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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、アジアにおける安全保障貿易管理制度に

関する調査研究-インドの輸出管理法制度実態調査-を行いました。本報告書が、わが国企

業による的確な自主輸出管理の一助になるとともに機械産業関連企業の国際化の資として

活用願えれば幸甚であります。 

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

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

第であります。 

 

平成 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 
 

朝鮮半島の核問題、イランの核開発疑惑等、大量破壊兵器等の拡散が国際社会の脅威となる

なか、安全保障貿易管理は、大量破壊兵器等の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積防止に向

けた有効な手段として重要となっている。安全保障貿易管理が適切に行われ効果を発揮するため

には、管理対象となる貨物や役務を、我が国と欧米アジア諸国等が協調して規制することが必要

である。また、我が国機械産業の中核となる先端技術等が国際競争力を正当に発揮するためには、

安全保障貿易管理において、我が国の制度と欧米アジア諸国等の制度が十分な整合性を有する

ことが重要であり、齟齬があれば、我が国機械産業が不利益を被ることになりかねない。 
 

そこで、欧米アジア諸国等の輸出管理制度（法規制・手続き）とその運用実態に関する調査を行

い、年々強化されつつある我が国と欧米アジア諸国等の輸出管理制度の改正状況について比

較・分析を行い、両者の調和を図るべき点を明確化し、我が国輸出管理当局並びに国際輸出管

理レジームに提言することにより、海外に広く事業展開する我が国機械産業が、国際競争におい

て不利益を被ることない法制度を構築する必要がある。 
 

数ある国の中でも経済成長を遂げる BRICs の一つとして近年注目を集め、日本企業の進出も

加速しつつあるインドは、米印間のハイテク製品貿易に関する合意を背景に、2000 年から輸出管

理強化策（Third Inter-Agency Process）による規制品目リスト（SCOMET）の拡充及び法制度

(The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems  (Prohibition of 
Unlawful Activities)ACT, 2005)の整備を進めている。 
 

しかし、日米の懸念企業リストには多数のインド関連企業が依然として掲載されており、インドと

取引を行う企業あるいはインドに進出する企業には注意が必要となっている。本調査では、こうした

現状を踏まえ、最新のインドの輸出管理法制度の実態について調査を行い、その現状と課題を把

握し、インドに進出する企業が留意すべき点を明らかにすることを目的としている。なお、調査に当

たっては、専門機関等より情報を収集しながら、我が国の輸出規制内容の適正化及び国際的調和

に資する報告書を作成した。 
 
２．調査内容 
 

インドの輸出管理は、武器法（1959 年）による軍用品の輸出規制に遡る。その後、原子力法

（1962年）で核関連品目を、麻薬・向精神性物質法（1985）で化学物質、環境（保護）法（1986年）

で生物を、1992 年外国貿易（促進および規制）法でデュアル・ユース品目を、化学兵器禁止条約

（CWC）法（2000 年）で化学物質をそれぞれ輸出規制するなど、個別の法律で段階的に輸出規制

を強化してきた。2002 年以降は、原子力基本法を改正するなど国家レベルで輸出管理関連法の

整備を継続的に実施し、2003 年には「特殊化学、有機体、材料、機器類及び技術（Special 
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Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies）」の統一リスト（SCOMET
リスト）を策定した。2005 年には国連安全保障理事会決議 1540 に基づく自国の義務遂行をも加

味して大量破壊兵器（WMD）及び運搬システム法〔以下 WMD 法と呼ぶ〕を導入した。 
 

こうした法制度の整備により、インドは先進国と同等の輸出管理制度を有していると主張している

が、その運用面には問題があるとの見方がある。本調査では、こうした点を踏まえながら、以下の項

目について調査分析を行い、インドの輸出管理制度の現状と課題を明らかにした。 
 
（１）インドの法制度の概要 
（２）インドの輸出許認可制度と手続きの概要 
（３）インドにおける対外貿易の現状と機微技術の調達活動 
（４）インドの輸出管理制度運用の問題点 
（５）米国政府の対印輸出管理 
 
３．調査の結果と得られた結論 
 

インドは、1992 年外国貿易（促進および規制）法（FTDR）で核を含む全てのデュアル・ユース

品目の輸出管理を規定すると共に、SCOMET リストと呼ばれる輸出規制品目のリストを作成し、

WMD 法ではキャッチオール規制を導入するなど先進国並みの輸出管理制度を導入している。し

かし、1)包括規制が導入されていないなど輸出管理システムそのものに不備がある、2)審査に携

わる職員の教育・訓練が不十分である、3)このため、税関職員の能力不十分が原因で不正文書な

どを見抜けないことがあるなど審査能力に問題がある、4)エンド・ユーザ等の確認が不十分である、

5)罰則が不十分である、といった問題があることも明らかとなった。 
 
こうしたインドの輸出管理システムの問題点は、米国の働きかけ等もあって改善される傾向にあ

る。米国では、BIS がインドの懸念企業リストの削減に動き出す一方、2008 年 2 月末に実施された

米印ハイテク協議では、米国が防衛、バイオテクノロジー、IT 技術、ナノテクノロジーの各ハイテク

分野でインドへの技術移転等の協力を行うことで合意した。 
 
現在あるいは今後インドに進出する企業は、インドでは正式な手続きを踏んで輸出許可を取得

したとしても違反を犯したとして米国などから摘発されるリスクが付きまとう可能性がある一方で、イ

ンドの輸出管理システムが改善傾向にあり、米国の対印輸出規制も緩和されつつあるといったこと

も考慮すべきだろう。インド進出企業には、インドの輸出管理政策及び米国の対印輸出管理政策

などの動きに注意を払いながら、厳格かつ慎重な輸出管理システムを構築・運用していくことが望

ましいといえる。 
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各論 
 
１．インドの輸出管理制度の概要 
 

1.1 インドの WMD 拡散関係史とインドの輸出規制関連法の変遷 

 
インドは、1947 年に分離独立した直後からカシミール地方の領有権を巡ってパキスタンとの戦

争（第一次印パ戦争）に突入、1949 年に国連の仲介によって停戦したものの、その後も印パ両国

の紛争が絶えることは無かった。インドはパキスタンと対立する一方で、国境を巡って中国とも対立、

1959 年には中国との国境紛争に突入した。インドは、このように隣国と対立し続ける一方で、武器

の拡散を防ぐべく 1959 年に武器法を、1962 年には武器規則をそれぞれ制定し、武器の輸出規

制に乗り出した。 
 
インドは独立以前の1940年代から核の研究に着手していたが、中印国境紛争が終了した1962

年には原子力法を制定し、核物質の輸出を規制するようになった。インドは当初、原子力の利用を

平和目的に限定する姿勢を示していたが、1964 年に中国が核実験を実施すると核兵器の開発に

も目を向けるようになる。 
 
1965 年～1966 年の第二次印パ戦争、1971 年の第三次印パ戦争とパキスタンと度重なる戦争

を繰り広げたインドは、1971 年にソ連と平和友好協力条約を締結するなどソ連との関係を深める

一方で、核兵器の開発を進め、1974 年 5 月にインド初の核実験（地下核実験）を行った。1970 年

の核不拡散条約（NPT）の発効後に実施されたこの実験は、原子力供給国会合（NSG）による輸

出管理を誘引するものとなった。 
 

1980 年代に入ると、インドは核兵器に使用可能なプルトニウムの再処理能力を有するようになり、

1983 年には、インドの国防研究開発機構（DRDO）が統合誘導ミサイルの開発に着手するなど核

開発を進める一方、核を搭載・運搬するミサイルの開発も積極的に進めるようになる。このような中、

イラン・イラク戦争による化学兵器の使用を契機として 1985 年に化学製剤原料の輸出を規制する

オーストラリアグループ（AG）が発足した。インドは AG に参加しなかったものの、麻薬・向精神性物

質法で化学物質の輸出を規制するようになった。更に 1986 年には環境(保護)法で生物物質の輸

出も規制するようになった。 
 

1990 年代に入り、冷戦終結あるいはソ連の崩壊など世界の勢力構造が大きく変わる中、インド

は 1992 年に外国貿易（促進・規制）法を導入して本格的な輸出管理に取り組む一方で、核開発を

更に進め、1998 年に同国２度目となる核実験を行った。この実験は、世界各国の反発を招き、国

連安保理など様々な場で、NPT・包括的核実験条約への即時無条件加盟、核兵器開発中止等を

要請する決議が採択された。インドはこうした国際世論に屈しなかったため、日米などから経済制

裁を受けることとなった。しかし、2001 年の米国での同時多発テロ後に対印制裁が解除されると、

米国とインドは急接近し、2007 年には米印原子力協力協定で合意するに至った。米印の接近に



 - 4 -

伴い、2003 年には輸出規制リストである SCOMET リストが策定され、2005 年には大量破壊兵器

(WMD)及び運搬システム法でキャッチオール規制が規定されるなどインドの輸出管理システムは

徐々に整備されて今日に至っている〔図表 1〕。 
 

〔図表1〕インドの WMD 拡散関係史とインドの輸出規制の変遷 

インドの WMD 拡散関係史 インドの輸出規制の変遷 
1947 年：インド独立 
1947-49 年：第一次印パ戦争 
1948 年：印、原子力委員会（AEC）設立 
1954 年：印、原子力エネルギー省設立 
1959-62 年：中印国境紛争 
 
 
1964 年：中国が核実験を実施。 
1964 年：印、核兵器に使用可能なウランを抽出 
1965 年前半：印、核兵器の設計開始 
1965-66 年：第二次印パ戦争 
 
1970 年：核不拡散条約（NPT）発効 
1971 年：印、ソ連と平和友好協力条約を締結 
1971 年：第三次印パ戦争 
1971 年後半：印、核兵器の基本設計を完了 
1972 年：印、核兵器を完成 
     ⇒核実験施設建設に向け探査開始 
1974 年 5 月：インド初の核実験（地下核実験） 
1975 年：生物兵器禁止条約（BWC） 
1977 年：NSG ロンドン・ガイドライン発足 
 
1983 年：印国防研究開発機構（DRDO）、統合誘

導ミサイル開発計画に基づきミサイル開発を開始 
1985 年：オーストラリア・グループ発足 
 
1987 年 ： ミ サ イ ル 関 連 機 材 ・ 技 術 輸 出 規 制

（MTCR） 
1989 年：印中距離ミサイル・アグニの試験発射成

功 
1990 年代初め：冷戦終結 
 

（1947 年輸出入管理法） 
 
 
 
1959 年：武器法 
1962 年：武器規則 
1962 年：原子力法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1985 年：麻薬・向精神性物質法 
1986 年：環境(保護)法 
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1992 年：化学兵器禁止条約（CWC） 
 
1995 年：NPT の無条件、無期限延長が決定 
1998 年：印、５つの核実験を実施 
1999 年：印パのカールギル戦争 
2000 年 3 月：クリントン米大統領訪印 
2000 年 10 月：印露戦略的パートナーシップ 
2003 年：インドの核原則を発表 
 
2005 年：印米核協力宣言 
 
2006 年：ブッシュ米大統領訪印 
2007 年：米印原子力協力協定に合意 

1992 年：外国貿易（促進および規制）法

（FTDR） 
 
 
 
2000 年：化学兵器禁止条約(CWC)法 
 
2003 年："特殊化学品・微生物・物質・機器

・技術リスト（SCOMET）" 
2005 年：SCOMET リストの改定 
2005 年：大量破壊兵器(WMD)及び運搬

システム法 
 

 
 

1.2 インドの輸出管理関連法と規制対象品目の概要 

 
インドの輸出規制は、武器法（1959 年）と武器規則（1962 年）による軍用品の輸出規制に始まり、

原子力法（1962 年）で核関連品目、麻薬・向精神性物質法（1985）で化学物質、環境（保護）法

（1986 年）で生物物質、化学兵器禁止条約（CWC）法（2000 年）で化学物質についてそれぞれ輸

出が規制されるなど、個別の法律で段階的に規制が強化されてきた。 
 
包括的な輸出管理規制が導入されたのは 1992 年に導入された外国貿易（促進および規制）法

からで、同法により、デュアル・ユース品目の輸出が規制されるようになった。2002 年以降は、原子

力基本法を改正するなど国家レベルで輸出管理関連法の整備が継続的に実施され、2003 年に

「特殊化学、有機体、材料、機器類及び技術」の統一リスト（SCOMET）が策定されている。2005
年には国連安全保障理事会決議1540に基づく自国の義務遂行をも加味して同国初のキャッチオ

ール規制や再移転規制、みなし輸出規制など新たな規制を盛り込んだ大量破壊兵器（WMD）及

び運搬システム法が導入された。なお、これらインドの輸出関連法と規制対象品の関係をまとめる

と〔図表 2〕のようになる。 
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〔図表2〕インドの輸出管理関連法と規制対象品 

核
関連

生物
関連

化学
関連

ﾐｻｲﾙ
関連

その他

武器法 1959年 ○

武器規則 1962年 ○

原子力法 1962年 ○

施行規則

1985年 ○

環境(保護)法 1986年 ○

化学兵器禁止条約(CWC)法 2000年 ○

1992年

外国貿易政策（2004-2009年） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ITC (HS)

2003年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2005年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

大量破壊兵器(WMD)及び運搬システム法 2005年 ○ ○

その他法律、政令 - ○ ○ ○ ○ ○ ○

施行年

規制対象品目

武器
関係

大量破壊兵器関連汎用品 通常兵器
関連

汎用品

外国貿易（促進および規制）法（FTDR）

特殊化学品・微生物・物質・機器
・技術リスト（SCOMET）

法制度

麻薬・向精神性物質法

 
 



 - 7 -

1.3 武器法〔1959 年〕 

 
1959 年の武器法は、軍用品の輸出管理について規定しており 、以下のように６つの章で構成

されている。輸出許可については、「第２章 武器及び弾薬の入手、所有、製造、販売、輸入、輸

出及び輸送」の「§10 武器などの輸入及び輸出許可」に規定されている1。 
 
〔武器法 1959 の構成〕 
Chapter I (Preliminary)  

（第１章 序文） 
Chapter II (Acquisition, Possession, Manufacture, Sale, Import, Export & Transport of Arms 
and Ammunition) 

（第２章 武器及び弾薬の入手、所有、製造、販売、輸入、輸出及び輸送） 
Chapter III (Provisions relating to licences) 

（第３章 許認可関連条項） 
Chapter IV (Powers and Procedures) 

（第４章 権限と手続き） 
Chapter V (Offences and Penalties) 

（第５章 違反と罰則） 
Chapter VI (Miscellaneous) 

（第６章 その他） 
 

また、1962 年には次のような 64 項目からなる武器規則が策定された。インドでは、これら武器法

と武器規則に基づいて武器の輸出が規制されている。 
 
〔武器規則 1962 の構成〕 
1.Short title  
2.Interpretation  
3.Classification of arms or ammunition  
4.Licensing authority and forms of licenses  
5.Appellate authorities  
6.Reasons to be communicated to the appellate authority in certain cases  
7.Direction and control over licensing authorities  
8.Restriction in granting licences for acquisition, possession or carrying of arms or 
ammunition of category I  
9.Copies of licences of categories I and II to be sent to certain authorities  
10.Possession of arms or ammunition for certain purposes to include use thereof  
11.Restriction may be imposed by Central Government  
12.[Omitted]  
13.Of retainers  
14.Licences for protection of crops and cattle  
15.Licence for target practice  
16.Age limit for training and target practice  
17.Traveler's (temporary) licence  
18.Application of Sec. 4 of the Act  

                                                  
1武器法第 II 章第 5 条。テキストは Gun Accessory のウェブサイト、http://gunaccessory.com/laws で入手可能。 
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19.Arms other than fire-arms  
20.Manufacture, conversion, shortening, repair, test, sale, etc., of arms or ammunition  
21.Conversion, repair, test, sale, etc.  
22.Proof-testing of firearms  
23.Licensing authorities to furnish information to the District Magistrate  
24.Sale or keeping for sale certain arms and ammunition  
25.Identification marks on firearms  
26.Records of transactions in arms and ammunition  
27.Inspection of premises, stock and record  
28.Restrictions upon import or export for re-import of arms or ammunition  
29.Import by sea or air  
30.Vessels entering the territorial waters of India  
31.Import by land or river of arms and ammunition  
32.Bringing of arms or ammunition into India by "bona-fide" tourists  
33.Of exports  
34.Export by land or river of arms and ammunition  
35.Export and re-import of arms and ammunition by sea or air  
36.Arms or ammunition to be delivered to Customs Collector in certain cases  
37.Prohibition of transport of arms and ammunition  
38.Transport of arms or ammunition  
39.Licence for import, transport, and re-export of arms and ammunition  
40.Scrutiny by authorities of consignment containing arms and ammunition  
41.Production and delivery of licence for import/export/transport  
42.Import, transport and export of arms and ammunition for the Government of Nepal or 
the King of Nepal  
43.Transport of arms from any place in Nepal to any other place in Nepal through Indian 
Territory  
44.Transit licences for bona fide travelers  
45.Licence to keep in custody arms and ammunition  
46.Deposit of arms and ammunition under Sec. 21  
47.Deposit of arms and ammunition for safe custody otherwise than under Sec. 21  
48.Records and returns of the articles deposited  
49.Inspection  
50.Previous consent in certain cases  
51.Application for licence    51.  -A.  
52.Form of licences  
53.Variation of conditions of licences  
54.Renewal of licence  
55.Appeal against the order of a licensing authority or an authority suspending or revoking 
a licence under Sec. 17 (6)  
56.Procedure to be followed by the appellate authority  
57.Fees payable for licences  
58.Fee payable for copies and duplicates  
59.Fee payable on a petition for appeal made under Sec. 18 (1)  
60.Collection of fees  
61.Dealers to maintain registers, etc. in certain case6-  
62.Production of licences  
63.Production of arms  
64.Savings 
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1.4 原子力法〔1962 年〕 

 
1962 年の原子力法は、以下に示すように 32 のセクションで構成される。同法及びその施行規

則は、指定する物質、機器、これらから得ることが可能なその他の品目及び原子力の生産、開発、

利用または関連研究のために設計された施設をインド政府の許可を得ずに輸出することを禁止2し

ている。 
 
〔インド原子力法 1962 の構成〕 
1. Short title, extent and commencement 
2. Definition and Interpretation 
3. General Powers of the Central Government 
4. Notification of discovery of Uranium or Thorium 
5. Control over mining or concentration of substances containing uranium 
6. Disposal of Uranium 
7. Power to obtain information regarding materials, plant or processes 
8. Power of entry and inspection 
9. Power to do work for discovering minerals 
10. Compulsory aquisition of rights to work minerals 
11. Compulsory aquisition of prescribed substances, minerals and plants 
12. Compensation in case of compulsory aquisition of a mine 
13. Novation of certain contracts 
14. Control over production and use of atomic energy 
15. Requisitioning of any substance for extracting uranium or plutonium 
16. Control over radioactive substances 
17. Special Provisions as to safety 
18. Restriction on disclosure of information 
19. Prevention of entry into prohibited areas 
20. Special provision as to inventions 
21. Principles relating to payment of compensation 
22. Special provisions as to electricity 
23. Administration of factories Act, 1948 
24. Offences and Penalties 
25. Offences by companies 
26. Cognizance of offences 
27. Delegation of Powers 
28. Effect of other laws 
29. Protection against action taken in good faith 
30. Power to make rules 
32. The Atomic Energy Act, 1948 is hereby repealed. 
 
 

                                                  
2 原子力法§14。テキストはインド原子力規制委員会のウェブサイト、

http://www.aerb.gov.in/t/actsrules/atomicenergyact_1962.htm で入手可能。 
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1.5 環境(保護)法〔1986 年〕 

 
1986 年環境(保護)法は、以下のように４つの章で構成されており、人間、その他の動物、植物、

微生物、財産または環境に害を及ぼしかねない物質の輸送・移転にかかる手続を策定する権限を

政府に与えている3。 
 
〔環境(保護)法の構成〕 
CHAPTER I  PRELIMINARY  

（第１章 序文） 
1.SHORT TITLE, EXTEND AND COMMENCEMENT  
2.DEFINITIONS 
 
CHAPTER II  GENERAL POWERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT  

（第２章 中央政府の権限） 
3. POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO TAKE MEASURES TO PROTECT AND 
IMPROVE ENVIRONMENT  
4. APPOINTMENT OF OFFICERS AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS 
5. POWER TO GIVE DIRECTIONS 
6. RULES TO REGULATE ENVIRONMENTAL POLLUTION 
 
CHAPTER III  PREVENTION, CONTROL, AND ABATEMENT OF ENVIRONMENTAL 
POLLUTION  

（第３章 環境汚染の防止、管理、軽減） 
7. PERSONS CARRYING ON INDUSTRY OPERATION, ETC., NOT TO ALLOW 
EMISSION OR DISCHARGE OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS IN EXCESS OF THE 
STANDARDS  
8. PERSONS HANDLING HAZARDOUS SUBSTANCES TO COMPLY WITH 
PROCEDURAL SAFEGUARDS 
9. FURNISHING OF INFORMATION TO AUTHORITIES AND AGENCIES IN CERTAIN 
CASES 
10. POWERS OF ENTRY AND INSPECTION 
11. POWER TO TAKE SAMPLE AND PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN 
CONNECTION THEREWITH 
12.ENVIRONMENTAL LABORATORIES 
13. GOVERNMENT ANALYSTS 
14. REPORTS OF GOVERNMENT ANALYSTS 
15. PENALTY FOR CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE ACT AND THE 
RULES, ORDERS AND DIRECTIONS 
16. OFFENCES BY COMPANIES 
17. OFFENCES BY GOVERNMENT DEPARTMENTS 
 
CHAPTER IV  MISCELLANEOUS  

（第４章 その他） 
18. PROTECTION OF ACTION TAKEN IN GOOD FAITH 
19. COGNIZANCE OF OFFENCES 

                                                  
3 環境（保護）法§2 および§3。テキストは環境法アライアンスのウェブサイト、

http://www.elaw.org/resources/text.asp?id=1911 で入手可能。 
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20. INFORMATION, REPORTS OR RETURNS 
21. MEMBERS, OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE AUTHORITY  
CONSTITUTED UNDER SECTION 3 TO BE PUBLIC SERVANTS 
22. BAR OF JURISDICTION 
23. POWERS TO DELEGATE 
24. EFFECT OF OTHER LAWS 
25. POWER TO MAKE RULES 
26. RULES MADE UNDER THIS ACT TO BE LAID BEFORE PARLIAMENT 
 
 

1.6 外国貿易（促進および規制）法(第 22 号)(FTDR) 〔1992 年〕 

 
1992 年外国貿易（促進および規制）法（FTDR）は、1992 年 8 月 7 日に施行された輸出入貿易管

理の基本法で、(核を含む)全てのデュアル・ユース品目の輸出管理を規定し、違反行為に対する

民事罰を定めている。 
 
〔1992 年外国貿易（促進および規制）法（FTDR）の構成〕 
Chapter I: Preliminary  

（第Ⅰ章 序文） 
1. Short title and commencement: 

（簡略名称と発効） 
2. Definitions 

（定義） 
 
Chapter II: Power of Central Government to make Orders and Announce Export and Import 
Policy 

（第Ⅱ章 命令を定め、輸出及び輸入の政策を公示するための中央政府の権限） 
3. Powers to make provisions relating to imports and exports: 

（輸入と輸出に関連する規定を定める権限） 
4. Continuance of existing Orders: 

（既存の命令の継続） 
5. Export and Import Policy: 

（輸出と輸入の政策） 
6. Appointment of Director General and his functions: 

（総裁の任命とその役割） 
 
Chapter III: Importer-Exporter Code Number and Licence 

（第Ⅲ章 輸出入業者コード番号とライセンス） 
7. Importer-Exporter Code Number 

（輸出入業者コード番号） 
8. Suspension and Cancellation of Importer-Exporter Code Number : 

（輸出入業者コード番号の停止及び取消） 
9. Issue ,suspension and cancellation of Licence : 

（ライセンスの交付、停止及び取消） 
 
Chapter IV: Search, Seizure, Penalty and Confiscation 

（第Ⅳ章 捜索、押収及び罰則） 
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10. Power relating to search and seizure: 
（捜索と押収に関連する権限） 

11. Contravention of provisions of this Act, Rules, Orders and Export and Import Policy: 
（この法律の規定、規則、命令及び輸出入政策の違反） 

12. Penalty or confiscation not to interfere with other punishments : 
（他の罰則と抵触しない罰金又は押収） 

13. Adjudicating Authority 
（裁定機関） 

14. Giving of opportunity to the owner of the goods, etc: 
（物品等の所有者への機会の提供） 

 
Chapter V: Appeal and Revision 

（第Ⅴ章 上訴と修正） 
15. Appeal: 

（上訴） 
16. Revision: 

（修正） 
17. Powers of Adjudicating and other Authorities : 

（他の公的機関を裁定する権限） 
 
Chapter VI: Miscellaneous 

（雑 則） 
18. Protection of action taken in good faith: 

（誠実に実施された措置の保護） 
19. Power to make rules: 

（規則を作成する権限） 
20. Repeal and savings: 

（廃止と除外） 
 

FTDR は、インド政府による輸出管理権限の根拠となっており、インド政府が官報で公示した上

で、全ての、又は特に定めるものの輸出を禁止、制限、またはその他の手段において規制できると

している4。また、官報に公示することにより輸出入政策を策定、また改訂する権限を与えている5。

商工省外国貿易局は、インド政府の輸出入政策の策定および執行につき、助言をする6。 
 

1993 年貿易令（Order, 1993）では、除外品目、除外事項等が規定され、1993 年貿易規則

（Rules, 1993）では、ライセンス手続き等が規定された。 
 

インドでは、このような法令を実施する際には、“Policy（政策）”を定めて官報に公表している。

FTDR は第 5 条で政策策定権を規定しており、これに基づいて外国貿易政策(2004 年-2009 年)
が策定された。同政策は、人間、動物または植物の生命または健康の保護、放射性物質およびそ

れから得られる物質の管理、武器、弾薬等の不正取引の防止7等を理由に、外国貿易を制限する

                                                  
4 FTDRA 第 II 章第 3 条(2) 
5 FTDRA 第 II 章第 5 条 
6 FTDRA 第 II 章第 6 条(2)。 
7 外国貿易政策 2004-2009、第 II 章§2.6 
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権限を商工省外国貿易局に与えている。 
 

なお、ライセンスの拒絶、訂正、停止は、付属文書 39B に規定されている。 
 
【付属文書 39B に規定されているライセンスの拒絶、訂正、停止条文】 
7. ライセンスの拒絶 
 
(1) 総裁又はライセンス交付機関は次の場合には書面に記録されるべき理由によりライセンスの

交付又は更新を拒絶することができる。 
(a) 申請人が関税又は外国為替に関連する法律に違反している。 
(b) ライセンスの申請書が同規則の規定を実質上遵守していない。 
(c) 申請書又はそれを裏付けるのに使用される書類に虚偽もしくは詐欺又は誤解を招く記載が含

まれている。 
(d) 特別機関又は専門機関によって物品の輸出もしくは輸入及びその流通を一本化することが中

央政府によって決定されている。 
(e) 同法又はそれに基づく規則と命令に基づきその時点で申請人に対する訴訟が係属中であ

る。 
(f) 申請人がパートナーシップ法人の業務執行パートナーであるか、かつてそうだった、又は私的

有限会社の取締役役であるか、かつてそうだった場合に、同法又はそれに基づく規則と命令に基

づきその時点で訴訟が係属中の当該会社に対する支配権を有している。 
(g) 申請人が同法に基づき課せられている罰金を支払わない。 
(h) 申請人がライセンスを改竄している。 
(i) 申請人又はその同意による申請人の代理人もしくは従業員が他のライセンスを取得する目的

で不正又は詐欺行為の当事者になっている。 
(j) 申請人が同政策の規定に従うライセンスについて資格を持たない。 
(k) 申請人が総裁又はライセンス交付機関によって要求される書類を提出しない。 
(l) 輸入ライセンスの場合に、その目的に外国為替が利用できない。 
(m) 同政策の規定に基づき申請人によって正式に権限を付与された者以外の者によって申請書

が署名されている。 
(n) 申請人が自らの輸出に関連して虚偽、詐偽もしくは誤解を招く記載又は虚偽、捏造もしくは改

竄された書類に基づき、登録輸出業者に認められる現金補償支援、関税の払戻し、現金支援給

付、又は中央政府や中央政府から権限を付与された機関からの他の類似の給付金を取得しようと

企てていたか、既に取得している。 
 
(2) (1)項に基づくライセンスの拒絶が同法に基づきライセンス交付機関によって申請人に対して

行われる他の措置を損なってはならないものとする。 
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8. ライセンスの訂正 
ライセンス交付機関は自らの申立て又はライセンス取得者による申立てにより、必要な方法でライ

センスを修正したり、ライセンスにおける誤りや脱漏を訂正することができる。 
 
9. ライセンスの停止 
 
(1) 総裁又はライセンス交付機関は書面での命令により、次の者に交付されているライセンスの効

力を停止することができる。 
(a) 1974 年の外国為替保全及び密輸の防止に関する法律（1974 年の第 52 号）の規定に基づき

拘留命令が発布されている者 
(b) (a)項に言及される者がパートナー、常勤取締役又は業務執行取締役のいずれかに該当する

場合のパートナーシップ法人又は私的有限会社。但し、拘留命令が次の各号に該当する場合、

前述の者又は事情によりパートナーシップ法人や会社について停止命令はその効力を失うものと

する。 
(i) 1974 年の外国為替保全及び密輸の防止に関する法律（1974 年の第 52 号）の第 9 条の規定

が適用されない拘留命令であって、同法の第 8 条に基づき諮問委員会の報告書において、又は

諮問委員会の報告書の受領前もしくは諮問委員会に対する付託前に破棄されている。 
(ii) 1974 年の外国為替保全及び密輸の防止に関する法律（1974 年の第 52 号）の第 9 条の規

定が適用される拘留命令であって、同法の第 9 条(2)項と一緒に解釈される第 8 条に基づき諮問

委員会の報告書において、又は当該報告書の受領前に破棄されている。 
(iii) 管轄裁判所によって破棄されている。 
 
(2) 総裁又はライセンス交付機関は書面での命令により、規則 10 に基づきライセンスの取消手続

きが開始されている場合に同規則に基づき交付されているライセンスの効力を停止することができ

る。 
 
10. ライセンスの取消 
 
総裁又はライセンス交付機関は次の場合には書面での命令により同規則に基づき交付されている

ライセンスを取り消すことができる。 
(a) ライセンスが詐欺、事実の隠蔽又は不実表示によって取得されている。 
(b) ライセンス取得者がライセンスの条件のいずれかに違反している。 
(c) ライセンス取得者が何らかの方法でライセンスを改竄している。 
(d) ライセンス取得者が関税や外国為替に関連する法律又はそれらに関連する規則や規定に違

反している。 
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1.7 化学兵器禁止条約(CWC)法〔2000 年〕 

 
2000 年化学兵器禁止条約(CWC)法では、CWC が定める付表 1 及び付表 3 で規制される毒

性のある化学品や前駆物質の輸出は、これが輸出管理法及び関連命令、政府の外国貿易政策に

基づいて行われる場合を除いて禁止されている8。 
 
〔2000 年化学兵器禁止条約(CWC)法の構成〕 
CHAPTER 1  PRELIMINARY 

（第１章 序文） 
CHAPTER II  ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL AUTHORITY AND ITS 
POWERS AND FUNCTIONS 

（第２章 国の権力、権限、機能の確立） 
CHAPTER IV  REGISTRATION OF PERSONS AS PRODUCERS, USERS, ETC. 

（第４章 生産者、ユーザー等の登録） 
CHAPTER V  INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND FORFEITURE 

（第５章 検査、捜索、押収と没収） 
CHAPTER VI  OFFENCES AND PENALTIES 

（第６章 違反と罰則） 
CHAPTER VII  MISCELLANEOUS 

（第７章 その他） 
（注）CHAPTER Ⅲは本文に掲載されていない。理由は不明 
 
 

1.8 統一輸出管理品目リスト（SCOMET）の制定〔2003 年〕 

 
インドの輸出管理関連法制度は、分野(核、化学、生物)ごとに個別に規制がなされてきたが、

2002 年以降に輸出管理法制度の整備が行われ、2003 年には“特殊化学品、生物、素材、機器

及び技術(SCOMET)リスト”と呼ばれる統一輸出管理品目リストが制定された。 
 

インドでは長らく、輸出規制対象のデュアル・ユース品目が各法令に分散していたが、1995 年

に、これら品目を単一のリストに統合した「特殊材料、機器類及び技術リスト（SMET リスト）」が策定

された。その後、更に品目を追加・修正して現在の「特殊化学、有機体、材料、機器類及び技術」リ

スト（SCOMET9）に至っている〔図表 3〕。 
 

                                                  
8 化学兵器禁止条約法§17。テキストはインド化学品・石油化学品局ウェブサイト、

http://chemicals.nic.in/cwc-act2000.pdf で入手可能。 
9 SCOMET: Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies 
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〔図表3〕SMET リストと SCOMET リストの組織・構造の対比 

 
（出所）「Export Control System in India」アジア輸出管理セミナー2007 

 
SCOMET リストは、輸出政策の一部として ITC (HS)10と呼ばれるインド関税分類（統一システ

ム）の輸出入品目分類の別表２付属文書３で規定されているもので、輸出許可なしには輸出できな

い11。同リストの内容12は、〔図表 4〕に示す通り、原子力供給国グループ(NSG)やミサイル技術管

理レジーム(MTCR)の定める輸出管理リストと一致している。しかし生物化学兵器関連を管理する

オーストラリア・グループ(AG)や、ワッセナー・アレンジメント(WA)両レジームの定める輸出管理リス

トとは、完全には一致しておらず、不十分な点も見受けられる13。 
 

                                                  
10 Indian Tariff Classification (Harmonized System)．インド関税分類（統一システム）－2004 年－2009 年

輸出入物資 ITC(HS)分類－の付則 2 付属 3。http://dgftcom.nic.in/exim/2000/not/not05/not1505.htm で入

手可能。 
11 外国貿易政策 2004-2009、第 II 章§2.7 
12 SCOMET リストの概要は外国貿易部、「SCOMET 物資：デュアルユース物資・技術の輸出に関するインドの規

制制度」、http://dgft.delhi.nic.in/で入手できる。 
13 Seema Gahlaut および Anupam Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、ジョージア大学

国際貿易安全保障センター：2005 年 6 月、p. 13。また、Seema Gahlaut、インドの輸出管理政策：政治的コミッ

トメント、制度的機能および拡散防止の実績、ジョージア大学国際貿易安全保障センター：2005 年、p. 4、

http://www.uga.edu/cits/documents/pdf/Briefs/Indian%20XC%20Brief%20Final.pdf 
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〔図表4〕SCOMET のカテゴリー分類表 
 
カテゴリー0： 核材料ならびに汎用核材料、機器および技術 
0A001 から 0A012－所定の物質； 
0B001 から 0B009－所定の機器類 
 
カテゴリー1： 毒性化学剤その他の化学品 
1A1 から 1A12－化学品禁止品目（附則 II）； 
1B1 から 1B14－CWC に加盟している国に対してのみ許可される品目（附則 II）； 
1C1 から 1C17－CWC に加盟していない国に対してのみ規制される品目（附則 III）及び特定の要件

に基づき CWC に加盟している国に対してのみ許可される品目 
 
カテゴリー2： 微生物および毒素 
2A001 から 2A028－バクテリア； 
2B001 から 2B005－菌類； 
2C001 から 2C016－寄生生物； 
2D001 から 2D053－ウィルス； 
2E001 から 2E004－リケッチア； 
2F001 から 2F017－毒素； 
2G001 から 2G024－植物性病原体； 
2H001 から 2H002－遺伝子組み替え生物 
 
カテゴリー3： 特殊材料、材料加工機器、および関連技術 
3A001 から 3A010－特殊材料； 
3B001 から 3B014－材料処理機器及び関連技術； 
3C－予備； 
3D001 から 3D003－化学品及び生物材料製造及び取扱い機器並びに施設 
 
カテゴリー4： カテゴリー0 の下で規制されないその他の核関連機器および技術 
 
カテゴリー5： 航空宇宙材料、システム、機器および関連技術 
5A001 から 5A003－材料 
5B001 から 5B005－機器類及びシステム 
5C001 から 5C005－テスト機器 
5Da から 5Dg－有人航空機、航空機エンジン、関連機器及び技術 
5Eaから 5Ec－無人航空輸送車及び関連機器類並びに構成部品（軍事用に特殊デザイン又は特殊改

変後のもの）； 
5F－超軽量航空機及び動力付「ハングライダー」； 
 
カテゴリー6： 予備 
 
カテゴリー7： 電子機器、コンピュータ、情報セキュリティを含む情報技術 
7A－エレクトロニクス； 
7B－予備； 
7C001 から 7C002－コンピュータ 
7D001 から 7D002－情報セキュリティを含む情報技術 
7E－予備 
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1.9 2005 年大量破壊兵器(WMD)及び運搬システム法 

－キャッチオール規制、通過・積替え規制などの根拠法 
 

2005 年大量破壊兵器(WMD)及び運搬システム(不法行為禁止)法14〔以下 WMD 法と呼ぶ〕に

はキャッチオール規制、再移転規制、通過規制、積替え規制、みなし輸出規制などのこれまでの

法律で十分に規定されていなかった規制条項が盛り込まれている。大量破壊兵器やその運搬装

置であるミサイルの開発、製造、取扱い、運用、保守、貯蔵、拡散に関連する品目の輸出、再移転、

再輸出、通過、積み替えを規制する権限を政府に与え15、汎用の材料、機器、技術の輸出を規制

16している。 
 
〔2005 年大量破壊兵器(WMD)及び運搬システム法の構成〕 
1. Short title and commencement. 

（簡略名称と発効） 
2. Act in addition to other laws. 

（他の法律に追加される法律） 
3. Extent and application. 

（範囲と適用） 
4. Definitions. 

（定義） 
5. Power to identify, designate, categorise or regulate certain activities. 

（一定の活動を明示、指定、分類又は規制するための権限） 
6. Power to appoint Advisory Committees. 

（諮問委員会の任命権限） 
7. Delegation of powers. 

（権限の委譲） 
8. Prohibition relating to weapons of mass destruction. 

（大量破壊兵器に関連する禁止事項） 
9. Prohibition relating to non-State actor or terrorist. 

（非政府活動者又はテロリストに関連する禁止事項） 
10. Prohibition as regards intimidating acts. 

（脅迫行為に関する禁止） 
11. Prohibition on export. 

（輸出の禁止） 
12. Prohibition on brokering. 

（仲介の禁止） 
13. Regulation of export, transfer, retransfer, transit and transshipment. 

（輸出、移転、再移転、通過及び積替えの規制） 
14. Offences and penalties. 

（違反と罰則） 
 

                                                  
14 New WMD Act 2005：The Weapons of Mass Destruction and Their delivery Systems (Prohibition of 
Unlawful Activities) Act of 2005 ( http://meaindia.nic.in/actsadm/30aa08.pdf ) 
15 WMD 法§13(1) 
16 インド国連常駐代表から委員会議長宛の 2006 年 1 月 16 日付書簡、「大量破壊兵器および非国家主体

(Non-State Actors)に関する安全保障理事会決議 1540 (2004)の履行に関するインド政府からのインプット」、

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/219/39/PDF/N0621939.pef?OpenElement、pp. 2-3 
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15. Punishment for aiding non-State actor or terrorist. 
（非政府活動者又はテロリストを幇助した場合の罰則） 

16. Punishment for unauthorized export. 
（無許可の輸出に対する罰則） 

17. Punishment for violation of other provisions of the Act. 
（この法律の他の規定に違反した場合の罰則） 

18. Penalty for using false or making forged documents, etc. 
（虚偽文書の使用や偽造文書の作成等の場合の罰則） 

19. Punishment for offences with respect to which no provision has been made. 
（規定が作成されていない違反の罰則） 

20. Offences by companies. 
（会社による違反） 

21. Cognizance of offences. 
（違反の裁判管轄） 

22. Bar of jurisdiction of civil courts. 
（民事法廷の管轄権の禁止） 

23. Effect of other laws. 
（他の法律の効果） 

24. Protection of action taken in good faith. 
（誠実に行われた措置の保護） 

25. Special provisions as to Central Government. 
（中央政府についての特別条項） 

26. Power to make rules. 
（規則作成の権限） 

27. Power to remove difficulties. 
（困難を排除する権限） 

 
キャッチオール規制は、WMD 法の§11 と§12 で規定されている。§11 は「何人も、ある材料、

機器または技術が大量破壊兵器または運搬装置の設計または製造のための利用に意図されてい

ることを知りながら、これを輸出してはならない」と規定し、§12 は「規制の対象となっている者が、

当該取引について禁止行為に関連していることを知っている場合は、当該取引の実行促進行為

に及ぶ」と規定している。なお、§12 は仲介行為、貨物輸送その他のあっせん行為にも適用される

ものと考えられる。 
 

再移転・再輸出については、WMD 法第 4 条(k)で「再移転」との包括的な用語を用いて再移転

と領域外再輸出を規制している。再移転は、「ある物資がインドからいずれかの国または組織へ輸

出された場合の、本法に基づいて通報された当該物資の別の国または組織への移転」と定義され

ている。 
 

通過規制については、WMD 法第 4 条(b)で「通過させる」を「物資をいずれかの国からインドへ

陸路、空路または水陸輸送により持ち込むことであって、当該物資が、インドに降ろされることなく、

インドに持ち込まれたのと同じ運搬手段を用いてインドから持ち出される場合。ただし、物資を運ん

でいる外国の運搬手段によるインドの領土、インドの領海またはインドの領空の無害通過

(innocent passage)での運搬は含まれない」と定義している。 
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積替え規制については、WMD 法第 4 条(n)は、「積み替え」を「物資をインドに持ち込んだ運搬

手段から当該物資を取り除き、それをインドから持ち出す目的で同じのまたは別の運搬手段に載

せることであって、その行為が通し運送証券、通し航空貨物輸送証券または通し積荷目録を用い

て行われる場合」と定義している。 
 

同法は、官報で公示した上において、管理対象となる品目を指定する権限をインド政府に与え

ている17。また輸出管理の運用面においては、許可を出す機関を設け、上訴機関を指定し、許可

付与規則・手続を定め18、定められた任務を果たす諮問委員会を設置し19、機関合同許可申請審

査のための法的基礎を定める権限を政府に与えている。 
 

また無形技術移転やみなし輸出についても、WMD 法が法的根拠となっており、次の種類の技

術移転は、規制対象とされる 
 
〔無形技術移転やみなし輸出の規制対象〕 
•インド国内の者または場所から、インド外の者または場所への輸出  
•インド国外のインド国民・居住者である者または場所から、ある者またはやはりインド外の場所への

もの  
•ある品目が外国組織またはインドの領土、領空または排他的経済水域内において居住、操業、訪

問、勉学または研究・事業を行っている外国人に展示され、販売され、供給されまたは移転される

もの 
 

2006 年 3 月に策定された WMD 法のガイドラインでは、「核物質関連の移転規制」が盛り込ま

れており、その概要は以下の通りである。 
 
【WMD Act2005 実施のためのガイドライン：核物質関連の移転規制】 
・WMD 法は、複数の省庁に跨る包括的な法令であり緊密な連携の基に実施される。 
・インド原子力エネルギー省(DAE)は、インドからの核物質移転がテロリストなど不法者の手に渡ら

ぬようにしなければならない。 
・このため、インドは輸出先国が IAEA 保障措置を遵守している状況に応じてのみ移転を行うことと

する。 
・輸出先国は、インドの査察官による現地査察受け入れを認めなければならない。 
・本ガイドラインは特定の核関連物質・技術の輸出により、それが核兵器関連装置の開発に繋がる

ような場合を、受入れがたい拡散リスクとして禁止している。 
・本ガイドラインが対象とする核関連の輸出可能品目は、次の通り。 
・原子炉、燃料再処理プラント、燃料製造プラント、ウラン濃縮プラント、ウラン・プルトニューム変換

                                                  
17 WMD 法§5(1)および§5(2)。これらの規定は、特に WMD 活動に関係する物資にかかるものである。第 13 条

(4)はさらに、GOI は何れの物資をも同法の規定の対象とすることができる旨定める。 
18 WMD 法§7(2) 
19 WMD 法§6 
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プラント、重水製造プラント、トリチュウム回収プラント。 
 

また、上記に加え核兵器や核爆発装置に使われうる先端装置、技術、材料の移転制限も同時

に実施される。 
 

なお、WMD 法では以下のように罰則が規定されている。 
 
【WMD 法で規定された罰則】 
14. 違反と罰則 
 
この法律の第 8 条又は第 10 条の規定に違反するか、違反を企てる又は違反を幇助する者は、5
年以上、 高で終身刑の懲役刑が科されるものとし、罰金も科されるものとする。 
 
15. 非政府活動者又はテロリストを幇助した場合の罰則 
 
(1) 非政府活動者又はテロリストを幇助する目的でこの法律の第 9 条の規定に違反する者は、5
年以上、 高で終身刑の懲役刑が科されるものとし、罰金も科されるものとする。 
(2) 非政府活動者又はテロリストを幇助する目的で前の(1)項の違反を企てるか、違反を幇助する

又は違反を準備する行為を行った者は、当該規定に違反しているものとみなされ、「終身刑」に対

する言及が「10 年の懲役」に対する言及として解釈される旨の修正を条件に、前の(1)項の規定が

適用されるものとする。 
(3) 本条に基づく罰則を決定する際に、裁判所は譲受人が非政府活動者かどうかについて被告

が知っていたかどうかを考慮するものとする。 
 
16. 無許可の輸出に対する罰則 
 
(1) 法律の第 13 条(4)項の規定を知りながら違反するか、違反を幇助する又は違反を企てる者

は、30 万ルピー以上、 高 200 万ルピーまでの罰金が科せられるものとする。 
(2) 前の(1)項に基づく同じ違反で再度有罪になった者は、2 度目及びそれ以後の違反につき、6
カ月以上、 高 5 年の懲役刑を科せられるものとし、罰金も科せられるものとする。 
 
17. この法律の他の規定に違反した場合の罰則 
 
(1) この法律の第 8 条、第 9 条、第 10 条及び第 13 条(4)項に基づく規定以外のこの法律のいず

れかの規定に違反するか、違反を幇助する又は違反を企てた者は、6 カ月以上、 高 5 年の懲役

刑を科せられるものとし、さらに罰金も科せられるものとする。 
(2) 前の(1)項に基づく同じ違反で再度有罪になった者は、2 度目及びそれ以後の違反につき、1
年以上、 高 7 年の懲役刑を科せられるものとし、罰金も科せられるものとする。 
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18. 虚偽文書の使用や偽造文書の作成等の場合の罰則 
 
所轄官庁に提出される申告書、声明書その他の文書に署名もしくは使用したか、又は署名もしく

は使用させた者が、かかる申告書、声明書その他の文書が特定の事項について偽造もしくは改竄

されている又は虚偽であり、且つ関連活動に関連するものを含めこの法律もしくは他の関連法に

基づき通知されている品目に関係していることを知っていたか、そうであると信じるだけの根拠があ

った場合、50 万ルピー以上又は物質、装置、技術もしくはサービスの価額の 5 倍のうち、多い方の

金額の罰金が科せられるものとする。 
 
19. 規定が作成されていない違反の罰則 
 
特定の罰則が定められていないこの法律のその他の規定又はそれらに基づく規則や命令に違反

した者は、 高 1 年の懲役もしくは罰金、又はその両方の刑が科せられるものとする。 
 
20. 会社による違反 
 
(1) この法律に基づく違反が会社によって犯されている場合、違反が犯された時点でその事業の

遂行を任され、会社に責任を負っていた者は当該会社とともに違反を犯したものとみなされ、それ

に応じて訴追され、罰せられるものとする。 
但し、本項のいかなる規定も罰せられるべき者がそれと知らずに違反を犯したか、又は当該違反

の遂行を防止するためのあらゆる相当の注意を払っていたことを証明する場合、かかる者は罰せら

れないものとする。 
 
(2) 前の(1)項に定める規定にかかわらず、この法律に基づく違反が会社によって犯され、当該違

反が当該会社の取締役、管理者、秘書役その他の役員の同意もしくは黙認によって犯されたか、

又はかかる者らの過失に起因することが証明される場合、かかる取締役、管理者、秘書役その他

の役員は当該違反を犯しているものとみなされ、それに応じて訴追され、罰せられるものとする。 
 
説 明： 本項の目的上、 
(a) 「会社」とは法人を意味し、会社及び他の個人で構成される団体を含む。 
(b) 「取締役」とは会社との関係でそのパートナーを意味する。 
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２．輸出許認可制度と手続きの概要  
 

2.1 輸出許可の種類と輸出者登録制度 

 
インドの輸出許可は個別許可のみで、包括許可や除外特例等の制度は無い。輸出の申請先は、

SCOMET リストのカテゴリー0 に含まれる核関連品目及び核関連汎用品は原子力局（DAE）であ

り、同リストのカテゴリー0 以外に含まれる戦略物資や技術は商工省外国貿易局(DGFT)となって

いる。DGFT に輸出を申請するに当たっては、DGFT に登録20するともに、輸出入者コード(IEC)
番号の申請を行うことになっている21。 
 

2.2 輸出許可の申請と審査 

 
2.2.1 核以外の戦略物質及び技術の輸出許可の申請と審査 

 
SCOMET リストに記載されている戦略物資や技術(カテゴリー0 に含まれる核関連品目及び核

関連汎用品を除く)を輸出しようとする企業は、標準輸出・輸入様式により輸出許可申請書を外国

貿易局に提出しなければならない22。申請は、外国貿易局の Web サイトからオンラインで、または

各地方の外国貿易局事務所でハードコピーにより、提出することができる23。この際申請者は、次

の情報の提出が義務付けられている。 
 
・ 輸出者登録証明書 
・ IEC 番号 
・ 輸出注文 
・ 終使用者証明書24 
 

外国貿易局は、輸出者から許可申請を受けた後、当該品目に関連する技術能力を持つ政府機

関（表 1 参照）及び外務省、関税局、情報機関と資料を共用している。外国貿易局から協議を受け

た政府機関が、異議なし証明書（NOC）を出した場合、その許可申請は次の段階に進む。一方い

ずれかの機関が NOC の発行を拒否し異議を申し立てた場合は、外国貿易局は当該許可申請に

ついて許可をしない25。 
 
 
                                                  
20 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.6  
21 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.9。§2.8 は、戦略輸出者はこ

の要件を守らなければならないとしている。 
22 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50。戦略技術の輸出は、対応

するカテゴリーの物的輸出と同じやり方で許可を付与される。 
23 DGFT のウェブサイトは http://dgft.delhi.nic.in/にある。 
24 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 20 
25 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、pp. 21-22、および外務省、「戦略

物資・技術の輸出に関するインドの規制制度」 
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外国貿易局の審査基準としては、主に次の 5 つの規準が示されている。 
① 物品の 終使用者 
② 終用途 
③ 外国貿易局が保有する輸出者情報及びブラックリスト 
④ 仕向け国 
⑤ 品目分類26 
 

〔図表5〕異議なし証明書（NOC）の発行について責任を負う技術諮問機関 
戦略品目 技術諮問機関 

化学・生物物質 
（SCOMET カテゴリー1、2、3） 

化学品肥料省化学品石油化学品局 
化学兵器禁止条約担当国家機関 

航 空 宇 宙 材 料 、 機 器 、 シ ス テ 、 関 連 技 術

（SCOMET カテゴリー5） 
国防省防衛研究開発機構 

電子機器、コンピュータ、情報技術 
（情報セキュリティを含む。） 
（SCOMET カテゴリー7） 

国防省防衛研究開発機構 
科学技術省科学技術局 
商工省産業政策促進局 

（出所）Gahlaut および Srivastava、インド輸出管理、2005 年版、pp. 21-22、外務省、「戦略物資・技術の輸出に

関するインドの規制制度」 
 

外国貿易局が技術諮問機関から NOC を受け取った場合は、当該許可申請は関係省合同作業

グループ（IMWG）での審査に回される27。IMWG は、外務省、防衛研究開発機構（DRDO）、原

子力局、宇宙局、中央物品税関税委員会、化学兵器禁止条約担当国家機関の代表により構成さ

れる28。IMWG は、各申請を個別に検討する。審査の際の要素としては、以下のものが上げられて

いる。 
 

① 終使用者の資格 
② 終用途申告の信頼性 
③ 輸出者から 終使用者までのサプライチェーンの無欠性 
④ 当該品目またはその輸出が、インドの国家安全保障及び外交政策目標、国際的な拡散防止

目的またはインドの国際条約履行に合致しない 終用途に寄与する可能性 
⑤ 転用のリスク 
⑥ 仕向け国の輸出管理体制 
⑦ 仕向け国の兵器製造開発能力 
⑧ 当該品目の 終用途 
⑨ インドが当事国である二国間または多国間協定が適用される可能性29。 
 

IMWG は通常、輸出者より許可申請を受けてから 30 日以内に30、全員一致の原則で31決定を

                                                  
26 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 22 
27 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50 
28 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 23 
29 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50(I) 
30 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 22 
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下す。輸出を許可する決定を行った場合は、外国貿易局は必要な条件を付け、許可証を輸出者

に発行する。付けられる条件としては、当該品目が輸出許可申請書に記載された目的でのみ用い

られなければならない、当該品目はインド政府の許可なしには第三国へ再輸出または第三者へ再

移転されてはならず、且つ 終使用者は、転用、再輸出または再移転が行われなかったことを確

認するのに必要な検証を、必要な際にはインド政府が行うことを認めなければならないといった指

令が含まれる32。当該品目が大量破壊兵器の開発等に転用される恐れがある場合、またはその運

搬装置の使用、開発もしくは製造に用いられる可能性がある場合は、更に追加の条件を課すること

ができるとある33。IMWG が決定を下すことができない場合は、当該申請は外交貿易局、外務省、

DRDO その他の中央省庁の Joint Secretaries 以上の役職者により構成される、高級レベル委員

会に送付され、この委員会は当該申請を許可または拒絶することができる34。 
 

〔図表6〕戦略物質及び技術の輸出許可の申請と審査の手続き 

輸出業者 IMWGによる

認可又は否認

否認通知

ライセンス

認可通知

通関

訴訟事件

申請

決定

技術評価

IMWGの
全ての会員へ

高官委員会による
決議案について議論

DGFT（外国貿易総局）

（商務産業省）

技術評価及び異議非申立証明書**
（関与する技術に応じて該当する機関を
下記から選択）

－原子力エネルギー省
－宇宙省
－防衛省
　　*防衛研究開発機関
－バイオテクノロジー省
－CWC国内当局
－化学品肥料省
　　*化学石油化学省
－外務省
－物品税関税中央局
－情報機関

 
（出所）Center for International Trade and Security The University of  Georgia “Nonproliferation 
Export Controls in India  UPDATE 2005”から引用 
 

                                                                                                                                                  
31 外国貿易部、「SCOMET 物資：デュアルユース物資・技術の輸出に関するインドの規制制度」 
32 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50(II) 
33 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50(IV) 
34 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 23 
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2.2.2 核関連品目と核関連汎用品の輸出許可の申請と審査 
 

SCOMET リストのカテゴリー0 に含まれる核関連品目または核関連汎用品を輸出しようとする企

業は、外国貿易局ではなく、原子力局（DAE）に直接申請しなければならない35。DAE は、申請を

審査し、NOC を発行するか否かの判断を行い、そして 終的に輸出許可を発行する任務を課さ

れている。DAE は、輸出者の過去および 終使用者データに基づいて申請の審査を行う由であ

る36。一部の品目については、DAE は、当該品目は核爆発装置に用いられないとの公式の保証

を仕向け国から求めることがある。さらに DAE は、一部のカテゴリー0 の品目について、輸出に適

切な物理的な保障措置が取られておらず、また、輸出が国際原子力機関（IAEA）の保障措置や、

各国が相互に合意したその他の管理の下で規制されていない場合は、輸出許可を与えないことが

ある37。 
 

2.2.3 軍用品の輸出許可の申請と審査 
 

現行の輸出入政策によれば、ITC(HS)輸出入品目分類（2002 年－2007 年）の付則 II 付属 1
に記載された、ローテク軍用品目の一部については、自由に輸出することができる38。それ以外の

全ての軍事品目の輸出には、国防省の一機関である防衛生産供給局からの NOC を必要とする。

同局は、インドの外交政策及び国連安全保障理事会の関係制裁措置を考慮に入れ、判断する

39。 
 

WMD 法は、戦略物資の通過及び積み替えに対する規制措置に言及しているにもかかわらず、

このような行為は現在において、拡散防止関連規準に基づく管理の対象となっていない。輸入許

可および通関証書(bill of entry)に記載された条件に基づいて、貨物はインドを通過、またはイン

ドで積み替えることができる。インドに輸入される全ての貨物は、通関証書に記載された貨物の説

明が正確であるか否かを判定するため、検査を受ける。インドのある港で貨物を降ろし、これをイン

ドの別の港または外国の港向けに積み替えようとする運送業者は、インド税関に積み替え許可証

を申請しなければならない。書類が整っており、荷送人に問題がない場合は、通常許可される。次

いで貨物は、税関の監督の下に降ろされ、再び積み込まれる40。 
 

近年インド政府は、安全保障貿易管理制度を改正する措置を取った。少なくとも一部には国連

安全保障理事会決議 1540 号の遵守を促進するために、インドは 2005 年 6 月に WMD 法を施行

した。同法では、種々の安全保障貿易に関する輸出管理を強化するほかに、大量破壊兵器やそ

の製造・開発等に用いられるものに関連する、様々な違法行為を刑事罰の対象としている。2005
                                                  
35 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50(III) 
36 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 22 
37 外国貿易手続ハンドブック第 I 巻（2004 年 9 月 1 日－2009 年 3 月 31 日）、§2.50(III) 
38 外務省、「戦略物資・技術の輸出に関するインドの規制制度」。2002 年 10 月、インドは、武器販売を増加させる

目的で、軍需品を輸出しない国の「ブラックリスト」を撤廃した。「インド、武器輸出ブラックリストを取り止め」、BBC
ニュース、2002 年 10 月 28 日、news.bbc.co.uk/2/hi/business/2367431.stm 参照。 

39 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 15 
40 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 19 
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年 7 月、インドは、SCOMET リストを修正して、原子力供給国グループ(NSG)やミサイル技術管理

レジーム(MTCR)の規制リストに合致するように改正した。 
 

2.3 執行と罰則 

 
2.3.1 税関当局による執行 

 
中央物品税関税理事会（CBEC）並びにその従属機関であり、財務省の機関である収入情報総

局（DGRI）が主に輸出関連法の執行を管轄しており、DGFT から出向する指定公務員は、疑わし

い敷地に立ち入り、FTDR によって禁止された材料を検分し、差し止めする権限を有している。 
 

税関担当者は、インドの領域から輸出目的に持ち出される品目の通関を行う前に、i) 輸出入ラ

イセンス、ii) 税関申告書、船荷書類、或いはそれに相当する「1962 年関税法に基づく所定の書

類」（この書類には、DGFT の指定事務所から発行された IEC が含まれなければならない）を調査

することになっている。 
 

2.3.2 違反者に対する罰則 
 

FTDR 及び新 WMD 法では以下のように違法輸出に対する罰則が規定されている。 
 

〔図表7〕FTDR 及び新 WMD 法による違反輸出に対する罰則 
法律 罰則 

FTDR1992 
第 11 条（2） 

1,000 ルピー未満又は輸出された（または輸出が企てられた）物品価格の５倍のう

ち、多い方の額の罰金 
新ＷＭＤ法 〔13 条(4)、16 条〕 

i.無許可輸出の場合： 
(a)  1 回目の違反   30 万から 200 万ルピーの罰金 
(b)  2 回目以降の違反 6 ヶ月以上 長 5 年の懲役、および罰金 

新ＷＭＤ法 〔8 条、10 条、14 条〕 
ii. 大量破壊兵器およびミサイルの不法な開発、製造、取得、所有、輸送、移転

等、または脅迫行為のための核分裂や放射性の物質の移転、取得、所有、輸送：５

年以上の懲役から終身刑まで、および罰金 
新ＷＭＤ法 〔18 条〕 

iii.虚偽文書の作成や使用の場合：50万ルピー以上または装置、技術、サービス等

の価格の 5 倍のうち、多い方の額の罰金 
イ ン ド 関 税 法

1962 
i. 民事罰；金銭、品物、又は両方 
ii. 刑事罰；禁固、罰金、又は両方 
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2.4 普及啓発活動 

 
インドでは安全保障貿易管理システムを強化すべく、外国貿易局が産業界向けの普及啓発活

動を強化している。外国貿易局は、多くの関係法令、政策、規則、通達、既存の規則を修正する通

知等を、そのウェブサイトで利用可能にすると共に、輸出許可のオンライン申請も可能にした41。科

学技術省と外務省の職員が産業界の代表は 2006 年 7 月、業界代表を米国やその他の国で用い

られている業界の 善慣行やガイドラインになじませることを目的として会談を実施している42。 
 

                                                  
41 Gahlaut および Srivastava、インドにおける拡散防止輸出管理、2005 年版、p. 33 
42 「インド、国際輸出管理輸出管理規則に順応－『消息筋(Sources)』」、BBC World Monitoring、2006 年 7 月 6

日、http://www.uga.edu/cits/documents/html/XC%20newsletter79.html#intl4 で入手可能。 
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３．インドにおける対外貿易の現状と機微技術の調達活動 
 

3.1 産業構造と対内外国直接投資動向 

 
インドの 2005 年の GDP は 8,057 億ドルで、その構成比は農業が 18.3％、工業が 27.3％、サ

ービス業が 54.4％となっている。インドは、中国、ブラジル、ロシアなどと共に近年経済成長が著し

い国（BRICs）として脚光を浴びているが、BRICS の１つである中国と比較すると、GDP に占める

農業の比率が高い一方で工業の比率が低いなど、依然として農業への依存度が高い〔図表 8〕。

工業化は発展途上にあると言えるが、言い換えれば工業が今後急速に発展する可能性を秘めて

いるとも言えるだろう。 
 

〔図表8〕インドと中国の産業構造比較（2005 年 GDP 比率） 

18.3%

13.1%

27.3%

46.2%

54.4%

40.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インド

中国

（出所）World Development Indicators, IFSほか
農業 工業 サービス業

 

 
インドにおける 2005 年の対内外国直接投資（FDI）は、対前年比 20.5％増の 65 億 9,800 万ド

ルとなっている〔図表 9〕。中国の 724 億 600 万ドルと比較すると依然として大きな開きはあるものの、

インドの FDI は近年着実に増加しており、今後は中国への FDI がピークを迎える一方で、インドの

FDI は急速に拡大するとの見方も多い。 
 

〔図表9〕インドと中国における対内外国直接投資の流入の推移 
単位：100万ドル

1990～
2000年
平均

2002年 2003年 2004年 2005年

インド 1,705 5,627 4,585 5,474 6,598
中国 30,104 52,743 53,505 60,630 72,406
(出所）UNCTAD, World Investment Report, 2006  
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3.2 対外貿易の現状 

 
FDI の多くは工業分野であり、FDI の増加に伴い、インドの工業製品の輸出も拡大している。工

業製品の輸出額は 2001/2002 年から 2005/06 年にかけて 333 億 7,000 万ドルから 718 億 1,600
万ドルへと４年間で２倍以上に伸びている〔図表 10〕。農産品、鉱産品、石油製品などの輸出額も

伸びているが、これら全てを合わせても工業製品には及ばず、インドの主力輸出品目が工業製品

であることが分かる。 
 

〔図表10〕インドの品目別輸出の推移 
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（出所）Reserve Bank of India

輸出額（百万ドル）

農産品 鉱産品 工業製品 石油製品 その他

 

 
インドが輸出している工業製品の内訳（2005/06 年）をみると、機械や金属製品などのエンジニ

アリング製品が 30％で も大きく、次いで繊維製品（22.3％）、宝石等（21.6％）、化学品（20.2％）

などの順となっている。また、エンジニアリング製品の中では機械機器が 6.7％で も大きく、以下、

輸送機器（6.4％）、金属製品（5.8％）、鉄鋼（4.9％）、電気製品（3.0％）となっている〔図表 11〕。こ

のように、インドから輸出される工業製品のうち、輸出管理の対象となりうる製品、すなわち、化学品

や機械機器などのエンジニアリング製品は全体の半分程度を占めている事が分かる。 
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〔図表11〕インドが輸出する工業製品の内訳（2005/06 年） 

（出所）Reserve Bank of India を基に作成
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次にインドの輸出先をみると、EU が も多く輸出総額の 21.6％を占めている。以下、順に米国

（16.7％）、UAE（8.4％）、中国（6.5％）、シンガポール（5.4％）、香港（4.3％）、日本（2.4％）とな

っている〔図表 12〕。輸入も EU が も多く輸入総額の 15.7％を占めている。以下、順に中国

（7.5％）、米国（5.5％）、スイス（4.6%）、オーストラリア（3.4％）、韓国（3.0％）、UAE（3.0％）、ロシ

アを含む東欧（2.6％）、日本（2.5％）となっている。このように、インドは貿易面では輸出入のいず

れも EU の占める割合が大きい一方、日本などと比較すると貿易に占める米国や中国の割合が小

さいことも特徴であるといえよう。 
 

〔図表12〕インドの国別輸出構成（2005/06 年） 

その他
34.6%

日本
2.4%

香港
4.3%

シンガポール
5.4%

EU
21.6%

米国
16.7%

UAE
8.4%

中国
6.5%

（出所）Reserve Bank of India を基に作成
 



 - 32 -

〔図表13〕インドの国別輸入構成（2005/06 年） 
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3.3 インドによる機微技術の調達活動 

 
3.3.1 旧ソ連からの調達活動 

 
旧ソ連の開放に伴って外国人実業家（多くは外国政府の代表）は、他の大都市と同様にロシア

の首都モスクワに貿易事務所を構えることが出来るようになった。こうした事務所の設置が報じられ

た国の中に、中国、イラン、イラク、パキスタンと並んでインドがある。これらの国々は 1991 年以降、

旧ソ連共和国の科学者や武器専門家の協力を積極的に求めていたことが報じられている。 
 
【露からの調達】 
 

インドとロシアの機微技術に関する協力例は多数ある。ロシアは、共同取引と共同事業計画を通

して機微技術とその専門知識をインドに移転してきた。その一例として、ロシアのミコヤン航空機設

計会社とインドのヒンドゥスタン・アエロノーティクス社（HAL）による合弁事業が挙げられる（Jane’s
社の情報による）。この事業により、インドのミグ 21bis 機 100 機以上の性能がアップグレードされる

とともに、同戦闘機のスペア部品も生産されたという。 
 

3.3.2 米からの調達活動 
 

インドは米国からも機微技術を調達してきたが、従来は違法な取引によるものであった。その例

としては、2004 年 6 月の米バークレー・ニュークレオニクス・コーポレーション（BNC）によるインドの

バーバ原子力研究センター（BARC）へのパルス発生器の売却が挙げられる。この事件では、
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BNC 社に違法輸出の罪で罰金 30 万ドルが科されたが、同社は 2001 年 8 月にも米国輸出管理

規制違反の容疑で告発されている。 
 

3.3.3 Karni Network による印ミサイル調達 
 

ハンガリー生まれでイスラエル国籍のアッシャー・カルニが 2004 年 1 月、パキスタンの密輸組織

とつながりがあったとして告発され米国で逮捕された。カルニは、家族との旅行で南アフリカから米

国に着いたところをデンバー空港で逮捕された。米国は、核兵器の爆発に使われる可能性のある

米国製の発火装置付きガスボンベを、カルニが南アフリカ経由でパキスタンに再輸出したとして告

発した。カルニの裁判関連記録には、インド人実業家（名前は挙げられていない）とカルニが 2002
年に交わした電子メールが含まれている。このインド人は、インド宇宙プログラムの一環として運営

されているミサイル関連研究所 2 か所のための資材調達を行おうとしていた。これら調達対象とな

っていた資機材の輸出管理について、米国は伝統的に厳しい規制を課してきた。 
 

3.3.4 日本からの調達活動（ミサイル関連調達) 
 

インドは米国と同様に日本からも機微技術の違法調達を試みたこともある。その代表的な例が、

2003 年 6 月に発覚した日本のセイシン企業からのジェットミル（固形燃料をミサイルに使うために

微粒子に粉砕するのに使われる）の調達である。この事件では、セイシン企業はジェットミルをイン

ドと中国に違法輸出し、同社幹部がインドと中国との関係ができる前にこの技術をイランに不法に

輸出していた疑いで逮捕された。報道によればセイシン企業は、1980 年代末に海外市場への進

出を始め、1987 年に 1 台のジェットミルをソ連に、もう 1 台をイランに輸出したという。更に 1990 年

2 月には同じ技術をインドにも輸出していたことが明らかになった。1987 年にはこの種の技術輸出

がミサイル関連技術輸出規制によって禁止されていた。しかし日本がこの合意の下でジェットミルを

管理リストに加えたのは 1991 年のことだった。したがってこの日付以前のセイシン企業の輸出は、

違法とみなされなかった。しかしセイシン企業はこの日付以降もジェットミルの輸出を続けていたと

考えられる。セイシン企業は、インド企業にジェットミルだけでなく付属機械も輸出していたという報

道もある。セイシン企業はインドとの取引を行いながら、1992 年にはパキスタンなど多くの国とも取

引していたことが明らかになった。 
 

3.3.5 その他－西側、露、中東からの調達－ 
 

インドは核開発の初期において自国の核兵器プログラムのための構成部品を、カナダ、中国、フ

ランス、ノルウェー、ロシア及び旧ソ連、英国、米国などから、あらゆる手段を講じて広く借用したり

調達したりしたことが知られている。 
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４．インドの輸出管理制度運用の問題点 
 

4.1 輸出管理違反事例 

 
インドは、イランとパキスタンと共に、従来型の大量破壊兵器及びミサイル技術取得を図る国であ

ると同時に、技術と専門性を供給する能力を有することから、今後技術とノウハウの拡散国となる可

能性がある。米中央情報局(CIA)が 2000 年に議会に提出した報告書は、ロシア、中国と共にイン

ドの民間企業、科学者、技術者らが、制度或いは運用面で不十分な輸出管理制度と技術入手が

容易になることから、大量破壊兵器及びミサイル関連支援に係る可能性を指摘している43。同報告

2001 年版においては、インドはイラン、北朝鮮、パキスタンと共に、二次拡散の拡大の懸念が高ま

っていると指摘されている。 
 

4.1.1 違反事例の概要 
 

インドでは〔図表14〕のインドにおける主な輸出管理違反事例からも分かるように多くのWMD関

連の拡散事例が報告されている。拡散に関わったものの多くはインドの企業あるいは個人であるが、

科学者が関わったものはごく少数である。これは核技術を求めてインドに働きかける国がほとんど

なく、また拡散を進めることがインドの利益にならないためだと言われている。インドは自国の核プロ

グラムの拡大に非常に熱心であり、そのために自己保有の感覚が生まれ自国の核の秘密を手放

すことを望まないという状況が作られている。これが次には、自らを責任ある核保有国として見られ

たいという願望につながり、ますます拡散という選択を行う可能性を小さくしている。旧ソ連が崩壊し

たときに直面したような状況に、インドは直面したことがないということも留意しておく必要がある。イ

ンドの科学者達は、仕事を失って新たな雇用の機会を求める必要性はないので、違法なつながり

を持つ可能性が少ない。 
 

〔図表14〕インドにおける主な輸出管理違反事例 
＊1991 年：イランのカライ（Kalay）・エレクトリック・カンパニー（KEC）で使用される 1 万 kW の研究炉を

売却 ⇒ 後に IAEA は、KEC でウラン（粗鉱と精製後）を発見  
 
＊1994 年：メグハラヤ州西カーシ・ヒル地域の警察が、近くのウラン鉱山からウランを密かに持ち出そう

とした 4 人を逮捕。 
⇒拘束された者の 1 人はイランで働いていた元原子力エネルギー委員会の職員   
 
＊1998 年 9 月～2001 年 2 月：インド企業の NEC エンジニアリングが、WMD の製造に使われる可能

性のある化学製品を、許可なくイランに輸出。 
 
＊2003 年 10 月、インド人科学者 YSR プラサド博士が、ロシアの科学者を募集するネットワークを作り

上げ、機密性の高い核物質と情報がこの３ヶ国のあいだで受け渡された  
 
                                                  
43 Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and 

Advanced Conventional Munitions, 1 July Through 31 December 2000. 
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＊2004 年 6 月、インド人実業家アクタル・フセイン・クトバルディン（Qutbuldin）・アーメドが“インドの核

の秘密を売ろうとした”としてアラブ首長国連邦からインドへ追放  
 
＊2004 年 9 月：米国は、WMD の開発に用いられる製品（品名は特定されず）をイランへ運搬するのに

関わったとして、インド国籍の 2 人を処罰 
 

4.1.2 核関連技術における輸出管理違反 
 

インドと核開発疑惑が指摘されるイランとの関係については、以前より限定的ではあるものの核、

化学、ミサイル関連の移転があったとされている44。生物兵器分野に関しては、そのような協力関係

は明らかになっていない。しかし、イランが 1990 年代前半に外国から核関連の協力先を探してい

た際に、インドの役割は大きくはないものの関係はあったとされている。この関係を裏付けるように、

以下の事例１）から事例 3）に示すように複数の核関連の輸出管理違反事例が報告されている。 
 
事例１） インドからイランへのウラン密輸 
インド・メグハラヤ州西カーシ・ヒル地域の警察は 1994 年、近くのウラン鉱山からウランを密かに持

ち出そうとした 4 人を逮捕した。拘束された中の 1 人はイランで働いていた元原子力エネルギー委

員会の職員だったと報道され、警察はこの人物を第 1 次通報書（FIR）に登録した。しかし当局は、

インドの核関係の大物とイランとのあいだのつながりの可能性を否定して、事件の詳細を隠す方向

に動いた。 
 
事例２） インドからイランへの核拡散に対して米が制裁 
 米国は 2004 年、インド原子力会社(NPCIL)幹部である科学者 2 名を、イランへの核関連拡散者

として制裁を課した。重水炉からトリチウムを製造する技術を供与したとも伝えられている45。 
 
事例 3） インドの核技術の拡散 (湾岸諸国ネットワーク) 
2004 年 6 月、インド人実業家のアクタル・フセイン・クトバルディン（Qutbuldin）・アーメドが、インド

の核の機密情報を売却しようとした罪でアラブ首長国連邦からインドへ追放された。アーメドは２年

間の監視活動の末に逮捕された。報道によれば、情報機関はアハーメドがおそらく“インドの核プ

ログラムに携わる科学者の兄弟”から核の秘密を入手したと見ているという。 
 

インドからイランへの原子炉供与は 1990 年代、米国の反対により表向きは中止となっていた。し

かし、事例 4）に示すように、実際にはインド政府がイランに研究用原子炉を売却した事が表面化

するなど、1990 年代にインドとイランの間には原子力分野での協力関係があり、インドがイランの

核科学者の育成を支援したとされている。 
 
 

                                                  
44 “India and Iran:  WMD Proliferation Activities,” CRS Report to Congress (RS22530), November 8, 2006. 
45 “India and Iran:  WMD Proliferation Activities,” CRS Report to Congress (RS22530), November 8, 2006. 
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事例 4） インドからイラン、イラク、リビアへの核拡散 
 1991 年、インド政府は米国に取引を中止したと確約しながら核取引の交渉をしていたと報道され

た。イランのカライ（Kalaye）電力会社（KEC）で使用される 1 万 kW の研究炉を売却していたので

ある。後に IAEA は、KEC でウラン（粗鉱と精製後）を発見した。 
 既に知られているケースに加え、インドが自国の核部門の開発途上で大量破壊兵器の技術と知

識をいずれかの国へ拡散したという疑惑をもたれるケースが少なからずある。1970 年代と 1980 年

代のイラク及びリビアとの緊密な関係を考えれば、こうした拡散が密接な関係の一要素だったことも

考えられる。この時期にインドが経済的な困難に直面していたことも、この疑惑の可能性をさらに裏

付ける。インドは当時、現在と同様に発電を石油に依存しており、イラクとの提携を図った可能性は

大きい。さらにインドの外貨準備の不足もあり、大量破壊兵器関連技術の取引は重要な収入源だ

ったと推測される。 
 
 

4.1.3 化学兵器関連技術における輸出管理違反 
 

インドとイランの間には核関連技術と同様に化学兵器関連技術においても関係があったことが

報告されている。事例 5）から事例 8）は、1990 年代後半から 2005 年にかけて、発覚した化学兵器

関連技術における輸出管理違反事例をまとめたものである。イラクへの違反事例も見られるが、違

反事例の多くがイランへの輸出違反であり、違反に関わったのは主にインド企業であることが分か

る。 
 
事例 5） インド企業が WMD の製造に使用される恐れのある化学品をイランに輸出 
1998 年 9 月から 2001 年 2 月に、インド企業の NEC エンジニアリング・プライベートは、大量破壊

兵器の製造に使われる可能性のある化学品を、許可なくイランに輸出していたことが摘発された。

この化学品は、化学兵器の製造に使われる可能性のあることが明らかにされている。同社は公式

文書で輸出品目の申告を偽り、関連会社名で貨物を輸出しようとしたと言われている。この企業の

経営者ラジブ・ドゥヒールは、2002 年 6 月に逮捕されたが同年 10 月に保釈された。この事件はか

なり注目され、この問題に対する米国の弱腰が明らかなったという評者もいた。2002 年 7 月には、

米国務省が NEC の元社長であるハンス・ラージ・シブに制裁を科した。シブは 1999 年 4 月、化学

物質の製造に用いられる可能性のある機器の据付を支援するため、技術チームを率いてイラクの

都市ファルージャへ行ったといわれる。シブは、米国の 1992 年イラン・イラク不拡散法の下で名前

の上がった唯一の人物である。シブは現在、インドの自宅を逃れアラブ首長国連邦に潜んでいると

考えられている。 
 
事例 6） インドがイラクの化学兵器関連プログラムを支援したとして米が制裁 
米国は 2003 年 2 月、米国は、インドの会社とその社長が、イラクの生物・化学兵器に関連すると疑

われるプログラムを実質的に支援したとして制裁を科した。 
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事例 7） イランへの化学兵器関連物資の違法輸出 
 2005 年末には、イランに対し化学兵器関連貨物を拡散したとして、化学会社 2 社(Sabero 
Organic Chemicals Gujarat Ltd., Sandhya Organic Chemicals Pvt. Ltd.)に制裁を発動、ま

た 2006 年中旬には更に 2 社(Balaji Amines, Prachi Poly Products)に制裁が課された。1989
年には、60t ものマスタード・ガスの製造に転用可能な塩化チオニルが、インドからイランへ輸出さ

れたことが明らかになっている46。 
 
事例 8） インド企業によるイランへの化学兵器関連技術・物質の提供 
インドの TEC コンサルティング・エンジニアズ社は、イランのマハブ（Mahab）・コンサルティング・エ

ンジニアズに化学兵器関連技術のコンサルタント・サービスを提供した他、インドのトランスペック･

インダストリー社も、化学兵器の前駆物質として使われる可能性のある、汎用化学物質 5,400 トンを

イランに輸出していた。 
 

4.1.4 その他 
 

このほか大量破壊兵器の開発に用いられる貨物の輸出違反事例としては、貨物の品名は明ら

かにされていないが、WMD 関連資機材のイランへの違法輸出に関与したインド人に米国が制裁

を科すという事件が 2004 年に発生している（事例 9）。 
 
事例 9） 米、WMD 関連資機材のイランへの違法輸出に関与したインド人に制裁 
 米国は 2004 年 9 月、大量破壊兵器の開発に用いられる貨物（品名は特定されていない）をイラ

ンへ運搬するのに関わったとして、インド国籍の 2 人に制裁を科した。これは米国政府が 14 組織

に対し制裁を科したケースの１つである。他には中国の 7 人、ベラルーシ、北朝鮮、ロシア、スペイ

ン、ウクライナのそれぞれ 1 人が含まれていた。しかしこの制裁は、制裁対象者の訪米や、米国企

業との取引を禁止する内容であり、あまり効果のあるものではなかった。インド政府はこの事件の余

波を 小にしようとし、外務省のスポークスマン、ナブテジ（Navtej）・サーナが、制裁対象者は機

器や技術を売ってはおらず、機密性の高い技術の移転はなかったと述べたことが伝えられている。

またこの件に関するインドの捜査記録は整っていると付け加えた。インドは後に米国に対し、制裁

を見直し解除するよう求めた。米国ワシントンに本拠を置く、核不拡散政策教育センター事務局長

のアナリストであるヘンリー･ソコルスキーは、制裁は実際には核爆弾に使われる放射性同位元素

であるトリチウムの効率的な製造法が開発されたことに関連しているのではないかとの推測が、通

信社によって伝えられている。しかし、この件に関しては、実際の制裁は予想外に軽いものであっ

た。 終的には 2 人の科学者が制裁を受けたのみで、インドに対する非難が高まったとの印象は

薄いものであった。拡散にインドの関与した要素があったという事実は、国際社会が素早い行動を

取るよう期待され、拡散の問題に関する関心がかなり高まった。 
 

                                                  
46 “India and Iran:  WMD Proliferation Activities,” CRS Report to Congress (RS22530), November 8, 2006. 
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4.2 インド企業の輸出違反事例からみた輸出管理制度運用の問題点 

 
インドの輸出規制システムは国際規格から見ても比較的良く発達しており、その規制リストと実務

は、次第に多国間輸出規制制度に近づきつつある。しかし、 近の輸出管理違反事件により、規

制リストの実施に幾つかの重大な問題点があることが判明している。インドの輸出管理制度の問題

をクローズアップさせた事件の１つは、前述のインドの NEC エンジニアリング・プライベート社の違

反事例である。米軍備管理協会(ACA)は 2003 年 9 月、この違反事例により「輸出規制システムの

法的枠組みと実際の執行との間のギャップが明るみになった」とした上でインドの輸出管理制度に

ついて複数の問題点を指摘した47。 
 
4.2.1 税関職員による審査の問題 
 
ACA はまず、「NEC が不正の文書と申告によって輸出許可を取得できたことは、 終需要者証

明書やその他の文書の税関職員による審査が不十分であることを示唆している」とし、こうした問題

点を克服するため、輸出許可申請を技術面で評価・再検討できる人材の起用も必要としている。 
 

【問題点１： 終需要者証明書やその他の文書の税関職員による審査が不十分】 
・ インドは、1997 年以来、税関職員および国境警備隊員を対象とした規制対象の軍民両用化学

品・前駆物質の識別の訓練が重視されるようになった。明らかに、特に核技術とミサイル技術

に関して、装備と訓練を大幅に強化することにより、この訓練を補完する必要がある。 
・ インドは輸出許可申請を技術面で評価し、再検討することのできる科学者を幹部に起用すること

も必要である。 
 

4.2.2 包括規制の未導入 
 
多国間協定の主要な加盟国（米国、英国、フランス、カナダ、日本等を含む）は、特定の会社ま

たは個人が輸出にアクセスし、現在多国間協定によって採用されている規制リストをすり抜けること

を阻止するために 1990 年代に“包括規制”を導入したが、ACA はインドもこの包括規制を導入し、

輸出業者に厳しい証明義務を課す必要があるとしている（以下参照）。 
 
【問題点２：包括規制が無い】 
・ 企業が法律の網の目をくぐり、実施規則の抜け穴の利用を防止するために採用したような「包括

的規制」をインドも導入する必要がある 
・ 企業が物品、サービスまたは技術を、大量破壊兵器計画に携わっていると「信ずるに足る理由が

あり」、または「知っており」、または「そのような情報を得ている」 終需要者または積替え業者

に輸出するのを禁じることにより、輸出業者に厳しい証明義務を課す必要がある。 

                                                  
47 “Curbing Proliferation from Emerging Suppliers: Export Controls in India and Pakistan” Anupam 
Srivastava and Seema Gahlaut（http://www.armscontrol.org/act/2003_09/AnupamandGahlaut.asp） 
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ACA によれば、インドの輸出業者は NEC 事件が起きるまで、単に顧客（ 終需要者）が大量破

壊兵器と関連した事業に携わっていると「信ずるに足る理由がない」と主張するだけで、デリケート

な物品を不審な 終需要者に輸出する責任を免れることができたという。ACA は、インドの輸出管

理についてインド政府の高官と直接話し合っており、インド政府が 終需要者の資格を検証し、輸

出物品の推定用途を確認するインドの輸出業者の責任を増大させるための追加的な規定を導入

したことが判明したものの、次の２つの理由により包括規制の導入は消極的であるとしている。 
 
① 輸出業者の数が依然として比較的少数のため、高官たちは、問題があっても、それが将来

NEC のような規制違反となって現れる前に回避できると確信している。 
② 経済自由化の段階で包括的規制を導入すると、 終需要者に関する厳格な継続的な検

査を行うための技術的および財政的資源を欠いている国内の中小輸出業者を怯えさせて

しまう恐れがある。 
 

4.2.3 安全保障と不拡散のための対策強化 
 

ACA は上述のようにインドの輸出管理法制度の枠組みと運用の問題点を指摘する一方、安全

保障と不拡散のための対策にも力を入れる必要があるとしている（以下参照）。 
 
【問題点 3：安全保障と不拡散のための対策により力を入れることが必要】 
NEC 事件は、インドの輸出規制に携わる官僚機構は現在のように税収に焦点を合わせる代わり

に、安全保障と不拡散のための対策により力を入れることが必要であることを示している。したがっ

て税関庁は、通常は船積み前の情報を収集し、船積み後の検証をコーディネートし、調査と禁止

を行う任務を持つ歳入局の情報機関を通じて NEC 事件を追及した。 
 

4.2.4 インドにおける輸出規制システム強化の必要性 
 

このようにインドは輸出管理制度に幾つかの問題点を抱えているが、その一方で輸出規制シス

テムを強化しなければならない必要性に迫られている。急速に発展しつつある化学、製薬、ソフトウ

ェア業界は、将来故意または不注意による輸出規制違反によって生じる経済的損失を是が非でも

回避しなければならないからである。さらに、1991 年に始まった経済自由化計画が進展するにつ

れて、インド政府には原子力、民間宇宙技術、防衛の分野に民間企業も参入できるようにして欲し

いという圧力が高まっている。機微な技術の多くを管理している国有企業も、利益に焦点を合わせ、

輸出を大きく重視するようになった。輸出規制に関する諸規則をより整備し、民営・公営企業に対

する政府の影響力を強化すれば、規則を知らなかったという口実で違法輸出が正当化されること

はなくなると考えられる。 
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4.2.5 インドにおける輸出規制システム強化の取り組み 
 

インド政府は産業界による物品の価値の自己評価、通関手続きの迅速化、オンラインによる申

請書提出の導入によって輸出を促進した。これらの変化は、政府にインドの輸出の輸出許可、輸

出業者、および 終需要者に関する数値化されたデータベースを供給することにより拡散規制に

も良好な影響を及ぼす。インドは今や、取引の促進と輸出規制の均衡を保ち、多国間輸出規制協

定の加盟国との取引を促進し、米国と西欧での「見なし輸出」の悪影響を 小限に抑えることに力

を入れているインド政府はこれらの目標に触発されて、米国の対応機関との協力を密に広範に行

い、輸出規制システムを国際的な規格によってより透明に、かつ効果的なものにすることを目指す

ようになった。 
 

ACA は、「インド政府の次なる優先事項は、国内の工業との効果的な協力体制を築き、国内の

規制を先を見越して修正し、実施能力が工業および技術の趨勢について行けるようにすることであ

る」とした上で、インド政府は、「①インドの工業に対する内部適合化計画、②許認可交付の自動

化、③税関職員の教育訓練、④新しい形の政府・産業界の相互協力などの領域で外部からの支

援が必要である」としている。今までのところ、これに関して も長く対話が続いているのは米国で

あり、1999 年以来、インドの輸出規制代表団と米国商務省産業安全保障局内の不拡散輸出規制

協力機構（NEC）との間で少なくとも 9 回の相互協力がおこなわれているという。 
 
 

4.2.6 米印対話の今後の見通し 
 

ACA は、将来のインド・米国間の対話について以下のような見解を示している。 
 
「インドからの専門的知識・技術の拡散（無形技術移転の規制）、トランジットおよび積替えの規

制、輸入された技術と情報の安全保障（再輸出、データのプライバシー、民間計画と兵器計画との

間のファイアウォール）に関する、国際的関心が高まっている問題が取り上げられると思われる。さ

らに、インドを説得して包括的規制を導入させ、同国の輸出志向の工業界に、 終需要者の資格

と活動に対する警戒を怠らず、無知を口実にして責任を回避しないよう要求できるようにすべきで

ある。さらにインドは政府の許可、輸出業者、 終需要者を相互参照するデータベースを作成し、

輸出業者のデータ検索とリスクプロファイルの作成を可能にする必要がある」 
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4.3 ジョージア大学によるインドの輸出管理システムの評価 

 
ジョージア大学国際貿易安全保障センターの M・D・ベック氏らは、著書「To Supply or To 

Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key Countries」の中で米国、

フランス、ロシア、中国、インドの５カ国の輸出管理システムを、許認可システム、規制リスト、国際レ

ジームへの対応状況など計 10 項目について調査を行って定量的に比較評価している。同書が出

版されたのは 2003 年で、各国の輸出管理システムの評価は 2001 年の情報に基づいて行ってい

る。インドの評価結果の解釈にあたっては同国が 2003 年に SCOMET リストを制定し、2005 年に

WMD 法を導入していること等を考慮する必要があるが、インドの輸出管理システムの問題点を検

証する上では貴重な資料である。以下、この評価結果の概要を紹介する。 
 

4.3.1 輸出管理システムの評価方法 
 

輸出管理システムの評価は、各国の政府、産業界および専門家に対する数十回のインタビュー

結果を基に〔図表 15〕の 10 項目に得点をつける形で行われている。 
 

〔図表15〕輸出管理システムの評価項目と評価内容 
評価項目 評価内容 

1) 許認可システム 
（Licensing System） 

輸出管理を適切に行う許認可システムが確立しているかどうか？ 

2) 規制リスト 
（Control Lists） 

WMD 拡散防止に必要な核、化学、生物、ミサイル、デュアル・ユ

ース、通常兵器技術及びその部品・原材料のリストへの掲載状況

3) 国際レジームへの対応状況 
（Regimes Adherence） 

NSG、AG、MTCR、WA の４つの国際レジームへの加盟状況 

4) キャッチオール条項 
（Catch-all Clause） 

キャッチオール規制の規定状況 

5) 訓練 
（Training） 

輸出管理当局の職員の教育・訓練システムの文書化およびその

実施状況 
6) 輸出管理政策の検討プロセス 
(Bureaucratic process) 

輸出規制に携わる政府関係機関の役割、輸出管理政策などをレ

ビュー・評価するシステムが構築されているかどうか？ 
7) 税関当局 
(Customs authority) 

違法輸出取締りの実務を行う税関職員の任務・権限が法律に規

定されているか、職員の専門知識・スキルは十分か？ 
8) エンド・ユーザー等の確認 
（Verification） 

輸出した製品等のエンド・ユーザーおよび 終仕向け地をきちん

と確認しているか？ 
9) 罰則 
（Penalties） 

輸出違反者に対する罰則の実施状況 

10) 情報収集／共有 
（Information Gathering/Sharing） 

政府と産業界が輸出許可の発給・取得に必要な情報を収集・共

有しているかどうか？ 
（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」 
 

まず、各項目について輸出管理システムの要求水準に対する達成度に応じて、複数のインタビ

ュー者が「0：未達成」「0.5：一部達成」「1：達成」の３段階で評価し、その評価結果の平均値を基本
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得点としている。そして輸出管理の重要性に応じて〔図表 16〕のように各評価項目の加重値を設定

し、基本得点と加重値の積により各項目の得点をはじき出すと共に合計点を算出して総合的な評

価を行っている。なお、合計点は、100 点満点になるように設定されている。 
 

〔図表16〕輸出管理システムの評価項目と加重値 
評価項目 加重値（注） 

1) 許認可システム（Licensing System） 17.86 
2) 規制リスト（Control Lists） 15.16 
3) 国際レジームへの対応状況（Regimes Adherence） 7.65 
4) キャッチオール条項（Catch-all Clause） 2.87 
5) 訓練（Training） 9.25 
6) 輸出管理政策の検討プロセス（Bureaucratic process) 8.3 
7) 税関当局(Customs authority) 15.78 
8) エンド・ユーザー等の確認（Verification） 8.78 
9) 罰則（Penalties） 4.3 
10) 情報収集／共有（Information Gathering/Sharing） 10.04 
（注）中国の 2)～6)の加重値は他の４カ国と異なり、独自に設定されている。 
（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」 
 

4.3.2 許認可システムの評価結果 
 

インドの許認可システムの評価結果は 0.83 点で、米国やフランス（1 点）に劣り、ロシアと同水準

と評価されている〔図表 17〕。 
〔図表17〕許認可システムの評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
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4.3.3 規制リストの評価結果 
 
 インドの規制リストは、米国、フランス、ロシアとならび満点（１点）の評価となり、中国の 0.83 点を

上回っている〔図表 18〕。 
 

〔図表18〕規制リストの評価結果 

規制リストの基本得点

1.00 1.00 1.00 1.00

0.83

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

インド 米国 フランス ロシア 中国

 
（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
 

4.3.4 国際レジームへの対応状況の評価結果 
 

インドは、NSG や MTCR など国際レジームには加盟しておらず、国際レジームへの対応状況

の評価は 0.0８点と他国に比べて極端に低い評価となっている〔図表 19〕。 
 

〔図表19〕国際レジームへの対応状況の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
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4.3.5 キャッチオール条項の評価結果 
 
 インドのキャッチオール条項の評価は 0.33 点で比較対象国の中では も低い評価となっている

〔図表 20〕。但し、この評価結果は、キャッチオール規制を規定した WMD 法（2005 年）導入以前

の評価結果であり、2007 年時点の評価はこれよりは高くなると考えられる。 
 

〔図表20〕キャッチオール条項の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
 

4.3.6 訓練の評価結果 
 
 インドの訓練の評価は 0.63 点で、米国（1 点）、フランス（0.83 点）、ロシア（0.77 点）に次ぐ４番目

であり、中国（0.33 点）を上回っているものの低い結果となっている〔図表 21〕。 
 

〔図表21〕訓練の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
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4.3.7 輸出管理政策の検討プロセスの評価結果 
 

インドの輸出管理政策の検討プロセスの評価結果は、米国やフランスと同じ満点（1 点）となり、ロ

シア（0.89 点）、中国（0.33 点）を上回っている〔図表 22〕。 
 

〔図表22〕輸出管理政策の検討プロセスの評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
 

4.3.8 税関当局の評価結果 
 
 インドの税関当局の評価結果は 0.83 点で、米国やフランス（1 点）より低くなったが、ロシア（0.75
点）や中国（0.58 点）は上回っている〔図表 23〕。 

〔図表23〕税関当局の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
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4.3.9 エンド・ユーザー等の確認の評価結果 
 
 エンド・ユーザー等の確認の評価結果は 0.78 点で、ロシア（0.89 点）で、米国およびフランス

（0.83）より低い結果となったが中国（0.61 点）は上回っている〔図表 24〕。 
 

〔図表24〕エンド・ユーザー等の確認の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
 

4.3.10 罰則の評価結果 
 
 罰則の評価結果は 0.75 点で、米国およびフランス（1 点）、ロシア（0.83 点）を下回ったが、中国

（0.67 点）は上回っている〔図表 25〕。 
 

〔図表25〕罰則の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
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4.3.11 情報収集／共有の評価結果 
 

情報収集／共有の評価結果は 0.75 点で、米国やフランス（0.83 点）には及ばないものの、中国

（0.58 点）、ロシア（0.57 点）よりは良いという結果になっている〔図表 26〕。 
 

〔図表26〕情報収集／共有の評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
 
 

4.3.12 総合評価結果 
 

インドと米国の 10 項目の評価結果をレーダーチャートで比較すると〔図表 27〕のようになる。この

図からは、インドの輸出管理システムは、許認可システム、国際レジームへの対応、キャッチオール

条項、訓練、税関当局、エンド・ユーザー等の確認、罰則、情報収集／共有などで米国に比べると

劣っていることが分かる。特に国際レジームへの対応、キャッチオール条項、訓練については米国

との差が大きくなっており、早急に改善することが望まれていると言えよう。但し、キャッチオール規

制については 2005 年に制定された WMD 法の§11 と§12 で規定されており、2007 年時点での

評価結果はより米国の評価結果に近づいているものと考えられる。 
 

また、これら 10 項目の各得点と加重値の積の合計である総合得点に基づく総合評価結果は、

図表 28 に示すとおりで、米国（96.68 点）が も高く、次いでフランス（93.73 点）、ロシア（82.44
点）の順となっており、インドは 76.78 点でロシアに次ぐ４番目という結果になった。インドに対する

評価は中国よりは高いものの、ロシアよりも劣っており、改善すべき点が多々あるとみられていること

が明らかとなっている。 
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〔図表27〕インドと米国の輸出管理システムの評価結果比較 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
 
 

〔図表28〕総合評価結果 
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（出所）ジョージア大学「To Supply or To Deny –Comparing Nonproliferation Export Controls in Five Key 
Countries」を基に CISTEC 作成 
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4.4 対印進出日本企業から見たインドの制度運用の問題点 

 
日本貿易振興機構 (JETRO)は 2005 年 2 月、ASEAN６カ国（タイ、マレーシア、シンガポール、

インドネシア、フィリピン、ベトナム）およびインドに進出している日系企業のうち、日本側による直接、

間接資本の合計が 10％以上である製造企業 2,117 社を対象に、進出国の貿易制度の現状と課

題に関するアンケート調査を実施している。この調査では 954 社から回答を回収（有効回答率

45.1％）しており、そのうち 7％（46 社）はインドへ進出している企業からの回答となっている。 
 

この調査結果によれば、対印進出日系企業が多く挙げたインドの貿易制度の問題点は、「通関

などの諸手続きが煩雑である」（72.9％）、「通関に時間を要する」（56.3％）、「通達・規制内容の周

知徹底が不十分である」（22.9％）である。これら３つの点は、他のアジア諸国に進出した企業から

問題点として挙げられるケースも少なくないが、〔図表●〕のようにシンガポールやマレーシアの例と

比較すると、問題点として挙げる企業の割合はインドが際立って大きいことが分かる。こうしたことか

ら、インドの貿易制度が、他のアジア諸国と比較しても数多くの問題を抱えていることが推察できる。

特に「通達・規制内容の周知徹底が不十分である」という点については、間接的ながらインドの輸

出管理制度に問題があることを示すものといえ、注目される。 
 

〔図表29〕対印進出日系企業から見たインドの貿易制度面の問題点 
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５．米政府の対印輸出管理 
 

5.1 米国の対インド輸出規制の変遷－核実験に伴う対印制裁から米印原子力協定へ 

 
5.1.1 1998 年以前の輸出規制 

 
冷戦期のインドはいわゆる「非同盟国」の旗頭であり、ロシアとも米国ともほぼ等しく歩調を合わ

せていたことから、米国の対インド輸出規制は長い間混成的であった。国別グループ D:1 の中国と

比較すると、EAR は長い間インドを国別グループ B に分類してきた。これは中国にとっては許可が

必要であった国家安全保障（NS）規制品目の許可例外 GBS と TSR に従う輸出に対して、インド

を適格としたものであった。 
 

ただしインドは、ワッセナー・アレンジメント、原子力供給国グループ、弾道ミサイル関連技術規

則、オーストラリア・グループ等の主要な多国間輸出規制制度の、いずれの加盟国でもない。実際

インドは 1990 年代初頭以来、機密事項扱いの核関連品目、生物化学兵器品目、ミサイル技術

（MT）品目にかかわる輸出の高リスク仕向け地として、国別グループ D:2、D:3、D:4 に記載されて

いる。同様にインドはコンピュータ制御については常に分類 3 に記載されてきた。これは軍事 終

需要者もしくは軍事用途に向けられた場合に、長年にわたって独立してしきい値が低い輸出であ

る。（例えば連邦官報第 61 巻 2099 頁（1996 年 1 月 25 日）参照） 
 

5.1.2 インドの核実験と米国の規制強化 
 

インドに対する米国の輸出規制の大きな変化は 1998 年に現れた。この年インドとパキスタンによ

る核兵器とミサイル発射システムの公開実験に引き続いて、規制がはるかに厳格になったのである。

インドによる 9/11 テロ後の米国の対テロ活動の支援、そしてより友好的な経済と原子力および防衛

の関係に向けた二国間協議に引き続いて、米国は 2001 年以降に規制を自由化し始めた。 
 

クリントン大統領は米国武器輸出管理法（いわゆるグレン修正条項）のセクション 102(b)に従い、

インドとパキスタン両国はそれぞれ核爆発装置の起爆実験を実施したとして、当該法で規定される

制裁を実現するために必要な措置を取るように関連米国機関に命令した大統領決定を、インドに

関しては 1998 年 5 月 13 日に、パキスタンに関しては 1998 年 5 月 30 日に、議会に報告した。

商務省は 6 月 18 日に、核拡散と MT を理由としてインドとパキスタンのすべての 終需要者に対

して規制される米国原産品目の輸出もしくは再輸出に関する拒絶政策と、許可例外 CTP の下で

のコンピュータ輸出に関するインドの適格性の削除を含むその他一定の実現すべき措置を発表し

た。米国は制裁に先だって適切な 終需要者に対しては承認を前提とする、当該品目に関する申

請のケースバイケースの見直しを実施した。 
 

当時の輸出管理局（"BXA"、現在の BIS）は 1998 年 11 月 19 日に、発表された制裁を実施し、

補完する規則を採用した。（連邦官報第 63 巻 64322 頁）。当該規則によって EAR パート 742.16
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が追加され、（飛行の安全のためのある種の例外を除いて）NP と MT を理由としてインドとパキスタ

ンのすべての 終需要者が規制を受ける品目の輸出と再輸出に関して、許可審査拒絶政策が成

文化された。この規則により EAR パート 744 の補遺 No.4 のエンティティー・リストに対して原子力、

ミサイル、通常兵器の活動に関与すると判定されたインドについては 212 の、パキスタンについて

は 92 の政府、半官半民、民間の団体がさらに追加された。EAR の対象となるすべての品目のリス

ト記載の政府、半官半民、民間の団体に対する輸出と再輸出には、許可が必要となった。該非判

定が EAR99 以外で EAR の対象となるすべての品目のリスト記載の軍事団体に対する輸出と再輸

出には、許可が必要となった。リスト記載の団体への輸出もしくは再輸出の許可審査政策は、わず

かな例外を除いて拒絶が前提とされた。当該規則は 6 月の発表と同じく、前述の品目がある種の

機密事項扱いの核兵器、生物化学兵器、MT の 終用途もしくは同様の 終需要者によって使

用されることを輸出者が「認識」していれば、EAR パート 744 の拡大拡散安全保障イニシアティブ

の「多目的」規制によって、その他の 終需要者への許可が必要であることを輸出者に思い起こさ

せた。 
 

リスト記載の団体が米国ハイテク取引のかなりの割合を占めていたことから、これらの制限は米

国からインドへの輸出に大きな影響を及ぼした。1998 会計年度については、インドの 終需要者

だけで少なくとも 230 件の許可申請を占め、申請の内のおよそ 100 件は米国ハイテク企業で働く

インド国民に対するものであった（「みなし輸出」）。ただし、制裁はもっとひどい状況であったかもし

れない。政府高官は取引への潜在的影響をあらかじめ調査し、業界の意見に耳を傾けた。その結

果、高官らはグレン修正条項が指令するものを超えて、自由裁量による一定の制裁と規制を確か

に実施はしたが、許可例外 TSR、TSU、GBS を使用する可能性は削除せず、これは考慮の対象

となった。（この著者は、西暦 2000 年問題を回避するためのインド人ソフトウェアプログラマーによ

る作業は、インドからのサービスの輸入と見なされたために貿易統計が適用されなかったと政府高

官の一部に説明したが、一方で技術とソフトウェアの大部分は許可例外 TSR の下でインド人プロ

グラマーに輸出されていたので、削除されていれば重大な影響があったかもしれない。）同様に

BIS は、特に記載がない限りは系列会社や子会社さえ除いて、リスト記載の特定の団体のみを取り

扱うように助言していた。これにより輸出者は高度な注意を払って、リスト記載団体の系列会社を含

めたインドのその他の部分への輸出の一部を、許可なしで行うことができた。 
 

BIS と国とは一貫して、これらを米国のみが課した一方的な規制であると報告した。その他の国

はインドとパキスタンに対する米国の制裁について一定の支持を表明したが、類似のデュアルユ

ース輸出規制を課した国は存在しなかった。米国はインドにとって主要な輸入元ではあったが、イ

ンド市場において米国製品は多様な供給元による競合に直面した。特に西欧諸国と日本は、類似

品をインドに供給していた。 
 

制裁は EAR99 に該非判定されるローテク商品の取引にさえ多大な影響を及ぼした。米国の輸

出者はインドもしくはパキスタンへの輸出に関して許可要件が不確かなために、1999 会計年度に

は許可が必要な品目についての申請とほぼ同数の申請を、許可が不要な品目について提出した。

1998 会計年度には、価額が 6,000 万ドルの申請 1,008 件の内の 427 件が、EAR99 に該非判定
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される品目に対するものであった。インドの輸入業者の中には、米国からの出荷に信頼性が欠如し

ている結果として、彼らが将来的に被る商機の喪失を米国の供給者に通知してきたものもある。

BIS によればインドにとって制裁時点の米国は、商業用技術の主要供給元であり、 大の外国人

投資家であり、 良の顧客であった。 
 

インドの核実験に続く 初の 1 年間に、米国の制裁によってインドへの輸出の 1 億 5,000 万ド

ル以上が失われたと BIS は推定している。この数字は無意味でないどころか、米国の輸出全体の

およそ 4%を占めるものであった。制裁のために失われた米国の輸出の推計は、部分的には 1998
年 5 月のインドの核実験直後の 1 年間に、インドに対する輸出許可申請の拒絶の総価格がおよそ

10 倍（すなわち 1997 年 5 月から 1998 年 4 月までの期間の 570 万ドルから 1998 年 5 月から 1999
年 4 月の期間の 5,050 万ドルまで）に増加した事実に基づくものであった。拒絶の増分 4,480 万ド

ルのおよそ 98%は、商務省のインド制裁政策に直接関連するものであった。これら制裁関連の拒

絶の大半（95%）は EAR 記載のインド国籍の団体への輸出に関するものであり、一方はるかにわ

ずかな割合（5%）がミサイルもしくは核関連品目の輸出に関するもので、これはインドとパキスタン

のすべての団体に禁止されていたものである。 
 

5.1.3 米印二国間協議と法改正—米国によるインドへのアプローチ 
 

商務省、国、その他の機関の職員は 1998 年 11 月に始まったインドとその他の二国間協議の代

表団に参加した。目的は各種の国際的拡散防止の枠組みのガイドラインと輸出規制リストの採用を

インドに促すことであった。初期のミーティングは情報交換が主であった。インドは確かに拡散防止

への意欲を表明はしたが、国際的枠組みについては差別的であると同時に恣意的であると述べて

特に加盟を望まなかった。追加の協議が継続した。 
 

グレン上院議員を含めてグレン修正条項の も熱狂的な支持者ですら、グレン修正条項の目的

は抑止であったが、そのために必要とされた過酷な手段は、インドに前向きの姿勢を促すには逆

効果であったかもしれないと後日発表した。1999 年 10 月 25 日に署名され成立した 2000 年の国

防総省歳出予算法の表題 IX には、およそ 300 のインドとパキスタンの制裁対象団体への輸出規

制の広範な適用は、米国の国家安全保障上の特定の利益に相反しており、リストには改良が必要

であると述べられている。さらに法律は、「輸出規制は大量破壊兵器とミサイルプログラムに直接重

大に寄与するインドとパキスタンの団体に適用すべきであり、かつ前述のプログラムに寄与し得る

品目に限るべきである」ことは議会の良識であると述べている。 
 
【BXA、51 のインド企業（機関）をエンティティー・リストから削除—制裁を軽減】 
 

クリントン大統領のインド、パキスタン歴訪直前の 2000 年 3 月 17 日に、BXA はインドの 51 の

団体をBXAのエンティティー・リストから削除し、EAR99品目に関するインドとパキスタンへの制裁

を軽減する規則を公表した。（連邦官報第 65 巻 14444 頁（2000 年 3 月 17 日））削除の意味は、

あり得べき拡散 終用途に関する認識が輸出者もしくは再輸出者になく、品目を許可不要
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（"NLR"）もしくは許可例外の下で出荷することができる場合は、削除された団体には許可要件は

もはや存在しないということであった。リストに記載が残っている団体に関しては、EAR99 の品目に

ついて拒絶を前提とするのではなく承認を前提とするように、規則は許可政策を緩和した。この改

定によりインドに関する許可申請の承認率は、2000 年 3 月 17 日以前のたった 26%から 2000 年

9 月 30 日の 62%まで変更された。この政策によって BXA のすべての輸出許可は、1999 会計年

度中の 9%の高さから約 3%まで全体として拒絶率が低下した。これは歴史の傾向によりよく調和し

ている。この政策の改定によって関連する申請の処理が促進され、承認数の増加がもたらされた。

従属して記載された団体の主エンティティー・リストから新しい付録 A と新しい付録 B への移動もこ

の規則によって実施され、リストが短くなったと「思われる」ようになった。 
 
【対印制裁を部分解除】 
 

クリントン大統領は 2000 年 3 月 28 日、大統領決定 No.2000-18（連邦官報第 65 巻 16297 頁

（2000 年 3 月 28 日））によりインドに対する以下の制裁を解除した。 
 
① 南アジア地域の発議／エネルギーへの支援 
② 経済開発のためのインターネットに関する大統領発議 
③ 金融機関の改革と拡充プログラム 
④ インド環境保護交流会における米国教育財団 

 
この解除は対インド制裁に関するささやかな軽減に過ぎなかった。1998 年にインドとパキスタン

に対して科されたその他すべての輸出規制制裁は、有効なままで残っている。2000 年の国防総

省歳出予算法の下でこれらその他の制裁を解除するためには、制裁の適用が米国の国家安全保

障上の利益につながらないことを大統領が議会に対して保証する必要があるだろう。 
 

2000 年から 2001 年の間に BXA とインド当局は、輸出規制と制裁に関して頻繁な二国間協議

を特に実施した。 
 
【米武器輸出管理法§101 と§102 による制裁を解除】 
 

2001 年 9 月 11 日の米国へのテロ攻撃により、対インド制裁はより明確に見直されることになっ

た。対インド制裁を改正する活動が既に協議下にあったことから、実現は一気に加速した。2001
年 9 月 22 日、大統領決定 No.2001-28 号において、および 2000 年の国防総省歳出予算法セク

ション 9001(b)（一般法 106-79）にしたがって、ジョージ W. ブッシュ大統領は、米国武器輸出管

理法セクション 102(b)(2)の副段落(B)、(C)、(G)に含まれるインドとパキスタンへの制裁と禁止の継

続的適用は、米国の国家安全保障上の利益に繋がらないことを決定し、議会に対して保証した。

2000年の国防総省歳出予算法セクション9001(a)（一般法106-79）に関連して、米国武器輸出管

理法のセクション 101 もしくは 102 に含まれる制裁の適用でこれまで解除されていなかった範囲を

大統領は解除した。 
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BXA は 2001 年 10 月 1 日の上記の制裁の解除を実施した。（連邦官報第 66 巻 50090 頁

（2001 年 10 月 1 日））。インドとパキスタンに対する NP 品目と MT の品目の輸出と再輸出に関す

る拒絶政策を示す EAR セクション 742.16 は、この規則によって削除された。当時許可例外に適

格であった範囲を除いて前述の品目に対しては依然として許可が必要であったが、それらが、

EAR742.3と742.5で定義されるように許可審査政策はケースバイケースの審査に復旧した。当該

規則によって、EAR 744.11「パキスタンとインドに所在する特定の政府団体、半官半民団体およ

び民間団体に関する制限事項」および 744.12「パキスタンとインドに所在する特定の軍事団体に

関する制限事項」が削除された。この規則は、EAR99 品目の許可審査政策を承認を前提としたも

のとし（2000 年 3 月に実施済み）、その他の品目についてはケースバイケースの審査に基づくもの

へ変更することによって、エンティティー・リスト記載のインドとパキスタンの団体を改正するものでも

あった。 後に、この規則によって多くの許可要件が削除され、より多くのインドとパキスタンの団体

がエンティティー・リストから削除された。 
 
その結果、BXA が受領した輸出許可の数量とインドに対する許可の承認率は、上記パート 1、2 の

統計に見られる通り 2000 会計年度から 2001 会計年度へと著しく増加した。 
 

米国政府とインド政府は 2002 年 11 月に、両国の関連部門の上級代表によるインド-米国ハイテ

ク協力団体（HTCG）の設立に合意した。HTCG の目的は、「デュアルユース」の商品と技術の取

引を増加する方法の取り扱いを含めて、米国とインドの関係を広く進展させるハイテク取引におけ

る二国間協力を統治する原則について、新しい文言の開発に向けた共同作業であった。 
 

2003 年 6 月 20 日に国務省防衛取引管理局（DDTC: Directorate of Defense Trade 
Controls）は連邦官報の中で、もはやインドとパキスタンは、国際武器取引規則（ ITAR: 
International Traffic in Arms Regulations）に基づいて防衛品目として規制される品目の拒絶

政策の対象ではないと告示した（連邦官報第 68 巻 37039 頁（2003 年 6 月 20 日））。現在これら

の申請は基準に基づいてケースバイケースで検討されている。 
 

特に軍事もしくは宇宙用途に設計、開発、構成、適応、もしくは変更された商品に加えて、技術

資料（ソフトウェアを含む）およびその種の製品に対する特定の種類の技術的支援については、い

くつかの例外を除いて ITAR が管轄権を有している。ワッセナーIML には商用宇宙品目は含まれ

ていないので、商用人工衛星に対する ITAR 規制は一方的である。一般に DDTC の許可プロセ

スは、BIS の許可プロセスと比べて透明性に乏しく、DDTC は特定の輸出を認可するかどうかに関

して大きな自由裁量権を持っている。この自由裁量権は、DDTC にとっては上記のように米国が混

成的関係を有してきたインドのような国の変化に対応する場合に有用ではあるが、輸出者と再輸出

者にとっては、DDTC がどのような商品、技術資料および技術支援の輸出を承認するかに関する

不確実性の原因となる。DDTC が実行している明確で一義的な 1 つの方針は、インドの衛星打ち

上げロケットに関するものである。DDTC はインドの衛星打ち上げロケットで打ち上げられる米国の

宇宙船（商用通信衛星と探査衛星を含む）の輸出を認めることはないであろう。方針ではインドの

人工衛星に組み込むためのパーツやコンポーネントを米国のベンダーが販売するための輸出許
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可を DDTC が承認することはできるが、米国は特定の ITAR 規制対象パーツとコンポーネントを組

み込んだイタリアの人工衛星を、インドの打ち上げロケットで打ち上げないようにイタリアに圧力をか

けたと伝えられている。 
 
【BIS、NSSP の一環で印 ISRO をエンティティリストから削除】 
 

2004 年 9 月 22 日、BIS は「戦略的パートナーシップにおける次の措置（NSSP）」の一環として、

インド宇宙研究機構（ISRO: Indian Space Research Organization）の本部をエンティティー・リ

ストから削除し、またエンティティー・リストに残っている ISRO の 7 つの子会社について、該非判定

が EAR99、もしくは規制品目分類番号（ECCN）の 3～5 番目の番号が「"999"」、例えば、XX999
の場合に、EAR 対象品目の許可要件を取り除いた（連邦官報第 69 巻 56693 頁（2004 年 9 月

22 日））。この変更によって、EPCI の理由による許可申請が大幅に減少した。 
 
2005 年 7 月 18 日、ブッシュ大統領とインドのマンモハン・シン首相は、インドとの NSSP に合意し

たと発表した。NSSP で示された協力案には、良好なハイテク貿易のための適切な環境の構築に

関する措置が含まれる。コミットメントの一部として、米国は核拡散防止の理由で米国が一方的に

規制している品目のインドへの輸出と再輸出の許可要件を削除し、団体リストからインドの 6 団体を

削除することに同意した。BIS は、EAR の 742.3(a)(2)を改定して許可要件からインドを除外し、か

つ輸出規制国表（CCC: Commerce Country Chart）のインドの行と NP 2 と名付けられた列の交

点にあるボックスから"X"を削除することでこの協定を実施した（EAR パート 738 の補遺 1）。（連邦

官報第 70 巻 35251 頁（2005 年 8 月 30 日））。 
（現在はイスラエルとパキスタン（に加えて 6 つのテロリスト支援国）だけが NP2 規制対象国だが、

インドはいまだに NP1 規制の対象国である。）BIS は次のインドの 6 団体をエンティティー・リスト

から削除した（EAR パート 744 の補遺 4）：原子力エネルギー省の団体である Tarapur (TAPS 
1&2)、Rajasthan (RAPS 1&2)、Kudankulam (1&2)、および ISRO の下部団体であるテレメト

リー追跡コマンドネットワーク（ISTRAC: ISRO Telemetry, Tracking and Command Network）、

ISRO 慣性システムユニット（IISU: ISRO Inertial Systems Unit）、Thiruvananthapuram、お

よび宇宙利用センター（SAC: Space Applications Center）、Ahmadabad。 
 
【米印原子力協力協定】 
 

米国のブッシュ大統領と印シン首相は 2005 年 7 月、民生原子力分野での協力に合意すると共

に、インドが原子力施設の軍民分離、民生施設への IAEA 保障措置の適用、追加議定書の署名、

カットオフ条約への努力、輸出管理の遵守など、核不拡散への貢献を約束した。なお、両首脳によ

る共同声明の概要は次に示す通りである。 
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＜米印原子力協力協定- 米ブッシュ大統領と印シン首相の共同声明（2005）-＞ 
★米国とインドは民生原子力分野における協力に合意 
 
ブッシュ大統領は、先進原子力技術を持つ責任ある国としてインドが他国と同様の利益を得るべき

ことを約束する一方、シン印首相は、他の主要国と同様に以下の責任と義務を負うことに同意。 
 
＊段階的に民生・軍事の原子力施設を分離し、民生施設をＩＡＥＡに申告。 
＊民生原子力施設を自発的に IAEA 保障措置下に置く 
＊民生原子力施設にかんして追加議定書に署名、遵守 
＊核実験の一方的なモラトリアムを継続 
＊核分裂性物質カットオフ条約の締結に向けて米国と努力 
＊濃縮・再処理技術の移転を控え、拡散を制限する国際的努力を支持 
＊輸出管理法や原子力供給グループガイドラインへの調和と遵守 
 

その後、米印両国は協議を進め、2007 年 7 月には原子力の平和利用をめぐる協力を可能にす

る二国間協定に合意した。これにより、米国はインドが核実験を行った場合に提供した燃料や技術

の返還を求める権利を持つ一方、インドに核燃料供給を保証し、使用済み核燃料の再処理を認め

るなどの内容となっている。 
 
【米のエンティティ・リストと日欧のエンティティ・リスト】 
 

エンティティー・リストに以前記載されていた企業は、英国、ドイツおよび日本の拡散団体のサー

ドパーティリストにいまだに記載されている。ご存知のように、英国、ドイツおよび日本政府の特定

機関は拡散目的が懸念される団体のリストを輸出者に提供しているが、これらのリストには米国の

エンティティー・リストにはもはや記載されていないインドの団体が数多く含まれている。上記のリス

トは正式なものではないので、これらの政府が団体をリストから削除するための正式な手続きが存

在しない。インド企業は MK Deltac や OCR などの企業が保持するサードパーティリストに掲載さ

れている場合があるので、クライアントはこれらのインド企業に販売を行う際に時折問題にぶつかる。

それらの政府の 1 つは、団体は拡散目的が懸念されており米国政府がリストから団体を削除したの

は客観的理由ではなく政治的理由であると、折に触れて遠回しに助言したが、少なくとも我々は

Larson & Toubro を英国政府の「懸念」から取り除くように説得することに成功し、MK はそのリスト

から当該企業を削除した。 
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5.2 米 BIS 監察官報告 

 
米商務省産業安全保障局(BIS)は 2007 年 3 月、米国の対インド輸出管理に関し、BIS 監察官

名で報告書を発表した。これは米国の 2000 年国防歳出権限法(NDAA)に定められた、商務省、

国防総省、エネルギー省、国務省の各監察官が中央情報局(CIA)長官と連邦捜査局(FBI)長官と

の協議の下、機微な米技術及び技術情報の懸念国・団体への流出を防止するため、輸出管理と

防諜の両方の側面から 8 年間にわたり、分析と米議会への報告義務を課したことによるものである。

そのため米商務省監察官は、BIS の対インド輸出管理プログラムを以下の観点から再検討してい

る。 
 
① BIS の対インド輸出管理政策、運用、手続の透明性と成果達成度 
② BIS 審査官が、対インド輸出管理政策、運用、手続に則り審査を行っているか 
③ インド内外の大量破壊兵器関連計画への機微貨物の転用に関する、BIS の検証・防止能力 
 

1998 年 5 月のインド及びパキスタンによる核実験実施に伴い、米国は両国に対し経済制裁を科

した。2001 年になり、米国はインドとの「戦略的パートナーシップ」を目指し、制裁を解除し、米印

両国の関係は大きく進展した。同時に両国は、テロ対策、地域の安全保障、宇宙及び科学協力、

民生用原子力の安全対策、経済関係の強化等、幅広い協力関係で合意した。2002年以降、両国

はハイテク協力グループ(HTCG)を設置、両国共通の課題としてのハイテク問題と、協議の幅と輸

出管理面での協力関係強化を協議する場を設置、直接的関係を象徴している。 
 

世界で も高成長を遂げている好調なインドの経済は、米国の輸出者にとり機会となり、米輸出

管理政策にとり課題ともなっている。2005 年において、米国からのインド向け製品輸出は約 80 億

ドルとなり、前年比 30%の増加、2002 年との比較では約 2 倍となっている。米 BIS によると、米国

からインドへの総輸出額の約 1%が米輸出管理対象となっており、その内の殆どについて BIS は、

インドの核、生物、化学、ミサイルに関する計画との関係はないとして、輸出許可を出している。米

国にとり、インドはテロ対策及び中国との関係において、民主的なパートナーであると認識されてい

るが、不拡散専門家らはインドの核能力並びにその意図について懸念が示されている。現在の米

国の政策においては、民生用の原子力協力について完全な協力関係を持つとされているが、イン

ドの核兵器及びミサイル関連計画を直接・間接的に支援しないよう、米政府が輸出管理を効果的

に運用できるかとの問題点が上げられる。 
 

5.2.1 BIS が受理した対インド輸出許可の申請件数の推移 
 

BIS が受理した対インド輸出許可の申請件数は、2002 年度から 2005 年度の間に 30％増加し

たが、2005 年度から 2006 年度の間では 19％減少している。この減少の原因としては、許可要件

が緩和されたことが挙げられる。 も大きな変化を迎えたのが 2005 年であった。その変化とは、① 
核拡散防止の観点から米国が一方的に規制してきた品目について、インドの大半の 終需要者

を対象とした輸出・再輸出要件が廃止されたこと、② インド宇宙研究機構（ISRO）の本部が BIS
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のエンティティ・リストから削除されたこと、③ ISRO のいくつかの下部組織に向けた EAR99 品目

の輸出について、輸出許可要件が廃止されたこと、の３点である。 
 

〔図表30〕BIS が受理したインド向け輸出許可申請数 
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（出所）BIS, U.S. Dual-Use Export Controls for India Should Continue to Be Closely Monitored, March 2007

 
 

2005 年度および 2006 年度において省庁横断的な紛争解決手続きに付託された対インド輸出

許可申請を検討した結果、連邦レベルの様々な輸出許可機関間の連携は十分であったことが明

らかになった。米印間の輸出規制活動を総合的に検討した結果、以下に示すように、首脳部の留

意すべき課題が明らかになった。 
 

5.2.2 インド向けデュアルユース品目輸出規制の政策・実際の透明性に課題 
 

5.2.2.1 米印「戦略的パートナーシップの次段階（NSSP）」 

 
米国とインドは 2004 年 1 月、「戦略的パートナーシップの次段階（NSSP）」を発表した。これは、

平和的な核活動、宇宙の平和利用およびハイテク貿易における協力の強化と、ミサイル防衛に関

する対話の拡大を目的とした協定である。一連の互恵的な措置によりこのイニシアティブを推進し、

核の規制および安全の問題、ハイテクのデュアルユース品目を中心とする貿易の促進などに取り

組んでいく、とされた。米国政府は、インドが様々な措置の実施を完了したと判断し、対インド輸出

について許可要件を大幅に削減した。2005 年 7 月 18 日、ブッシュ大統領とインドのマンモハン・

シン首相は NSSP イニシアティブの終了を発表するとともに、米印関係を大きく転換して「グローバ

ル･パートナーシップ」を確立していくことを宣言した。 
 

NSSP の開始当初、BIS はこのイニシアティブが打ち出した措置の評価および実施に関わった。
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しかし、そのうちの 2 つの措置については、インド政府が十分に実施していないのではないかという

疑問が、米国政府内部の一部の不拡散専門家の中に残っていた。この問題と OIG の問題意識に

ついては、付録 D－「戦略的パートナーシップの次段階」の実施（「極秘」扱い）を参照のこと。 
 

5.2.2.2 BIS のエンティティ・リストの問題 

 
実質的にすべての EAR 対象品目について米国政府が輸出許可を要求する世界中の事業主

体を掲載した、BIS のいわゆるエンティティ・リストについても問題が明らかになった。リストに掲載さ

れたインドの事業主体の身元が明確にされていないため、規制対象のデュアルユース品目が輸出

許可を得ることなく、意図せずに、そのような事業主体の手に渡る危険がある。エンティティ・リスト

は、12 のインドの事業主体を名称入りで掲載しているが、 終需要者は 3 つの「種類」に分類され

ているだけである（たとえば、国際原子力機関の保障措置の外で運用されている原子炉等）。2005
年度においては、29 件の輸出許可申請のうち、2 件が省庁横断的な紛争解決手続きに付託され

た。対象のインドの事業主体が 終需要者の 3 つ分類の一つに含まれるかについて、意見が割れ

たためである。 
 

5.2.2.3 BIS の対印最終用途調査プログラム改善の必要性 

 
【 終用途調査プログラムの概要】 

 
終用途調査は、BIS が規制するデュアルユース品目の輸出取引の適法性を検証するもので

ある。許可前調査（PLC）は、規制対象の米国起源の品目や技術データに関わる取引に海外の個

人・企業がふさわしいかどうかを確認することにより、輸出許可申請に記載された情報を検証する

ために実施する。他方、出荷後検証（PSV）は、輸出業者、荷主、荷受人および 終需要者が、輸

出許可の条件を遵守しているか、検証するものである。具体的には、米国からの輸出が輸出許可

に記載された主体にわたり、輸出許可の規定にしたがって使用されているか検証する。 終用途

調査を実施するため、BIS はインドに輸出管理官（ECO）を駐留させている。 
 
【 終用途プログラムの課題】 
 

BIS がインドで実施する 終用途調査プログラムを検討した結果、いくつかの課題が明らかにな

った。まず、米国商務省とインド外務省は 2004 年 9 月、輸出規制に関する現行の取り組みの強化

を目的として 終用途査察協定を締結したが、実際はインドにおける 終用途調査の有効性・有

用性を制限するように作用している。また、インドの民間企業に関する 終用途調査はおおむね

適切な時期に実施されている一方、政府機関や政府関連組織の大半については適切な時期に

実施されていない。 終用途調査において、① 必要な船積書類を受理して PSV を開始、② 外

務省に 終用途調査を通知、という段階を完了させるための明確で一貫性のある時間枠を BIS は

定めていない。 
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さらに、BIS が 2006 年度に中止したインドにおける許可前調査（PLC）のうちの 2 件は、対象の

政府機関が協力的でなかったため、BIS の 終用途調査基準に照らして「望ましくない」と評価す

べきであった。 後に、米国政府は、センシティブな輸出品目の（インド内外の）大量破壊兵器関

連プログラムへの転用の可能性を憂慮しているが、BIS はその可能性の確認に向けた PSV の対

象設定を適切に実施しなかった。 
 
【米、特定許可条件の遵守状況の監視部門の監視手順改善の必要性】 
 

BIS は、許可条件の遵守を徹底させる取り組みを強化する必要あり 輸出許可に条件を付加す

るのは、米国政府が特定の輸出品目の規制・監視する上で有益である。しかし、輸出業者や 終

需要者がそれを完全に遵守しなければ、望ましい結果は得られない。全体的にみれば、BIS は

OIG の提言をうけて、ここ数年は輸出許可の報告条件の遵守を確実にするため適切な手順を採

用しているといえる。しかし、特定許可条件の遵守状況の監視を担当する輸出管理部および輸出

執行部は、その手順の実施において改善が必要である。 
 

輸出管理部においては、輸出業者または 終需要者に輸出許可の報告条件（出荷関連文書の

提出）の履行を求める BIS の手順を徹底しなかった許可担当官がいたことが、今回の審査で明ら

かになった。報告の条件を有することが判明した対インド輸出許可 13 件のうち 5 件について、許可

担当官は「要フォローアップ」のマーキングを怠っていた。また、輸出管理部は 2006 年 5 月 9 日、

許可条件にしたがって提出された技術文書については、それが BIS が取引に国家安全保障上の

懸念をいだいたことにより提出を請求された場合にかぎり、許可担当官が審査すること求める文書

を発表した。しかしこの文書は 国防総省が報告の条件を付与した輸出許可を除外している。ただ

し、BIS の許可担当官が取引に対して同様の懸念を抱いている場合はその限りではない。その結

果、対インド輸出許可の 13 件のうちの 10 件は許可担当官による審査が必要であることを示すマー

キングがなされなかった。技術的な報告条件を付加するのは国防総省だからである。しかし、BIS
には EAR を管理・執行する権限があるため、デュアルユース品目の輸出許可に付与されたあらゆ

る条件を監視・執行する 終的な責任を負っている。さらに、輸出業者担当課（OExS）の職員は

監視が求められる報告の条件について必ずしも把握しておらず、遵守を怠る輸出業者の輸出執行

部への報告も適切になされていない。輸出管理部の監視手続きにおけるこのような不備は、違反

行為に対する許可条件の抑止効果を阻害しかねない。 
 
【輸出執行部における手順問題と改善の必要性】 
 

輸出執行部においては、執行分析課（OEA）が条件 14 を含む輸出許可の遵守を監視・執行す

るための課内指針を徹底していなかったことが判明した。条件 14 とは、輸出許可に基づいて実施

された出荷について、30 日以内に OEA の通知することを輸出業者に求めるものである。これは、

輸出許可に付与する も重要な条件の一つである。なぜなら、対象の品目・技術が輸出許可の条

項にしたがって使用されているか確認する PSV が必要かどうか、様々な省庁の許可機関が決定

するからである。ただし、実施の出荷が行なわれるまで、PSV を実施することはでいない。今回の
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審査では、条件 14 が付与された 24 件の対インド輸出許可を対象としたが、そのうちの 11 件は船

積書類の BIS への提出が 短で 12 日、 長で 1,158 日遅れていた。PSV が要請されたケース

では、24 件の PSV のうちの 8 件は出荷日から 100 日以上経ってから開始されていた。この遅れ

は、転用を含む輸出許可の条件の違反行為を検知する可能性を減ずるものである。OEAは① 条

件 14 の報告義務の完全履行を怠った過去を持つ輸出業者に輸出許可を交付することを勧告し、

② 遵守を怠っている輸出業者を輸出執行課に付託しなかった、ことも今回の審査で明らかになっ

た。 
 
【OIG の報告書案および意見に対する BIS の反応】 
 

OIG の報告書案に対する 2007 年 3 月 23 日付けの意見書において、BIS は OIG の提言の一

部を実行しつつ、他の提言を検討しているところであることを明らかにした。この意見書は、「戦略

的パートナーシップの次段階」に基づく取り組みをインドは十分に果したと BIS が判断していること

を強調している。BIS からの公式・非公式のコメントをうけて、本報告書を必要に応じて修正した。

BIS の反応も本文の関連性に沿って触れている。 
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5.3 デュアルユース品目の対インド輸出許可の現状 

 
5.3.1 対インド輸出許可の申請手続きの概要 

 
BIS が受領した許可申請は、輸出規制自動サポートシステム（ECASS）48にインプットし、対象

事業主体の登録番号があるか、登録番号の割当てが必要かを審査する。ECASS は輸出執行課

（OEE）に照会が必要な申請をチェックし、OEE のほか、輸出管理部の許可担当官に同時に送る。

その他の申請はすべて、許可担当官だけに送って処理する。 
 

大統領令 12981 号49によれば、BIS は 9 日間以内に許可申請の初期審査を実施する。初期審

査において、許可担当官はまず、申請者が規制品目リスト（CCL、BIS の輸出許可審査の対象と

なる物品・ソフトウェア・技術のリスト）から転記した輸出規制品目分類番号（ECCN）を確認する。

CCL には掲載されていないが EAR の対象となる品目は「EAR99」50に分類する。 
 

ECCN の確認に終了したら、関連する許可要件と許可例外を検討し、輸出業者の申告する

終用途の妥当性を審査した後、①輸出業者の許可履歴と 終荷受人または 終需要者、②他の

許可機関に申請を回付しない理由（該当する場合）の二点を記録する。 
 

許可担当官は、申請の認否について勧告を書面にまとめ、国防総省、エネルギー省および国

務省に提出する。ただし、これらの許可審査付託機関が商務省に決定を委任する場合はその限り

ではない51。 
 

BIS は許可担当官に対し、インド向け輸出に関するあらゆる許可申請（みなし輸出許可申請お

よびレッドフラッグ52なしの EAR99 品目を除く）の 終需要者審査を CIA の兵器情報・不拡散・軍

備管理センターに付託することを求めている。 
 

大統領令 12981 号により、各許可審査付託機関は付託を受けてから 30 日以内に、許可申請の

認否に関する勧告ならびに必要な関連情報すべてを商務長官に提出しなければならない。付託

機関または BIS が申請を却下するためには、輸出管理法（EAA）および輸出管理規則（EAR）の

規定をふまえた根拠を提示しなければならない。30 日以内に勧告を提出しなかった場合、商務長

官の決定に同意するとみなされる。 

                                                  
48 ECASS とは、デュアルユース品目輸出の許可に関わる情報を処理・保存するために BIS が使用する非機密の

システムである。 
49 Administration of Export Controls, December 5, 1995. 
50 EAR99 は基本的に、CCL に掲載されておらず ECCN は割り当てられてないが、EAR の対象となる品目を一

括して分類するものである。EAR99 品目は、特定の禁止法令が適用される場合（輸出禁止国への輸出等）を除き、

ほとんどの場合、ほとんどの国に輸出できる。米国の輸出品目の大半が EAR99 品目となっている。 
51 BIS が許可を司法省に付託するのは、暗号技術保護の観点から規制対象となる品目に限られる。したがって、

大統領令 13026 号により、暗号関連の案件については紛争解決手続きのあらゆるレベル（運営委員会、輸出政策

諮問委員会、輸出管理審査委員会）において司法省も議決権を有している。 
52 「レッドフラッグ」とは EAR 違反の疑いのある者または行為を示す。 
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2006 年度における対インド輸出については、輸出業者に一定の制限を課すことを条件に輸出

許可を交付している。 終用途を限定するか、あるいは対象品目の利用を特定の 終需要者に

限定することにより、対象品目の拡散を規制することがその主な目的である。 
 

5.3.2 対インド輸出許可申請の動向 
 

デュアルユース品目の対インド輸出の許可申請件数は 2002 年度の 784 件から 2004 年度の

1,226 件へと、約 56％増加した。しかし、2004 年度から 2006 年度まで間に、約 30％減少してい

る（図 2）。2006 年度に BIS が受け付けた申請件数は 827 件（全体の 4.4％）であった。デュアル

ユース品目の対インド輸出の許可申請件数が減少した原因としては、NSSP ならびに HTCG の現

在に至る取り組みの結果、許可要件が緩和されたことが挙げられる。 
 

〔図表31〕BIS が処理した対インド輸出許可申請の結果 
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5.4 輸出許可手続きに見られるインドが必要とする技術の動向 

 
2006 年度の対インド輸出許可申請の技術分野は、材料・化学・「微生物」・毒素、材料加工、通

信・情報のセキュリティ、コンピュータが中心となっている（CCL 分類別の申請件数は〔図表〕を参

照）。 
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〔図表32〕 BIS が受理した対インド輸出許可申請件数の CCL 分類別内訳（2006 年度） 
分類 
番号 内  容 2006 年度に受理

した申請件数 
0 核の材料・施設・設備 8 
1 材料・化学・「微生物」・毒素 225 
2 材料加工 208 
3 電子 95 
4 コンピュータ 130 
5 通信・情報のセキュリティ 206 
6 レーザーおよびセンサー 22 
7 航空学・航空電子工学 56 
8 船舶 2 
9 推進システムおよび宇宙機ならびにその関連機器 55 

EAR99 CCL には掲載されていないが EAR の対象となる品 147 
注：複数の技術に関する輸出許可申請もあることから、2006 年度に BIS が受理した対インド輸出許可

申請件数の合計とは一致しない。 
（出所）BIS 
 
 
【米、対印輸出に許可条件を付与】 
 

EAR は、輸出業者、 終用途あるいは 終需要者について具体的な憂慮事項がある場合、

BIS または許可審査付託機関が輸出許可に条件を付与することを認めている。その条件は、許可

審査付託機関の間で長期にわたる協議により決定されることが多い。この協議は、省庁横断的な

輸出許可手続きにおける重要なプロセスであり、特定の輸出を監視する上でも都合がよい。BIS で

は、輸出許可の交付を受けた事業者があらゆる許可条件を遵守しているか、輸出許可について監

視を実施している。そのためには、輸出管理部および輸出執行部が協力して取り組むことが必要

である。 
 

標準的な許可条件は合計 55 ある。そのうちの 6 つは報告に関するものであり、輸出業者または

終需要者が対象の出荷について BIS に必要な文書を提出することを求めている（表 2 参照）。6
つの条件のうち、7 番目の条件（条件 7、別名「任意指定の条件」）は、許可担当官が特別の要件を

付与することができる。その要件としては、たとえば輸出業者または 終需要者を対象にした報告

義務がある。報告の条件を伴う輸出許可は、ECASS 内のフォローアップ・サブシステムで履行状

況を把握する。 
 

〔図表33〕報告義務を伴う許可条件 
条件 BIS 内の担当部 要件 

条件 10「暫定的な実証」 輸出管理部 許可品目が他国で暫定的な実証を行なった

後に米国に戻ってくる場合に BIS に報告 
条件 12「通関証明書－通常」 輸出管理部 
条件 13「通関証明書－三角」 輸出管理部 

 
BIS に通関証明書を提出 
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条件 14「出荷後検証（PSV）」 
 

輸出執行部 
 

（PSV が開始できるように）対象品目の出荷

後、荷主の輸出申告書を BIS に提出 
 

条件 17「航空機の一時的な滞

留 
輸出管理部 航空機が一時的な滞留の後に外国に帰った

ら BIS に通知 
* 本表は「任意指定の条件」を掲載していない（標準的な要件がないため）。「NDAA-PSV 条件」も除

外している（脚注 30 を参照） 
 
 

1998 会計年度国防権限法（NDAA）は、中国、インド、アラブ首長国連邦、イスラエルなどの「分

類 3（Tier 3）」の国に輸出または再輸出される高性能コンピュータのうち、一定以上の条件を満た

すコンピュータについては例外なく出荷後検証（PSV）を実施することを BIS に求める規定がある。

BIS はこの規定を条件 34 により実施する。条件 34 は、分類 3 の国に高性能コンピュータを輸出

する場合、出荷後の報告書を BIS に提出することを輸出業者に義務づけるとともに、対象の高性

能コンピュータのリストと PSV の結果をまとめた年次報告書を議会に提出することを BIS に義務づ

けている。条件 34 は ECASS のフォローアップ・サブシステムとは別に履行状況を把握する。 
 
 

5.5 対印適格エンド・ユーザー(VEU)制度 

 
5.5.1 VEU プログラムの検討 

 
商務省産業安全保障局（BIS）は、規制品目リスト（CCL）に記載された特定の XX99X ECCN

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許可を新たに義務付けるために、（い

くつかの草案を提出した後で）2006 年に 1 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輸出許可を義務付け、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 終用途制限を新たに課し、輸出業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））。 
 

5.5.2 対印 VEU 制度の導入 
 

2007 年 10 月 2 日、米 BIS は EAR を改訂、インドに対する適格エンド・ユーザー(VEU)制度

適用を発表した。具体的には、ミサイル技術、犯罪抑制を理由に規制対象となっているものを除く、

貨物、ソフトウェア、技術について、機微品目の責任ある管理をする能力があると認められたインド

のエンド・ユーザーに対し、民生用途に限り許可なしの輸出、再輸出、移転を容認するものであり、

これは米国とインドの間の協議で進められてきた、米印ハイテク協力グループ(HTCG)と戦略的パ

ートナーシップへの次のステップ(NSSP)の進展によるものであり、米印両国間におけるハイテク技
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術面での協力関係強化を進め、汎用品の輸出管理を緩和することを目指したものである。これによ

り、EAR セクション 748.15 の(b)節が改正され、インドが VEU の対象となる。 
 

現時点において、BISに対しインドのエンド・ユーザーに関するVEUの申請はなされていない。

これには幾つかの可能性があるが、１つは時期である。BIS は 2007 年 10 月に VEU プログラムを

発表したが、中国の場合発表から認定まで４か月以上をかけている。また国グループ D:1に属する

中国と、B に属するインドとは輸出許可申請が必要な件数が絶対的に異なっている現実がある。

VEU プログラムの対象はそもそも、完全な民生業務を行っているエンドユーザーに限定されており、

通常よくあるように、社内の一部門は軍事、他は民生用事業を行っているような場合は対象となら

ない。 
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６．まとめ 
 

世界第２位の人口を有するインドと世界各国との貿易は拡大し、外国企業の対印投資も増加し

ている。経済成長を続けるインドには世界中の注目が集まっており、これまで中国や韓国、台湾な

ど他のアジア諸国に比してどちらかといえば希薄だった日印の経済関係も、今後は徐々に拡大し

ていくものと思われる。それに伴い、インドに進出する企業も増加し、インドから世界各国に自社製

品を輸出する企業も増加するものと考えられる。本調査では、インドの輸出管理制度が先進国並

みに整備されつつあるものの運用面で依然として課題があることが明らかとなった。 
 
インドの輸出管理システムの問題としては、 
 
1) 包括規制が導入されていないなど輸出管理システムそのものに不備がある。 
2) 審査に携わる職員の教育・訓練が不十分である。 
3) このため、税関職員の能力不十分が原因で不正文書などを見抜けないことがあるなど審査

能力に問題がある。 
4) エンド・ユーザ等の確認が不十分である。 
5) 罰則が不十分である 
 
といったことが挙げられる。 
 
しかし、こうしたインドの輸出管理システムの問題点は、米国の働きかけ等もあって改善される傾

向にある。米国では、BISがインドの懸念企業リストの削減に動き出す一方、2008年2月末に実施

された米印ハイテク協議では、米国が防衛、バイオテクノロジー、IT 技術、ナノテクノロジーの各ハ

イテク分野でインドへの技術移転等の協力を行うことで合意した。 
 
現在あるいは今後インドに進出する企業は、インドでは正式な手続きを踏んで輸出許可を取得

したとしても違反を犯したとして米国などから摘発されるリスクが付きまとう可能性がある一方で、イ

ンドの輸出管理システムが改善傾向にあり、米国の対印輸出規制も緩和されつつあるといったこと

も考慮すべきだろう。インド進出企業には、インドの輸出管理政策及び米国の対印輸出管理政策

などの動きに注意を払いながら、厳格かつ慎重な輸出管理システムを構築・運用していくことが望

ましいといえる。 
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THE WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND THEIR DELIVERY SYSTEMS 
(PROHIBITION OF UNLAWFUL ACTIVITIES) ACT, 2005 

 
NO. 21 OF 2005 

 
[6th June, 2005.] 

 
 
An Act to prohibit unlawful activities, in relation to weapons of mass destruction and 
their delivery systems and for matters connected therewith or incidental thereto.  
 
WHEREAS India is determined to safeguard its national security as a Nuclear Weapon 
State;  
 
AND WHEREAS India is committed not to transfer nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices, or to transfer control over such weapons or explosive devices, and not 
in any way to assist, encourage, or induce any other country to manufacture nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices;  
 
AND WHEREAS India is committed to prevent a non-State actor and a terrorist from 
acquiring weapons of mass destruction and their delivery systems;  
 
AND WHEREAS India is committed to the objective of global nuclear disarmament;  
 
AND WHEREAS India is committed to its obligations as a State Party to the 
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on their Destruction and the Convention on the Prohibition of 
the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin 
Weapons and on their Destruction;  
 
AND WHEREAS India is exercising controls over the export of chemicals, organisms, 
materials, equipment and technologies in relation to weapons of mass destruction and 
their delivery systems under other relevant Acts;  
 
AND WHEREAS it is considered necessary to provide for integrated legal measures to 
exercise controls over the export of materials, equipment and technologies and to 
prohibit unlawful activities in relation to weapons of mass destruction and their means 
of delivery.  
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BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-  
 
1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Weapons of Mass 
Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.  
 
(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification 
in the Official Gazette, appoint.  
 
2. Act in addition to other laws.-Save as otherwise expressly provided in this Act, the 
provisions of this Act shall be in addition to any other relevant Act for the time being in 
force in relation to any matter covered under this Act.  
 
3. Extent and application.-(1) It extends to the whole of India including its Exclusive 
Economic Zone.  
 
(2) Every person shall be liable to punishment under this Act for every act or omission 
contrary to the provisions thereof, of which he is held guilty in India.  
 
(3) Any person who commits an offence beyond India, which is punishable under this 
Act, shall be dealt with according to the provisions of this Act in the same manner as if 
such act had been committed in India.  
 
(4) The provisions of this Act shall also apply to -  
 
(a) citizens of India outside India;  
 
(b) companies or bodies corporate, registered or incorporated in India or having their 
associates, branches or subsidiaries, outside India;  
 
(c) any ship, aircraft or other means of transport registered in India or outside India, 
wherever it may be;  
 
(d) foreigners while in India;  
 
(e) persons in the service of the Government of India, within and beyond India.  
 
(5) Notwithstanding the applicability of the provisions of any other Central Act relating 
to any activity provided herein, the provisions of this Act shall apply to export, transfer, 
re-transfer, transit and trans-shipment of material, equipment or technology of any 



 - 71 -

description as are identified, designated, categorised or considered necessary by the 
Central Government, as pertinent or relevant to India as a Nuclear Weapon State, or to 
the national security of India, or to the furtherance of its foreign policy or its 
international obligations under any bilateral, multilateral or international treaty, 
Covenant, Convention or arrangement relating to weapons of mass destruction or their 
means of delivery, to which India is a Party.  
 
4. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-  
 
(a) "biological weapons" are-  
 
(i) microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin or method of 
production, of types and in quantities that have no justification for prophylactic, 
protective or other peaceful purposes; and  
 
(ii) weapons, equipment or delivery systems specially designed to use such agents or 
toxins for hostile purposes or in armed conflict;  
 
(b) "brought in transit" means to bring goods from any country into India by land, air, or 
amphibious means of transportation, where the goods are to be taken out from India on 
the same conveyance on which they are brought into India without any landing in India, 
but does not include a conveyance in innocent passage through Indian territory, Indian 
territorial waters or Indian airspace of a foreign conveyance carrying goods.  
Explanation I.-A conveyance is a foreign conveyance if it is not registered in India.  
Explanation II.-A conveyance is in "innocent passage" if it is not engaged in relevant 
activity and passes through or above Indian territorial waters or airspace without 
stopping or anchoring in India;  
 
(c) "chemical weapons" means,-  
 
(i) the toxic chemicals and their precursors, except where intended for-  
 
(a) industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful 
purposes;  
 
(b) protective purposes, namely those purposes directly related to protection against 
toxic chemicals and to protection against chemical weapons;  
 
(c) military purposes not connected with the use of chemical weapons and not dependent 
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on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare; or  
 
(d) law enforcement including domestic riot control purposes;  
as long as the types and quantities are consistent with such purposes;  
 
(ii) the munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm 
through the toxic properties of those toxic chemicals specified in sub-clause (i), which 
would be released as a result of the employment of such munitions and devices; and  
 
(iii) any equipment specifically designed for use directly in connection with the 
employment of munitions and devices specified in sub-clause (ii),  
together or separately;  
 
(d) "export" shall have the meaning assigned to this expression in the Foreign Trade 
(Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);  
 
(e) "fissile material" and "radioactive material" shall have the meanings assigned to 
these expressions in the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);  
 
(f) "item" means materials, equipment, and technology, of any description, notified 
under this Act or any other Act related to relevant activity;  
 
(g) "non-State actor" is a person or entity not acting under the lawful authority of any 
country;  
 
(h) "nuclear weapon or other nuclear explosive device" means any nuclear weapon or 
other nuclear explosive device as may be determined by the Central Government, whose 
determination in the matter shall be final;  
 
(i) "public domain" means domain that has no restrictions upon dissemination of 
information within or from it; the existence of any legal rights to intellectual property in 
that information does not remove such information from being in public domain;  
 
(j) "relevant activity" means,-  
 
(i) the development, production, handling, operation, maintenance, storage or 
dissemination of a nuclear, chemical or biological weapon; or  
 
(ii) the development, production, maintenance, storage or dissemina-tion of missiles 
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specially designed for delivering any such weapon;  
 
(k) "re-transfer" means transfer of any item notified under this Act from any country or 
entity to which it has been exported from India, to yet another country or entity;  
 
(l) "technology" means any information (including information embodied in software) 
other than information in the public domain, that is capable of being used in-  
 
(i) the development, production or use of any goods or software;  
 
(ii) the development of, or the carrying out of, an industrial or commercial activity or the 
provision of a service of any kind.  
Explanation.-When technology is described wholly or partly by reference to the uses to 
which it (or the goods to which it relates) may be put, it shall include services which are 
provided or used, or which are capable of being used, in the development, production or 
use of such technology or goods;  
 
(m) "terrorist" shall have the meaning assigned to this expression in the Unlawful 
Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);  
 
(n) "trans-shipment" means to remove goods from the conveyance on which they were 
brought into India and to place the goods on the same or another conveyance for the 
purpose of taking them out of India, where these acts are carried out on a "through bill 
of lading", "through airway bill" or "through manifest".  
Explanation.-"through bill of lading", "through airway bill" and "through manifest" 
means respectively a bill of lading, airway bill and manifest, for the consignment of 
goods from a place outside India to a destination which is also outside India without a 
consignee in India;  
 
(o) "unlawful" means without the authority of the Central Government and the 
expression "unlawfully" shall be construed accordingly;  
 
(p) "weapons of mass destruction" means any biological, chemical or nuclear weapons.  
 
5. Power to identify, designate, categorise or regulate certain activities.-(1) The Central 
Government may identify, designate, categorise or regulate, the export, transfer, 
re-transfer, trans-shipment, or transit of any item related to relevant activity in such 
manner as may be prescribed.  
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(2) The Central Government may, by order published in the Official Gazette, designate 
or notify any item related to relevant activity for the purposes of this Act.  
 
6. Power to appoint Advisory Committees.-For the purposes of this Act, the Central 
Government may appoint such Advisory Committees as it deems fit, and may appoint to 
them persons to exercise such powers and perform such duties as the Central 
Government may, by rules, prescribe.  
 
7. Delegation of powers.-(1) Subject to the provisions of this Act and any other law for 
the time being in force, related to relevant activity, the Central Government shall have 
the power to direct or assign to any authority, in such manner as it may deem 
appropriate, such powers as may be necessary to implement the provisions of this Act.  
(2) The Central Government may appoint a Licensing Authority and an Appellate 
Authority and make provisions relating to such authority and for licensing in such 
manner and in such form, as the Central Government may, by rules, prescribe.  
(3) Without prejudice to the generality of the provisions contained in this Act, the 
authorities and mechanisms provided under other relevant Acts shall continue to deal 
with matters covered under those Acts:  
Provided that in case of any doubt as to whether a matter falls within the scope of such 
relevant Acts or under this Act, the decision of the Central Government thereon shall be 
final.  
 
8. Prohibition relating to weapons of mass destruction.-(1) No person shall unlawfully 
manufacture, acquire, possess, develop or transport a nuclear weapon or other nuclear 
explosive device and their means of delivery.  
 
(2) No person shall unlawfully transfer, directly or indirectly, to any one a nuclear 
weapon or other nuclear explosive device, or transfer control over such a weapon, 
knowing it to be a nuclear weapon or other nuclear explosive device.  
 
(3) No person shall unlawfully manufacture, acquire, possess, develop or transport a 
biological or chemical weapon or their means of delivery.  
 
(4) No person shall unlawfully transfer, directly or indirectly, to any one biological or 
chemical weapons.  
 
(5) No person shall unlawfully transfer, directly or indirectly, to any one missiles 
specially designed for the delivery of weapons of mass destruction.  
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9. Prohibition relating to non-State actor or terrorist.-No person shall, directly or 
indirectly, transfer to a non-State actor or terrorist, any material, equipment and 
technology notified under this Act or any other Act related to relevant activity:  
Provided that such transfer made to a non-State actor shall not include a transfer made 
as such to any person acting under lawful authority in India.  
 
10. Prohibition as regards intimidating acts.-No person shall transfer, acquire, possess, 
or transport fissile or radioactive material, which is intended to be used to cause, or in a 
threat to cause, death or serious injury or damage to property for the purpose of 
intimidating people or a section of the people in India or in any foreign country, or 
compelling the Government of India or the Government of a foreign country or an 
international organisation or any other person to do so or abstain from doing any act.  
 
11. Prohibition on export.-No person shall export any material, equipment or technology 
knowing that such material, equipment or technology is intended to be used in the 
design or manufacture of a biological weapon, chemical weapon, nuclear weapon or 
other nuclear explosive device, or in their missile delivery systems.  
 
12. Prohibition on brokering.-No person who is a resident in India shall, for a 
consideration under the terms of an actual or implied contract, knowingly facilitate the 
execution of any transaction which is prohibited or regulated under this Act:  
Provided that a mere carriage, without knowledge, of persons, goods or technology, or 
provision of services, including by a public or private carrier of goods, courier, 
tele-communication, postal service provider or financial service provider, shall not be an 
offence for the purposes of this section.  
 
13. Regulation of export, transfer, retransfer, transit and transshipment.-(1) No item 
notified under this Act shall be exported, transferred, re-transferred, brought in transit 
or transhipped except in accordance with the provisions of this Act or any other relevant 
Act.  
 
(2) Any transfer of technology of an item whose export is prohibited under this Act or 
any other relevant Act relating to relevant activity shall be prohibited.  
 
(3) When any technology is notified under this Act or any other relevant Act, as being 
subject to transfer controls, the transfer of such technology shall be restricted to the 
extent notified thereunder.  
Explanation.-The transfer of technology may take place through either or both of the 
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following modes of transfer, namely:-  
 
(a) by a person or from a place within India to a person or place outside India;  
 
(b) by a person or from a place outside India to a person, or a place, which is also outside 
India (but only where the transfer is by, or within the control of, person, who is a citizen 
of India, or any person who is a resident in India).  
 
(4) The Central Government may notify any item as being subject to the provisions of 
this Act, whether or not it is covered under any other relevant Act; and when such item 
is exhibited, sold, supplied or transferred to any foreign entity or a foreigner who is 
resident, operating, visiting, studying, or conducting research or business within the 
territorial limits of India, or in its airspace or Exclusive Economic Zone, it shall 
constitute an offence.  
 
14. Offences and penalties.-Any person who contravenes, or attempts to contravene or 
abets, the provisions of section 8 or section 10 of this Act, shall be punishable with 
imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend 
to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.  
 
15. Punishment for aiding non-State actor or terrorist.-(1) Any person who, with intent 
to aid any non-State actor or terrorist, contravenes the provisions of section 9 of this Act, 
shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years 
but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.  
 
(2) Any person who, with intent to aid any non-State actor or terrorist, attempts to 
contravene or abets, or does any act preparatory to contravention of sub-section (1), 
shall be deemed to have contravened that provision and the provision of sub-section (1) 
shall apply subject to the modification that the reference to "imprisonment for life" 
therein shall be construed as a reference to "imprisonment for ten years".  
 
(3) While determining the punishment under this section, the court shall take into 
consideration whether the accused had the knowledge about the transferee being a 
non-State actor or not.  
 
16. Punishment for unauthorized export.-(1) Any person who knowingly contravenes, 
abets or attempts to contravene, the provisions of sub-section (4) of section 13 of this Act, 
shall be punishable with fine which shall not be less than three lakh rupees and which 
may extend to twenty lakh rupees.  



 - 77 -

 
(2) If any person is again convicted of the same offence under sub-section (1), then he 
shall be punishable for the second and every subsequent offence with imprisonment for 
a term which shall not be less  
than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.  
 
17. Punishment for violation of other provisions of the Act.-(1) Where any person 
contravenes, or abets or attempts to contravene, any provision of this Act other than the 
provisions under sections 8, 9, 10 and sub-section (4) of section 13 of this Act, he shall be 
punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but 
which may extend to five years and shall also be liable to fine.  
 
(2) If any person is again convicted of the same offence under sub-section (1), then he 
shall be punishable for the second and every subsequent offence with imprisonment for 
a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and 
shall also be liable to fine.  
 
18. Penalty for using false or making forged documents, etc.-Where any person signs or 
uses, or causes to be signed or used, any declaration, statement or document submitted 
to the competent authority knowing or having reason to believe that such declaration, 
statement or document is forged or tampered with or is false in any material particular, 
and relates to items notified under this Act or any other relevant Act, including those 
related to relevant activity, he shall be punishable with fine which shall not be less than 
five lakh rupees or five times the value of the materials, equipment, technology or 
services, whichever is more.  
 
19. Punishment for offences with respect to which no provision has been made.-Whoever 
contravenes any other provision of this Act or any rule or order made thereunder for 
which no specific punishment is provided, shall be punishable with imprisonment for a 
term which may extend to one year, or with fine, or with both.  
 
20. Offences by companies.-(1) Where an offence under this Act has been committed by a 
company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and 
was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well 
as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be 
proceeded against and punished accordingly:  
 
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable 
to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge 
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or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.  
 
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this 
Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been 
committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the 
part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, 
manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall 
be liable to be proceeded against and punished accordingly.  
Explanation.-For the purposes of this section-  
 
(a) "company" means any body corporate and includes a firm and other association of 
individuals; and  
 
(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.  
 
21. Cognizance of offences.-No Court shall take cognizance of any offence under this Act 
without the previous sanction of the Central Government or any officer authorised by 
the Central Government in this behalf.  
 
22. Bar of jurisdiction of civil courts.-No action or proceedings taken under section 5 and 
sub-sections (1) and (2) of section 7 of this Act by the Central Government or any officer 
authorised by it in this behalf shall be called in question in any civil court in any suit or 
application or by way of appeal or revision, and no injunction shall be granted by any 
civil court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance 
of any power conferred under those provisions.  
 
23. Effect of other laws.-(1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding 
anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any 
other instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.  
 
(2) Where any act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also 
under any other relevant Act, then the offender found guilty of such offence shall be 
liable to be punished under that Act which imposes a greater punishment.  
 
24. Protection of action taken in good faith.-No suit, prosecution or other legal 
proceeding shall lie against the Central Government or any officer or authority of the 
Central Government or any other authority on whom powers have been conferred 
pursuant to this Act, for anything which is in good faith done or purported to be done in 
pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.  
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25. Special provisions as to Central Government.-Nothing in this Act shall affect the 
activities of the Central Government in the discharge of its functions relating to the 
security or the defence of India.  
 
26. Power to make rules.-(1) The Central Government may, by notification, make rules 
to carry out the provisions of this Act.  
 
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such 
rules may provide for all or any of the following matters, namely:-  
 
(a) manner of regulating any item related to relevant activity under sub-section (1) of 
section 5;  
 
(b) appointment of Advisory Committees, their powers and duties under section 6;  
 
(c) appointment of Licensing and Appellate Authority and the manner of licensing 
under sub-section (2) of section 7; and  
 
(d) any other matter which has to be, or may be, prescribed.  
 
(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, 
before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days 
which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, 
before the expiry of the session immediately following the session or the successive 
sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both 
Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only 
in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such 
modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything 
previously done under that rule.  
 
27. Power to remove difficulties.-(1) If any difficulty arises in giving effect to the 
provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official 
Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may 
appear to be necessary for removing the difficulty:  
Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of 
two years from the date of commencement of this Act.  
 
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, 
before each House of Parliament.  
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