用候補者の市民権保有国・居住国は確認されている。 
・ 上記情報に基づき、GTS は承認又は非承認のメッセージを MyCw

に送る。 
・ 非承認は容認されるか、又は、異議を申し立て、輸出法令遵守部門

に上げてさらにレビューされる。 
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3.1.2 IBM 

 
IBM 社は、全世界の輸出管理をネットワーク化しており、全社を統括する部門として、

“Expoert Regulation Office (ERO)”を本社組織内に置いている。15 名の専門家集団で、

Director（女性）は 24 年間の経験を持つベテランであるという。加えて各 Operating Unit
に輸出管理の担当責任者（ERE：Export Regulation Executive 及び EOC：Export 
Operation Coordinator）を置いている。ERE 及び EOC はそれぞれ 102 名いる。会社が

モデル ICP（International Compliance Proggram）を策定し、各 IBM Compnay がそれ

をベースに独自の ICP を制定して輸出管理を運用している。 
 
①技術移転管理 

 
IBM 社は扱う技術・ソフトウェアを以下の４つのカテゴリーに分類し、管理している。

技術がどのように開発され、生産されるか、そのプロセスに焦点を当てた管理を実施して

いるという。 
 

1) 輸出に当たって必ず許可を要する技術・ソフトウェア 
2) 22 カ国以外は許可を要する技術・ソフトウェア 
3) カントリーグループ“B”以外を許可を要する技術・ソフトウェア 
4) 禁輸国以外許可不要の技術・ソフトウェア 
 
②再輸出規制に対する対応 
 

全世界の IBM 社製品、サービス及び技術は全て“米国産”ととらえ、EAR が規定する

再輸出規制を遵守させている。 
 
③対中国軍事エンドユース規制に対する IBM 社の対応 
 

IBM 社の中国ビジネスは現在、全事業の 5％程度との事である。但し、研究・開発、生

産等全ての機能が中国に揃っている。対中国軍事エンドユース規制案の公表以降、他社同

様 IBM 社も反対運動に相当のエネルギーを費やした。その１つは、「本規則は国際レジー

ムに基づくものではなく米国独自規制だ」との訴えである。これは当局により退けられた。

もう一つは規制対象品目を減らすための運動である。これは功を奏して当初案の 47 品目

から 31 品目に減らされたため、同社製品のかなりの部分が対象から外れたという。ちな

みに IBM 社としては VEU を申請する計画は今の所無いという。 
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3.1.3 オラクル 

 
3.1.3.1 組織内の機微情報の所在把握と機微度のマーキング 

 
オラクル社の規制技術は、許可例外等が適用できるものが多く、ソフトウェア及びその

他コンピュータ製品を含むほとんどの種類の技術を個別の輸出許可を取得することなく輸

出できるが、一部の技術及び無形資産は輸出許可の取得が必要である。このため、同社は

該非判定を実施し自社で管理するべき規制対象技術を明確化している。（ORACLE ACI 
2007/1/24） 
 

3.1.3.2 コンピュータ・ネットワークの管理 
 

不正輸出あるいはみなし輸出を防ぐため、同社のコンピュータ・ネットワークは以下の

ように管理されている。 
 
① 技術データへのアクセス時の IP 管理の徹底 
② 技術情報へのアクセス許可は、米国内又は社内サーバー・アドレス内のシステムに制

限 
③ ドメイン制限による子会社や遠隔地からのアクセス管理 
④ 書面や誓約、契約による保証 － 特定の無形資産・IP・サービスが管理の対象とな

る場合、規制技術にアクセスする者は規制技術であり管理が必要であることを明示的

肯定的に認識する。○○であることを隠すことは資産保護にならないが、○○である

ことを管理することは資産保護を支援できる 
⑤ 資産(ハードウェア・IP)へのアクセス管理 
⑥ 認証情報をチェックし、アクセス権限を設定。 

－認証：身分証明(あなたがあなたが名乗る人であることを証明する) 
－承認：アクセスできる対象、時、場所 

⑦ 資産を区分化、分離化している(ITAR モデル) 
－雇用から、昇進、離職まで従業員のライフサイクルを通した身元管理の徹底 

⇒身元情報のデータベース化－プロフィール：役割・特性(国籍、市民権、避けたいテ

ーマ) 
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3.2 航空・宇宙産業 

 
3.2.1 ボーイング社 

 
3.2.1.1 ボーイング社の輸出管理の理念と目標 
 
ボーイング社は、本社の社内統制（Office of International Governance）の中に輸出管

理組織である Global Trade Controls (GTS)がある。GTS の職員は 320 名で、ワシントン

では 17 名が政府対応に当たっている。なお、同社の輸出管理の理念と目標は以下の通り

である。 
 
【ボーイング社の輸出管理の理念と目標】 

理念 ボーイング社の比較優位性を維持するために成功裡にかつ遵法的な世界貿易取引

の問題解決に顧客と共に取り組む。 
使命 グローバルな貿易管理環境を整備し、業務目標の滞ることのないかつ遵法的な実

行を可能にするための問題解決を提供する。 
目標 a．遵法的で無駄の無い問題解決 

b．機能的卓越をボーイングの競争優位にするため内外の顧客との連携関係構築 
c．関係する政策や規則改革についての産業界のリーダーシップ 
d．業務目標に対応した国際的戦略 
e．全社的輸出入業務に対する全面的な機能責任 
f．次の業務が含まれる 
・ 全社的手続き 
・ 輸出入業務に必要な教育・訓練 
・ 輸出入取引の実行と関係する米国及び米国外の関連規則を遵守するための監

視 
・ ボーイングとして規制当局への対応及び貿易規制戦略における社内及び産業

界でのリーダーシップ 
 
 

3.2.1.2 グローバルな貿易管理業務の遂行 
 

現在の輸出管理体制は2004年にできたものであり、企業の 高責任者は副社長である。

それ以前は現在のような中央集権体制ではなく、各部門に分散した体制となっていた。 
 

ボーイング社はここ数年来、ITAR 違反事件に絡んで DDTC との和解文書にサインを 4
度している。その都度罰金の支払いと共に当局から強い改善指導を受けており、その結果

として現在の体制が出来上がった。また、外部から雇用した Special Compliance Officer



 - 62 -

を置いている。同社の輸出管理状況は DDTC によって常に厳しく管理されている。 
 
1) EPC と IPC 

ボーイング社は ECP（Export Compliance Program）のモデル版を会社が策定し、各

事業部門がそれぞれに準じて独自に ECP を制定、運用している。またライセンスを取得

した案件毎に必要な輸出管理内容を規定した ICP（Internal Control Plan）を策定し、管

理に漏れが生じないように万全を期していることに特徴がある。 
 
2) 許可申請件数 

年間 1,000 件以上、政府当局への許可申請を行っている。内民生用は 50～60 件で、そ

の他は全て ITAR 関連である。 
 
3) 輸入状況 
 年間 5 万件以上の輸入取引がある 
 
4) 輸出業務 

輸出業務としては、該非判定と許可要否判断、必要な許可申請、輸出申請、法令遵守の

チェック、出荷等がある。 
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3.2.2 MPC プロダクツ社（MPC Products Corporation） 

 
MPC プロダクツ社の Stephen R. Roberti 副社長・法務顧問は 2007 年 1 月、ATI の ITAR

会議で「海外または国内で輸出されることが分かっている製品またはサービスを提供する

ときは、防衛サービスを提供している可能性について考慮しなければならない」とした上

で、輸出管理上の留意点を解説している。その概要は〔図表 13〕に示す通りである。 終

用途に関わらず、法令遵守審査に対する基礎情報を手元に持つべきとしている。また、民

生品を軍事用途として提案する際、殆どの場合、防衛サービス条項を必要としている。 
 

〔図表13〕輸出管理上の留意点 

項 目 内  容 
法令遵守審査のた

めに把握すべき基

礎情報 

•企業の全製品に対する CCL または USML 該非判定 
•企業の製品を使用する全ての顧客プログラムまたはプラットフォ

ーム 
•営業・マーケティング・プログラム管理部門により遂行されてい

る全ての新規・オープン提案への取り組み 
•全ての修理・アフターマーケットの支援契約 

民生品を軍事用途

として提案する際

の留意点 

•顧客が必要とする製品を企業が供給できるかを、顧客は知る必要

がある 
•顧客は何が必要かわかっていない 
•企業側が専門知識を持つ 
•仕様書・作業明細書の法令遵守・マトリックスは、技術対応を要

求することが多い 
提案書 
―市場の実態 

•顧客は提案書の段階では不完全な仕様書を提供する 
•顧客は企業が提供する製品の 適な設計アプローチを知らない－

特別設計された製品のパフォーマンスの効率性、重量、信頼性は、

「既製」品の経済的利益の切り札となるかもしれない 
•供給者の選考は長引くプロセスだが、納品期日は固定されている

•顧客の使用目的に対して、製品の適合性を擁護するように求めら

れる 
米国軍事品目リス

ト（USML）に使

用される民生品 

・顧客が USML 品目への統合のために、既製の民生品を注文する

・設計レビューまたは設計認定試験は必要とされない 
・製品支援契約は必要とされない 
・修理は全ての民生部品に適用可能な手順に従って行われる 
・落とし穴： 

> 顧客が統合支援を要求する－納入された部品がシステムと適

切に連携しない 
> 顧客が現場支援を要求する 
> 顧客がシステム環境に特有な新しい試験を要求する 
> 顧客が製品強化について話し合いたい 
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どこで線引きする

か？ 
・技術支援＝防衛サービス 
(1)防衛物資の設計、開発、エンジニアリング、製造、生産、組み立

て、検査、修理、保守、改良、操作、非軍事化、破棄、プロセシン

グまたは使用に関して、米国内外を問わず外国人に支援(訓練を含む)
を提供すること 
(2)米国内外を問わず、技術資料を外国人に提供すること 
・技術資料とは 
→防衛物資の設計、開発、生産、製造、組み立て、操作、修理、検

査、保守、または改良に必要な情報。これには、青写真、設計図、

写真、計画、説明書、書類の形での情報も含まれる。 
 
・技術資料に含まれないものとは 
→一般的に学校や大学で教えられている一般科学、数学、または工

学原理または Sec. 120.11 で定義づけられている公知(パブリック・

ドメイン)の情報。また、防衛物資の機能・目的・一般的システム説

明のマーケティング基礎情報も含まない。 
 
•提供できるものは 
→民生品 
→民生品に関する技術資料 
→社内修理・保証サービス 
→防衛物資の機能・目的・一般的システム説明に関するマーケティ

ング基礎情報 
 
•提供できないもの： 
→統合支援または統合された部品に関する支援 
→改良または強化 
→USML 品目に触れる現場での修理・保証サービス 
→全てのハードウェアまたは顧客の要件に適した解決法である技

術オプションから抽出されたものへの支援 
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3.2.3 ATK スペース・システムズ社（ATK Space Systems Inc.） 

 
ATK スペース・システムズ社(ミネソタ州エディナ)の輸出・輸入法令遵守・ディレクタ

ーである Tina Luther 氏は 2007 年 1 月、「ITAR に基づいた有効な技術移転管理計画の作

成」について講演を行った。ここでは、この講演内容に基づき、同社の輸出管理の取り組

みについて概説する。 
 

3.2.3.1 実行可能な TTCP の必須要素 
 

DTSA は 2006 年 9 月、TTCP 作成ガイドラインを発表した。業界は DTSA 承認のため

に TTCP を提出する際に使用すべきものである。DTSA は TTCP の中で、企業が提出物の

一部として検討し盛り込むべき特定セクションを業界に示している。TTCP には、現在の

輸出承認に関連する全書類が添付の形で含まれている。これは、TTCP を手に取った誰も

が、輸出資料と承認資料の省略されていない完全版を手元に持つことを意味する。なお、

提出する TTCP の表紙サンプル例は〔図表 14〕に、目次例は〔図表 15〕にそれぞれ示す。 
 

〔図表14〕TTCP 表紙サンプル例 
エクスプレス・プログラムのための技術移転管理計画(TTCP) 

 
(DDTC: Directorate of Defense Trade Controls)ケース番号 TA 1097-06 

改訂 2.0 
2006 年 8 月 20 日 

 
衛星部分組立、部品、およびコンポーネント 

 
提出先：国防技術保全局(DTSA: Defense Technology Security Administration) 

 
提出者：ATK スペース・システムズ社 

ミッションシステムグループ 
9212 Distribution Ave. 
San Diego, CA 92121 

（注）承認のために DTSA へ提出する前に、必ず DTSA TTCP ガイドライン 2006 年 9 月版を参照する 
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〔図表15〕TTCP の目次例(各章の説明を含む) 
表題 
変更記録 
1.0 序 

1.1 目的 
1.2 連絡先情報 

2.0 範囲 
2.1 輸出承認 
2.2 輸出承認の概要 
2.3 署名者・ 終需要者 
2.4 再実施許諾 
2.5 再輸出・再移転の権限 
2.6 個別・単独輸出権限  

3.0 DTSA 監視条件 
4.0 輸出遵守訓練 

4.1 米国人 
4.2 外国籍保有の従業員 
4.3 訓練の説明 

5.0 技術資料 
5.1 書類管理 

5.1.1 独自の資料識別 
5.1.2 内部プロセス 
5.1.3 書類への刻印 

5.2 DTSA レビュー 
5.3 スペースリンク 

5.3.1 要件 
5.3.2 許可ファイルのアップロード 
5.3.3 企業・ユーザーアカウント 
5.3.4 技術支援 

5.4 権利放棄要請プロセス 
5.5 用語の定義 

6.0 技術交換 
6.1 一般要件 

6.1.1 出席者名簿 
6.1.2 署名なし出席者 
6.1.3 アポなし訪問 
6.1.4 活動主任の責任 

6.2 特定規制 
6.2.1 会議 
6.2.2 電話会議 
6.2.3 オペレーション 
6.2.4 その他 

6.3 DTSA 監視官 
6.4 通知要件 

6.4.1 時間軸 
6.4.2 要請 

7.0 物理的およびコミュニケーションに 
おける安全保障 

7.1 安全保障管理 
7.2 設備設計 
7.3 物理的壁・隔離板 
7.4 バッジとバッジ使用 
7.5 外国人居住者 
7.6 コンピュータ・ネットワークシステム

7.7 DTSA 監視官のアクセス 
8.0 外国籍第三者と二重国籍従業員 
 
付属書類 
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3.2.3.2 TCP と TTCP の統合 
 

TCP と TTCP の統合は可能だとし、以下のような例を挙げている。 
 
【例：施設に外国籍保有者がいる場合】 
国家産業保安プログラムの運営手引き(NISPOM: National Industrial Security Program 
Operating Manual)に基づいて「許可を得た設備」とされている可能性があり、その場合

は TCP を既に持っている。また作業・特定国・宇宙商品・また重要軍事機器関連の範囲

が複雑化されているため、但し書きによる TTCP を命ずるいくつかの輸出承認を持ってい

る場合も有り得る。 

 
3.2.3.3 TTCP における責任 

 
 TTCP の運用に伴う関係者の責任などについては以下のようにまとめている。 
 
① 輸出承認の基に作業をする関係者は、TTCP の研修を受けてなければいけない。これ

には技術交換に関する活動責任者の責任の認識が含まれる。 
② プログラム関係者は、TAA/MLA の内容および DTC に命じられた条件と制限も含む

TTCP に従わなければならない。 
③ 設備内の輸出入規制法令遵守オフィス (EICO: Export Import Compliance Office)は

TTCP 遵守を確実なものとするために、設備監視と自己評価を行わなければならない。 
④ 全ての TTCP は、DTSA のスペースリンクシステムにアップロードされていなければ

ならない。 
⑤ DTSA 監視員が必要とされる場合は、DTSA 監視支援のための通知要件を施設が理解

することは絶対に必要である(海外活動においては 40 暦日、米国内活動においては 15
暦日、通信会議においては 5 暦日)。 

⑥ TCP および TTCP における責任は、両計画のもと外国人従業員の起用を検討する際に

交差する可能性がある。 
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3.3 素材・エネルギー産業 

 
3.3.1 Applied Materials Inc. 

 
Applied Materials には、グローバルに適用される一連の「業務上の行動指針」を有し

ている。この指針ではコンピュータに保存された情報を保護するための措置として、以下

の点を従業員に義務付けている。 
 

① いかなるコンピュータ・システムにも、「電源投入時」のパスワード保護を常に設定

しなければならない。 
② 利用可能なソフトウェアセキュリティシステムを適所に使用しなければならない。

これには 低でも Windows のスクリーンセーバー・パスワードが含まれる。 
③ 自分が使用しているコンピュータ・システムの画面を注視している可能性のある者

を意識する必要がある。乗客が隣り合って着席する航空機もしくはその他の一般輸

送機関での移動中には、専有情報もしくはデータを取り扱うことを避けなければな

らない。 
④ Microsoft Access、Word、Excel、Word Perfect 等のプログラムを使用している間

は、パスワードによる保護機能を活用して、データファイルを保護しなければなら

ない。 
⑤ 会社の要求がない限り、他の従業員とパスワードを共有してはならない。この単純

な規則によりデータが安全に保たれ、他の従業員の行為の責任を問われることが回

避できる。 
 
また、機密情報のインターネット上での取り扱いについて次のように規定している。 
 

1) Applied Materials に関する非公開情報を、インターネット上のディスカッショング

ループ、チャットルーム、掲示板および／またはその他の電子通信メディアにおいて、い

かなる目的であっても掲示もしくは共有してはならない。Applied Materials に関する情

報を提供する目的が、（誰か別の者が掲示した）当社に関する虚偽の陳述と受け取れるもの

を見た後で「事実関係を明確にする」ことであっても、自身の掲示が誤って解釈され、虚

偽の情報が流れ、不正確さ、不正、誤解を招く恐れがある。 
 
2) 機密情報の開示、チャットルームへの参加および／または会社に関する情報をインタ

ーネット上の投資家 Web サイトやその他の電子通信メディアに掲示することは、この行動

指針に対する違反に加えて、公正開示規則（Regulation FD）およびインサイダー取引と

機密情報漏洩に対する法律に違反した責任を問われる場合がある。これは自分自身が株取

引を行っていなくても、またそのような情報の公開からいかなる金銭的利益も得ることが
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ない場合も同様である。その種の行為は、その他の連邦および州の民法および刑法の違反

となる可能性がある。 
 

 
3.3.2 ConocoPhillips（COP） 

 
COP が実施している輸出管理のうち、「コンピュータの管理」、「海外のエンジニア及び

技術従事者の管理」、「研修」、「米国輸出法令遵守マニュアルの整備」の主なポイントを整

理すると〔図表 16〕のようになる。 
 

〔図表16〕COP の輸出管理内容 

管理項目 管理内容 

コンピュータの管理 ・ 特定拠点で使用されている全ソフトウェアのリストの作成 
・ 全ソフトウェアのリストの保管場所の特定 
・ 新の ECCN に対応 
・ 不正ソフトウェアの動きをたどり、全社内 PC 及びサーバーか

ら除去するメカニズム 
・ 特定拠点のソフトウェアアクセスが遵守されていることを確

認するための定期的レビューと確認文書の記録 

海外のエンジニア及

び技術従事者の管理 
・ 他国へ転勤となった全ての COP 従業員に対し、みなし輸出の

レビュー 
・ COP従業員及びCOPオフィスに働く契約社員の国籍の確認と

書類管理に関しては人事が責任を負う 

研修 ・ 研修内容の明確化、参加者を特定し専門研修を実施、課題につ

いては定期的に見直しを行う 

米国輸出法令遵守マ

ニュアルの整備 
・ COP は米国輸出法令遵守マニュアルを作成しており、COP が

運営する米国外の拠点における輸出及び国際貿易問題を解決

するための原則となる 
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3.4 スタンフォード大学 

 
3.4.1.1 スタンフォード大学の輸出管理方針 

 
スタンフォード大学は、世界における知識の蓄積への貢献を目的として、非機密・非専

売の研究のみを行っている。「開放的研究政策」の下、大学の研究管理室(ORA: Office of 
Research Administration)は、同管理室の指導の下行われる研究に出版制限をかけるよう

な研究機会は、受け入れないように義務付けられている。研究へのアクセス制限又は研究

への参加者に対する制限を与えるものに対しても、スタンフォードは契約又は助成金の受

け入れを拒否することになる。 
 

この方針は、1891 年に創設者により支持された「学問の自由」の原則から築き上げられ

たものだが、EAR 及び ITAR の両規則に基づいた米国輸出管理規則は、「基礎研究」を対

象範囲から除外しているため、このスタンフォードのアプローチは、都合の良いものであ

る。基礎研究は、これらの規則によると、「科学及び工学分野における基礎・応用研究で、

その成果は幅広く分配されるか、公有に属することを目的とする」と定義付けられている。 
 

基礎研究控除(FRE: fundamental research exclusion)は、米国の外国籍保有者に技術又

は技術資料などの情報を移転することを指す「みなし輸出」に対する免責である。FRE は、

米国外での有形品目の輸出を含む、全ての輸出管理規則を遵守する必要性に影響を与える

ものではない。それにもかかわらず、スタンフォードの研究は、公然と実施でき、自由に

出版できるものに限られているという事実は、法規制への法令遵守に対する取り組みに多

少特異性を与えるかもしれない。従って、民間企業が直面する全ての課題に対応するもの

ではないと考えられる。 
 

3.4.1.2 コミュニケーションと訓練 
 

輸出規制に対する内部法令遵守のために行うコミュニケーションと訓練の主な要因は、

大学輸出規制法令遵守オフィサー(ECCO: Export Control Compliance Officer)自身であ

り、彼の支援活動及びその他の活動がプログラムの根幹となり、また、彼への容易なアク

セスが、法令遵守プログラムの認知度を確実なものにする決定的な要因となっている。ナ

ノテク、ゴキブリの DNA、プラズマ物理から文化人類学まで、全ての学問的探求課題に

実際に関わる学部教員や研究管理者との ECCO 会合の影響は、いくつかの活動に反映され

ている。 
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3.4.1.3 研究管理室(ORA) 
 

スタンフォードでは、輸出規制法令遵守の訓練を、助成金、契約、その他研究機会が大

学内で一番初めに現れる ORA で始める。ECCO で実施される支援活動プログラムへの参

加に加えて、ORA 職員は、上級大学顧問と ECCO のコーディネーションにより設置され

た ORA プログラムを受ける。このウェブ上のプログラムは、大学研究管理者が、問題と

なる条項、例えば研究へのアクセスや参加、又はいつ誰に対して出版できるかなどの制約

を課すものなどを審査できるようになるための訓練に使用される。また、ORA 職員は、所

有物管理や購買の責任者も含めて、「レッドフラッグ」の識別ができるように訓練を受ける。

「レッドフラッグ」があがったとき、ECCO らは連絡を受ける。また、ECCO は、四半期

ごとに大学全体の研究職員に対して行われる、ORA 主催の専門能力開発プログラムの一部

として、研究管理職員に必要とされる輸出規制に関する定期的ブリーフィングを行う。 
 
全米大学研究管理者協会は、輸出規制遵守を、年に 2 度開かれる会議の定番検討課題と

して扱い、この課題に対して多くの研究大学の経験を合わせ共有できるようにしている。 
 

3.4.1.4 教員陣と主任調査官 
 
訓練とコミュニケーションは、新しい教員陣と新しく就任した主任調査官(PI: Principal 

Investigators)に焦点を置いている。全ての新しい PI は、教授であろうと博士号取得学生

であろうと、大学における研究法令遵守に関する入門訓練セミナーに出席しなければなら

ない。このセミナーで参加者は、開放的研究政策と、提案の要請をレビューするための関

連「確認リスト」を含む、研究政策ハンドブックを学ぶ。研究政策ハンドブックには、大

学の輸出管理政策と手順に関して、詳細説明が記載されている。 
 

全ての教員陣と PI は、大学内の幅広い学部と学科の代表者が関与するスタンフォード

大学研究委員会より流される情報を通して、輸出規制問題に定期的に触れる。輸出規制管

理は常に持ち上がる検討課題である。この「課題」は、教員陣と職員に各々の責任や ECCO
との接触方法を思い出させる役割を果たしている。例えば、どのように Web 上の輸出規制

法令遵守決定木を使用するかについて説明したパンフレットを作成し、教員と職員に(1)
配布する(2)職員と研究員に手元に保存して置くように伝える、などの指示が出された。こ

れは Web サイトにも掲載されたが、開放的研究政策と輸出規制遵守に対する理解の重要性

について研究学部長から書面により暗示を行うことで、そのメッセージが強化された。

ECCO は、副学事長及び研究学部長の指導のもと、全てのこれら情報を入手可能とする

Web サイトの保守も行っている。 
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3.4.1.5 上層幹部への法令遵守の位置づけ 
 

団体機関内のリーダーによる誠実な支援行為は、その成功にとって大変重要である。こ

れは、大学で内部輸出規制法令遵守プログラムを実施・監視する場合においても、他で同

様の業務を行うのと同じに当てはまる。大学は輸出管理規則を真剣に捉え、職員が適用可

能な手続きに従うことを期待していることを伝達し、大学の 高幹部レベルが、輸出規制

法令遵守に対するコミットメントを実践にて示すことは大切である。このトップレベルの

コミットメントを明確にすることが、業界における内部管理プログラムの要素に必要なこ

とであり、これは大学でも同様にするべきである。 
 

3.4.1.6 認知度と地位 
 
スタンフォードは早くから学事長レベルで「代理権を持つ幹部」(ECCO)を設置するこ

との重要性を認識しており、教員陣への認知度を も高めるために、ECCO を研究学部長

室に設置することを決めた。 
 
前述のように、スタンフォードの副学事長及び研究学部長は、全ての大学教員に向けて

(1)開放的研究の維持(2)全ての適用可能な輸出管理法を遵守すること、の重要性を記したメ

モを定期的に発行している。このメモは、教員と PI の全員参加を支援している。 
 

3.4.1.7 監視 
 

スタンフォード大学は、高等教育を行う民間非営利団体で、特に大学院は高度に規制さ

れた研究分野を含んでいるため、大量の法令遵守体制の対象である。大学は、 
 
1) 理事、学長、学事長が、大学の活動に対して州や連邦政府より課せられる負担の本質

と範囲を認識する。 
2) 必要な法令遵守は事実上大学により達成される 
 
ということを確実にするために、2 つの内部組織を設置した。この 2 つの内部組織とは、

内部監査部(OIA4)と機関法令遵守調整審議会(ICCC5)で、両機能とも学長と学事長を通し

て理事会に報告する義務を持つ。内部監査は大学のための「ホットライン」機能を持ち、

匿名のクレームや内密な情報を処理する。 
 

輸出管理では、監視エンティティへの取り組みは、毎日の輸出規制法令遵守責任が集ま

                                                  
4 OIA ：Office of Internal Audit 
5 ICCC：Institutional Compliance Coordinating Council 
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る研究学部長室、及びスタンフォードで研究を行う学部や学科の活動にも影響を与える。 
 

3.4.1.8 科学者・技術者間の規制議論：産業にあった法令遵守の作成 
 
① 排除・免除・除外 
 

スタンフォードの研究が開放的に実施され、自由に出版できるものに限定されていると

いう事実と、スタンフォードが知識を深め、講義、シンポジウム、会議、ワークショップ、

その他にも学者同士の会話や討論など伝統的な方法を通して理解を深めるために活発な活

動を行う教育機関であるという事実を一体にして考えると、基礎研究を含む、公有に属す

る情報に対する EAR と ITAR からの排除及び教育活動に関する免除についてが詳しく解

明される。これらの条項が、米国内外で教員、学生、協力者、及びその他の研究員が、常

に活発なアイディア交換のできる状況を作り、世界トップの頭脳が研究分野に影響を与え、

自分たちの成果を同僚によるレビューや知的競争に露出することを可能とする。これは、

研究大学の成功には極めて重要なことであり、民間セクターの繁栄を支援する科学や技術

の数々の目覚しい発展へと導くものである。 
 

スタンフォードは、例えば基礎研究の排除は、みなし輸出にとってのみの免責処置では

あるが、輸出管理規則の全てにおいて法令遵守を達成する必要性に影響を与えるものでは

ないことを理解している。国境を越える有形品目の実際の出荷は、この法令遵守の一つの

局面だが、もう一つの局面は、基礎研究により提供される、又は基礎研究に必要な、輸出

情報の規制である。例えば、多くの天体物理学の研究は人工衛星に依存している。通常研

究者により開発・製造された科学的装置は、購入した衛星に統合されなければならない。

必然的に、宇宙船に関する情報の一部が、適切な装置の統合のために、研究者に知られな

ければならない。この種の研究は、国際協力プロジェクトとして行われることが多い。 
 
②第三者輸出規制情報 
 

一般的に、第三者により供給される輸出規制情報又は材料は、外国籍保有者とはオープ

ンに共有できないこともあり、これらの個人が基礎研究の実行にとって重要な貢献者であ

ったとしても共有できない可能性がある。しかしここに障害がある。スタンフォード研究

者が輸出規制情報を開示しないと約束をできるのは、(1)もし機密保持契約の対象となる情

報が、研究の知的重要部分から大きく離れており、一部の研究者への開示を差し控えるこ

とが同じプロジェクトに携わる開示されない研究者を不利な立場に置かない場合(2)その

情報を受けることにより、輸出規制情報を使用したとして、研究の出版権利の制限に対す

る条件をあたえられない場合、である。 
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これらの条件は開放的研究政策に記述されている。教員と主任捜査官は、第三者(ベンダ

ー、協力者、資金提供者)からの情報が関わる外部研究機会は、この線を越えてはならない

ことを認識している。 
 
天体物理学を例に挙げると、どの種類の締め具を使用するか、科学装置のどこにボルト

の穴を空けるかを知ることは、例えば特定ガンマ線のソースを識別するなど、研究の真髄

を付く情報ではない。この情報を輸出規制情報への露出が許可されている研究技術員のみ

に開示しても、それはそのプロジェクトに携わる他の研究者を不利な立場におかず、そし

て出版の際、ボルト穴の位置情報や締め具の種類について書けなかったとしても、それは

どの研究員にとっても博士号論文を書く能力に影響を及ぼすものではない。 
 
一度機密保持への確約が開放的研究政策の違反とならないことが判明したら、情報の受

領者が規則に基づき事実上「資格」を持ち、適切な書類が用意され、ECCO より承認を受

け、継続的機密保持を確実にするための手続きがある場合(そして、ECCO、内部監査、ICCC
ベンダーによって監視／監査が行われる)は、受領者はベンダー(又は第三者)との機密保持

契約を交わすことができる。 
 
③法令遵守を確実なものとする 
 

スタンフォードの研究学部長室及び法務顧問室は、大学内の様々な学部や学科と共に、

研究に対してどのように規則が適用されるか、日常の作業の中で何を念頭に置いていれば

よいかなどに関する職員の理解を確実にするように働きかけてきた。天体物理学部は、考

古学部が持つ考慮とは違ったものを持ち、どの研究者でも ECCO にすぐアクセスができる

状況は、全ての関係者に対してプログラムを活用可能なものとするためには、非常に重要

なこととなっている。 
 
しかし、各ケースにおいてわれわれが研究者に願うことは、これから行おうとすること

に「輸出」が組み込まれているか、もし組み込まれているのであれば、さらに「何を輸出

するのか」そして「それはどこに行くのか？」を習慣的に自問自答してもらいたいという

ことである。 
 
④グローバルパートナーとの取り組み 
 

教育と研究はグローバルである。GPS 機器を使用して宇宙から国々を横断的に見る気候

学的調査を行うとき、商務省及び国務省との調整が必要となるであろう。HIV 研究をキュ

ーバで実施するには国務省と OFAC の関与が必要となるであろう。これらの研究活動はそ

れぞれ、国際協力体制の基で行われている可能性が高い。 
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大学は、法務顧問と ECCO の関与を招く手順や、同様のシナリオが発生した際に学部や

学科が使用できるテンプレート・定型的表現の用意を持つべきである。 
 
⑤書類作成と記録管理 
 

関連する各輸出管理規則は、記録管理の要件を含んでおり、許可が要らない、又は控除

や除外が適用できる と判断され、研究者が公認機関から許可を得る必要がない場合でも、

記録管理要件を満たさなければならない。 
 
スタンフォード輸出規制法令遵守の Web サイトは、手引きを提供しているが、各ケース

で Web サイトへのアクセスを試みる人は、リアルタイムのガイダンスを得るために、

ECCO にコンタクトすることを強く勧める。Web サイトに掲載されている手続きと文書化

の要件は、集中的でありかつ分散的でもある。これは、国境を越える出荷の責任者は、適

切な書類を作成し、学部内に適当な記録を保存し、ECCO にコピーを送るという一連の作

業を確実に行わなければならない。 
 
要約すると、コミュニケーションと訓練は、大学教員及び職員に、輸出規制の「レッド

フラッグ」の理解と特定に関する土台を与え、いつ大学の代表権を持つ幹部にコンタクト

を取る必要があるかを明確に示し、その機能の重要性も強調している。また、学事長や副

学事長などの大学幹部から大学全体に配布されるメモは、輸出規制法令遵守の重要性を強

調し、学校機関の輸出管理に対するコミットメントの現れとして受け取られ、賛同を促す

支援となり得る。そして 後に、対応が必要となった時のために、法的考慮と法的制限を

提示したテンプレートと定型的表現を作成し、特定のエンティティの関与が起こったとき

に活用できるようにする。 
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3.5 アメリカ航空宇宙局（NASA） 

 
3.5.1 NASA ケネディ宇宙センター輸出管理局の任務 

 
NASA ケネディ宇宙センター（KSC：KENNEDY SPACE CENTER）輸出管理局

（EXPORT CONTROL）は、宇宙開発に関する米国の目的を達成し、先端技術の輸出を

保護するため、国家安全保障を維持し、 も機密性の高い宇宙技術へのアクセスを制限す

る輸出規制および輸出法令遵守問題に関して支援を提供しており、その任務は次の通りで

ある。 
 
1) ハードウェア、ソフトウェア、技術データ、および過剰な機器の分類に関する指導を必

要としている NASA 職員、NASA 輸出規制担当者、および NASA の契約業者に対し、専

門的な知識に基づく礼儀正しいサービスを適時に提供する 
 
2) TAA（貿易調整支援）や輸出許可登録に関する専門アドバイスと、輸出にかかわる法律

や規制の遵守に関する指導を行う 
 
3) 他の政府機関と緊密に連携して米国法規の遵守を徹底し、EAR（輸出規制規則）、AECA
（武器輸出規制法）、ITAR（国際武器流通規定）への違反が生じた場合は、適切な執行措

置を講じる 
 
4) 輸出規制作業部会セミナー研修プログラムを定期的に実施し、現行の輸出規制政策およ

び手続きについて NASA の職員および契約業者に説明する。この研修は、輸出規制および

輸出法遵守に関する知識を深めるために実施する 
 
5) センターの輸出管理プログラムの年次監査を行う 

 
 

3.5.2 NASA 本部の輸出管理体制 

 

NASA 本部で輸出管理に関与する部局は、広報局、法務局、情報管理局、セキュリティ及

びプログラム保護局、探査システムミッション局、インフラ・管理・本部業務局であり、

それぞれの担当業務を整理すると〔図表 17〕のようになる。 
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〔図表17〕NASA 本部の輸出管理体制 
部局名 担当業務等 

広報局 

（Office of External Relations） 

・国際協定 
・外国企業体との契約に関する調整 
・輸出管理プログラム 
・外国人による NASA 設備の利用 
・NASA 海外出張の承認および調整 
・省庁間連携 

法務局 

（Office of General Counsel） 

・NASA 輸出顧問および国際協定 
 

情報管理局 

（Office of Chief Information Officer） 

・NASA STI プログラム 

・NASA IT セキュリティポリシー 

（インターネットを含む） 

セキュリティおよびプログラム保護局

（Office of Security and Program Protection）

・NASA セキュリティポリシー 

・外国人による NASA 設備の利用 

探査システムミッション局 

（Exploration Systems Mission Directorate） 

・NASA ソフトウェアの外部公開 

・外国人による NASA 技術移転資料の利用 

インフラ・管理・本部業務局 

（ Office of Infrastructure, Management, and 

Headquarters Operations） 

・NASA 運輸ポリシー 

(出所)NASA 
 
 

3.5.3 NASA 広報局(OER)の任務 

 
広報局（OER：Office of External Relations）の使命は、NASA のあらゆる国際活動や

パートナーシップに関して、また NASA とほかの米国行政府機関との間での機関レベルの

政策対話に関して、実際的な指揮や調整を行うことである。OER は、国家安全保障会議、

科学技術政策室、国務省、国防総省との主要な連絡窓口である。また OER は、NASA の

国際関係を管理し、外国の宇宙パートナーとの協力協定や実費精算契約を協議し、NASA
の諮問委員会、委員会、パネルの管理者を監督して職員を支援し、NASA の輸出管理プロ

グラムと NASA 職員による海外出張を管理し、また NASA 歴史部（History Division）を

管理する部署である。 
 

これらのさまざまな役割を果たすため、OER は 7 つの部門から構成されている。OER
内のマトリックスアプローチにより、NASA の各ミッション局に支援を提供したり、NASA
に関係する特定国または特定地域の問題に対応したりすることができる。〔図表 18〕に、

OER の組織図および各部門の概要を記載する。ワシントン DC にある NASA 本部の職員

に加え、OER はロシア、欧州、日本にも代表を配置している。また OER は、コロラド州

コロラドスプリングズの国防総省（DoD）とも協力関係を結んでいる。 
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〔図表18〕広報局（OER）の各部門の概要 

部 門 概  要 

宇宙運用部 

（Space Operations Division） 
宇宙運用部内各局の各国間や省庁間の幅広い政策問題

解決のための支援を行う。 

探査システム・航空学研究部 

（ESAR Division：Exploration 
Systems and Aeronautics 
Research Division） 

航空学研究における先駆的なアプローチと、月、火星、

さらにその先の探索を目指す NASA の国際活動を推進

する 

科学部（Science Division） 科学部内各局の各国間や省庁間の幅広い政策問題解決

のための支援を行う 

諮問委員会管理部 

（Advisory Committee 
Management Division） 

NASA 諮問グループの運営を管理し、NASA 諮問委員

会、航空宇宙安全性諮問パネル、および宇宙ベースの

測位・誘導・時間調整に関する国家諮問委員会に職員

を配置する 

輸出管理および省庁間連携部

（Export Control and 
Interagency Liaison Division） 

NASA 輸出管理プログラムの管理を通じ、NASA の全

４部門を支援する 
 

歴史部（History Division） NASA 歴史プログラムでは、NASA の歴史をさまざま

な成果物によって記録および保管している 

資源管理部 

（Resources Management 
Division） 

予算、人材、NASAの海外代表への管理支援などのOER
内部業務と DoD との協力業務を担当する 

（出所）NASA 
 

3.5.4 輸出規制対象の技術データを取り扱う会議の進行方法 

 

NASA は、輸出規制対象の技術データを取り扱う会議の主催者に対し、会議の途中あるい

は会議の結果として発表あるいは議論された輸出規制対象の技術データを適切に記録し、

外国人への無許可な流出から情報を保護することを義務付けている。 

 
3.5.4.1 会議で技術データを保護するために検討すべき措置 

 
外国人と輸出規制対象の技術データを取り扱う会議の主催者には、その技術データを保

護する責任があり、あらゆる議題や出席者を識別し、関係する「輸出許可」および「国際

協定」を定義し、会議の前にデータをパブリックドメインにする等の措置を講じる必要が

ある。 
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会議出席者の中には、輸出規制対象の技術データを受け取ることを許可される人物とそう

でない人物がいる。すなわち、米国人は許可され、外国人は輸出許可、国際協定および／

または免除によって許可される場合がある。会議の主催者は、こうした点を踏まえて、1) 輸
出規制対象の技術データが発表または議論されるか？ 2) 会議には外国人が出席するか？ 
3) 外国人が後日会議資料にアクセスするか？の３点に着目して会議の議題と出席者を検

討する。 

 
① 輸出規制対象の技術データが発表または議論されるか？ 
 

会議の主催者は、会議で発表または議論される輸出規制対象の全技術データが適切に記

録され、管理されていることを確認する責任を負う。ただし、輸出規制対象の技術データ

が発表または議論されず、会議の結果として作成されない場合、輸出に関する懸案は生じ

ない。会議にあたっては、1) 何を検討すべきか？、2) どのような会議資料が輸出品と見

なされるのか？、3) 会議後に送付される資料にも自分の責任が適用されるのか？ を確認

する必要があり、まとめると〔図表 19〕のようになる。 
 

〔図表19〕会議の議題の検討課題と内容 

検討課題 検討内容 

何を検討 

すべきか？ 
技術事項あるいはプログラム管理データ計画、財務情報など、どの

ような議題が取り上げられるかを検討する必要がある。 
なお、プログラム管理データは、輸出規制対象とはならないため、

会議で交換される技術データがパブリックドメインになっているか

どうかを確認することが重要。 

どのような会議資

料が輸出品と見な

されるのか？ 

輸出品と見なされる可能性がある会議資料の例は以下の通り。 
•プレゼンテーション  •議論  •配布資料  •メモ類 
•アクションアイテム  •アクションアイテムの決定事項 
•議事録                     ／など 

会議後に送付され

る資料にも、主催者

としての責任が適

用されるのか？ 

主催者として、輸出規制対象の技術データが適切に記録および管理

が行われるようにする責任は、プレゼンテーションや議事録のコピ

ーなど、会議後に送付される資料に対しても適用されることに注意

する 
（出所）NASA 
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② 会議には外国人が出席するのか？ 
 
【出席者－例 1】 
 

正当な理由があれば、会議出席者を米国人に制限することができる。外国人が会議中ま

たは会議後に輸出規制対象の技術データにアクセスしない場合は、懸念する原因のほとん

どは生じない。ただし、これは以下の理由により危険な仮定である。 
 
・ NASA には、多くの外国の供給業者や調達先が関係している。 
・ 外国の調達先の多くは、NASA と契約する学術機関への二次供給業者であり、必ずし

も「目に見える」存在ではない。 

・ 外国の供給業者は、NASA の需要をつかみたいというもっともな動機を持ち、プログ

ラムや、特に打ち上げに積極的に参加したいと考えている。 

 
【出席者－例 2】 
 

主催者は、以下の条件が満たされていることを確認する責任を担う。 
 
• 外国人、または外国企業を代表する米国人が出席する場合、会議に出席するか、または

その他の方法で参加する許可または協定がすでに実施されていること。 
• 許可または協定は、発表および議論される技術データを対象としたものであること。 
• 許可または協定は、NASA または契約者のものであり、また失効していないこと。 
 

ITAR には、すべての技術データがパブリックドメインに指定されており、誰もがアク

セスできる場合、許可や協定は必要ないという免除規定がある。 
 

KSC では、センター国際訪問者コーディネータ（Center International Visits 
Coordinator）が、センターに立ち入る外国籍人やセンター外で開かれる会議に参加する

外国籍人をすべてチェックしている。どの部門にも、外国籍人の訪問を管理する訓練を受

けた職員がおり、この職員が、センターに招待したい、または技術会議に招聘したい外国

籍人の申請を担当する。 
 
③外国人が会議資料に後日アクセスするか？ 
 

外国人が輸出規制対象の技術データへ合法的にアクセスするには、その外国人が輸出許

可または国際協定の対象に含まれていなければならない。許可の 1 つに、技術援助協定



 - 81 -

（TAA）6がある。TAA は、協力的かつ創造的なアイデア交換を促すために共同開発の条

件を定義した独自のビジネス機密文書である。 
 

国際協定でも、共同開発の条件が定義される場合がある。それらの協定は許可の受け入

れ可能な代案により交換の管理を規定するため、ITAR 免除の根拠となる。国際協定には、

国務省および商務省の輸出許可担当官が処理にあたる。つまり、米国政府の技術輸出問題

は、許可や国際協定でも同等に扱われる。 
 
【パブリックドメイン】 
 

ITAR には、政府が「パブリックドメイン」と呼ぶ、一般公開することを承認された輸

出規制対象の技術データの許可要件からの免除規定がある。通例の「一般公募（Call for 
Papers）」を発表する場合は、すべての発表者またはその他の能動的な出席者に対し、発

表または議論する資料を一般公開する許可を得る必要がある。資料を一般公開する許可を

得るには、いくつかの方法がある。 
 
• NASA の作成者（NASA の契約に従って作業を完了した契約者と政府）は、NASA の

文書利用許諾（DAA：Document Availability Authorization）手続き（NASA Form 
1676）を使用して、資料を公開することができる。DAA 手続きとは？ 

• 政府と契約する企業の作成者は、これを政府スポンサーとともに実施するか、または会

社独自の手続きを使用することができる。 
• 残りの作成者は、情報の自由・保護レビュー部門（DFOISR：Directorate for Freedom 

of Information and Security Review）を使用して、資料を公開しなければならない。 
 
一般公開には時間がかかるため、早めに検討する必要がある。 
 

3.5.4.2 会議の進行 
 

①計画 

 

会議を開催するほとんどの組織には設立趣意書がある。これは、正式な設立趣意書、命

令、協定、または組織の設立理由、使命と目標、初期構成を定めたその他の文書の形式を

とる。設立趣意書には、会議で組織によって取り扱われる技術の初期条件が設定される。

会議を計画する際には、設立趣意書と組織の現在の進捗状況を考慮する必要がある。この

                                                  
6防衛通商管理部（Office of Defense Trade Controls）は、TAA を準備するための一連のガイドラインを

含む Web サイト（http://www.pmdtc.org/docs/agbook.pdf）を運営している。ほかにも、技術データの移

転を一方向に限定して許可し、共同開発を不可能にする輸出許可もある。 
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ことは、会議で輸出規制対象の技術を取り扱うかどうか、あるいはどのような管理が必要

かを判断する要因になる。 
 
会議を計画する際には、以下のことを行う。 

 
• 直前の変更に備えておく 
• 輸出管理記録システム（Export Control Recording System） 
（http://exportcontrolcf.ksc.nasa.gov/record_form.cfm）機能を使用して、過去の会議の

情報を検索する 
• 会議主催者の計画活動を文書に記録する 
 

技術データが関係する会議の計画チェックリストは〔図表 20〕の通りである。 

 
〔図表20〕技術データが関係する会議の計画チェックリスト 

☐ 発表するすべての資料を見直す。 
☐ 一般公募を行う場合は、すべての発表者または他の積極的な出席者に対し、資料を一

般公開する許可を取る。 
☐ 会議を対象に含む許可または協定が発効している場合は、自分の記録にメモをとる。 
☐ 一般公開、許可、契約が認められない場合は、その理由を記録する。 
☐ ECR と会合して手順をレビューする。すべての質問に対して回答を得る。 
☐ 会議出席者の輸出規制の状態を確認する。 
☐ 会議予定表を用意する。 
☐ 発表者がどこまで予定表の議題から逸脱してもよいか、またどこまで二次的議論を許

可するかを決定する。 
☐ 議長が積極的に会議または会合を進行するようにする。 
☐ ディスカッションリーダー（指名されている場合）とともに、プログラムと基本原則

をレビューする。 
☐ 録音機器使用の可否を決定し、事前のできるだけ早い時期に出席者に通知する。 
☐ 発表者に注目させ、二次的議論をやめさせるよう、会議室を準備する。 
☐ 記録と文書が 新の状態で揃っていることを確認する。 

 
 

②会議 
 

各出席者を入室時および退室時にチェックする。会議に適切に登録されていない人の立

ち入りを拒否する。 
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出席者に以下の各点について念を押し、基本原則を 初から分かりやすく説明する。 
− 輸出許可対象の技術データが発表または議論されること 
− 録音機器使用の可否 
− 関連すると考えられるその他の事項 
 

発表者に対しては、質問への回答時に簡潔に要領を得て回答するよう念を押す。さらに、

質問や議論が不適切な話題から遠ざかるよう留意する。 
 

議事録を正確に取り、予定表に必ず従う。予定表を守ることで、発表者、質疑応答、そ

の他のやりとりを予定どおり進めやすくなる。 
 

③FRR の例 
 

現在では、外国パートナーが飛行準備審査会（FRR：Flight Readiness Reviews）に出

席することが少なくない。会議の前に、すべてのチャートについて輸出規制が審査される。

チャートはセキュリティで保護された Web サイトに掲載されている。このサイトへのアク

セスは、プログラムおよび United Space Alliance（USA）社によって管理されている。

USA 社は、FRR の前にすべてのチャートを審査する。これは通常、FRR の 2 日前に実施

される。通常は、FRR の前日に NASA のシャトル計画部長（Shuttle Program Manager）
が 終チャートを審査する。遅れて到着したチャート会議の朝に審査される。各担当者が

直前まで更新と発行を行うため、 新のチャートは必ず FRR で案件として取り上げられ

る。NASA のシャトル計画部長は、各会議の記録のためにチャートの審査結果をメモに記

録し、その後保管する。この審査には詳細なデータは必要ないと考えられるため、FRR で

は、発表される詳細な設計、製造、または生産データは要求されない。必要に応じて会議

で規制データを輸出するための規定がある。これは ITAR 免除 126.4 に規定されている。

まれにではあるが、FRR が宇宙船運航と問題解決に関する詳細を取り上げる必要性が生じ

ることがある。USA 社の輸出規制担当者は、FRR に出席して処理をサポートし、必要に

応じて計画のための作業を行う。FRR では二次的議論が交わされるが、それらの議論は免

除 126.4 で認められる技術的議論と同様に規制される。 
 

FRR で発表されるデータの大部分はスケジュールや作業進捗状況であり、技術的なもの

ではない。技術データについて議論するのは、問題に取り組む場合に限られる。その後、

FRR は、問題の性質、問題の解決方法、飛行の可否、準備できるまでのスケジュールを検

討する。「問題の解決方法」は技術的な内容になりうるが、通常はより重要視される。たと

えば、問題の解決方法や飛行認可を受けるために合格したテストなどについて話し合う。

パートナーのハードウェアを搭載したり、要員を搭乗させたりする場合、パートナーを参

加させるために FRR／飛行認可手続きが必要となる。ステーションの場合、これは ISS
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国際協定に文書化される。 

 
④二次的議論 

 
二次的議論は、会議の進行中、一部の出席者が別件について議論することを決めた場合

に行われる。二次的議論は、閉会後の非公式の集まりで偶然交わされることもある。 
 

二次的議論は、一度も行わないことが望ましい。そのような議論をやめさせるには、会

議の初めに、当日の会議で扱われる資料が機密性の高いものであることと、すべての議論

を一般公開されている技術データに限定することを全員に説明するとよい。 
 
 

⑤会議後 
 

議事録、プレゼンテーションのコピー、配付資料などには、輸出規制対象の技術データ

が含まれる可能性がある。主催者は、以下のことを行わなければならない。 
 
• 会議資料が適切に記録され、それらの資料を誤って輸出する可能性がある人に配布され

ていないかどうかを確認する。 
• 輸出規制対象の技術データについて、メモと議事録をチェックする。 
• フォローアップ項目を探す。 
• メモ、議事録、プレゼンテーション資料などを収集し、輸出品と同様に 5 年間保管する。

輸出規制法および規則では、すべての輸出品を記録し、記録を 5 年間保管することが義

務付けられている。これには、議論として行われた輸出、あるいは内部協定や特定の状

況のもとで実行されている作業が含まれる。輸出管理記録システム7により、できるだ

け簡単に記録できる手順が整備されている。 
 
【輸出管理記録システムの概要】 
 

特定の輸出品に関する一般的な情報を取り込み、保存し、検索しやすくするため、輸出

管理記録システムが開発された。このシステムで処理される輸出品の種類には、KSC の日

常業務、電話、電子メールなどによる会議や技術情報の交換、つまり、ハードウェア、書

類、CD-ROM などが交換されなくても輸出品と見なされる項目が含まれる。 
 

輸出管理記録システムには、記録と報告という 2 つの機能がある。「記録」機能では、

                                                  
7 http://exportcontrolcf.ksc.nasa.gov/record_form.cfm 
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会議や電話会議などについての一般的な情報を入力する。「報告」機能では、過去の会議に

ついての情報を検索することができる。例えば、人名や特定の議題などで検索することが

できる。 
 
【メモや議事録に技術データが含まれるときの対応】 
 

メモや議事録に技術データが含まれる場合は、以下の措置を講じる必要がある。 
 
1) 技術データが許可または協定の条件に含まれる場合は、配布する前にそのように記録す

る。 

2) 技術データが許可または協定の条件に含まれない場合は、新規の輸出品として処理し、

ECR または CEA に直ちに報告する。 
3) 技術データがパブリックドメインになっている場合は、配布する前にそのように記録す

る。 
 
【フォローアップ項目】 
 

フォローアップ項目には、以下のものが含まれるが、これらだけに限定されるものでは

ない。 
 
・ 会議の結果として生じた技術データの追加配布を検索し、これらの配布を規制対象ま

たは外国人向けの輸出品として分類すること 

・ 許可または協定を通じて、または必要に応じて資料をパブリックドメインにして、会

議の結果として生じた技術データの追加使用を計画すること 
・ 同僚、ECR、CEA と共有するために、会議の「教訓」を抜粋すること 
 
 

3.5.5 NASA 輸出管理プログラム（ECP） 

 
3.5.5.1 NASA の契約者と輸出規制 

 
• 国務省、そして 近では商務省が、審査のため、NASA に許可申請の提出を求める 
• NASA の契約者は、NASA のプログラムを促進するような許可申請を提出する前に、

NASA と調整しなければならない 
– NASA は、申請の構成に関して有用な情報を持っており、適時に承認を受けるた

めの助言を提供できる 
– 事後に申請書を確認したのでは遅延が生じるおそれがあり、万一、NASA の同意
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が得られなかったり、正しく構成されていなかったりする場合は、RWA となるこ

とがある 
• NFS 第 1852.225-70「輸出許可」－すべての国内契約に要求される 
• 特に NASA と合意した場合を除き、契約者は、必要な許可を取得する義務を負う 
• NPR 2190.1 では、輸出計画が要求され、NASA プログラムを支持して行われた輸出に

関する報告が義務付けられる 
 

3.5.5.2 NASA 輸出管理プログラム（ECP）の概要 
 

NASA ECP は、NASA の「内部」プログラムで、元々は 1995 年 11 月にハンドブック

として発行されたものであり、現在は NPR 2190.1 として承認されており、その主な概念

は以下の通りである。 

 

【NASA ECP：NPR 2190.1 の主な概念】 
• NASA プログラムのもとでは、その輸出が、承認された契約や国際協定、ならびに米

国輸出規制法令に適合しているという確信を輸出者が持っていない限り、規制品目を外

国企業体に輸出することは禁止される 
• 外国企業体に対する NASA の輸出は、NASA の国際協定または契約を推進する場合に

限って行われる 
• HEA、適切な CEA、または顧問に相談することを推奨している 

– 輸出規制担当職員、プログラムまたはプロジェクトマネージャー、運輸担当職員、

およびすべての NASA 職員・契約者の役割や責任を一般的に定義している 
– 意思決定ツリーを用いた改訂版の輸出処理テンプレート（EPT） 
– TTCP 
– 許可の免除を適用する場合の報告要件 
– 研修 
– 監査 
-  違反と遵守 

 

これにより、輸出ポリシーと法令遵守が NASA 本部の単一の部署に集約された。更に、

各フィールドセンターで輸出管理者と輸出顧問（輸出法令に関する常駐の“エキスパート”）

が任命され、これに従って、輸出の責任が割り当てられ、各機関の手続きが標準化されて

いる。 
 

なお、NASA は ECP を Web 上で公開しており8、その内容は次頁以降に示すとおり。

                                                  
8 http://science.hq.nasa.gov/research/lessons/Hodgdon.pdf に掲載されている。 
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★NASA 輸出管理プログラム（ECP） 
2006 年 4 月 11 日 
Kenneth M. Hodgdon、NASA 本部広報局輸出規制および省庁間連携部 

 
【構成】 
１．基本原則 
２．NASA 輸出管理プログラム 
３．教訓 
４．国際武器取引規制（ITAR） 
５．輸出管理規則（EAR） 
６．まとめ 

 
【１．基本原則】 
（１）重要原則：輸出規制違反は、連邦犯罪である 

•自衛の必要性：輸出にかかわる法律や規制には牙があり、「噛みつかれる」場合がある 
–ITAR 違反に対する刑事罰・民事罰 

•違反 1 件につき 高 100 万ドルの罰金刑 
•違反 1 件につき 10 年間の禁固刑 

–EAR 違反に対する刑事罰・民事罰 
•10 万ドル以上の罰金刑 
• 高 10 年間の禁固刑 

 
このため、輸出慣行について一人ひとりが注意しなければならない 
 
（２）特定の輸出品が米国法で「規制」されている主な理由 

•国家安全保障（NS） 
•対外政策（FP） 
•拡散懸念（MT：ミサイル技術、NP：核不拡散、CB：生物・化学兵器） 

 
（３）留意点－輸出とは・・・ 

•手段、場所、時間を問わず、何らかの品目を「外国人」または外国の仕向地に移転すること、あるい

は、その後「外国人」に移転されることを知りながら、その品目を「米国人」に移転することを指す

 
従って、以下はすべて輸出行為に該当する 
•Web サイトに情報を掲載すること、FTP サイトなどでデータを公開すること 
•情報をパブリックドメインにすること 
•外国籍人に話すこと、または外国籍人を含むグループに発表すること 
•米国外に持ち出すこと 
•センターの輸送局を経由し、従来の方法で品目を米国外に「出荷」すること 
•郵便、FAX、電子メールで品目を米国外、または米国内の外国籍人に送付すること 
•その他 

 
（４）パブリックドメインと輸出規制対象のデータ 

•パブリックドメインにあるデータは、配布が「規制」または「限定」されない* 
•輸出規制対象のデータは、配布が制限される 
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–許可を必要とする場合あり 
–許可の例外または免除の対象となる場合あり 
–EAR 99 に該当する場合あり 

 
（５）NASA が輸出慣行に配慮しなければならない理由 

•輸出は「権利」ではなく「特権」 
•輸出「特権」は、取り消されて国際活動が実施できなくなることがある 
•NASA は、他国が欲しがるような打ち上げロケット、衛星、およびその他の高度先端技術や規制技術

に関し、豊富な専門知識を有する 
•輸出規制違反は刑事告訴につながる可能性があり、実際に告訴された例もあることを念頭に置く 

 
（７）NASA の契約者と輸出管理 

•国務省、そして 近では商務省が、審査のため、NASA に許可申請の提出を求める 
•NASA の契約者は、NASA のプログラムを促進するような許可申請を提出する前に、NASA と調整し

なければならない 
–NASA は、申請の構成に関して有用な情報を持っており、適時に承認を受けるための助言を提供で

きる 
–事後に申請書を確認したのでは遅延が生じるおそれがあり、万一、NASA の同意が得られなかった

り、正しく構成されていなかったりする場合は、RWA となることがある 
•NFS 第 1852.225-70「輸出許可」－すべての国内契約に要求される 
•特に NASA と合意した場合を除き、契約者は、必要な許可を取得する義務を負う 
•NPR 2190.1 では、輸出計画が要求され、NASA プログラムを支持して行われた輸出に関する報告が

義務付けられる 

 
【２．NASA 輸出管理プログラム（ECP）】 
（１）ECP の概要 

•NASA ECP は、NASA の「内部」プログラムである 
•元は 1995 年 11 月にハンドブックとして発行されたものであり、現在は NPR 2190.1 として承認され

ている 
•これにより、輸出ポリシーと法令遵守が NASA 本部の単一の部署に集約された 
•各フィールドセンターで輸出管理者と輸出顧問が任命される－輸出法令に関する常駐の「エキスパー

ト」 
•これに従って、輸出の責任が割り当てられ、各機関の手続きが標準化される 

 
（２）NASA ECP：NPR 2190.1 の主な概念 

•NASA プログラムのもとでは、その輸出が、承認された契約や国際協定、ならびに米国輸出規制法令

に適合しているという確信を輸出者が持っていない限り、規制品目を外国企業体に輸出することは禁

止される 
•外国企業体に対する NASA の輸出は、NASA の国際協定または契約を推進する場合に限って行われ

る 
•HEA、適切な CEA、または顧問に相談することを推奨している 

–輸出規制担当職員、プログラムまたはプロジェクトマネージャー、運輸担当職員、およびすべての

NASA 職員・契約者の役割や責任を一般的に定義している 
–意思決定ツリーを用いた改訂版の輸出処理テンプレート（EPT） 
–TTCP 
–許可の免除を適用する場合の報告要件 
–研修 
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–監査 
–違反と遵守 

 
（３）NASA 本部の輸出管理 

•広報局（Office of External Relations）<http://www.hq.nasa.gov/office/codei> 
–国際協定 
–外国企業体との契約に関する調整 
–輸出管理プログラム 
–外国人による NASA 設備の利用 
–NASA 海外出張の承認および調整 
–省庁間連携 

•法務局（Office of General Counsel） 
–NASA 輸出顧問および国際協定 

•情報管理局（Office of Chief Information Officer） 
–NASA STI プログラム 
–NASA IT セキュリティポリシー（インターネットを含む） 

•セキュリティおよびプログラム保護局（Office of Security and Program Protection） 
–NASA セキュリティポリシー 
–外国人による NASA 設備の利用 

•探査システムミッション局（Exploration Systems Mission Directorate） 
–NASA ソフトウェアの外部公開 
–外国人による NASA 技術移転資料の利用 

•インフラ・管理・本部業務局（Office of Infrastructure, Management, and Headquarters Operations）
–NASA 運輸ポリシー 

 
（４）NASA ECP に関する職員の対応 

•国際協力の範囲と NASA の責任について理解する 
•「輸出」を行う前に、注意してよく考える 
•規則に怯える必要はない－相談し、助言を求めること 

 
（５）NASA の国際協定 

•NASA の国際協定－NASA の海外協力（あるいは実費精算対象）活動の基礎 
–関係者の義務、遂行すべき業務範囲、及び協力活動を行う際の条件を定義している 

•すべての NASA 国際協定には、規制品目およびデータの移転に関する条項が盛り込まれる 
•NASA の国際協定は、輸出規制法令よりも優先されない 

 
（６）NASA 国際協定 

•物資とデータの交換条項－協力協定 
•各当事者は、以下の条項に従い、本協定に基づくそれぞれの責任を果たすために必要と認められる技

術データ（ソフトウェアを含む）および物資だけを移転する。 
 
1. 本条の規定は、当事者に対して、自国の国内法令および規則に反して技術データおよび物資を移転す

ることを要求するものではない。 
2. インターフェイス、統合、安全に関する当事者の責任を免除することを目的とした技術データの移転

は、通常、上記の第 1 項の規定を除き、制限なく行うことができる。 
3. 物資、所有権のある技術データ、または輸出規制対象の技術データのすべての移転は、以下の条項に

準拠するものとする。当事者または関係する事業体（契約者、下請け業者、被許可者、協力団体など）
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が保護が継続される物資を移転するか、所有権のある技術データまたは輸出規制対象の技術データを

移転する場合は、そのような物資を具体的に特定し、そのような所有権のある技術データまたは輸出

規制対象の技術データを記録しなければならない。物資の特定、ならびに所有権のある技術データま

たは輸出規制対象の技術データの記録は、その物資、所有権のある技術データ、または輸出規制対象

の技術データが、受領側の当事者または関連する事業体により、本協定における受領側の当事者また

は関連する事業体の責任を果たす目的でのみ使用されること、また、特定された物資、記録された所

有権のある技術データまたは輸出規制対象の技術データが提供側の当事者または関連する事業体の書

面による事前の承諾なしに他の事業体に開示または再移転してはならないことを示すものとする。受

領側の当事者または関連する事業体は、表示の条件を遵守し、そのような特定された物資、記録され

た所有権のある技術データ、または記録された輸出規制対象の技術データが無許可で使用および開示

されないように保護する。本協定の当事者は、関連する事業体に対して、契約手順または相当する手

段により、物資および記録された技術データの使用、開示、および再移転に関する本条項の規定を遵

守するよう指示する。 
4. 本協定を履行して交換されたすべての物資は、受領側の当事者または関連する事業体が協定の目的の

ためだけに使用する。協定における活動が完了したら、受領側の当事者または関連する事業体は、提

供側の当事者または関連する事業体の要請により、提供側の当事者または関連する事業体の指示に従

い、本協定により提供されたすべての物資、記録された所有権のある技術データ、または記録された

輸出規制対象の技術データを返還するか、または廃棄する。 
 
（７）この協定に関する職員の対応 

•STI の発行／配布 
–すべての STI は、輸出制限の対象となるかどうか審査される 
–NPR 2200.2B および NASA Form 1676、またはセンターの相当するフォームにより実施される 

•ソフトウェアの外部公開 
–輸出規制審査（Export Control Review）は、ソフトウェア公開手続きに固有の部分である－NPR 
2210.1、NASA ソフトウェアの外部公開（External Release of NASA Software） 

•NASA 情報機密保護ポリシー－NPR 2810.1 
–Web サイトに技術データを掲載するための意思決定プロセスの輸出規制審査部分 

 
（８）品目が規制対象になるかどうかの判断は？ 

•簡単な作業ではない！ 
–一般的に入手できるかどうかを判断する 
–管轄区域を確認する－ITAR または EAR では、製品の出所がチェックされる 
–CO／COTR／計画室／CEA／CEC の支援を要請する 
–解決策が見つからない場合は、本部に支援を求める 

•パブリックドメインにするための実地試験 
–敵国が技術情報にアクセスすることは妥当か 

 

 
【３．教訓】 

•輸出規制はきわめて重要なので、正しく対応するために時間を割く 
•許可または協定が必要な場合は取得する 
•不平を言わず、知識を得て遵守する 

–SIA、商務省、国務省の研修（講習と Web サイト） 
•商務省、国務省、NASA プログラムの管理部門に問い合わせる 

–助言が得られたら、それに従う 
•事前に計画し、2～6 カ月の準備期間をとる 



 - 91 -

–商務省、国務省、DOD、NASA の資源は限られている 
•NASA プログラム、NASA POC、NASA センターを確認する 
•利用しやすく迅速対応の POC を確認する 

–電話番号と電子メールアドレス 
•添え状はわかりやすく正確に書く（誰が、何を、なぜ、いつ、どこでを具体的に） 
•先頭に立って難しい問題に対処する 
•承認済みの関連する国際協定を付録につける 
•外国の打ち上げロケットに米国のハードウェアを搭載する理由を説明する 
•エンジニアは技術データを欲しがる（付録） 
•輸出規制は法律や地政学の移動標的である 
•下請け業者に対して責任を負うため、業者を訪問する 

–未登録、未確認、外国籍人、手順 
•外国の親会社（ファイアウォールの必要性） 
•外国籍の作業員、学生、実習生 
•海外サーバー、会社間－インターネット、暗号化の必要性 
•科学者やエンジニアは口が軽い 
•要注意人物が年齢とともに改心することはないので、違反は直ちに報告する（時間が経つほど、罰金

が厳しくなる） 
•輸出は物、場所、時間、方法を問わずに行われる 

–電話、電子メール、会議、ラップトップ型コンピュータ、荷物、Web サイト 
•正しく対応するための管理部門の取り組み 
•事前に費やした時間と経費はゆくゆく実を結ぶ 

 

 
【４．国際武器取引規制（ITAR）：22 CFR 120～130】 
（１）ITAR の重要な定義 
①軍需物資 

「軍需物資」－軍需品リスト（USML）に記載されたすべての品目。「技術データ」を含む 
（注）一般の考えとは異なり、軍需物資は「軍事」用品だけを指すものではない。（たとえば、宇宙ステ

ーションを除くすべての宇宙船は「軍需物資」であり、スペースシャトルも「軍需物資」である） 
 
②技術データ 

•防衛物資の設計、開発、製造、製造、組立、稼働、修理、試験、保守、または改良に必要な情報 
•「軍需物資」に関連する機密情報 
•秘密保持命令の対象となる情報 
•「軍需物資」に直接関連するソフトウェア 
•技術データには、学校、単科大学、および大学で普通に教えられる一般的な科学、数学、工学上の原

則に関する情報や、「パブリックドメイン」の情報も含まれない 
•「軍需物資」の機能または用途に関する基本的なマーケティング情報やシステムの一般的な説明は含

まれない 
 
③パブリックドメイン－以下によって公開され、一般に利用できる情報 

•ニューススタンドや書店での販売 
•公開情報の入手または購入を希望するあらゆる個人が制限なく申し込める購読契約 
•米国政府に認められた第 2 種郵便特権 
•一般に公開されているか、または一般大衆が資料を入手できる図書館 
•どの特許事務所でも入手できる特許 
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•一般に利用できる米国内の会議、ミーティング、セミナー、見本市、または展示会での無制限の配布

•管轄の米国政府省庁による承認後のあらゆる形式（必ずしも出版物でなくてもよい）での公開（すな

わち無制限の配布） 
•通常、研究結果が科学界に発表され、広く共有されるような米国内の認可高等教育機関における科学

および工学分野の基礎研究 
•基礎研究は、研究結果が通常、科学界に発表され、広く共有されるような科学および工学分野の基礎

研究および応用研究を指すものとする。それらは、所有権の理由や、米国政府によるアクセスおよび

配布の規制によって結果が規制される研究とは区別される 
＊以下に該当する場合、大学での研究は「基礎研究」とは見なされない 

・大学またはその研究者が、計画または活動の結果としての科学・技術情報の発表を制限する他の

規制を受け入れている場合 
・研究が米国政府の資金提供を受けて進められ、研究の結果としての情報を保護する特定のアクセ

スおよび配布の規制が適用される場合 
 
（２）許可と免除 

・必要に応じて、輸出を行う前に ITAR 輸出許可および協定を取得する 
・政府機関として、NASA は、22 CFR 126.4 および 125.4.b.3（契約の場合）という一定の許可免除

を受ける 
・これらの免除は、通商禁止国（22 CFR 126.1）の「外国人」が関係する場合、絶対に適用されない

 
①輸出許可 

・「軍需物資」の輸出に関しては、国務省から輸出許可が発行される 
・技術データと軍事サービス（22 CFR 120.9 および 129.10）の輸出に関しては、技術援助協定が発行

される 
 
②許可免除 

ITAR には、輸出要件に対する多くの免除規定*が含まれるが、品目が規制対象となるという事実は規

定されていない 
（注）免除が適用されるかどうかは、ITAR、NASA ECP、および NASA／外国パートナー国際協定の特

定の条項による 
 
（３）通商禁止国－22 CFR 126.1 

・ある国が「通商禁止国」リストに記載されている場合、米国の政策では（一般的に）、その国を仕向

先とするか、その国が原産国である軍需物資および軍需サービスの輸出入に関して、許可その他の承

認が拒否される 
・これらの国の「外国人」が関係する場合、ITAR 許可免除が覆される。つまり、許可を申請しなけれ

ばならない 
 

・アフガニスタン（個別対応）     ・ベラルーシ 
・ミャンマー             ・中国（中華人民共和国） 
・コンゴ（個別対応）         ・キューバ 
・キプロス              ・ハイチ 
・インドネシア            ・イラン 
・イラク（個別対応）         ・コートジボアール 
・リベリア              ・リビア（個別対応） 
・北朝鮮               ・ルワンダ（個別対応） 
・シエラレオネ            ・ソマリア 
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・スーダン              ・シリア 
・ベトナム              ・イエメン 
・ジンバブエ 

 
（４）経験則－以下については、ITAR 輸出許可を取得する 
・USML に記載されたハードウェアの移転 
・軍需物資の設計、開発、製造、製造、組立、稼働、修理、試験、保守、または改良に必要な情報（技

術データ）の輸出 
・「通商禁止国」に居住するか、通商禁止国出身の「外国人」が関係するハードウェアまたは技術デー

タの移転 
 
（５）記録 

許可を要求されたかどうかに関わらず、ほとんどの移転について記録をとらなければならない。つま

り、輸出免除が適用される場合には、記録をとることが義務付けられる 
 

 
【５．米国輸出管理規則（EAR）：15 CFR 730～774】 
（１）EAR の概要 

・ミサイル技術管理レジーム（Missile Technology Control Regime）の附属書に記載された特定品目

を含む、規制品目リスト（CCL）に記載された製品や技術データの輸出を規制する規則 
•CCL に記載された品目は、一般的に「軍民両用」品と呼ばれる 

 
❑許可を要求されたかどうかに関わらず、ほとんどの移転について記録をとらなければならない。つま

り、輸出免除が適用される場合には、記録をとることが義務付けられる 
❑EAR は、CCL に記載された品目の輸出または移転、および輸入について、許可失効から 5 年間記録を

保管することを義務付けている 
❑EAA における刑事訴訟の出訴期限は 5 年間となっている。そのため、移転または許可失効後は、少な

くとも 5 年間すべての輸出管理記録を保管することが望ましい。産業安全保障局（BIS）および関税庁

（USCS）は、いつでも記録を検査することができる 
❑保管する記録には、以下の書類（原本または写し）がある。船積書類（GBL、SED など）、有効な許

可証、輸出許可の例外規定または免除規定の利用を認める Contracting Officer から NASA 契約者へ

の認可状、契約者、NASA、BIS、または DTC による分類決定、輸出許可の例外規定または免除規定

の利用に関する SED 以外の記録（該当する場合） 
 
（２）輸出を行う前に 

•「輸出」にかかわる許可と要件を把握する－NASA／外国パートナー協定など 
•輸出する品目（ハードウェア、ソフトウェア、技術データ）を「分類」する 
•輸出許可を取得するために、品目が「例外／免除規定」の対象になるかどうか判断する 
•上記の対象にならない場合は、輸出許可を申請して取得する 
•輸出書類に関する例外規定／免除規定／許可を引用し、規則、許可、協定の要件に従う 

 

 
【６．まとめ】 

すべての NASA 職員と NASA 契約者は、米国輸出法および輸出規則を遵守し、NASA の輸出管理プロ

グラムに従い、「責任ある」輸出者となる責任を負う 
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４．米国の技術移転管理規制に関する最近のトピック 
 
4.1 米国みなし輸出規制関連（DEAC 報告書） 

 
 「みなし輸出規制」について検討を重ねていた「The Deemed Export Advisory 
Committee」は 2007 年 12 月 20 日、 終報告書「The Deemed Export Rule in the Era of 
Globalization」を米国商務省へ提出した。報告書は以下の５つの章に分かれている。 
 
・Chapter1 Executive Summary 
・Chapter2 Background about Deemed Export Rule 
・Chapter3 Issues About Globalization,National Security Concern,and Deemed Export 
・Chapter4 Issues Regarding The Need For and Risk of Using Foreign National Talent 
・Chapter5 Finding and Recommendations 
 

4.1.1 みなし輸出規制の問題点と改善案 

 
報告書では、みなし輸出規制において以下のような問題点があると指摘している。 

 
①近年、米国以外の国からも技術を容易に入手できる状況になりつつある 
②CCL の規制が広範囲に及んでいる 
③規制内容が複雑かつ定義があいまいである 
④大学や産業界はみなし輸出に、まだあまり注意を払っていない可能性がある。 
⑤国家安全保障の観点からみても、みなし輸出には法の抜け穴が多い。 
⑥EAR の技術規制の「使用」について、「及び」と「又は」「及び」で接続されているため

６つの要件の一つでも満たさなければ技術の「使用」には当たらないという現象が起きて

いる。 
⑦みなし輸出の規制対象となる外国人の国籍の定義が国家安全保障という規制の主旨とそ

ぐわない場合がある。 
 

このような問題点を踏まえて以下のような改善提案を提示した。 
 
①みなし輸出制度をより簡潔にし、米国の安全保障と産業界の国際競争力を増進する 
②BIS によるみなし輸出規制のアウトリーチ活動をより拡大する 
 
具体的な提案内容をまとめると〔図表 21〕のようになる 
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〔図表21〕みなし輸出規制の改善案 

改善項目 改善内容 

CCL の見直し CCL を見直し国家安全保障に深く関係する軍事的優位性や技術知識

えお絞込み重点管理する。CCL の見直しを定期的に実施し、独立し

た第三者の専門家が国家安全保障に殆ど無関係な項目を削除し見直

すことが必要である。 

Trusted Entities Trusted Entities というカテゴリーを作り、その組織内の個人全員が

契約により同組織外に技術情報を漏洩しないという形にしておく。

Trusted Entities 内において、ある条件を満たせば個々のみなし輸出

許可を取得しなくとも技術の移転が出来るような包括的な措置を認

めることが望ましい。 

規制対象 出生国や前の永住国、 近の市民権、個人の以前もしくは現在の活動

の内容を包括的に判断する。 

技術リスト CCL の規制対象となる技術リストは、年一回定期的に、科学・技術

の外部専門家を含めて行われるものとする。 

研究支援と 
研究成果物 

ある研究を支援している装置に関する知識と研究の成果物の間に明

確な線引を行うことについて議論する。 

基礎研究の定義 みなし輸出規制の対象外となる従前の基礎研究の定義について議論

し、より現実に即した新しい定義とする。ただし政府機関に、例えば

機密の研究などの特定の研究成果についての出版をはっきり除外す

る権限を与えることも議論する。 

「使用」の解釈 「使用」に関するみなし輸出の除外規定となる要件に係る接続詞「及

び」と「又は」について議論する。長らく議論してきた「及び」と「又

は」の議論を封印し、根本的に新しい切り口を検討する。 

E-Learning 
の活用 

Web を使用した双方向の E-Learning などの活用を促進し、みなし輸

出規制に関する理解を深め、実行を促す。 
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4.2 中国軍事最終用途規則〔Ben Flowe〕9 

 
商務省産業安全保障局（BIS）は 2006 年、規制品目リスト（CCL）に記載された特定

の品目が中国での軍事 終用途向けに想定されている場合に輸出ライセンスを新たに義務

付けるため（いくつかの草案を提出した後で）一つの規則案を発表した（連邦官報第 71
巻 38313 頁（2006 年 7 月 6 日））。この規制案は大いに物議をかもした。なぜならば、こ

の規則案は中国向け輸出の規制対象から随分前に除外された品目に再びライセンスを義務

付け、米国製品の輸出・再輸出及び移転に対して一方的な厳しい 終用途を新たに課し、

輸出者は適用される出荷品すべての審査を求められるからである。BIS は他のどの BIS 規

則や提案よりもこの規則案に関して多くのコメントを吟味検討して、2007 年 6 月に「

終規則」（中国軍事 終用途規則）の発表にこぎつけた（連邦官報第 72 巻 33646-62 頁（2007
年 6 月 19 日））。 
 

この中国軍事 終用途規則は、特定の品目が中国での「軍事 終用途」を想定している

ことを輸出者が知っている場合、輸出ライセンスを新たに義務付けるものである。新しい

EAR 744.21 は、輸出者が特定の品目の全部または一部が「軍事 終用途」を想定してい

ることを知っている場合は、EAR パート 744 の新たな補遺 2 に記載された一部の ECCN
の規制対象とされる品目の中華人民共和国（「中国」）への輸出、再輸出、移転に対して新

たな再輸出規制を課している。EAR 744.21(d)は、本規則が適用される場合のライセンス

申請やその審査のための特別なガイドラインを示している。本規則は、長らく輸出ライセ

ンスを求めていなかった品目に新たなライセンス取得要件を課すことで輸出規制を復活さ

せることになるが、当局は適用される製品のリストを大幅に縮小している。本規則は、数

ある中でも、提案された暗号のための記入、 も厄介な電気通信品目、 も汎用性の高い

エレクトロニクスを削除し、ソフトウェア及び技術に対する規制を絞り込み、規制対象を

指定品目向けのソフトウェア及び技術に限定した。 
 
 ここで留意すべきは、他国から中国への輸出及び再輸出に対してだけでなく、中国内の

国内移転に対しても 終用途規制を課すという本規則の傾向が持続していることである。

BIS は、同様の国内移転を課するために 2004 年と 2005 年にミサイル及び生物化学兵器

終用途規制を改定した。 
 
 
4.3 違反輸出に対する罰則強化動向〔Ben Flowe〕 

 
米国の輸出規制関係政府機関は 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ以降、罰則の強化を表

                                                  
9 Benjamin H. Flowe,Jr.「米国輸出規制コンプライアンスガイド」より一部抜粋 
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明してきた。罰則はテロ攻撃以前から既に強化されていたが、ここ数年で、数百万ドル単

位の罰則を科せられるケースが多くなっている。2006 年以降、罰則は更に強化されており、

今後も法律によって罰則はさらに強化される見通しである。 
 
4.3.1 1990 年代の罰則 
 
 米国政府は 1990 年代の半ばに輸出規制法の執行を一層重要視し始めた。イラクのクラ

スター爆弾製造に使用されたジルコニウムの特定の輸出に関する刑事事件と行政事件の包

括的和解で、1995 年に BIS と DDTC が Teledyne Industries, Inc に科した罰金の合計は

1,292 万ドルであった。さらに Teledyne Industries, Inc.の 1 部門である Teledyne Wah 
Chang は、商務省によって輸出特権が一時的に無効にされ、また国務省の軍事品目輸出許

可を一時的に取得できなかった。1995 年に起きた執行に関する別の事例は、Halliburton 
Corporation の同社とイタリアの子会社 1 社を含む非米国子会社 2 社を代表した執行行為

の和解である。これは油田試験装置を適切な許可なしにリビアに輸出して BIS と OFAC
の再輸出規制に違反したとして告発されたものである。この和解において科せられた民事

と刑事の罰金は合計で 381 万ドルであった。BIS が科した 262 万ドルの民事罰は、Digital 
Equipment Corporation (DEC)の非米国子会社による再輸出を含む違反の疑いで DEC が

支払った 200 万ドル以上の制裁金を凌いで、輸出規制違反の民事制裁金の過去 高額とな

った。米国政府による執行方針の厳格化のもう 1 つの特徴は、輸出違反者による自主的情

報開示が罰則を決定する際の軽減要素にはそれほどならなくなったことである。 
 
 1990 年代の半ば以来、米国政府は、特に世間の注目を集めるような事例では、輸出規制

の強固な執行という傾向にある。1998 年に IBM World Trade Corporation（デラウエア

会社）のロシア子会社 IBM East Europe/Asia Ltd.は、BIS 規制に違反してコンピュータ

のハードウェアとソフトウェアをロシアに再輸出したとして、850 万ドルの刑事罰金と 17
万 1,000 ドルの民事罰が科せられた。1998 年 DDTC は、Boeing Co.が同社の Sea Launch
プロジェクトに関してモスクワの RSC Energia とウクライナの KP Yuzhnoye/PO に技術

資料を提供したとして、1,000 万ドルの民事罰を科した。その当時これは、米国武器輸出

管理法（AECA: Arms Export Control Act）違反で過去 高額の民事制裁金であった。そ

のうえ、Sea Launch のパートナー間すべての取引を政府機関が監視できるようにコンピ

ュータ・システムを設置するために 250 万ドルの罰金が費やされた。1999 年 BIS は、Alcoa
が輸出許可を取得せずにジャマイカとスリナムに化学物質を 50 回出荷したとして、75 万

ドルの民事罰を科した。 
 
4.3.2 2000 年以降の罰則 
 

2000 年 6 月、特定の人工衛星関連とミサイル関連の技術支援の一部を中国政府の事業
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体が所有する香港の会社に提供したことに関する 30 回に及ぶ AECA および ITAR 違反の

疑いで、DDTC は 1,300 万ドルの民事制裁金を Lockheed Martin（以前の Martin Marietta 
Astro Space）に科した。これは今までに AECA に基づいて科された民事制裁金の 高額

である。DDTC との「同意」協定に基づいて、Lockheed Martin は次の 4 年間に 500 万

ドルを費やして、遵守と監視について特定の改善策を実施しなければならない。これには

特に国務省と国防総省の代表者が会社の遵守を監視できるようにするコンピュータ支援シ

ステムの開発が含まれている。 
 
 2001 年 11 月 14 日、BIS は 212 万ドルの民事罰を McDonnell Douglas（今は Boeing 
Company の 1 部門である）に科した。罰則は、中華人民共和国（PRC）への工作機械の

出荷と関連する許可申請に関する違反に科することのできる上限であった。「裁定」に関す

る BIS のプレスリリースによれば、輸出執行担当商務次官補マイケル・J.ガルシアは「本

件が示すものは、一旦許可が発行された後は、輸出許可の確保における虚偽の記述と諸条

件の固守について、輸出者が厳格に責任を負うことを商務省が求めていることである」と

述べたという。また企業に対する大陪審の起訴も却下された。 
 
 また McDonnell Douglas の事例でも 4 つの中国企業、China National Aero-Technology 
Import and Export Corporation (CATIC)、CATIC USA、CATIC Supply、TAL Industries
に対して行政告訴と刑事告訴が行われた。TAL Industries は CATIC の米国子会社であり、

CATIC USA と CATIC Supply は CATIC の関連会社である。2001 年 5 月 11 日、これら

4 つの中国企業に対する刑事訴訟と行政訴訟が決着した。刑事訴訟において TAL 
Industries は、輸出規制の重大違反に対して不抗争の答弁（容疑を争わない決定をしたこ

とを意味する）を申し立てて、刑事罰金 100 万ドルの支払いと 5 年間の法人保護観察処分

が申し渡された。BIS の行政手続の裁定の一部として、BIS は TAL Industries に対して

132 万ドルの民事制裁金と 10 年間の輸出拒絶命令を科した。（連邦官報第 66 巻 28419 頁

（2001 年 5 月 23 日））。当局は CATIC、CATIC USA、CATIC Supply の 3 社に 5 年間の

拒絶命令を科したが、特定の条件（例えば、これら 3 社はいかなる輸出違反も犯さないこ

と、米国から輸出されたかもしくは輸出される CCL 品目の発注書を BIS が精査できるよ

うにすることなど）を前提として命令の執行を猶予した。 
 
 2002 年 1 月 10 日米国関税局は、中国の人工衛星 Long March（長征）の爆発防止の支

援に関連して、Space System/Loral が AECA 違反を犯したとされて、記録的な民事制裁

金 2,000 万ドルを支払うことに同意した「裁定」を発表した。この制裁金のおよそ 600 万

ドルは、輸出規制遵守プログラムを改善するために Loral によって使用されなければなら

ない。司法省は Loral の輸出に関する犯罪捜査を中断した。 
 
 Hughes Electronics には、中国の人工衛星長征の発射装置に対する違法支援の疑いで行
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政訴訟が起こされた。Hughes に対する犯罪捜査は途中で中断されたが、国務省は 2002
年 12 月 26 日、Hughes Electronics（“Hughes”）と Boeing Satellite Systems（“Boeing”、
2000 年 1 月 13 日に Hughes Space and Communications を買収した）を 1995 年と 1996
年の輸出違反容疑で正式に告発した。2003 年 3 月 4 日、Hughes と Boeing はまたもや過

去 高額となる 3,200 万ドルでこの問題を解決した。2,000 万ドルは罰金であったが、残

りの 1,200 万ドルは次の 5 年間に Boeing は 600 万ドルを、Hughes は 200 万ドルを費や

して遵守の改善策を講じることを条件として猶予された。 近の ITAR の裁定と同様に、

必要な遵守措置には特別な遵守スタッフの任命、訓練の強化、法務部門による積極的な監

視、ITAR ホットラインの設立、18 ヶ月後の内部監査の実施、その結果の DDTC への報

告、DDTC が監視できるコンピュータ輸出管理システムの確立が含まれる。 
 
 2007 年 3 月、米国政府は ITT Corporation（“ITT”）に 1 億ドルの刑事罰金と一部禁止

措置を科した。米国軍用暗視装置の主要メーカーである ITT は、機密資料を国務省の認可

を受けずにシンガポール、中国、英国に故意に輸出した／輸出させたこと、および武器報

告書を重要事項を削除して提出したことを認めた。ITT はコストを抑えて利益を上げるた

めに、国務省から必要な認可を受けずに、暗視装置の製造を外部に委託した。 
 
 ITT は 1 億ドルの刑事罰金の支払いと大規模な改善実行計画を実施することに同意した。

その他の条件に加えて ITT が少なくとも 5,000 万ドルを投じて、米国軍のために 先端の

暗視技術開発をさらに促進する限り、罰金のうちの 5,000 万ドルは 5 年間猶予された。こ

の取り決めに基づいて、政府は ITT が開発したあらゆる技術を競合する防衛関係の請負業

者と共有する権利を有することになる。 
 
 これは米国の防衛関係の主要請負業者が米国武器輸出管理法違反で刑事上の有罪判決を

受けた 初のケースである。米国の防衛関係の主要請負業者に対する米国政府の以前の捜

査は、結果的には民事上の裁定となっていた。 
 
 国務省は 2007 年 3 月 28 日から ITT 暗視装置の輸出許可の取得と多くの免除の使用を

禁止した。禁止措置は他の ITT の他の部門には適用されない。（連邦官報第 72 巻 18310
頁（2007 年 4 月 11 日））。禁止措置を受けた者は、（技術資料を含む）防衛物資の輸出／

再輸出／一時輸入、防衛関連サービスの供給、ITAR の対象となる仲介業務への参加資格

を失う。国務省から文書による承認を受けない限り、その他の者は禁止措置を受けた者が

関与する輸出／再輸出品／一時輸入／仲介業務に参加してはならない。国務省は、この禁

止措置に対する例外を認めることをケースバイケースで検討する。国務省は米国国家安全

保障と外交政策の利益にとって必要な特定の既存／保留中の承認について既に例外を認め

ている。 
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 ブッシュ政権の輸出執行の厳格化のもう 1 つの表れとして、司法省は 2007 年 6 月に

初の国家輸出規制コーディネータとしてスティーブン・ペラク氏を任命した。司法省は米

国の輸出規制法に関する捜査と訴訟を改善するために新しい役職を作り出した。ペレク氏

は輸出規制事例における司法省検察官の能力と専門知識を高める責任を負い、米連邦検察

局から輸出規制事例について定期的に経過報告を受ける。また彼は司法省と、輸出執行に

関与するその他の法執行機関、許可局、情報機関との間の連携を改善する責任も負う。こ

の新しい役割と FBI が輸出規制にさらなる関心を払っているという 2006 年の発表によっ

て、輸出規制遵守の刑事事件が増加する可能性が高いことが示される。 
 
 近の新輸出管理法導入の試みは窮地に陥っている。これは全般的なアプローチと中華

人民共和国などの特定国の新法体制下での取り扱いについてのクリントン政権とブッシュ

政権間の対立、これに加えて議会指導者との間の対立によるものである。ただし政権と議

会の大多数は、輸出規制と経済制裁の違反に適用可能な民事罰を強化する必要があること

では一致している。それに応じて、2006 年度国防認可法令についての下院レポートには、

国際経済緊急事態権限法（IEEPA: International Economic Emergency Powers Act）の修

正案が含まれている。これは民事罰の 高を 1 万ドルから 25 万ドルに引き上げるもので

ある。ただしこの変更は結局 終法案から消えたが、「2005 年愛国者改正再授権法」（「愛

国者再授権法」）の付帯条項としてわずかに薄められた形で再浮上した。愛国者再授権法の

セクション 402 は IEEPA を改正して、民事罰を 高 1 万ドルから 5 万ドルへ引き上げ、

個人の刑期を 10 年から 20 年に引き上げた。この愛国者再授権法を通じた罰則の引き上げ

には、輸出コミュニティの大部分が驚かされた。これにより民事罰は、国家安全保障規制

品目について失効する前の EAA に基づいて科されるレベル（民事制裁金 10 万ドルの対象

であった）の半分にまで引き上げられることになる。 
 
 これらの変更は EAR 違反に適用される罰則の引き上げを是認することになる。これは

IEEPA によって大統領に与えられた権限に由来する大統領令に従って、現在も有効である。

2006 年 8 月 4 日、BIS は規則を改正して、EAR 違反に関する罰則の強化を実施した。（連

邦官報第 71 巻 44189 頁（2006 年 8 月 4 日）参照）。BIS 職員は、輸出者が遵守責任につ

いて細心の注意を払うようにするための手段として、民事罰の引き上げを長年求めていた

（数年前の彼らの提案は 100 万ドルであった。上院はこれを S.149 において 50 万ドルに

減らした）。 
 
 2007 年 6 月 26 日、上院は満場一致で S.1612（IEEPA「国際緊急経済権限強化法」）を

承認した。これにより IEEPA に基づいて科することのできる民事および刑事罰の上限が

引き上げられる。S.1612 により民事制裁金の上限は違反 1 回あたり 5 万ドルから、25 万

ドルまたは取引額の 2 倍のうちいずれか大きい額に引き上げられ、刑事罰金の上限は違反

1 回あたり 100 万ドルに引き上げられる。この法案は下院に付託され、下院外交委員会が
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現在検討中である。この法案は 2007 年中には立法化される可能性が高い。（罰金のこのよ

うな大幅な増額は、予想される訴訟費用とリスクを大幅に上回る制裁金が提案された場合、

告発された輸出者の行政訴訟を進める意欲の高まりにつながる可能性がある。） 
 
 当局は 2007 年 4 月 24 日の輸出執行法 2007 の法案の一部として、罰則強化を制定する

ように既に議会に要請していた。提示された法案は、2005 年 12 月に当時下院議員であっ

たヘンリー・ハイド（R-IL）が提出して進展がなかった法案（H.R. 4572）に基づいてい

る。大多数は当局の提案を執行希望リストと見ている。これにより罰則が非常に強化され

大幅な自由裁量が保持できるので、当局がより包括的な輸出管理法の制定を迫る動機が弱

くなる可能性がある。提案された輸出執行法では、違反 1 回あたりの民事罰の上限を 50
万ドルまで大幅に引き上げ刑事罰も引き上げる。2007 年 8 月 3 日、クリストファー・ド

ッド上院議員（D-CT）は［当局の提案に基づく］法案（S.2000）を上院に提出した。（ド

ッド上院議員はそれ以前の 2007 年 6 月に S.1612 を上院に提出していた。）当局は S.1612
は当局の提案に影響を与えないと主張するが、S.1612 によって当局の提案が後回しにされ

たのは明らかなように思われる。提案された輸出執行法の少なくとも一部を、S.1612 もし

くは今年中に通過しそうな他の法案に追加する努力を行うことは常に可能である。 
 
 
4.4 米国・リビア関係の緊張緩和と制裁の緩和〔Ben Flowe〕 

 
 ブッシュ大統領は 2004 年 9 月 20 日、リビア制裁規則を科した国家非常事態を終結する

する大統領令 13357 号に署名した（連邦官報第 69 巻 56665 頁（2004 年 9 月 20 日））。

E.O.13357 により禁輸の残りの痕跡が削除された。これにはリビアへ向けた直行便の禁止

とリビアの不動産業者の資産約 13 億ドルの封鎖が含まれる。禁輸の 終的な解除に先だ

って、米国とリビア間のほとんどの取引は、2004 年 4 月 23 日の OFFAC による一般許可

の発行と BIS による実施規則の発行によって自由化された。 
 
 リビアは 2006 年 5 月まで、（1979 年の輸出管理法のセクション 6(j)に従って）米国国

務省のテロ支援国家のリストと、（米国武器輸出管理法（AECA）のセクション 40A に従

って）AT 活動において完全には米国に協力的でない国のリストの両方への記載が示す通

り、米国の一方的な AT 制裁の対象のままであった。上記リストは、AT 理由と武器輸出禁

止によって規制を受ける二重用途品目の輸出規制に必要であった。米国政府高官は 2004
年には、リビアがテロリストからの削除に値するためには、進行中のテロとの戦いに協力

してより良い評価を形成しなければならないであろうと述べた。 
 
 ライス国務長官は 2006 年 5 月 15 日に、1985 年に中断したリビアとの公式の外交関係

を米国は再開すると発表した。国務省はさらにリビアを(a)テロ支援国家指定（連邦官報第
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71 巻 39696 頁（2006 年 7 月 13 日））と(b)AECA セクション 40A の AT 活動において完

全には米国に協力的でない国のリスト、連邦官報第 71 巻 28897 頁（2006 年 3 月 18 日）

から削除するというライス長官の決定を公表した。 
 
 上記と下記に説明するものを除いて、企業は今や（OFAC の許可を取得する必要がなく）、

リビアの事業体とあらゆる種類の契約の開始、購入、商品や技術、サービスのリビアから

の輸入、リビアへの投資、さらには、継続して許可が必要な輸出を除いてリビア政府もし

くはリビアが関心を有するあらゆる取引を開始することができる。米国原産の商品と技術

のリビアへの輸出と再輸出、および米国原産の品目を組み入れた米国以外の品目は、改訂

された通りの輸出管理規制（EAR）を遵守しなければならない。 
 
 BIS は 2006 年 8 月 31 日、EAR の改定を発行した。改定は直ちに発効し、テロ支援国

家のリストからのリビアの削除が実施された。連邦官報第 71 巻 51714 頁（2006 年 8 月

31 日）。主な変更は対テロのみを理由として規制された品目に対する許可要件の削除であ

った。従って AT コラム 1 ボックス、EAR パート 738 のカントリーチャートでリビアに対

する「X」の削除が反映され、リビアに対する許可方針の関連セクションに補足的な変更

が行われる。従って、4A994 コンピュータと 5D992 暗号ソフトウェアなどの品目は、船

籍書類で指示番号“NLR”を使用して、現在は許可不要でリビアに輸出することができる。

対テロ以外の理由によって規制を受ける品目はリビアについては通常の許可要件が保持さ

れるが、拒絶の一般的執行方針の対象としてではなく現在は事案ごとに検討される。 
 

規則によって、リビアはカントリーグループ E:1 から削除された（従って現在は、キュ

ーバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアだけが E:1 にいる）。リビアは許可例外目的の

カントリーグループ D:1 に追加された（リビアは既にグループに入っており、さらにカン

トリーグループ D:2、D:3、D:4 に残っている）。 
 

これにより、リビアは全体としても部分的にも、許可例外 CIV、APP、TMP、RPL、
GOV、GFT、TSU、BAG、AVS、ENC、KMI に対して適格仕向け地である。これによっ

てリビアはイラク、中国、ロシア、その他類似の国と同列に処理されるが、アフガニスタ

ンほどには良好でない。従って例えば 5A002 もしくは 5D002 に基づいて規制される暗号

品目は、ENC 条件を遵守すれば現在はリビアに輸出することができる。変更には、CCL
リストに記載される品目の以下の規制に対する許可要件が保持されている。国家安全保障

（NS）、核拡散防止（NP）、生物化学兵器（CB）、MT、地方の安定化（RS）、犯罪規制（CC）、

暗号（EI）、供給不足（SS）、化学兵器（CW）。上記理由に対する許可の適用は、通常は

事案ごとに精査される。 
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５．日本企業が技術移転を行う上での留意点 
 

企業は、海外への技術移転を行う過程の中で、輸出管理上の様々なリスクを抱えている。

この複雑な輸出規制のリスクを 小限に抑えるためには、企業の特質・性格に応じた独自

の法令遵守プログラムをトップダウン伝達で構築・運用し、効果的且つ効率的に輸出規制

関連法を遵守する必要がある。法令遵守プログラムにおいて も重要な要素の１つは経営

トップによるステートメントであり、企業経営責任者はこのステートメントで適用可能な

輸出規制法を会社が遵守する方針を明確に示さなければならない。企業経営者は、構築し

た法令遵守プログラムを管理・運用するための体制を整備し、輸出規制法の遵守が重要で

あることを全従業員に自覚させる必要がある。また、輸出管理責任者は輸出担当者に輸出

規制遵守手順の重要性を理解させ、他の社員には輸出規制遵守スタッフの注意を喚起でき

るように輸出取引の見分け方を学ばせる必要がある。 
 

法令遵守プログラムの構築にあたっては、グローバル化に伴って世界中から数多くの人

材が流入し、従業員の中には輸出規制の対象となる国籍を有する者が少なくなく、みなし

輸出規制違反を回避するために、こうした外国籍従業員の管理が重要であることを考慮す

る必要がある。〔図表 22〕に示した米国企業の輸出管理システムの例、特にインテル社や

オラクル社の例を見ると、外国籍従業員の管理に重点を置いたコンピュータ・ネットワー

ク管理システムや従業員管理システムを構築しているように、外国籍従業員の管理強化が、

優れた法令遵守プログラムを構築するための大きな要素の１つになっていることが分かる。 
 
外国籍従業員の管理は、規制対象技術の特定に始まり、従業員の国籍情報の収集・管理、

特定技術と国籍情報の照合、従業員のアクセス管理といった手順を踏むこととなるが、こ

れらの中で も注意すべきは従業員の国籍情報の収集・管理である。海外で従業員の国籍

情報を収集する際には、当該国の差別禁止関連法に抵触しないよう細心の注意を払いなが

ら、正確な情報を確実に収集・管理することが必要不可欠だからである。 
 

輸出管理体制の整備にあたっては、まず中央集権型の輸出管理体制か、それとも各部門

に輸出管理権限を委譲する分権型の輸出管理体制のいずれを選択すべきか検討する必要が

ある。米国企業の例で見ると、IBM が中央集権型の輸出管理体制を敷くと共に、ボーイン

グ社は分権型から中央集権型の輸出管理体制に移行した点に注目すべきだろう。企業が輸

出管理体制を構築する場合は、企業が取り扱う技術の種類あるいは事業の特徴などを考慮

し、どのような管理体制が も効果的かつ効率的かを十分に検討し、違反事例を犯さない

良の輸出体制を整備することが望ましい。 
 
輸出管理システムの運用、監視、レビューもまた重要である。優れた法令遵守プログラ

ムを策定し、万全な輸出管理体制を整備したとしても、適切かつ効果的に運用されていな
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ければ何の意味も持たなくなる。企業経営責任者が主導する形で、構築した輸出管理シス

テムを監視すると共に、その運用に問題あるいは改善すべき点があるかどうかを定期的に

レビューして必要に応じて輸出管理システムを見直す必要がある。 
 

〔図表22〕主要米国企業の特徴的な輸出管理例 

業種 企業名 特徴的な輸出管理の例 
インテル ・ 規制対象地域（CC）の国籍を有する従業員に別のドメインを割

り当て、他の地域と区別。 
・ CC と CC 以外の間にファイアウォールを設定、IP 及び特定規制

技術や機密データを保護。 
・ みなし輸出を防止するため、従業員の国籍を把握・管理し、採用・

配置を行う。 
IBM ・ 全世界の輸出管理をネットワーク化し、全社を統括する部門

（ERO）を本社内に設置 
・ 輸出時の許可取得の必要性に応じて、取り扱う技術・ソフトウェ

アを４つのカテゴリーに分類して管理。 

IT 
産業 

オラクル ・ ドメイン制限による子会社や遠隔地からのアクセス管理。 
・ 従業員の身元情報をデータベース化し、雇用から昇進、離職まで

従業員のライフサイクルを通じた身元管理の徹底 
ボーイング ・ 中央集権型から分権型の輸出管理体制に移行（2004 年） 

・ 許可取得案件毎に必要な輸出管理内容を規定した ICP を策定 
航空 
宇宙 
産業 MPC プロ

ダクツ 
・ 民生品を軍事用途として提案する際に、防衛サービス（技術支援）

条項を付け、提供可能なサービスと不可能なサービスを明確化 
素材 
エネ

ルギ

ー 

Conoco 
Phillips 

・ 特定拠点で使用されている全ソフトウェアのリストの作成 
・ 特定拠点のソフトウェア・アクセスが遵守されていることを確認

するための定期的なレビューと確認文書の記録 
・ 他国へ転勤となった全従業員に対するみなし輸出のレビュー 
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６．まとめ 
 

経済のグローバル化の進展に伴って製造拠点の海外移転や技術移転が進む中、企業には

安全保障貿易管理の観点から、技術移転を適切かつ厳格に管理することが求められている。

国際化に伴い従業員の国籍も多様化しており、知らず知らずのうちに規制対象国の従業員

に規制技術を開示して輸出規制違反を犯すリスクが増大しており、技術移転管理を行う上

で従業員の国籍管理が重要なポイントの１つとなっている。情報通信ネットワークが高度

に発展した現在においては、規制対象国の従業員に開示した規制対象技術が瞬く間に世界

中に流出する危険性がある。企業は、こうした点を踏まえて、従業員の国籍管理を徹底さ

せると共に、外国籍従業員によるコンピュータ・ネットワークへのアクセス管理も強固な

ものとする必要があるだろう。 
 

日本企業は、技術移転を行う際に日本の輸出規制だけではなく米国等の輸出規制にも十

分配慮することが求められている。米国は輸出規制違反企業に対する罰則を強化する方向

にあり、日本企業はこうした動きに注意を払いながら、社会的あるいは経済的リスクを回

避するために法令順守プログラムを策定し、確固たる輸出管理体制で運用していくことが

望ましい。 
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