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序 

 

 我が国の機械工業を取り巻く事業環境は、世界的な景気低迷から設備投資の

低迷、更にデフレ、資源・エネルギー問題、環境問題、高齢化問題等も含め、

我が国固有の問題と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。  

当会では事業基盤強化策の検討として、世界市場での競争力強化に

有効な方策や、将来性のある新興国市場への進出に向けた対応等の調

査研究を行っています。   

 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「機械産業の国際競争力強化

に資する安全保障貿易管理制度の調査研究」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２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣  

 



 

 

はしがき 

 

 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 20 年 11 月のインド・ムンバイ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、スーダン・ダルフール、インドネシア、ミャンマーなどにおける民族・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。 近ではイランや北朝

鮮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 21 年に外国為替

及び外国貿易法が改正され、技術移転規制におけるボーダー規制等の導入や翌年 22

年 4 月から輸出者等遵守基準に係る規定も導入されるなど、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、 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「機械産業の国際競争力強

化に資する安全保障貿易管理制度の調査研究」事業として、米国の機微技術規制に

関する調査研究を行いました。本報告書が、わが国企業による的確な自主輸出管理

並びに機械産業関連企業の国際化の一助として活用願えれば幸甚であります。  

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２２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 
 
 北朝鮮、イランの核問題等大量破壊兵器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

手段として重要視され、国際的な安全保障貿易管理の厳格化の要請が高まっている。 
一方、技術革新による安全保障関連の技術と民生技術の区別のあいまい化、企業活動の

グローバル化による人的交流の拡大、情報技術の高度化により安全保障関連の貨物・技

術の海外への流出が懸念されるなか、政府は、我が国安全保障貿易管理を厳格に実施す

るため、平成２１年４月に機微技術移転規制等、一部外国為替及び外国貿易法（外為法）

の改正が行われた。このように安全保障を取り巻く環境変化のなか、我が国機械産業技

術の優位性を保つために、我が国輸出規制対象貨物・技術の範囲が技術進歩に対応した

規制内容であると同時に、安全保障輸出管理において不利益を被ることのないよう諸外

国制度との十分な整合性を有する規制とすることが必要となる。そこで、我が国の改正

外為法で強化される機微技術移転規制と諸外国、なかでも機微技術規制の見直しを進め

ている米国の規制との相違点を明かにするため、米国における先端技術等の輸出規制動

向等について調査を行い、規制当局に調査成果を提供することにより、我が国機械産業

の国際競争力強化に資する安全保障貿易管理制度の実現を図ることを目的とする。 
 
２．調査内容 
 

平成２１年４月に機微技術移転等に関する外為法が一部改正されるなか、米国では、 
昨年９月に規制リスト見直しのため先端技術・研究諮問委員会（ETRAC）が活動を開

始し、バイオ関連、科学、材料、核技術、通信、航空宇宙、ナノテクノロジー等６項目

に分類し新規制リストの策定を行う等、規制リスト見直しに向けて動き出している。 
 

米国のこうした見直しの動きは、先進国の先端技術（機微技術）を活用して軍備増強

と兵器近代化を目論む特定国（懸念国）における開発・調達動向とも密接に関わってお

り、我が国においても機械産業の開発する先端技術がこうした懸念国等の調達活動に利

用されないよう輸出規制内容の適正化を図ることが重要となる。 
 

そこで、米国の規制見直しの背景にある特定国（懸念国）の機微技術調達動向や米国

政府の規制動向を基に、米国が規制緩和・強化を検討している技術、新たに注目する先

端技術が何かについて情報収集・分析するとともに、我が国の外為法の改正で強化され

る機微技術移転規制について米国の規制内容との比較調査を行い、相違点を明かにする

ことで、我が国輸出規制への対応を検討する参考資料とする。 
 

各調査に当たっては、研究員が、各種文献、WEB 情報、米国関係機関等へのヒアリ

ング、特定国（中国等）における現地情報収集及び専門調査機関へ一部再委託を行い、
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入手した情報を基に、我が国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

成する。 
 
３．調査の結果と得られた結論 
 
 中国やイラン等は依然として様々な調達方法を駆使して先進国から機微なデュアルユ

ース品目・技術を獲得しようとしており、米国もこうした動きに危機感を抱いている。

米会計検査院（GAO）による調査では、デュアルユース品目や軍事品目が容易に国内で

購入でき海外に輸出することも可能なことが判明するなど現行制度の問題点も指摘され

ている。一方で、米商務省産業安全保障局（BIS）が５軸制御の工作機械の輸出規制緩

和を勧告するなど規制緩和の動きも見られる。こうした中、先端技術研究諮問委員会

（ETRAC）は、輸出規制の対象にすべきデュアルユース品目の識別方法としてターゲ

ット・モデルおよび加重分析などの手法を含めた３段階のスクリーニング手法を考案し

た。我が国機械産業界は、米国の輸出規制緩和等に遅れを取って国際競争力を失わない

ようにするためにも、こうした米国の輸出規制動向を注視する必要がある。 
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各論 

 
１．米国が流出を懸念する先端技術 

 
米国のサブプライムローン問題に端を発した世界金融危機は、米国を含む各国の積極

的な財政出動等により、世界恐慌という 悪の事態には至っていない。しかし、その後

も米国では、失業率が高止まりするなど依然として厳しい雇用情勢が続いている（2010
年３月現在）。こうした中、オバマ米大統領は 2010 年３月 11 日、今後５年間で輸出を

倍増させ 200 万人の雇用を支える「国家輸出構想」を発表、軍事関連を含む輸出規制の

緩和や貿易金融の拡充などを表明した。米国では、先端技術研究諮問委員会（ETRAC）

などが輸出規制の見直し作業を進めており、商務省産業安全保障局（BIS）も５軸制御

工作機械の輸出規制緩和を勧告するなど、昨今の経済情勢もあいまって軍事転用の恐れ

のある民生品（デュアルユース品）に対する規制緩和の機運が高まっている。（後述） 
 
しかしその一方で、米国では依然としてデュアルユース品等の違法輸出が後を絶たず、

また違法輸出の手口も多様化・巧妙化している。米会計検査院（GAO）は、違法輸出の

背景には国内法の不備の問題もあると指摘するなど輸出規制体系の見直しを求めている。 
 
本章では、こうした米国におけるデュアルユース品に対する規制動向等を踏まえなが

ら、1990 年代後半から 2008 年までに米国等から特定国に流出したデュアルユース品の

安全保障上の重要度を、米国の視点から分析し取りまとめた。なお、分析は、中国、ロ

シア、インド、イランの４か国に流出した品目について、英国の防衛関連の情報・コン

サルティング会社である IHS Jane’s の収集情報と分析結果等を踏まえて行った。 
 

1.1  中国への流出を懸念する先端技術 

 
1.1.1 全体的な動向 

 
中国は、米国をはじめとする西側諸国からの主な技術輸入国の１つであり、IHS Jane’s

によると、2008 年に米国から輸入した物資の相当量がデュアルユース品目だったとされ

る。中国人民解放軍（PLA）は、現在も近代化の途上にあり、その過程において国外か

ら取得したデュアルユース技術が果たす役割を明確に認識している。国防総省技術安全

保障局(DTSA)のベス・マコーミック国防副次官補代理（国防技術安全保障及び情報開示

政策担当）は、米議会の諮問機関「米中経済・安全保障再考委員会（United States-China 
Economic and Security Review Commission）」に先立つ議会証言で、次のように述べ

た。 
 

「中国が西側との技術格差に懸念を抱いているのは明らかだ。これは、軍事バランス

とアジア太平洋地域の発展を望みどおりに導きたいという同国の欲求に影響を及ぼし続

けるだろう。この技術格差を縮めるため、中国は合法的・非合法的な手段を使って、米
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国から非対称技術や先端技術を組織的に取得しようと努力し続けると共に、ロシアや他

の国外供給者から直接、軍需品を購入し続けると考えている」1  
 

同国防次官補代理によると、米国の懸念は、中国が商取引やジョイントベンチャー設

立そして外国企業の買収を通じてデュアルユース技術を獲得すること、特に情報技術戦

やネットワーク中心の戦い（Network-Centric Warfare, NCW）2にとって極めて重要な

ソフトウエアや集積回路関連のデュアルユース技術を獲得することにあるという。 
 
IHS Jane’s は、中国が国防上重視するこれ以外の分野で、デュアルユース技術が役立

つと思われる領域として以下を挙げている。 
 
・全面戦争での生存能力や信頼性および精度の改良を伴う中国の戦略ミサイル軍の近代

化。  
・生物兵器の研究、開発、生産、兵器化、および高度な化学戦プログラムのための技術。 
・衛星打ち上げ能力を含めた国内の軍事宇宙開発プログラムおよび C4ISR の強化。 
・長距離精密攻撃能力、情報支配、指揮と統制（C2; Command and Control）、および

統合防空能力。 
・軍と民間の近代化を支援する国内マイクロエレクトロニクス産業の育成 － 特に先進

的な位相配列レーダーのような将来の軍事システムに利用できる高度な集積回路。 
 

1.1.2 中国が米国等から調達したデュアルユース品・技術 

 
中国にとって上述の技術分野が重要であることは、中国のデュアルユース品等の輸入

に関して収集したデータからも明らかである。米国商務省の産業安全保障局（BIS）は、

中国の輸入動向の概略を示した過去 10～15 年間の数々の違反行為を文書にまとめた。

非営利の米核拡散監視機関「核軍備管理に関するウィスコンシン・プロジェクト」は 2002
年、次のような重要なデュアルユース品目・技術が、米国から中国へ輸出されたとして

いる3。 
 
・コンピュータ（Computers） 
・繊維状および単繊維材料（Fibrous and filamentary materials） 
・高速度カメラ（High Speed Camera） 
・アイソスタチックプレス（Isostatic Presses） 
                                                  
1次のウエブサイトで入手できる： 
http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written_testimonies/06_03_16_17wrts/06_03_16_17_
mccormick.pdf 
2 NCW は、米国防総省が中心となって唱えている軍事コンセプトであり、高次の情報ネットワークに

より、情報を伝達・共有し、戦力運用を効率的に行うことを目的としている。この NCW の中核をな

す技術は、指揮官が作戦を指揮統制するための情報収集・伝達・処理システムである C4ISR（Command, 
Control, Communications, Computer, Intelligence,  Surveilance and Reconnaissance：指揮・統制・

通信・コンピュータ・諜報・監視・偵察）関連システムである。 
3次のウエブサイトで入手できる： 
http://www.wisconsinproject.org/pubs/testimonies/2002/china-us-comm.htm 
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・圧力計（Pressure Transducers） 
・真空誘導炉（Vacuum Induction Furnaces） 
・振動試験システム（Vibration Test Systems） 
 

これらの品目・技術の違法輸出の一部は、IHS Jane’s の調査でも再確認されており、

IHS Jane’s は、マイクロ波増幅器、ダイアフラムポンプ、各種の先端材料部材などの技

術も、中国が明らかに関心を持つ品目・技術として重要であると指摘している。 
 
 次に 1990年代後半から 2008年にかけて各国から中国へ合法或いは非合法的に輸出等

された品目の種類、軍事用途、安全保障上の理由から見た品目・技術の流出重要度につ

いて、分野毎に、IHS Jane’s の調査・分析結果を踏まえながらまとめていく。 
 

1. 1.2.1 先端材料関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された主な先端材料関連品目についてみると、調

達重要度4が「高」に分類されるものが２件、「中」に分類されるものが８件、「低」に分

類されるものが１件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目

的などに関する分析結果をまとめると〔図表 1〕のようになる。調達重要度が「高」に

位置づけられる品目・技術としては、オキシ塩化リン、ゲルマニウムコーティング・ポ

リイミドフィルムが挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品目・

技術としては、（HexTow ブランドの）AS4C 炭素繊維、Hylomar M、ビスマレイミド

樹脂、リンやヒ素およびアンチモンの水素化合物、球面カップリング（Spherical 
couplings）、接触面がフッ素重合体で作られている材料、繊維状および単繊維状材料 、
有機マトリックス複合材料の構造材または積層材が挙げられている。この他、調達重要

度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、セラミック糸が挙げられている。 
 

〔図表1〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された先端材料関連品目・技術 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

オキシ塩化リン 米国 高 神経ガスであるタブン、およびウラン転換プラント

で二酸化ウランを四フッ化ウランに転換するため

に利用されうるフッ化水素の前駆物質。 
ゲルマニウムコー

ティング・ポリイミ

ドフィルム 

米国 高 このフィルムは、人工衛星の耐熱保護に利用され

る。中国はこの領域に多額の投資を行っている。 

（HexTow ブランド

の）AS4C 炭素繊維

米国 中 中国は、この先端材料を軍事目的、特に航空宇宙分

野のために入手した可能性がある。 
Hylomar M イン 中 この製品は民間産業でも利用することができ、国外

                                                  
4対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出重要度を IHS 
Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
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ド の多数の生産者から入手可能である。 
ビスマレイミド樹

脂 
米国 中 航空宇宙など、高温および高応力の条件下で用いら

れる。 
リン、ヒ素、アンチ

モンの水素化合物 
米国 中 電気回路と化学戦の両方に利用可能。 

球面カップリング

（Spherical 
couplings） 

米国 中 中国は、すでに相当な水準のミサイル技術を持って

いるが、ロケットの R＆D と生産に関しては、多く

の領域で米国に遅れをとっている。 
接触面がフッ素重

合体で作られてい

る材料 

米国 中 この種の材料は、化学兵器および生物兵器に利用さ

れうる。 

繊維状および単繊

維状材料  
米国 中 炭素繊維のように高強度でありながら軽量で、軍用

航空機に用いることができる材料； ミサイル、ロ

ケット、機体、および同位体分離システム用の高品

質な複合材部品に用いられるピッチ含浸または樹

脂含浸繊維。 
有機マトリックス

複合材料の構造材

または積層材  

米国 中 有機マトリックスと各種の繊維または単繊維材料

からなる積層材。 

セラミック糸 米国 低 セラミック糸は耐熱保護の用途に用いられる。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.1.2.2 材料加工関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された材料加工関連品目は、調達重要度が「高」

に分類されるものは無いが、「中」に分類されるものが３件、「低」に分類されるものが

６件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する

分析結果をまとめると〔図表 2〕のようになる。調達重要度が「中」に位置づけられる

品目・技術としては、液体ジェットを用いて金属、セラミック、または複合材料を切削

する数値制御工作機械、および稼動用ソフトウエア、複合材料用の検査装置、工業用熱

間プレス炉（industrial hot press furnace）が挙げられている。この他、調達重要度が

「低」に位置づけられる品目・技術としては、スパッタ堆積ロールツーロールコーター

（Sputter deposition roll to roll coaters）、ダイアフラムポンプ、バタフライバルブお

よびチェックバルブ、バルブ、フッ素重合体の被覆を施したバルブおよびポンプ、工業

炉が挙げられている。 
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〔図表2〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
材料加工関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

液体ジェットを用

いて金属、セラミッ

ク、または複合材料

を切削する数値制

御工作機械、および

稼動用ソフトウエ

ア 

米国 中 液体ジェットを用いて金属、セラミック、または複

合材料を切削する数値制御工作機械、および稼動用

ソフトウエア （輪郭制御のために 5 軸以上の同時

制御を可能にするものを含む）。 

複合材料用の検査

装置 
米国 中 複合材料用の検査装置； 複合材料専用に設計され、

三次元的な検査が可能な非破壊検査装置、および付

随するソフトウエア。 
工業用熱間プレス

炉（ industrial hot 
press furnace） 

米国 中 熱間プレス炉システムは、セラミック、セラミック

／金属マトリックス、金属間の各複合材料の加工に

用いられる。これらの領域には、航空宇宙およびそ

の他の軍事用途がある。 
スパッタ堆積ロー

ルツーロールコー

タ ー （ Sputter 
deposition roll to 
roll coaters） 

米国 低 ロールツーロールコーターは、先端素材の製造プロ

セスで用いられる。航空宇宙関連の製造に利用され

る可能性がある。 

ダイアフラムポン

プ（ECCN 2B350）
米国 低 NBC に関わる活動に用いられる可能性がある。 

バタフライバルブ

およびチェックバ

ルブ 

米国 低 

バルブ 米国 低 
フッ素重合体の被

覆を施したバルブ

およびポンプ 

米国 低 

化学および生物兵器の拡散防止を理由に規制され

ている。 

工業炉 米国 低 ミサイルの製造に使用される可能性がある。しか

し、中国にはこれを自国で製作する能力がある。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を総合的に判断して IHS Jane’s が３段階（高・中・低）で判断した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.1.2.3 エレクトロニクス関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等されたエレクトロニクス関連品目は、調達重要度

が「高」に分類されるものが７件、「中」に分類されるものが４件、「低」に分類される

ものが２件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに

関する分析結果をまとめると〔図表 3〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけ

られる品目・技術としては、マイクロ波増幅器、DC／DC コンバータおよび電磁干渉フ

ィルター、ソリッドステート・マイクロ波増幅器およびダウンコンバータを含む関連装

置、マイクロ波トランジスタとマイクロ波増幅器および関連装置、増幅器（デジタル無

線機および無線地域ネットワーク用）、半導体パワーアンプ、デジタル信号プロセッサお

よび関連コンポーネント、半導体メモリが挙げられている。また、調達重要度が「中」

に位置づけられる品目・技術としては、異方性プラズマドライエッチング装置、自動供

給マルチチャンバー・ウエハーハンドリングシステム専用に設計された半導体製造装置、

積分回路、半導体リソグラフィーに用いられるレジスト材料が挙げられている。この他、

調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、ポリグラフ装置、マイクロ

プロセッサ技術（ECCN 3E002）が挙げられている。 
 

〔図表3〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
エレクトロニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注 1
分析注 2 

マイクロ波増幅器 
(ECCN 3A001.b.4) 

米国 高 マイクロ波増幅器は、レーダーに利用され

る可能性がある。自国の防空能力の強化に

加えて、中国は近年、イランなどへのレー

ダー設備の輸出を活発化させている。 
DC／DC コンバータおよび

電磁干渉フィルター 
米国 高 Interpoint が輸出したこれらの製品は、

中国の Long March ロケットプログラ

ム、または他の商業ロケットプログラムに

おいて用いられた。. 
ソリッドステート・マイクロ

波増幅器、およびダウンコン

バータを含む関連装置 
(ECCN 3A001.b.2) 
(ECCN 3A001.b.4) 

米国 高 

マイクロ波トランジスタと

マイクロ波増幅器および関

連装置 
(ECCN 3A001) 

米国 高 

マイクロ波増幅器は、レーダーに利用され

る可能性がある。自国の防空能力の強化に

加えて、中国は近年、イランなどへのレー

ダー設備の輸出を活発化させている。 

増幅器（デジタル無線機およ

び無線地域ネットワークに

米国 高 これらの品目は軍事通信ネットワークに

利用される可能性がある。C3 システムの
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用いられる） 近代化は、PLA にとって重要な課題であ

る。 
半導体パワーアンプ、デジタ

ル信号プロセッサ、および関

連コンポーネント 

米国 高 米国政府によれば、これらのテクノロジー

は国家安全保障の目的により管理されて

おり、中国の軍需産業の重点領域の１つと

して、米国の国家機密に関わる電子技術を

入手しようとする試みの一例である。 
半導体メモリ 米国 高 米国の戦車の技術、特にコンピュータとそ

の関連技術に追い付くことは、中国の国家

的重点事項の１つである。 
異方性プラズマドライエッ

チング装置 
(ECCN 3A001) 

米国 中 この種の装置はシリコンウエハーの生産

に使用され、シリコンウエハーはマイクロ

チップの生産に用いられる。 
自動供給マルチチャンバ

ー・ウエハーハンドリングシ

ステム専用に設計された半

導体製造装置。 

米国 中 この品目は、自動供給マルチチャンバー・

ウエハーハンドリングシステム専用に設

計されたもので、マイクロチップの生産に

用いられる。 
積分回路 
(ECCN 3A001) 

米国 中 Maxim は、高耐久性の軍用規格の各種電

子コンポーネントを幅広く供給している。

半導体リソグラフィーに用

いられるレジスト材料 
米国 中 軍事用途に利用される可能性があるマイ

クロエレクトロニクス回路の生産。 
ポリグラフ装置 
(ECCN 3A981) 

米国 低 これは取り扱いに注意を要する技術では

あるが、中国は類似のシステムを国内で製

造する能力を持つものと思われる。 
マイクロプロセッサ技術

(ECCN 3E002) 
米国 低 この水準の市販マイクロチップは容易に

入手可能であり、したがって、中国軍にと

って有用ではあるものの、この特定の事例

は彼らの本質的な任務ではない。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.1.2.4 コンピュータ関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等されたコンピュータ関連品目は、調達重要度が

「高」に分類されるものが４件、「中」に分類されるものが２件、「低」に分類されるも

のが２件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関

する分析結果をまとめると〔図表 4〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけら

れる品目・技術としては、「Sun E5000 サーバー」、「コンピュータ・ネットワーク・ス
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イッチ」、「コンピュータチップ - スタティック・ランダムアクセスメモリ（SRAM）、

EE ミックスドモジュール、および電気的に消去・プログラムが可能な読み出し専用メ

モリ（EEPROM）」「電子部品および半導体チップ」が挙げられている。また、調達重要

度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、「コンピュータネットワーク・スイッ

チングハードウエア」、「マイクロプロセッサ」が挙げられている。この他、調達重要度

が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「温度範囲のプログラムが可能な論理デ

バイス」「コンピュータスイッチ」が挙げられている。 
 

〔図表4〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
コンピュータ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

Sun E5000 サーバー 米国 高 
コンピュータ・ネットワー

ク・スイッチ 
米国 高 

コンピュータチップ  - ス
タティック・ランダムアク

セスメモリ（SRAM）、EE
ミックスドモジュール、お

よび電気的に消去・プログ

ラムが可能な読み出し専用

メモリ（EEPROM）  

米国 高 

中国は有能なコンピュータ生産国になって

いるが、軍事利用を目的として、民間団体を

通じ、時には規制を回避しながら、このカテ

ゴリーの外国のコンピュータ技術を獲得す

る試みを続けている。 

電子部品および半導体チッ

プ 
米国 高 これらの不特定品目には、国家安全保障に関

わる用途があると言われている。中国は技術

格差を縮小し、同水準に追いつくべく、米国

製コンピュータ製品の取得を続けている。 
コンピュータネットワー

ク・スイッチングハードウ

エア 
〔ECCN 5A991〕 

米国 中 

マイクロプロセッサ 米国 中 

先端コンピュータは、中国の技術取得の重点

領域の１つである。このカテゴリーでは、外

国の技術を輸入しようとする試みの例が多

数存在する。 

温度範囲のプログラムが可

能な論理デバイス 
米国 低 このデバイスはコンピュータによる計算に

用いられる。 
コンピュータスイッチ 
〔ECCN 5A991〕 

米国 低 これらの品目は軍事利用を規制された実用

的な部品であるが、中国はこれらを自国で生

産できる可能性が高い。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.1.2.5 情報セキュリティ関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された情報セキュリティ関連品目は、調達重要度

が「高」に分類されるものが３件、「中」に分類されるものが１件となっており、その品

目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図

表 5〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては「GPS
受信機およびアンチスプーフィング5防御（GPS receiver with anti-spoofing defence）」
「NSA が開発した AN/CYZ-10 暗号キーマネジメントデバイス」「NSA が設計した暗

号化デバイス、KG-175 TACLAN」が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位

置づけられる品目・技術としては、「PRC-148 携帯型デジタル軍用無線機」が挙げられ

ている。 
 

〔図表5〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
情報セキュリティ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

GPS 受信機および

アンチスプーフィ

ング防御 

米国 高 SAASM は、GPS 信号への干渉を防ぐ先端 GPS 技

術の認証コードである。考えられる軍事用途として

は、地上機動戦、誘導ミサイルなどがある。 
NSA が 開 発 し た

AN/CYZ-10 暗号キ

ーマネジメントデ

バイス 

米国 高 

NSA が設計した暗

号 化 デ バ イ ス 、

KG-175 TACLAN  

米国 高 

情報セキュリティ、および米国の情報セキュリティ

のリバースエンジニアリングは、中国のデュアルユ

ース技術取得の重点領域である。 

PRC-148 携帯型デ

ジタル軍用無線機 
米国 中 これらは先進的な無線機であるが、中国には高度な

電子通信産業が存在し、軍用の秘密通信装置も入手

可能である。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

                                                  
5 アンチスプーフィング：IP スプーフィングを防ぐ機能。IP スプーフィングは外部のネットワークか

ら，あたかも内部ネットワークからきたパケットであるかのように送信元 IP アドレスを詐称すること

で，内部ネットワークに侵入しようとする攻撃手法。 
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1.1.2.6 センサーおよびレーザー関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等されたセンサーおよびレーザー関連品目は、調達

重要度が「高」に分類されるものが４件、「中」に分類されるものが３件、「低」に分類

されるものが１件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的

などに関する分析結果をまとめると〔図表 6〕のようになる。調達重要度が「高」に位

置づけられる品目・技術としては「Endevco 7270A-200K 加速度計」「圧力計（圧力変

換器）」「検出器ビデオ対数増幅器（DLVA）」が挙げられている。また、調達重要度が「中」

に位置づけられる品目・技術としては、「赤外線カメラ」「レーザー、コンポーネント、

および光学装置（レーザー共振器モジュール、モジュールキャビティ、および共振器モ

ジュールとモジュールキャビティのコンポーネントまたは部品を含む）」「遠紫外線光源

技術」が挙げられている。この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術と

しては、「海中地球物理マッピング装置（数基の Titan 1000 地震ストリーマーセクショ

ンを含む）」が挙げられている。 
 

〔図表6〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
センサーおよびレーザー関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

Endevco 
7270A-200K 加速度

計 

米国 高 この加速度計には、スマート爆弾（誘導爆弾）やミ

サイルの開発、および核爆発や化学爆発で生じる加

速度の観測という軍事用途がある。 
圧力計 
（圧力変換器） 

米国 高 半導体の製造に用いられると共に、ウラン濃縮のた

めの遠心機設備で六フッ化ウランガスの圧力計測、

および核施設でのその他の用途に利用できる。 
検出器ビデオ対数

増幅器（DLVA） 
米国 高 位相配列レーダーに利用される可能性がある。自国

の防空能力の強化に加えて、中国は近年、イランな

どへのレーダー設備の輸出を活発化させている。 
赤外線カメラ 米国 中 これらの品目は、光学装置の領域において米国と他

国の近代的軍備の差を縮めるために重要である。 
レーザー、コンポー

ネント、および光学

装置（レーザー共振器

モジュール、モジュー

ルキャビティ、および

共振器モジュールとモ

ジュールキャビティの

コンポーネントまたは

部品を含む） 

〔ECCN 6A005〕 

米国 中 レーザー技術には、核兵器の生産や宇宙開発プログ

ラムも含めた幅広い軍事用途がある。 
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遠紫外線光源技術 米国 中 遠紫外線光の技術には、マイクロエレクトロニクス

回路の製作に用いられるフォトリソグラフィーを

含めて、数多くの用途がある。先進的コンピュータ

の調査は、中国の技術的進歩にとって重要な領域の

１つである。 
海中地球物理マッ

ピング装置（数基の

Titan 1000 地震ス

トリーマーセクシ

ョンを含む） 

米国 低 これらの品目は、海軍で利用される可能性がある。

南シナ海での戦力投射（軍事力を準備、輸送、展開

して軍事作戦を遂行すること）を目的とした海軍力

の近代化は、PLA の重点領域の１つである。 

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.1.2.7 航法およびアビオニクス関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された航法およびアビオニクス関連品目・技術の

名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 7〕のよ

うになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては「DP 550 バイブ

レーション・コントローラ」が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけ

られる品目・技術としては、「へり溶接金属べローズ（Edge welded metal bellows）」が

挙げられている。 
 

〔図表7〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
航法およびアビオニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

DP 550 バイブレー

ション・コントロー

ラ  

米国 高 航空宇宙分野において、ジェットエンジンの安定性

のために用いられる。  

へり溶接金属べロ

ーズ（Edge welded 
metal bellows） 

米国 中 このべローズは航空宇宙技術に関する用途に用い

られる。 

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.1.2.8 船舶関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された船舶関連品目・技術の名称、重要度、軍事

用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 8〕のようになる。調達重要

度が「高」に位置づけられる品目・技術は特に無いが、調達重要度が「中」に位置づけ

られる品目・技術としては、「海洋音響装置」「水中航法システム」が挙げられている。 
 

〔図表8〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
船舶関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

海洋音響装置 
〔ECCN 6A001〕 

米国 中 この品目は、中国海軍向けのソナーや音響装置に利

用される可能性がある。南シナ海での戦力投射を目

的とした海軍力の近代化は、PLA の重点領域の１つ

である。 
水中航法システム 米国 中 地域的な戦力投射のため、現在中国は海軍の近代化

を進めている。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.1.2.9 航空宇宙および推進装置関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された航空宇宙および推進装置関連品目は、６件

全て調達重要度が「高」に分類され、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手

目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 9〕のようになる。具体的には、「40 
TFE731-2A-2A ミサイル用エンジン（ガスタービンエンジン）」「K-8 ジェット訓練機用

のデジタルエンジン制御装置」「Zenit SLV 用 RD-170 型エンジン 3 基」「ジェット戦闘

機およびその構成部品」「工作機械」「SS-18 ICBM の技術」が挙げられている。 
 

〔図表9〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
航空宇宙および推進装置関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

40 TFE731-2A-2A 
ミサイル用エンジ

ン（ガスタービンエ

ンジン） 

米国 高 中国の長距離巡航ミサイルの設計に寄与する可能

性がある。 

K-8 ジェット訓練機 イギ 高 これらの部品は、中国の長距離巡航ミサイルの設計
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用のデジタルエン

ジン制御装置  
リス の助力となった可能性がある。 

Zenit SLV 用

RD-170 型エンジン

3 基  

ウク

ライ

ナ 

高 中国の宇宙開発プログラムは、外国からの技術取得

の重点項目の１つである。 

ジェット戦闘機お

よびその構成部品 
ロシ

ア 
高 中国航天工業公司（CALT）には国内で優秀な戦闘

機を製作する能力がなく、これがロシアからの大規

模な技術輸入につながっている。 
工作機械 米国 高 中国はまだ初歩的な段階にある同国の航空宇宙領

域の産軍複合体を増強しようと試みている。 
SS-18 ICBM の技術 ウク

ライ

ナ 

高 SS-18 のブースターを利用して、中国の民間宇宙ロ

ケットプログラムを改善することが目的とされて

いた。  
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.1.2.10 軍需品関連 
 

中国へ合法或いは非合法的に輸出等された軍需品関連品目は、調達重要度が「高」に

分類されるものが３件、「中」に分類されるものが６件、「低」に分類されるものが２件

となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析

結果をまとめると〔図表 10〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・

技術としては「SS-12 ASW レーダー」「ターボファンおよび関連技術」「暗視装置の技術」

が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、

「空対空ミサイル」「射撃統制レーダー」「射撃統制レーダー」「早期警戒機用レーダー」

「対艦ミサイル」「地対空ミサイル」が挙げられている。この他、調達重要度が「低」に

位置づけられる品目・技術としては、「ディーゼルエンジン」「大口径火器」が挙げられ

ている。 
 

〔図表10〕 中国へ合法或いは非合法的に輸出等された 
軍需品関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

SS-12 ASW レーダ

ー 
フラ

ンス 
高 防空能力の強化は、中国の国家的重点事項の１つで

ある。同国は近年、イランなどへのレーダー設備の

輸出も活発化させている。 
ターボファンエン

ジンおよび関連技

イギ

リス 
高 ジェットエンジンの設計は、中国が西側諸国やロシ

アに遅れをとっている領域の１つである。先進国の
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術 軍の戦闘機に匹敵する国産戦闘機の生産が究極的

な目標とされている。 
暗視装置 米国 高 先進的光学装置については、依然として西側と中国

軍の間に技術格差が存在し、中国は国内での研究と

外国から技術取得の両面で、この格差の解消に取り

組んでいる。 
空対空ミサイル ロシ

ア 
中 中国はロシアから取得した戦闘機の戦闘能力の維

持を望んでいる。ミサイル製造能力の向上は同国の

かねてよりの目標であることから、これらの軍需品

の技術のリバースエンジニアリングを試みる可能

性がある。 
射撃統制レーダー フラ

ンス 
中 

射撃統制レーダー イタ

リア 
中 

中国海軍は、地域的戦力投射の目標を達成するた

め、近代的なレーダーを求めている。 

早期警戒機用レー

ダー 
イギ

リス 
中 早期警戒能力の梃入れは、中国空軍の重点領域の１

つである。 
対艦ミサイル ロシ

ア 
中 この取得は、地域的戦力投射のための海軍力の近代

化を裏付けている。この領域での製造能力の向上は

中国のかねてよりの重点目標であることから、同国

がこれらのミサイルの技術のリバースエンジニア

リングを試みる可能性もある。 
地対空ミサイル ロシ

ア 
中 中国はこの領域で高い能力を持っているが、短期的

な戦力投射と長期的な技術取得の両面のため、より

高度なロシア製の軍需品を求め続けている。 
ディーゼルエンジ

ン 
ドイ

ツ 
低 海軍の近代化は中国にとって重点項目の１つだが、

この技術の入手はそれほど難しくない。 
大口径火器 スイ

ス 
低 中国は国内で従来型の火器を生産する強大な能力

を有する。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.2  ロシアへの流出を懸念する先端技術 

 
1.2.1 全体的な動向 

 
ロシアは各種の軍事関連物資および技術の世界有数の生産国の１つであり、そうした

品目や技術の主要な輸出者である。また、同国はワッセナー・アレンジメントの参加国

でもある。そのため、ロシアは、他の３カ国（中国、インド、イラン）と同様の規模で、

デュアルユース品目・技術の輸入を必要としているわけではない。ロシアのデュアルユ

ース品目・技術の輸入の追跡調査はかなり難しい。これは主として、もっぱらロシアの

デュアルユース品目・技術の輸出ばかりが重視され、開示された情報でロシアの（デュ

アルユース品）輸入に注目しているものが相対的に少ないためである。しかし、ロシア

の経済と軍事支出がいずれも崩壊状態に陥った 1990年代に予算を極端に削減した結果、

ロシアの国防部門は現在もなお脆弱であると考えられている。このため、特定の種類の

ハイテク軍用装備については、ロシアは国外に供給者を求めている。 
 
 

1.2.2 ロシアが米国等から調達したデュアルユース品・技術 

 
無人航空機（UAV）の技術は、その好例である。2008 年のグルジアでの戦闘はグル

ジア側に対する UAV の価値を実証し、それらの UAV の大半はイスラエル製だった。ロ

シアは UAV の技術と、UAV の生産に必要な構成部品の技術において遅れをとっている。

ロシアは UAV を購入するために数年間にわたってイスラエルと交渉を続けており、

2009 年 5 月には有力なメディアが、ロシアとイスラエルが総額 5000 万～5300 万ドル

の UAV 調達契約を締結したと報じた6。より大きな規模を持つロシアの民間航空産業は、

現在西側の支援を受けながら再建が進められている。ソビエト連邦の崩壊以降、ロシア

の航空機工場は国内および国外向けの軍用機の注文が激減するという事態に見舞われた。

アエロフロートおよび他の東欧の航空会社向けの旅客機製造における、彼らの市場独占

が終わりを告げたからである。民間航空機の世界市場はボーイングとエアバスによって

支配されており、戦闘機や爆撃機などの軍用部門の「第一線」は、欧州と米国のごく少

数の契約者に握られている。このため、ロシアはその巨大な航空宇宙産業を復活させよ

うと、西側に救いを求めている。 
 

航空宇宙部門は、米国とロシアの商業的パートナーシップにおいて、 も前途有望な

領域の１つとさえ言われてきた。ボーイング、プラット＆ホイットニーの代理店である

ユナイテッド・テクノロジーズ、ハネウェルなどを始めとする米国の有力な航空宇宙企

業が、ロシアのパートナーとの共同投資や共同プロジェクトに積極的に参加している。

ボーイング社はロシア関連のプロジェクトに 36 億ドルを投資しており、さらに 2040 年

までに、ロシアのチタニウム生産と、設計およびエンジニアリングサービスに 270 億ド

                                                  
6 http://www.globaltimes.cn/www/english/military/2009-05/432303.html 
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ルを投資する計画である7。 
 

コンピュータ産業も、ロシアがデュアルユース輸入によって利益を得る可能性が高い

領域である。 近の研究によると： 
 
「国内のコンピュータハードウエアおよびソフトウエアの市場は、米国企業からの輸入

品に支配されている。米国の会社は、ロシアのソフトウエア市場の輸入シェアを完全に

コントロールしており、米国製のコンピュータハードウエア、特に高品質でよりパワフ

ルなマシンの需要は高まる一方である。概して、ロシアでのソフトウエアの国内生産は、

各種の会計／財務ソフトウエアの開発と生産、および現地企業や政府機関の特別注文に

よる特殊なソフトウエアの開発のみに限られている。ハードウエア産業は技術的に遅れ

ており、ハードウエアの品質も全般的に西側のマシンより劣ると見なされている。」8 
 

このため、ロシア軍は技術的均衡を維持するべく、西側の先進的なコンピュータとエ

レクトロニクスを求めている可能性がある。マイクロエレクトロニクス回路や、コンピ

ュータプロセッサの製造に関連したコンポーネントは、Jane’s が収集したデータにおい

ても主要な輸入品とされている。 
 
 

1.2.2.1 先端材料関連 
 

1990 年代後半から 2008 年にロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された先端材料関

連品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると

〔図表 11〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術は無いが、

調達重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、超電導体が挙げられている。 
 

〔図表11〕 ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された 
先端材料関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

超伝導体 米国 中 ロシアの指導者たちは、超伝導体がロシア経済にと

って重要であると認識している。また、これには軍

事用途もある。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 
                                                  
7 ボーイング社のウエブサイトによる。 
http://www.boeing.ru/website_26/pages/page_7422/uploads/Boeing%20final%20email(2).pdf 
8 http://www1.american.edu/initeb/nb2224a/hardsoft.html 
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1.2.2.2 材料加工関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された材料加工関連品目・技術の名称、重要度、

軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 12〕のようになる。調達

重要度が「高」に位置づけられる品目・技術は無いが、調達重要度が「中」に位置づけ

られる品目・技術としては、「異方性プラズマドライエッチング装置の技術」が挙げられ

ている。この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「ダイアフ

ラムポンプ」が挙げられている。 
 

〔図表12〕 ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された 
材料加工関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

異方性プラズマド

ライエッチング装

置の技術 
〔ECCN 3E0013〕

米国 中 この技術はマイクロエレクトロニクス回路の生産

に用いられる。ロシアは、これらの国内での十分な

生産能力を持たないとも考えられる。 

ダイアフラムポン

プ 
〔ECCN 2B350〕 

米国 低 この品目は化学兵器、生物兵器、および核兵器の製

造に利用されうるが、歴史的に見て、ロシアはすで

にこの領域における専門知識を持っている。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.2.2.3 エレクトロニクス関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等されたエレクトロニクス関連品目・技術の名称、

重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 13〕のようにな

る。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術は無いが、調達重要度が「中」に

位置づけられる品目・技術としては、「遠紫外線技術」が挙げられている。この他、調達

重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「アナログ・デジタル変換器」「ア

ナログ・デジタル変換器」「ソリッドステート変換器とダウンコンバータを含む関連装置」

「高ゲイン・ブロードバンド MMIC 増幅器」「集積回路」「積分回路」「半導体」が挙げ

られている。 
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〔図表13〕 ロシア国外から調達した或いは調達を企てた 
エレクトロニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注 1
分析注 2 

遠紫外線技術 米国 中 この技術はマイクロエレクトロニクス回路の

生産に用いられる。ロシアは、これらの国内で

の十分な生産能力を持たないとも考えられる。

アナログ・デジタル変換

器〔ECCN 5A991〕 
米国 低 

ソリッドステート変換

器とダウンコンバータ

を含む関連装置 
〔ECCN 3A001.b.2〕 
〔ECCN 3A001.b.4〕 

米国 低 

高ゲイン・ブロードバン

ド MMIC 増幅器 
米国 低 

集積回路 米国 低 
積分回路 
〔ECCN 3A001〕 

米国 低 

ロシアの電子産業は、西側諸国ほど進んではい

ないものの、同国の防衛産業が必要とする技術

を十分に提供できる水準には達している。 

半導体 米国 低 これらの品目には軍事用途があるが、ロシアで

は Mikron が軍用品質の半導体を生産してい

る。ロシアは民間用半導体を輸入に依存してい

るため、それらが一部の軍事用途に使われてい

る可能性がある。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.2.2.4 コンピュータ関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等されたコンピュータ関連品目・技術の名称、重

要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 14〕のようになる。

調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては「スーパーコンピュータ」が

挙げられている。 
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〔図表14〕 ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された 
コンピュータ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

スーパー 
コンピュータ 

米国 高 高性能コンピュータは、現在もロシアの国内産業が

相対的に遅れている点の１つである。これらは核兵

器の生産に利用される可能性がある。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 

1.2.2.5 センサー・レーザー関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等されたセンサー・レーザー関連品目・技術の名

称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 15〕のよう

になる。調達重要度が「高」あるいは「中」に位置づけられる品目・技術は無いが、調

達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「マルチビーム音響測深機、お

よびマルチビーム音響測深機用ソナーヘッド」「レーザー、コンポーネントおよび光学装

置」が挙げられている。 
 

〔図表15〕 ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された 
センサー・レーザー関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注 1
分析注 2 

マルチビーム音響測深機、および

マルチビーム音響測深機用ソナー

ヘッド〔ECCN 6A001〕 

デ ン

マ ー

ク 

低 

レーザー、コンポーネントおよび

光学装置〔ECCN 6A005〕 
米国 低 

ロシアは世界的にも有数のセンサ

ーおよびレーザーの生産国であり、

輸出国である。 

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.2.2.6 航空宇宙関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された航空宇宙関連品目・技術の名称、重要度、

軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 16〕のようになる。調達

重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては「無人航空機（UAV）」が挙げら

れている。 
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〔図表16〕 ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された 
航空宇宙関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

無人航空機（UAV） イス

ラエ

ル 

高 UAV は、先端素材と高度なエレクトロニクスに加え

て熟練した運用も要求するため、ロシアの強力な国

内防衛産業も、現時点では先進的 UAV に必要なす

べての部品を生産できない。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.2.2.6 軍需品関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された軍需品関連品目・技術の名称、重要度、

軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 17〕のようになる。調達

重要度が「高」に位置づけられる品目・技術は無く、調達重要度が「中」に位置づけら

れる品目・技術としては、「MTU 4000 ディーゼルエンジン」が挙げられている。この

他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「ライフル照準器」が挙

げられている。 
 

〔図表17〕 ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等された 
軍需品関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

MTU 4000 ディー

ゼルエンジン 
ドイ

ツ 
中 伝統的にロシアは海軍艦艇を自国で建造している。

しかし、船舶推進機のような先進的な機器について

は、西側諸国に大きく遅れをとっている。このエン

ジンはロシアで共同生産されたもので、同国の技術

移転への強い関心を示している。 
ライフル照準器 米国 低 ロシア国内には強力な小火器産業が存在する。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.3  インドへの流出を懸念する先端技術 

 
1.3.1 全体的な動向 

 
2002 年に発表された「インディア・ビジョン 2020」において、インドのアブドゥル・

カラーム大統領（当時）は、「デュアルユース技術がインドの国防にとって不可欠なだけ

でなく、同国の経済にとっても重要である」と述べた。同大統領が特に指摘したのは、

それまで各国は時代遅れになった技術ばかりをインドへ移転しており、インドが世界の

列強に追随したいと望むのであれば、国内の技術力を高める必要があるということだっ

た9。インドにとって第一の関心事は依然としてパキスタンだが、同国が直面している

大の技術的脅威は北側の隣国、中国であり、その軍事的存在感と急速に進歩する宇宙開

発およびミサイル技術は、インドがこれらの領域への投資を強化する一因となっている。 
 

米国における 9.11 同時多発テロの後、インドと米国の友好関係の回復を受けて、米商

務省の輸出規制リストに挙げられているインドの機関の数は 159 から 2 へと激減した。

2003 年には、インドと米国の間で「ハイテク共同グループ」が設立され、デュアルユー

ス品目・技術の承認申請と許可件数が爆発的に増えると共に、その承認率も 90％に上り、

金額ベースではおよそ 2 倍の 5,700 万ドルとなった10。たとえば、デュアルユース品目

の主要な輸入者であるインド宇宙研究機関へのデュアルユース品目・技術の輸出は、も

はや許可を必要としなくなっている11。 
 

2008 年、米国とインドは民生用原子力協力協定を締結し、インドに高度な核技術への

アクセスが提供されることになった。両国は、デュアルユース品目・技術の通商を重点

分野の１つと認識している12。しかし、インドは輸出規制を厳格に運用せずに、自国の

デュアルユース品目・技術の輸出を続けており、一部ではインドが取得した米国の品目・

技術が他国へ拡散する可能性が懸念されている。 
 

1.3.2 インドが米国等から調達したデュアルユース品・技術 

 
カラーム大統領（当時）がインドの国益にとって特に重要とした技術は、次のような

ものである。 
 
・航空 
・打ち上げロケット 
・電子センサー 

                                                  
9 Kalam, Abdul. INDIA 2020: A Vision for the New Millennium. Penguin Books. 2002 年 
10 Juster, Kenneth I. Unleashing the Potential of U.S.-India Civil Space Cooperation. 2004 年 6 月

22 日、ウエブサイト：http://www.bis.doc.gov/news/2004/bangaloreindia6_22.htm 
11 Pomfret, John. 
12 Hoey, Matthew. India’s Quest for Dual-Use Technology. Bulletin of the Atomic Scientists. 2009
年 9/10 月号 
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・宇宙通信 
・リモートセンシング 
・高度な材料加工 
・ロボティクス 
・人工知能（コンピュータ） 
 

上記の品目に加えて、インドは指向性エネルギー兵器やハイパーソニック・デリバリ

ー・メカニズムなど、議論の多い宇宙兵器にも関心を示している。これらがインドのデ

ュアルユース技術の開発と取得の重点項目であることは間違いないとみられている。 
 

インドが米国から輸入するデュアルユース品は、ミサイルの生産と核開発に関連する

ものが中心となっている。これらの多くは、ワッセナー分類のカテゴリー1「先端材料」

（無機特殊材料など）、カテゴリー2「材料加工」の品目、およびカテゴリー3「エレク

トロニクス」（熱疲労のような作用の機械試験装置など）である。また、インドは国内に

有力な国内コンピュータ関連産業を有するが、この分野でもさらに先進的な米国の技術

を求めているという。 
 

ミサイル関連品目・技術は、インドが軍用目的で米国からデュアルユース技術を輸入

している、もう１つの重要な分野である。ロケットの構造材料、半導体やコンデンサな

どの誘導用エレクトロニクス部品、そして燃料タンクのシーラントなどの構成要素が求

められている。インドは衛星技術を、イスラエルと米国から取得するようになってきた。

抵抗器、コンピュータ、そして場合によっては画像処理技術も、インドが関心を示す宇

宙関連のデュアルユース品目・技術に含まれる。 
 

1.3.2.1 先端材料関連 
 

1990 年代後半から 2008 年にインドへ合法或いは非合法的に輸出等された先端材料関

連品目は、調達重要度が「高」に分類されるものが６件、「中」に分類されるものが２件、

「低」に分類されるものが３件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用

途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 18〕のようになる。調達重要度

が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「カーボン/カーボン製品の製造に用い

るホット・アイソスタチックプレス（HIP）の制御盤」「コバルト 57、鉄箔、フェロシ

アン化カリウム」「チタニウム合金棒」「核燃料供給」「鉄、セレニウムなどを含む無機特

殊材料」「燃料タンクのシーラント」が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位

置づけられる品目・技術としては、「4SP-10 ニッケル粉末; T123 ニッケル粉末」「アル

ミニウム板材」「ニッケル粉末」が挙げられている。この他、調達重要度が「低」に位置

づけられる品目・技術としては、「シールおよび O-リング」「ヒートトレース装置」「金

属被覆ポリイミドフィルム」が挙げられている。 
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〔図表18〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
先端材料関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

カーボン /カーボン

製品の製造に用い

るホット・アイソス

タ チ ッ ク プ レ ス

（HIP）の制御盤 

米国 高 この装置は、弾道ミサイルに用いるカーボン/カーボ

ン複合材コンポーネントの製造に利用される可能

性がある。 

コバルト 57、鉄箔、

フェロシアン化カ

リウム 

米国 高 コバルト 57 は、核兵器に放射性降下物を発生させ

るために用いられる可能性がある。鉄箔は原子力研

究に有用である。フェロシアン化カリウムは、ロケ

ット推進剤などに用いられる。 
チタニウム合金棒 米国 高 遠心分離機や航空宇宙用途に利用される可能性が

ある。 
核燃料供給 ロシ

ア 
高 この協定は、インドの核平和利用プログラム向けの

核燃料へのアクセスを保証した。セーフガードによ

り、理論上は不正な再処理が防がれているが、軍事

転用の可能性がある。 
鉄、セレニウムなど

を含む無機特殊材

料 

米国 高 WMD（大量破壊兵器）に利用される可能性がある。

燃料タンクの 
シーラント 

米国 高 ミサイルの生産に使われる可能性がある。 

4SP-10 ニッケル粉

末 ; T123 ニッケル

粉末 

米国 中 

ニッケル粉末 米国 中 

ニッケル粉末は、鋼製部品の機械的特性の改善や、

金属射出成形、硬質金属バインダー、重金属バイン

ダー、ダイアモンドバインダー、ロールコンパクシ

ョンストリップに用いられる。ガス拡散ウラン濃縮

に利用される可能性がある。 
シールおよび O-リ
ング 

米国 低 航空宇宙用途に利用される可能性あり。国際的に容

易に入手できる。 
ヒートトレース装

置 
米国 低 凍結防止や温度維持に利用されうる。研究所で用い

られる可能性がある。 
金属被覆ポリイミ

ドフィルム 
米国 低 ポリイミドフィルムはハイテクエレクトロニクス

や軍事用途に利用されうるが、民間用として容易に

入手できる。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.3.2.2 材料加工関連 
 

インドへ合法或いは非合法的に輸出等された材料加工関連品目は、調達重要度が「高」

に分類されるものが３件、「中」に分類されるものが４件、「低」に分類されるものが４

件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分

析結果をまとめると〔図表 19〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品

目・技術としては、「バタフライバルブ」「プラズマクリーナー」「濃縮および再処理」が

挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、「ス

タックサイザー・スクリーニングマシン」「プレスおよびブレード」「熱処理用容器」「油

圧式スタッドテンショナー（スタッドボルト自動緩め締め付け装置）」が挙げられている。

この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「ステンレス鋼パス

スルーチャンバーおよびアクセサリー」「スパッタリングシステム」「ダイアフラムポン

プ」が挙げられている。 
 

〔図表19〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
材料加工関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

バタフライバルブ 米国 高 化学兵器および生物兵器の生産に利用される可能

性があり、輸出が規制されている。 
プラズマクリーナ

ー 
米国 高 化学兵器および生物兵器などへの利用可能性。 

濃縮および再処理 ロシ

ア 
高 この協定により、インドの使用済み核燃料の再処理

能力が保証された。 
ス タ ッ ク サ イ ザ

ー・スクリーニング

マシン 

米国 中 材料試験。核兵器開発プログラムに利用される可能

性がある。 

プレスおよびブレ

ード 
米国 中 原子力研究施設で使われた可能性がある。 

熱処理用容器 米国 中 ミサイル部品の熱処理に用いられる可能性がある。

油圧式スタッドテ

ンショナー（スタッ

ドボルト自動緩め

締め付け装置） 

米国 中 軍事用途は、風洞などに限られる。 

ステンレス鋼パス

スルーチャンバー

およびアクセサリ

ー 

米国 低 核、化学、生物兵器の研究に利用できる。ただし、

この品目はおそらく自国内での製造が可能である。

スパッタリングシ 米国 低 Denton Vacuum は、極薄の金属および静電コーテ
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ステム ィングを付着させるためのシステムを設計し、開発

している。これらのコーティングは、光学、半導体、

電気光学、ディスプレイ、トライボロジー、医療機

器、通信など、広範囲にわたる産業と研究に用いら

れている。  
ダイアフラムポン

プ 
米国 低 これらの品目は、化学兵器および生物兵器に利用さ

れる可能性がある。ただし、これらがインドの軍事

用途向けであったと推定できる根拠はない。 
ダイアフラムポン

プ  - モ デ ル  No 
66605K-444 

米国 低 化学兵器および生物兵器に利用される可能性があ

り、輸出が規制されている。ただし、そうした用途

に用いられたと推定できる根拠はない。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.3.2.3 エレクトロニクス関連 
 

ロシアへ合法或いは非合法的に輸出等されたエレクトロニクス関連品目は、調達重要

度が「高」に分類されるものが８件、「中」に分類されるものが４件、「低」に分類され

るものが２件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的など

に関する分析結果をまとめると〔図表 20〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づ

けられる品目・技術としては、「Dash 10M データレコーダー」「オーブナイズド水晶発

信器」「マスフローメーターおよび電源装置」「核パルス発生器（Nuclear Pulse 
Generator）」「生物医学研究用品、組織培養および流体操作用の実験機器、および生命

科学向けの試薬システム」「熱疲労試験システム；汎用試験機」「発酵槽」「不詳 - Keithley 
は半導体試験システム、計測および分析システム、データ収集システム、スイッチシス

テム、およびエレクトロニクス製品生産者に利用される各種デバイスを製造している」

が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、

「Lasair II-310A」「ポジションスイッチ」「固定抵抗器」「出力分配器およびローパスフ

ィルター」が挙げられている。この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技

術としては、「増幅器、分布放射計システム」が挙げられている。 
 

〔図表20〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
エレクトロニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

Dash 10M データレ

コーダー 
米国 高 原子炉データなどのデータの記録に用いられた可

能性がある。 
オーブナイズド水 米国 高 この品目は、安定した基準として、通信、計測器、
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晶発信器 無線通信に利用される。また、無線制御、航空宇宙、

軍事、衛星の用途にも用いられる。インドの宇宙開

発プログラムは、国防計画 2020 のきわめて重要な

部分である。 
マスフローメータ

ーおよび電源装置 
米国 高 Alicat の製品は、自動車製造、燃料電池開発、環境

試験、漏れの検出、吹き付け乾燥、タンクブランケ

ッティング、惑星軌道外空間探査、大気圏内実験、

光ファイバー、プロセスガスメータリングに用いら

れる。核兵器開発の用途に利用される可能性があ

る。 
核パルス発生器

（Nuclear Pulse 
Generator）
（Nuclear Pulse 
Generator） 

米国 高 これはインドの核兵器開発プログラムに利用され

る可能性がある重要な品目である。 

生物医学研究用品、

組織培養および流

体操作用の実験機

器、および生命科学

向けの試薬システ

ム 

米国 高 

熱疲労試験システ

ム；汎用試験機 
米国 高 

これらの品目は、生物兵器に利用される可能性があ

る。 

発酵槽 米国 高 生物兵器に利用される可能性がある。 
不詳 - Keithley は
半導体試験システ

ム、計測および分析

システム、データ収

集システム、スイッ

チシステム、および

エレクトロニクス

製品生産者に利用

される各種デバイ

スを製造している。

米国 高 どの技術であるかは開示されていないが、Keithley 
は宇宙空間用装置の分析と試験に用いる装置、宇宙

航空用装置、およびその他の軍事用途向けの機器を

製造している。 

Lasair II-310A  米国 中 この品目は、軍事宇宙技術の用途に利用できる。 
ポジションスイッ

チ 
米国 中 通信衛星やその他の衛星に利用される可能性があ

る。 
固定抵抗器 米国 中 State of the Art は、航空宇宙、通信、航法、衛星、

生物医学、軍事、およびその他の産業で用いられる
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抵抗器を生産している。しかし、インドには抵抗器

を国内で生産する能力がある。 
出力分配器および

ローパスフィルタ

ー 

米国 中 音響、エレクトロニクス、デジタル信号処理に用い

られる。人工衛星に利用される可能性がある。 

増幅器 米国 低 この品目には軍事用途があるが、インドにはきわめ

て盛んなエレクトロニクス産業が存在する。 
分布放射計システ

ム 
米国 低 海洋研究用。 

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.3.2.4 コンピュータ関連 
 

インドへ合法或いは非合法的に輸出等されたコンピュータ関連品目は、調達重要度が

「高」に分類されるものが３件、「中」に分類されるものが１件となっており、その品目・

技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 21〕
のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「スタティッ

ク・ランダムアクセスメモリ（SRAM）コンピュータチップ」「半導体およびコンデンサ」

「飛行管制および地上追跡用機器」が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位

置づけられる品目・技術としては、「マイクロプロセッサ」が挙げられている。 
 

〔図表21〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
コンピュータ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

スタティック・ラン

ダムアクセスメモ

リ（SRAM）コンピ

ュータチップ 

米国 高 インドの宇宙開発プログラムは、同国の国防戦略の

主要な構成要素の１つであり、コンピュータは人工

衛星や打ち上げロケットの重要なコンポーネント

である。 
半導体およびコン

デンサ 
米国 高 これらの品目には、ミサイル誘導および発射システ

ムにおいて特定の用途がある。 
飛行管制および地

上追跡用機器 
ロシ

ア 
高 宇宙技術はインドの 優先領域の一つであり、ロシ

アはインドが宇宙開発における同国の特権的パー

トナーであると明言した。 
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マイクロプロセッ

サ 
米国 中 マイクロプロセッサは国防装備の重要な構成部品

であるが、この技術はインドや中国でもある程度ま

では実現されている。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.3.2.5 センサーおよびレーザー関連 
 

インドへ合法或いは非合法的に輸出等されたセンサーおよびレーザー関連品目・技術

の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 22〕の

ようになる。全ての品目・技術が調達重要度「高」に位置づけられている。具体的には

「SeaBat 8160 マルチビーム音響測深機」「はんだガラス母材」「レゾネーターモジュー

ル」「先進的合成開口レーダー(SAR)」「加速度計」が挙げられている。 
 

〔図表22〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
コンピュータ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

SeaBat 8160 マル

チビーム音響測深

機 

デン

マー

ク 

高 RESON SeaBat 8160 は、海軍艦艇に搭載されてい

るマルチビームソナーシステムである。 

はんだガラス母材 米国 高 この品目は、インド軍近代化の主要領域の１つとな

っている軍用暗視装置の構成部品である。 
レゾネーターモジ

ュール 
米国 高 この製品は、レーザー用に利用される可能性があ

る。 
先進的合成開口レ

ーダー(SAR) 
イス

ラエ

ル 

高 人工衛星技術の取得は、特に偵察目的において、イ

ンド軍にとって重要度が高い。イスラエルは、二国

間の軍事技術協力の発展の一環として、インドの

CartoSat 2A 監視衛星に SAR を供給した。 
加速度計 米国 高 これらの品目は、ロケット研究での利用を意図した

ものである。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.3.2.6 航法およびアビオニクス関連 
 

インドへ合法或いは非合法的に輸出等された航法およびアビオニクス関連品目・技術

の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 23〕の

ようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「GLONASS 全
地球測位システム」が挙げられている。 
 

〔図表23〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
航法およびアビオニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

GLONASS 全地球

測位システム 
ロシ

ア 
高 宇宙技術はインドの 優先領域の一つであり、ロシ

アはインドが宇宙開発における同国の特権的パー

トナーであると明言した。さらに、GLONASS に関

してロシアと手を組むことを通じて、インドが GPS
を軍用プラットフォームに組み込むためのヒント

を得る可能性がある。  
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.3.2.7 航空宇宙および推進装置関連 
 

インドへ合法或いは非合法的に輸出等された航空宇宙および推進装置関連品目は、調

達重要度が「高」に分類されるものが２件、「中」に分類されるものが３件となっており、

その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめる

と〔図表 24〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、

「UAV 用のファンクラフト技術」「打ち上げ機および関連部品、多目的宇宙システム」

が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、

「軍用輸送機」「航空機用振動増幅器、ケーブルアッセンブリ、および振動プロセッサユ

ニット」「MTU-838 ディーゼルエンジン」が挙げられている。 
 

〔図表24〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
航空宇宙および推進装置関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

UAV 用のファンク

ラフト技術 
イス

ラエ

ル 

高 主に医療用として患者の救急搬送や戦場での支援

用途に用いられる。UAV はインド軍の近代化におけ

る重点領域の１つである。 
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打ち上げ機および

関連部品、多目的宇

宙システム 

ロシ

ア 
高 宇宙技術はインドの 優先領域の一つであり、ロシ

アはインドが宇宙開発における同国の特権的パー

トナーであると明言した。  
軍用輸送機 ロシ

ア 
中 インドは航空宇宙分野での能力の向上が重点目標

であると公言しているが、この種の技術は多くの国

から提供されうる。 
航空機用振動増幅

器、ケーブルアッセ

ンブリ、および振動

プロセッサユニッ

ト 

米国 中 この装置は、「軍用および民間航空機において、エ

ンジンから振動情報を抽出し、機器の調整、整備、

試験のために出力をシミュレートする」用途で設計

されている。 

MTU-838 ディーゼ

ルエンジン 
ドイ

ツ 
中 先進的なエンジン技術へのアクセスを獲得するこ

とは、インド軍の戦略的な目標の１つである。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.3.2.8 軍需品関連 
 

インドへ合法或いは非合法的に輸出等された軍需品関連品目・技術の名称、重要度、

軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 25〕のようになる。調達

重要度が「高」に位置づけられる品目・技術は無いが、調達重要度が「中」に位置づけ

られる品目・技術としては、「光学照準器」「ミラージュ 2000 ジェット戦闘機 10 機」が

挙げられている。 
 

〔図表25〕 インドへ合法或いは非合法的に輸出等された 
軍需品関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

光学照準器 米国 中 これらの品目は、兵器に利用される可能性がある。

ミラージュ 2000 ジ

ェット戦闘機 10 機 
フラ

ンス 
中 戦闘機部隊の近代化はインドにとって 重点課題

だが、この少数の取得よりもはるかに重要なのは、

新戦闘機の譲渡によって、現在進行中の技術競争

の内容が移転されることである。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.4  イランへの流出を懸念する先端技術 

 
1.4.1 全体的な動向 

 
イランは 1979 年のイスラム革命後、特にイラン・イラク戦争（1980～1988 年）以降、

その軍事力を大幅に強化してきた。そして、イランは大量破壊兵器（WMD）を国内で

生産するための技術や装置（デュアルユースであるか否かを問わず）を含め、あらゆる

種類の軍事物資の主要な輸入国の１つにもなった。イランにとって、そうした物資や技

術の主な供給者は、ロシア、中国、および北朝鮮である。これに加えて、イランは世界

各国から直接的および間接的に兵器を調達しており、調達先の筆頭に挙げられるのが米

国とドイツである。そして、イランは過去 10 年間にわたり、特に米国のデュアルユー

ス品・技術の入手に注力してきた。 
 

イランのアハマディネジャド現政権にとって、核開発に関係するデュアルユース品

目・技術の取得は、 も優先順位が高くなっている。核分裂性物質に加えて、同政権の

求める技術にはワッセナーのカテゴリー1「先端材料」、カテゴリー2「材料加工」、およ

りカテゴリー3「エレクトロニクス」が含まれる。また、カテゴリー4「コンピュータ」

とカテゴリー6「レーザー」も、核開発プログラムにとって重要な品目である。イラン

は表向きには民生品として用いられうる品目の合法的な入手と並行して、核兵器に利用

できるデュアルユース品目を取得するために制裁措置を迂回することで、これらの品目

を手に入れようとしてきたとされる。また、量は少ないものの、イランは化学兵器や生

物兵器に利用可能なデュアルユース品目の取得にも努めてきたという。 
 

国内に有力な航空宇宙産業が存在しないため、イランのこの分野での輸入は、主に

終製品（戦闘機、輸送機など）の調達と、老朽化が進む同国の米国製航空機（F-5、F-14
など）の交換部品やアップグレード用部品の取得に集中している。特に後者は現在、米

国の制裁措置により、入手困難になっている。無人航空機の生産技術は、イランが国産

化を試みている航空宇宙関連技術の１つである。また、同国が集中投資をしているもう

１つの領域はミサイル関連分野である。 
 

核開発関連技術に加え、イランは軍備の近代化と国内の反体制派の取締りを支援する

ためのコンピュータ技術も求めている。同国のデュアルユース技術取得の多くは、非対

称戦を支えるものと見ることができる。イランは、自ら選んだ非伝統的戦場において、

その主たる敵国である米国に対抗することを選択している。 
 

イランは、自国の国益に必要と思われる技術を調達するためには、あらゆる努力をい

とわない姿勢を鮮明にしており、貿易規制や制裁措置の迂回に相当なエネルギーとリソ

ースを振り向けてきた。米国における対イラン違法輸出の過去 10 年間の事例は、明ら

かにされたものだけでも 50 件近くあり、この他にも明らかになっていない例が多数存

在する。 
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1.4.2 イランが米国等から調達したデュアルユース品・技術 

 
 IHS Jane’s は、イランが獲得を狙っているデュアルユース品・技術として以下を挙げ

ている。 
 
・核燃料の濃縮、モニタリング、および兵器生産（起爆装置など）のための各関連技術。 
・ミサイル関連技術 － 誘導用エレクトロニクス、構造部材。  
・軍需部品 － 高度な IED のためのセンサーとエレクトロニクス。 
・無人航空機に関する先進的技術。 
 

IHS  Jane’s の調べにより、イランが輸入したか、あるいは輸入を試みたことが判明

している具体的なデュアルユース品目は、比較的ありふれたもの（遠心分離機の製造に

役立つ材料のマルエージング鋼など）から、銅蒸気レーザー（ウラン濃縮用）のように

核関連技術への転用を意図したことが明らかな品目まで多岐にわたっている。イランは

腎臓結石の除去に用いる高電圧スイッチを大量に求めていたことが明らかになっており、

これは核兵器の起爆装置としての利用の可能性を示唆している。一般的な民生用の圧力

計（圧力変換器）も、ウラン濃縮において精密な計測を行う能力があり、イランが強く

求めている品目の１つである。また、国内に充実した素材産業を持たないイランは、先

端材料も世界の市場で入手している。同じことはエレクトロニクスとコンピュータにつ

いても言える。イランはこれらの入手を優先事項の１つとしており、核兵器の生産に関

する計算を行う能力のあるスーパーコンピュータを製作するために、不正に入手した米

国製の装置を用いているという。 
 

イランはウランを濃縮する能力の（そして、多くの西側観測筋によれば WMD の生産

能力も）獲得を目指しており、核関連施設への空からの攻撃の脅威に対抗するため、防

空能力の整備を重要視している。イランによるレーダー設備と関連コンポーネントの調

達には、顕著な伸びが見られる。レーダー製造における主要なコンポーネントである半

導体増幅器も調達されており、それにはしばしば不正な方法も用いられている。同国に

は国内で戦闘機を生産するほどのリソースはないが、比較的小規模な投資で実現できる

航空宇宙分野の生産能力を育成しようとしている。現在、イランでは無人航空機（UAV）

が生産されており、その関連設備のために、同国は指揮、統制、通信（C3）用装置を輸

入した。イランはミサイルを国内で生産するが、新しい技術を取得すべく、中国および

ロシアからより高度なモデルを輸入或いは輸入しようとしている。 
 

イランは輸入したデュアルユース品・技術をイラクでの非対称戦の支援にも利用して

いる。同国はより高度な即席爆発装置（IED）を作り出すため、米国からセンサー、ヒ

ューズ、および関連資材を調達してきた。 
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1.4.2.1 先端材料関連 
 

1990 年代後半から 2008 年にイランへ合法或いは非合法的に輸出等された先端材料関

連品目は、調達重要度が「高」に分類されるものが８件、「中」に分類されるものが１件、

「低」に分類されるものが３件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用

途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 26〕のようになる。調達重要度

が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「アルミニウム板材および棒材」「セラ

ミックスマトリックス複合材料」「タングステン銅、タングステン粉末」「フローレギュ

レータカートリッジ」「フローリミッター」「マルエージング鋼」「特殊なアルミニウム合

金」「放電加工機用のグラファイトシリンダー」が挙げられている。また、調達重要度が

「中」に位置づけられる品目・技術としては、「Coolmet 切削油」が挙げられている。

この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「RF パワーメータ

ー」「ニッケル合金製パイプ」「ポリイミドフィルム - 2-Mil-Kaptonn」が挙げられてい

る。 
 

〔図表26〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
先端材料関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

アルミニウム板材

および棒材 
米国 高 航空宇宙および核開発に利用される可能性がある。

セラミックスマト

リックス複合材料 
中国 高 セラミックスマトリックス複合材料は、核弾頭の格

納と製造に用いることができる黒鉛化合物の一種

である。 
タングステン銅、タ

ングステン粉末 
中国 高 タングステンは、ミサイルプログラムに使用され

る。これはイランの R&D において大きな投資が行

われている領域である。 
フローレギュレー

タカートリッジ、フ

ローリミッター 

米国 高 これらは、WMD 開発プログラムに利用される可能

性がある。 

マルエージング鋼 中国 高 マルエージング鋼は高い引っ張り強さを特徴とし、

ガス遠心分離機の部品に使用できるだけの強度を

持つ数少ない金属材料の１つである。 
マルエージング鋼 マレ

ーシ

ア、 
多数 

高 マルエージング鋼は、P-2 遠心分離機に必要不可欠

である。 

特殊なアルミニウ

ム合金  
中国 高 長距離ミサイルの生産に使われるものと推測。この

種のアルミニウムの一部は、ウランを兵器級または

原子炉用に濃縮するガス遠心分離機の部品を作れ
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るだけの強度を持つが、そうした部品を作るには、

相当な機械加工が必要とされる。この形態（チュー

ブやシリンダーではなくブロック）の材料は、NSG
による輸出規制の対象にはなっていない。しかし、

このアルミニウムはきわめて強度が高いため、軍需

品に関連するワッセナー・アレンジメントの規制品

目リストに掲載されている。 
放電加工機用のグ

ラファイトシリン

ダー 

中国 高 イランに輸出されたグラファイトシリンダーは、ロ

ケットノズルや再突入機のノーズコーンの製造に

適したものだった。このシリンダーで、「爆発物、

核兵器の半球形コンポーネント、ウランを兵器級ま

たは原子炉用まで濃縮するために用いるガス遠心

分離機のエンドキャップ、核兵器のコアを作るため

液体ウランまたはプルトニウムを鋳造する坩堝」な

ど、複雑な形状の部品を作ることができる。 
Coolmet 切削油 米国 中 イランはこの工業用切削油を民間用に入手しよう

とした可能性があるが、化学兵器の材料に利用され

る恐れもある。 
RF パワーメーター 米国 低 この技術には軍事用途があるが、多くの国際的供給

者から容易に入手でき、製造も比較的簡単である。

ニッケル合金製パ

イプ 
米国 低 これらは、老朽化が進むイランの石油化学産業にと

って重要だが、デュアルユースとしての用途は限定

的である。 
ポリイミドフィル

ム - 2-Mil-Kaptonn
米国 低 ポリイミドフィルムはハイテクエレクトロニクス

や軍事用途に利用されうるが、民間用として容易に

入手できる。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.2 材料加工関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等された材料加工関連品目は、調達重要度が「高」

に分類されるものが８件、「低」に分類されるものが２件となっており、その品目・技術

の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 27〕の

ようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「STX 70 ガス

モニター」「ハイグレード真空ポンプおよび関連装置」「圧力計（圧力変換器）」「各種の

工作機械」「床置き型油圧試験機」「静電容量型絶対圧力計」「銅蒸気レーザー」が挙げら

れている。この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「パイプ
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切断機」「鉱業用機械のスペアパーツ」が挙げられている。 
 

〔図表27〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
材料加工関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

STX 70 ガスモニタ

ー 
米国 高 兵器開発の用途に用いられる可能性がある。 

ハイグレード真空

ポンプおよび関連

装置 

米国 高 イランの核兵器開発プログラムに用いられる可能

性がある。 

圧力計 
（圧力変換器） 

スイ

ス 
高 

圧力計 
（圧力変換器）  

米国 高 

ウランの生産に用いる遠心分離機に使用される。兵

器級のウランを生産するのに必要な高精度の計測

能力を持つ。 

各種の工作機械 多数 高 研削用の工作機械、フライス、放電加工機のような

高度な機材や、化学蒸着（CVD）や同様のコーティ

ング加工に用いられる各種機材は、イランのミサイ

ル産業を含めたWMDプログラムに使われる可能性

があり、おそらく核開発プログラムにも利用されて

いると推測される。 
床置き型油圧試験

機 
米国 高 鋼材の引っ張り強度を試験できる。核燃料用の遠心

分離機に利用される。 
静電容量型絶対圧

力計  
米国 高 ウラン濃縮プラントにおいて、六フッ化ウランガス

の流量のモニタリングに用いられる。 
銅蒸気レーザー ロシ

ア 
高 これは、ウラン濃縮に利用できる原子蒸気レーザー

同位体分離（AVLIS）システムの構成部品の１つで

ある。 
パイプ切断機 米国 低 これらは、老朽化が進むイランの石油化学産業にと

って重要だが、デュアルユースとしての用途は限定

的である。 
鉱業用機械のスペ

アパーツ 
米国 低 これらの品目は、兵器開発プログラムに使われた可

能性があるが、民業用にも使用される。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.4.2.3 エレクトロニクス関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等されたエレクトロニクス関連品目は、調達重要

度が「高」に分類されるものが４件、「中」に分類されるものが１件、「低」に分類され

るものが１件となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的など

に関する分析結果をまとめると〔図表 28〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づ

けられる品目・技術としては、「MAPCGM0003 フェイズシフター」「スイッチ」「高電

圧スイッチ」「半導体増幅器」が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけ

られる品目・技術としては、「フィールドプログラマブル・ゲートアレイ、集積回路、

Microchip ブランドのマイクロコントローラ、 およびフィールドコミュニケータ」が挙

げられている。この他、調達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「フ

ィールドプログラマブル論理デバイスの開発、生産、または利用に関する技術」が挙げ

られている。 
 

〔図表28〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
エレクトロニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注 1
分析注 2 

MAPCGM0003 フェイズ

シフター 
米国 高 電子制御によって向きを変え、特定方向に放

射される電波の方へ向けることができるア

ンテナの部品。軍事目標の捕捉やミサイル誘

導に用いる位相配列レーダーに利用できる。

これはイランの防空への関心の重要な領域

である。 
スイッチ 米国 高 イランは、兵器開発プログラムに用いるため

に、高性能コンピュータコンポーネントを求

めている。 
高電圧スイッチ ド イ

ツ 
高 この製品は、基本的には急速に音波を発する

核デバイスの起爆装置として用いることが

できる。これは民間と軍用の両方に用途があ

り、プルトニウムを圧縮して核爆発を起こさ

せるためのプラスティック爆弾の起爆にも

用いられうる。 
半導体増幅器 米国 高 これらには、レーダーを始めとして数多くの

軍事用途がある。イランは、核生産施設への

脅威に対する防空能力を高めるため、防御用

のレーダーを求めている。 
フィールドプログラマブ

ル・ゲートアレイ、集積回

路、Microchip ブランドの

米国 中 必要不可欠ではないものの、イランで製造さ

れイラクで使われる即席起爆装置（IED）に

役立つコンポーネントである。 
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マイクロコントローラ、 
およびフィールドコミュ

ニケータ 
フィールドプログラマブ

ル論理デバイスの開発、生

産、または利用に関する技

術 

米国 低 これには、いくつかの軍事用途があるが、比

較的単純な技術である。 

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.4 コンピュータ関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等されたコンピュータ関連品目は、調達重要度が

「高」に分類されるものが５件、「低」に分類されるものが１件となっており、その品目・

技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 29〕
のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「コンピュー

タコンポーネント」「スーパーサーバー、 P4SBA+ マザーボード、コンピュータシャシ

ー」「デジタルエアデータコンピュータ(DADC-107)」「リナックスベースの 216 Opteron
搭載機」「集積回路」「Intergraph Photoscan-TD」が挙げられている。この他、調達重

要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「Intergraph Photoscan-TD」が挙

げられている。 
 

〔図表29〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
コンピュータ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

コンピュータコン

ポーネント 
米国 高 イランは、兵器開発プログラムに用いるために、高

性能コンピュータコンポーネントを求めている。 
スーパーサーバー、

P4SBA+ マザーボ

ード、コンピュータ

シャシー 

米国 高 イランは、兵器開発プログラムに用いるために、高

性能コンピュータコンポーネントと関連部品を求

めている。 

デジタルエアデー

タ コ ン ピ ュ ー タ

(DADC-107) 

米国 高 イランの F-4 戦闘機の中枢コンピュータの更新用。

これは空戦パラメータの計算が可能で、きわめて精

度が高い。老朽化が進むイランの戦闘機隊にとっ

て、重要な近代化／交換用部品である。 
リナックスベース

の 216 Opteron搭載

米国 高 コンピュータとその関連技術は、イランのさまざま

な WMD プログラムにとってきわめて重要である。
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機 
集積回路 米国 高 イランは、兵器開発プログラムに用いるために、高

性能コンピュータコンポーネントを求めている。 
Intergraph 
Photoscan-TD 

米国 低 限定的な軍事用途あり。これは高品位産業用デジタ

イザーで、諜報用の用途が考えられる。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.5 情報セキュリティ関連（通信関連） 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等された通信関連品目は、調達重要度が「高」に

分類されるものが５件、「中」に分類されるものが２件、「低」に分類されるものが２件

となっており、その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析

結果をまとめると〔図表 30〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・

技術としては、「Adit 600 シャシー、FXO チャンネルカード、および AB1 FXO ポー

ト」「暗号化通信装置」「航空機用電子通信装置（受信機、ビデオトランスミッター、ス

ペアパーツを含む）」「航空機用電子通信装置（受信機、ビデオトランスミッター、スペ

アパーツを含む）」「情報ソリューション監視センター」が挙げられている。また、調達

重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、「フィールドコミュニケータ」「フ

ォトレシーバーおよびその他の通信用コンポーネント」が挙げられている。この他、調

達重要度が「低」に位置づけられる品目・技術としては、「ダイアロジック・ボイスカー

ド」「超小型地球局(VSAT)」が挙げられている。 
 

〔図表30〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
情報セキュリティ関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

Adit 600 シャシー、

FXO チャンネルカ

ード、および  AB1 
FXO ポート 

米国 高 イランは、兵器開発プログラムに用いるために、高

性能コンピュータコンポーネントと関連部品を求

めている。 

暗号化通信装置 米国 高 イランは、傍受される恐れのない先進的な通信装置

を求めている。 
航空機用電子通信

装置（受信機、ビデ

オトランスミッタ

ー、スペアパーツを

含む） 

米国 高 イランは、老朽化が進む航空機部隊の交換部品を必

要としているが、制裁措置のため入手が困難になっ

ている。 
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航空機用電子通信

装置（受信機、ビデ

オトランスミッタ

ー、スペアパーツを

含む） 

米国 高 この装置は、無人航空機の用途に利用される可能性

がある。イラン軍は国産の UAV をアフガニスタン

で限定的に使用し、ペルシャ湾での活動の監視にも

使っている。イラクは、UAV のレンジと能力の拡大

に不可欠な強力な通信リンクを国内で製造できな

いため、この装置は重要である。 
情報ソリューショ

ン監視センター 
ドイ

ツ／

フィ

ンラ

ンド 

高 イラン政権は西側の技術に依存して、国内の紛争や

抗議活動を監視するようになっている。移動通信と

インターネットが一般市民に普及し、さらにこのと

ころ情勢不安が高まる中で、これらの領域への関心

はますます高まっている。 
フィールドコミュ

ニケータ 
米国 中 

フォトレシーバー

およびその他の通

信用コンポーネン

ト 

米国 中 

イラン軍は先進的な通信装置を容易には入手でき

ない。 

ダイアロジック・ボ

イスカード 
米国 低 この技術には軍事用途があるが、国際的に多数の供

給者から容易に取得可能であり、その生産も比較的

簡単である。 
超 小 型 地 球 局

(VSAT) 
中国 低 イラン軍は先進的な通信装置を容易には入手でき

ない。だが、これらは民間用であったと思われる。

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.6 センサーおよびレーザー関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等されたセンサーおよびレーザー関連品目は、調

達重要度が「高」に分類されるものが２件、「中」に分類されるものが３件となっており、

その品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめる

と〔図表 31〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、

「9300XL-3N アストロスコープレンズ」「QRS-11 ジャイロチップセンサー」が挙げら

れている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品目・技術としては、「EZ-Tilt 5000 
航空機用傾斜計」「圧力計（圧力変換器）」「傾斜計」が挙げられている。 
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〔図表31〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
センサーおよびレーザー関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

9300XL-3N アスト

ロスコープレンズ 
米国 高 暗視監視能力は、正規戦および不正規戦部隊の近代

化を目指すイランにとって重要である。 
QRS-11 ジ ャ イ ロ

チップセンサー 
米国 高 半導体ジャイロチップには、先進的航空機、ミサイ

ル、宇宙開発、および民間用の用途がある。  
EZ-Tilt 5000 航空

機用傾斜計  
米国 中 これはイランから供給を受けたイラクが、路肩爆弾

の生産に用いた可能性がある。必要不可欠ではない

ものの、価値のある技術である。 
圧力計 
（圧力変換器） 

米国 中 液体または気体の圧力を検出するために設計され

ているが、これらのセンサーは爆発物の起爆装置

や、ミサイル誘導システムにも利用される可能性が

ある。イラン軍または兵器開発プログラムにとって

不可欠ではないが、有用であることは間違いない。

傾斜計 米国 中 これはイランから供給を受けたイラクが、路肩爆弾

の生産に用いた可能性がある。必要不可欠ではない

ものの、価値のある技術である。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.7 航法およびアビオニクス関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等された航法およびアビオニクス関連品目・技術

の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 32〕の

ようになる。全ての品目・技術の調達重要度が「高」に位置づけられている。具体的に

は、「GPS エンジン」「計器着陸システム」「航法装置」「全地球測位システム」「対気速

度計」「傾斜計」「軸受け制御装置」「ローターとバイブレーションギア」「航法装置」が

挙げられている。 
 

〔図表32〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
航法およびアビオニクス関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

GPS エンジン 米国 高 イランは、多くの軍事用途があるこの貴重な民間技

術製品を、国内で製造する能力を持っていない。 
計器着陸システム 米国 高 イランは、老朽化が進む航空機部隊の交換部品を必
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要としているが、制裁措置のため入手が困難になっ

ている。 
航法装置 ドイ

ツ 
高 UAV 用として使用できる。イランは UAV を熱心に

開発し、これらをペルシャ湾およびアフガニスタン

に展開している。 
航法装置 ドイ

ツ 
高 この装置は、無人航空機の用途に利用される可能性

がある。イラン軍は国産の UAV をアフガニスタン

で限定的に使用し、ペルシャ湾での活動の監視にも

使っている。イラクは、この種の航空機の制御に不

可欠なこの装置を製造できないため、技術輸入の重

要な領域の１つである。  
全地球測位システ

ム 
米国 高 イランは、多くの軍事用途があるこの貴重な民間技

術製品を、国内で製造する能力を持っていない。 
対気速度計、傾斜計、

軸受け制御装置、ロー

ターとバイブレーショ

ンギア、航法装置 

米国 高 イランは、老朽化が進む航空機部隊の交換部品を必

要としているが、制裁措置のため入手が困難になっ

ている。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.8 船舶関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等された船舶関連品目・技術の名称、重要度、軍

事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 33〕のようになる。調達重

要度が「高」に位置づけられる品目・技術は無いが、調達重要度が「中」に位置づけら

れる品目・技術としては、「Bladerunner 51 パワーボート "Bradstone Challenger"」が

挙げられている。 
 

〔図表33〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
船舶関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

Bladerunner 51 パワー

ボ ー ト  "Bradstone 

Challenger" 

米国 中 イランの海軍は西側の基準と比較すると旧式化し

ており、先進的な民間用船舶の取得などを通じて、

非対称的優位を得ようとするだろう。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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1.4.2.9 航空宇宙および推進装置関連 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等された航空宇宙および推進関連品目は、調達重

要度が「高」に分類されるものが３件、「低」に分類されるものが１件となっており、そ

の品目・技術の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると

〔図表 34〕のようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、 
「航空機用部品」「航空機用部品（F- 14 のメンテナンスキットを含む）」「航空機用部

品（F-5 戦闘機のエンジンノズルを含む）」が挙げられている。この他、調達重要度が「低」

に位置づけられる品目・技術としては、「ボーイング 747 型機」が挙げられている。 
 

〔図表34〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
航空宇宙および推進装置関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

航空機用部品 米国 高 イランは、老朽化が進む航空機部隊の交換部品を必

要としているが、制裁措置のため入手が困難になっ

ている。 
航空機用部品（F- 14
のメンテナンスキ

ットを含む） 

米国 高 老朽化が進むイランの米国製 F-14 戦闘機群は、同

国のウラン濃縮施設や他の不正な核施設を空襲の

可能性から守るために重要である。 
航空機用部品（F-5
戦闘機のエンジン

ノズルを含む） 

米国 高 イランは、老朽化が進む航空機部隊の交換部品を必

要としているが、制裁措置のため入手が困難になっ

ている。 
ボーイング 747型機 米国 低 この航空機には限定的な軍事的価値を持つ可能性

があるが、イランには他にも輸送機の入手経路があ

る。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

1.4.2.10 軍需品 
 

イランへ合法或いは非合法的に輸出等された軍需品関連品目は、調達重要度が「高」

に分類されるものが６件、「中」に分類されるものが１件となっており、その品目・技術

の名称、重要度、軍事用途や入手目的などに関する分析結果をまとめると〔図表 35〕の

ようになる。調達重要度が「高」に位置づけられる品目・技術としては、「BM-25 弾道

ミサイル」「FL-6」「Su-25T APVK スホーイ製攻撃機」「プロジェクト・ヌール（短距

離用 C-701 および長距離用 C-802：中国と技術協力した対艦ミサイル）」「戦闘機」「第 3
世代暗視ゴーグル」が挙げられている。また、調達重要度が「中」に位置づけられる品
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目・技術としては、「Mi-171(Sh) ウランウデ航空機工場製輸送用ヘリコプター」が挙げ

られている。 
 

〔図表35〕 イランへ合法或いは非合法的に輸出等された 
軍需品関連品目・技術の重要度 

品目 
輸出

国 

重要

度注1
分析注 2 

BM-25 弾道ミサイ

ル 
北朝

鮮 
高 イランは外国から弾道ミサイルの技術を購入して

おり、イスラエル、湾岸の近隣諸国、および米国の

各種施設にとって重大な脅威となっている。 
FL-6 中国 高 これらの 新鋭ミサイルの取得によって、湾岸に戦

力投射する能力が強化された。このミサイルは、イ

タリア製の Sea Killer 対艦ミサイルを中国が開発、

またはコピーしたものである。 
Su-25T APVK スホ

ーイ製攻撃機 
ロシ

ア 
高 イランには先進的な航空機を国内で製造する能力

がなく、その核施設に対する空からの脅威に直面し

ている。 
プロジェクト・ヌー

ル（短距離用 C-701
お よ び 長 距 離 用

C-802：中国と技術

協力した対艦ミサ

イル）  

中国 高 イランはミサイルの生産能力を有するが、先進的な

対艦ミサイルの技術は、ペルシャ湾における戦力投

射に特に有用である。 

戦闘機 チェ

コ共

和国 

高 核関連施設を空からの攻撃から守るために重要。 

第 3 世代暗視ゴーグ

ル  
米国 高 暗視監視能力は、正規戦および不正規戦部隊の近代

化を目指すイランにとって重要である。 
Mi-171(Sh) ウラン

ウデ航空機工場製

輸送用ヘリコプタ

ー 

ロシ

ア 
中 イランには軍用ヘリコプターを国内で製造する能

力がない。しかし、防空能力と比べると、これらの

重要度は高くない。 

（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）分析：IHS Jane’s の分析に基づく 
（出典）IHS Jane’s 
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２．米国が流出を懸念する技術の特定国における調達・開発動向 

 
米国が も懸念している調達手段の 1 つは特定国による米国等からの違法調達である。

米国等から規制対象国への違法輸出は、輸出管理が不十分な国等を迂回して行われるケ

ースが多いが、米国はその典型的な中継拠点として、アラブ首長国連邦（特に UAE の

ドバイ首長国）等を挙げている（後述）。これらデュアルユース品目・技術輸出の 初の

中継地として頻繁に利用される国への輸出では、中継国に本拠を置くダミー会社がしば

しばエンドユーザーとして偽って記載され、その後、貨物は 終仕向け地へと『再輸出』

される。ここでは、こうした規制対象国への違法輸出等に着目し、中国、ロシア、イン

ド、イランにおける１．で抽出したデュアルユースを含む防衛関連品目・技術の調達動

向についてまとめると共に、当該品目の開発状況等を整理した。 
 
2.1  中国 

 
2.1.1 デュアルユース品目の調達動向 

 
中国が規制対象品目・技術を調達する際の手段としては、合法的な輸入、ライセンス

生産、外国企業との共同開発、外国製品の違法コピー、外国企業の買収、迂回調達等を

含む非合法的な調達などが挙げられている。これらのうち、米国から中国への違法輸出

では中国系米国人や中国系米国企業が関与するケースが多く、また迂回調達においては、

シンガポールが中国向けデュアルユース品目の主要な中継点の１つとされ、また西側経

済と国外在住者コミュニティが密接に結び付いた香港も同様に利用されている。米国以

外にも、中国は欧州諸国からも多数のデュアルユース品目を調達している。そして、欧

州の輸出規制は、概して米国の規制ほど厳格ではないという。 
 

2.1.1.1 先端材料関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー１の先端材料に分類される品目

の内、適格エンドユーザー13向けに合法的に輸出されたものとしては、上海華虹 NEC 電

子有限公司（Shanghai Hua Hong NEC Electronics Company Ltd ;HHNEC）に輸出さ

れたオキシ塩化リン、リンや砒素およびアンチモンの水素化合物、接触面がフッ素重合

体で作られている材料が挙げられる他、波海航空複合材料部件有限公司（BHA Aero 
Composite Parts Co. Ltd.）に輸出された繊維状及び単繊維状材料、有機マトリックス

複合材料の構造材または積層材がある。違法輸出された品目としては、ゲルマニウムコ

ーティング・ポリイミドフィルム、ビスマレイミド樹脂などがある〔図表 36〕 
                                                  
13 VEU 認定制度は、当セクションの要件に従い、事前に BIS により、VEU（Validated End User 
：）と認可されたエンドユーザー（以下、VEU 認定制度との混乱を避けるため「適格エンドユーザー」

と記す）に対し、特定の ECCN について個別の輸出許可無く輸出を可能とする認定制度である。「適

格エンドユーザー」になるためには、当セクションに掲げる条件に基づき BIS へ申請を行い、認定後

は報告、現地調査の受け入れ等の義務が課される。また、VEU 認定制度を利用し、当該「適格エンド

ユーザー」へ輸出･再輸出を行った場合、輸出者等は BIS へ定められた報告義務、監査の受け入れ等

の義務が課される。 
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〔図表36〕 米国等から中国への先端材料関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

オキシ塩化リン 米国 高 多数 
 

上海華虹 NEC 
電子有限公司 

適格エンドユーザ

ーへの輸出 
ゲルマニウムコーテ

ィング・ポリイミド

フィルム 

米国 高 Valtex 
International 
Corp. 

不明 違法輸出 

HexTow ○R AS4C 炭

素繊維 
米国 中 Hexcel 特定されていない

が、Hexcel がその

一部を所有する中

国 の BHA Aero 
Composite Parts
と思われる。 

2000～2002 年に、

ブラジル、コロンビ

ア、イスラエル、メ

キシコ、中国、シン

ガポール、台湾等の

エンドユーザーへ

輸出。 
Hylomar M イン

ド 
中 Products Sales 

Corporation 
多数の民間および

軍用ユーザー 
中国は、関連製品

を、Products Sales 
Corporation を 含

む複数の会社から

入手している。 
ビスマレイミド樹脂 米国 中 Hexcel Corp. － 無許可輸出 
リン、ヒ素、アンチ

モンの水素化合物 
米国 中 多数 上海華虹 NEC 

電子有限公司 
適格エンドユーザ

ーへの輸出 
球体カップリング 米国 中 Data Physics 中国海鷹機電技術

研究院（第三研究

院） 

違法輸出 

接触面がフッ素重合

体で作られている材

料 

米国 中 多数 上海華虹 NEC 
電子有限公司 

適格エンドユーザ

ーへの輸出 

繊維状および単繊維

状材料  
米国 中 多数 波海航空複合材料

部件有限公司 
適格エンドユーザ

ーへの輸出 
有機マトリックス複

合材料の構造材また

は積層材  

米国 中 多数 波海航空複合材料

部件有限公司 
適格エンドユーザ

ーへの輸出 

セラミック糸 米国 低 Littelfuse Corp. 不明 2002 年 3 月および

2004 年 11 月に中

国へ輸出。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

上海華虹 NEC 電子有限公司は 2007 年に米国の各種規制品目を輸入できる「適格エン

ドユーザー」となった。同社の過半数は、ある企業グループを通じて、消費者向けエレ

クトロニクス製品に加えて多様な軍需品も生産している国有企業の中国電子信息産業集

団有限公司（China Electronics Corporation；CEC）に所有されている。核兵器制限に

関するウィスコンシン・プロジェクトによると、「2006 年、米国司法省は、CEC の子会

社の１つが『人民解放軍の技術調達部門』であると述べており、2004 年には、米国国防

省が同じ子会社を『PLA の C4I（指揮、管理、通信、コンピュータ、および諜報）近代

化運動の重要な一角を担うもの』と述べている。 
 
もう１つの適格エンドユーザーである波海航空複合材料部件有限公司は、民間航空機

の内装および二次構造材用の複合材部品の製造者であり、中国航空工業集団（AVIC）、
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ボーイング（米）、ヘクセル（米）によって共同所有されている。 
 

なお、上表に掲げた輸出事例のうち、米 BIS の資料などを基に違反事例を取上げて整

理すると〔図表 37〕から〔図表 39〕のようになる。 
 

〔図表37〕 米国から中国への先端材料関連品目・技術の違法輸出事例（１） 
品目 ゲルマニウムコーティング・ポリイミドフィルム 
企業名 Valtex International Corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2002 年 10 月 28 日またはその前後に、Alexanyan は、当規則の適用

品目（ECCN 1A003）であるゲルマニウムコーティング・ポリイミド

フィルム（フィルム）を、米国から中国へ、当規則に違反して輸出し

ようと試みた。 

 
〔図表38〕 米国から中国への先端材料関連品目・技術の違法輸出事例（２） 

品目 ビスマレイミド樹脂 
企業名 Hexcel Corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー － 
調達状況 2000 年 5 月 25 日またはその前後から 2002 年 11 月 7 日またはその

前後にかけて、Hexcel は当規則の禁止事項に違反し、当規則第 742.4
条により要求される商務省の承認を得ることなく、ECCN 1 CO 1 O.b 
に分類される品目である AS4、AS4C、または T650 炭素繊維を、ブ

ラジル、コロンビア、イスラエル、メキシコ、中国、シンガポール、

および台湾の多数のエンドユーザーへ輸出した。これらを通じて、

Hexcel は当規則第 764.2 条(a)について 19 の違反を犯した。 

 
〔図表39〕 米国から中国への先端材料関連品目・技術の違法輸出事例（３） 

品目 球面カップリング（Spherical couplings） 
企業名 Data Physics 
輸出国 米国 
エンドユーザー 中国海鷹機電技術研究院（第三研究院） 

China Haiying Electro Mechanical Technology Academy 
調達状況 2002 年、Data Physics は、巡航ミサイルの開発に関与しているエン

ドユーザー、中国海鷹機電技術研究院(第三研究院) へ球面カップリン

グを出荷した。Data Physics は偽の顧客名、27th Locomotive Factory 
を用いて、このエンドユーザーの正体を隠そうと試みた。疑いが生じ

るのを避けるため、製品は分割して出荷され、第三院研究院へ到着し
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た後、Data Physics の中国オフィスから派遣された従業員が組み立て

て、装置を取り付けた。 

 
 

2.1.1.2 材料加工関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー２の材料加工関連に分類される

品目の内、適格エンドユーザー向けに合法的に輸出されたものとしては、波海航空複合

材料部件有限公司に輸出された液体ジェットを用いて金属、セラミック、または複合材

料を切削する数値制御工作機械、および稼動用ソフトウエア、複合材料用の検査装置が

挙げられる〔図表 40〕。 
 

〔図表40〕 米国等から中国への材料加工関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

液体ジェットを用い

て金属、セラミック、

または複合材料を切

削する数値制御工作

機械、および稼動用

ソフトウエア 

米国 中 多数 波海航空複合材料

部件有限公司 
適格エンドユーザ

ーへの輸出 

複合材料用の検査装

置 
米国 中 多数 波海航空複合材料

部件有限公司 
適格エンドユーザ

ーへの輸出 
工業用熱間プレス炉 米国 中 Sunford 

Trading, Ltd. 
北京素材技術研究

院（Beijing 
Research Institute 
of Materials and 
Technology） 

－ 

スパッタ堆積ロール

ツーロールコーター 
米国 低 Southwall 

Technologies 
不明 違法輸出 

ダイアフラムポンプ 米国 低 Ingersoll-Rand 
Co., Ltd. 

不明 違法輸出 

ダイアフラムポンプ 米国 低 Versa-matic 
pump company 

不明 違法輸出 

バタフライバルブお

よびチェックバルブ 
米国 低 FMC 

Technologies, 
Inc. 

不明 違法輸出 

バルブ 米国 低 Cole-Parmer 
Instrument Co. 

不明 違法輸出 

フッ素重合体被覆を

施したバルブおよび

ポンプ 

米国 低 FSI 
International 

不明 2003 年 8 月 7 日か

ら 2006 年 10 月 12
日まで 66 回、米国

から中国、イスラエ

ル、マレーシア、台

湾、およびシンガポ

ールへ輸出した。 
工業炉 米国 低 Elatec, Inc. 北京素材技術研究

院 
違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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上表に挙げた輸出事例の内、米 BIS の資料などを基に違反事例を取上げて整理すると

〔図表 41〕から〔図表 46〕のようになる。 
 

〔図表41〕 米国から中国へ材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（１） 
品目 スパッタ堆積ロールツーロールコーター 

（Sputter deposition roll to roll coaters） 
企業名 Southwall Technologies 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2004 年 8 月 2 日またはその前後に、Southwall は当規則の禁止事項

に違反し、当規則の適用品目であり、輸出規制品目分類番号 2b005.e
に分類されているスパッタ堆積ロールツーロールコーターを中国へ

輸出した。 

 
〔図表42〕 米国から中国へ材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（２） 

品目 ダイアフラムポンプ 
企業名 Ingersoll-Rand Co., Ltd. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年 12 月 16 日またはその前後から 2002 年 12 月 13 日またはそ

の前後まで、28 回にわたり、上述の容疑 1-28 で記述された取引との

関連において、Ingersoll-Rand は当規則に違反し、当規則の適用品目

であるダイアフラムポンプを、これらの品目において当規則への違反

が生じることを知りながら、中国、インド、イスラエル、ロシア、台

湾へ販売、譲渡、および／または発送した。 

 
〔図表43〕 米国から中国へ材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（３） 

品目 ダイアフラムポンプ 
企業名 Versa-matic pump company 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 1997 年 12 月 19 日またはその前後に、Versa-Matic は、当規則の適

用品目で、ECCN 2B350 に記載されているダイアフラムポンプ 8 個

を、米国から中国の北京へ輸出したか、あるいは輸出させた。

Versa-Matic は、当規則の第 742.2 条(a)により商務省の承認が要求さ

れているにも関わらず、そうした承認を得ずにこの輸出を行った。こ

れにより、Versa-Matic は当規則第 764.2 章(a)に違反した。 
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〔図表44〕 米国から中国へ材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（４） 
品目 バタフライバルブおよびチェックバルブ 
企業名 FMC Technologies, Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2005 年 12 月 8 日またはその前後から 2007 年 1 月 22 日またはその

前後まで、6 回にわたって、FMC Technologies は当規則の禁止事項

に違反し、バタフライバルブまたはチェックバルブを中国、メキシコ、

チュニジア、およびベネズエラへ輸出した。これらのバルブは、化学

および生物兵器の拡散を防ぐために輸出が規制されている。 

 
〔図表45〕 米国から中国へ材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（５） 

品目 バルブ 
企業名 Cole-Parmer Instrument Co. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2002 年 6 月 28 日またはその前後のある時点において、Cole-Parmer 

は当規則の禁止事項に違反し、輸出規制品目分類番号（ECCN）2B350
に分類され、化学および生物兵器の拡散を防ぐために規制されている

品目であるバルブを、中国へ輸出した。 

 
〔図表46〕 米国から中国へ材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（６） 

品目 工業炉 
企業名 Elatec, Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー Beijing Research Institute of Materials and Technology（北京材料

技術研究院） 
調達状況 1999 年 7 月 16 日またはその前後に、Midgley は当規則の適用品目で

ある工業炉の荷主輸出申告書を米国政府に提出したか、または提出さ

せた。この申告書は、その工業炉が Elatec Technology Corporation
によって、NLR（承認不要）として米国からの輸出を認められた中国

の北京材料技術研究院へ輸出されるとしていた。この申告内容は不正

であった。なぜなら、当規則の第 744.3 条は、この輸出に対して承認

を要求しているからである。当規則の第 744.3 条によれば、その品目

が中国において、または中国によって、ミサイルの設計、開発、製造、

または使用に用いられることを輸出者が知っているか、あるいは推測

できる根拠がある場合は、承認が必要とされる。 
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2.1.1.3 エレクトロニクス関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー３のエレクトロニクス関連に分

類される品目の内、適格エンドユーザー向けに合法的に輸出されたものとしては、上海

華虹 NEC 電子有限公司に輸出された自動供給マルチチャンバー・ウエハーハンドリン

グシステム専用に設計された半導体製造装置がある。この他、違法輸出された品目とし

ては、マイクロ波増幅器、DC／DC コンバータおよび電磁干渉フィルター、ソリッドス

テート・マイクロ波増幅器、およびダウンコンバータを含む関連装置、マイクロ波トラ

ンジスタとマイクロ波増幅器および関連装置、増幅器（デジタル無線機および無線地域

ネットワーク用）、半導体パワーアンプ、デジタル信号プロセッサ、及び関連構成要素、

半導体メモリ、異方性プラズマドライエッチング装置、自動供給マルチチャンバー・ウ

エハーハンドリングシステム専用に設計された半導体製造装置、積分回路、半導体リソ

グラフィーに用いられるレジスト材料、ポリグラフ装置、マイクロプロセッサ技術があ

る〔図表 47〕。 
 

〔図表47〕 米国等から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

マイクロ波増幅器 米国 高 EHI corp. 不明 違法輸出 
マイクロ波増幅器 米国 高 WaveLab Inc. 不明 違法輸出 
マイクロ波増幅器 米国 高 Norsal LTD とし

て 事 業 を 行 う

Spector 
International 

不明 違法輸出 

DC／DC コンバータ

および電磁干渉フィ

ルター 

米国 高 Interpoint Corp. 中国第十三研究院 
(the 13" Institute 
in the People's 
Republic of China)

違法輸出 

ソリッドステート・

マイクロ波増幅器、

およびダウンコンバ

ータを含む関連装置 

米国 高 Hittite Corp. 不明 違法輸出 

マイクロ波トランジ

スタとマイクロ波増

幅器および関連装置 

米国 高 Univison 
Technology Inc. 

不明 違法輸出 

増幅器（デジタル無

線機および無線地域

ネットワーク用） 

米国 高 不明 不明 違法輸出 

半導体パワーアン

プ、デジタル信号プ

ロセッサ、及び関連

構成要素 

米国 高 不明 不明（複数） 違法輸出 

半導体メモリ 米国 高 Vetronix 
Research 
Corporation 

不明 － 

異方性プラズマドラ

イエッチング装置 
米国 中 Lam Research 

Corporation 
不明 違法輸出 

自動供給マルチチャ

ンバー・ウエハーハ

ンドリングシステム

専用に設計された半

米国 中 多数 上海華虹 NEC 
電子有限公司 

適格エンドユーザ

ーへの輸出 
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導体製造装置 
積分回路 米国 中 Maxim 

Integrated 
Products, Inc. 

不明 違法輸出 

半導体リソグラフィ

ーに用いられるレジ

スト材料 

米国 中 多数 上海華虹 NEC 
電子有限公司 

適格エンドユーザ

ーへの輸出 

ポリグラフ装置 米国 低 Stoelting 
Company 

不明 違法輸出（？） 

マイクロプロセッサ

技術〔ECCN 3E002〕 
米国 低 Advanced Micro 

Devices (AMD) 
不明 違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

上表に掲げた輸出事例のうち、米 BIS の資料などを基に違反事例を取上げて調達状況

等を整理すると〔図表 48〕～〔図表 59〕のようになる。 
 
〔図表48〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（１） 
品目 マイクロ波増幅器 
企業名 EHI corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 EHI は、商務省の承認を得ることなく、マイクロ波増幅器を米国か

ら中国へ輸出しようと謀った。その目指すところは、ある中国のエン

ドユーザーに代わってマイクロ波増幅器を入手し、それらのマイクロ

波増幅器を中国へ輸出することにあった。これを幇助する目的で、

EHI は米国のある企業からマイクロ波増幅器を調達し、それらを米

国から中国へ輸出した。 

 
〔図表49〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（２） 
品目 マイクロ波増幅器 
企業名 WaveLab Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2006 年 2 月 22 日またはその前後から 2006 年 10 月 20 日またはその

前後まで、11 回にわたって、WaveLab は当規則に違反することを知

りながら、マイクロ波増幅器を購入および／または発送した。 

 
〔図表50〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（３） 
品目 マイクロ波増幅器 
企業名 Norsal LTD として事業を行う Spector International 
輸出国 米国 
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エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年 11 月 9 日またはその前後から 2003 年 1 月 9 日まで、14 回に

わたって、Norsal は当規則の禁止事項に違反し、当規則の適用品目

であり、輸出規制品目分類番号（ECCN）3A001 .b.4,に分類されるマ

イクロ波増幅器を、中国へ輸出したか、あるいは輸出させた。 
 
〔図表51〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（４） 
品目 DC／DC コンバータおよび電磁干渉フィルター 
企業名 Interpoint Corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー the 13" Institute in the People's Republic of China（中国の第十三研

究院） 
調達状況 Interpoint は当規則の禁止事項に違反し、当規則の適用品目であり

EAR に指定されている DC／DC コンバータおよび／または電磁干渉

フィルターを、中国の第十三研究院へ輸出した。特に Interpoint は、

これらの品目が中国でのミサイルの設計、開発、生産、または使用に

用いられることを認識した上で、これらを中国へ輸出したが、これは

当規則第 744.3 条で禁止されている。 

 
〔図表52〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（５） 
品目 ソリッドステート・マイクロ波増幅器、およびダウンコンバータを含

む関連装置 
企業名 Hittite Corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年 7 月 20 日またはその前後から 2001 年 1 月 15 日またはその

前後まで、6 回にわたって、Hittite は当規則の禁止事項に違反し、

当規則の適用品目（ECCN3 3A001.b.2 および 3A001.b.4）であるソ

リッドステート・マイクロ波増幅器およびダウンコンバータを含む関

連装置を、米国からロシア、中国、ラトビアへ輸出した。 
 
〔図表53〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（６） 
品目 マイクロ波トランジスタとマイクロ波増幅器および関連装置 
企業名 Univison Technology Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 当規則の適用品目であり、輸出規制品目分類番号 3A001 に分類され

ているマイクロ波トランジスタとマイクロ波増幅器および関連装置

を、米国から中国へ輸出させて、当規則の禁止事項に違反した。 
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〔図表54〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（７） 
品目 増幅器（デジタル無線機および無線地域ネットワーク用） 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2007 年 12 月 19 日、Ding Zhengxing、Su Yang、および Peter Zhu 

は、軍事利用が規制されている増幅器の購入と中国への違法輸出を謀

ったことについて、テキサス州西部地方裁判所において武器輸出規制

法違反により起訴された。この増幅器はデジタル無線機および無線地

域ネットワークに用いられる。Zhengxing および Yang は、これら

の増幅器を入手するためにサイパンへ行った後、2008 年 1 月に逮捕

された。中国の Shanghai Meuro Electronics Company Ltd. に属す

る Peter Zhu の身柄は、まだ確保されていない。 

 
〔図表55〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（８） 
品目 半導体パワーアンプ、デジタル信号プロセッサ、及び関連構成要素 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明（複数） 
調達状況 シンガポールを拠点とする Corezing が主動。香港やシンガポールで

はなく、中国の顧客。輸出品の 終仕向け国が中国であることを隠す

ため、Corezing は、直接的または他者を通じて米国の輸出業者とサ

プライヤーに偽のエンドユーザーを申告するなど、さまざまな手段や

策略を用いた。 

 
〔図表56〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の違法輸出事例（９） 
品目 異方性プラズマドライエッチング装置 
企業名 Lam Research Corporation 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明  
調達状況 Lam は当規則の禁止事項に違反し、当規則の適用対象技術であり、

ECCN 3E001 に分類されている異方性プラズマドライエッチング装

置の開発および／または製造のための技術を、中国の国民である従業

員に対し輸出したか、あるいは輸出させた。 
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〔図表57〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の 
違法輸出事例（１０） 

品目 積分回路 
企業名 Maxim Integrated Products, Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2003 年 1 月 23 日またはその前後から 2004 年 12 月 26 日まで、21

回にわたって、Maxim は当規則の禁止事項に違反し、当規則第 742.2
条で要求されている商務省の承認を得ることなく、当規則の適用品目

（ECCN 3A001）である積分回路を、フィリピンからロシア、エスト

ニア、および中国のエンドユーザーへ再輸出した。 

 
〔図表58〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の 

違法輸出事例（１１） 
品目 ポリグラフ装置 
企業名 Stoelting Company 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 1998 年 1 月 29 日、1998 年 2 月 5 日、および 1998 年 9 月 1 日また

はそれらの前後に、Miller は輸出規制品目リスト（当規則第 744 条

の付録 No.1）において輸出規制品目分類番号（ECCN）3A981 に分

類されるポリグラフ装置の部品を、中国へ輸出した。 

 
〔図表59〕 米国から中国へのエレクトロニクス関連品目・技術の 

違法輸出事例（１２） 
品目 マイクロプロセッサ技術〔ECCN 3E002〕 
企業名 Advanced Micro Devices (AMD) 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2006 年 3 月 12 日またはその前後から 2006 年 7 月までの間、AMD は

当規則の禁止事項に違反し、当規則第 742.4 条で要求される商務省の

承認を得ることなく、当規則の適用対象となる技術で ECCN 3E002
に分類されているマイクロプロセッサ技術を、中国の国民である従業

員向けに輸出した。 
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2.1.1.4 コンピュータ関連 
 

米国から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー４のコンピュータ関連に分類され

る品目は殆どが違法輸出である。具体的には、Sun E5000 サーバー、コンピュータスイ

ッチ、コンピュータチップ - スタティック・ランダムアクセスメモリ（SRAM）、EE
ミックスドモジュール、および電気的に消去・プログラムが可能な読み出し専用メモリ

（EEPROM）、電子部品および半導体チップ、コンピュータネットワーク・スイッチン

グハードウエア、マイクロプロセッサ、コンピュータスイッチ、温度範囲のプログラム

が可能な論理デバイスなどが挙げられる〔図表 60〕。 
 

〔図表60〕 米国等から中国へのコンピュータ関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

Sun E5000 サーバー 米国 高 Sun 
Microsystems 
China 

長沙理工学院 
（Changsha Institute of 
Science and Technology） 
中国人民解放軍国防科学

技術大学 
(National University of 
Defense Technology) 

違法輸出 

コンピュータネット

ワーク・スイッチ 
米国 高 UTI, Extreme 

Networks 
北京航空航天大学

(BUAA：Beijing 
University of Aeronautics 
and Astronautics) 

違法輸出 

コンピュータチップ 
- スタティック・ラ

ンダムアクセスメモ

リ（SRAM）、EE ミ

ックスドモジュー

ル、および電気的に

消去・プログラムが

可能な読み出し専用

メモリ（EEPROM） 

米国 高 Johnson 
Trading and 
Engineering 
Co. 

不明 無許可輸出 

電子部品および半導

体チップ 
米国 高 不明 Beijing Rich Linscience 

Electronics Company 
("BRLE') 

－（不明） 

コンピュータネット

ワーク・スイッチン

グハードウエア 

米国 中 Extreme 
Networks Inc. 

北京航空航天大学 
Beijing University of 
Aeronautics and 
Astronautics(BUAA) 

違法輸出 

マイクロプロセッサ 米国 中 不明 不明 違法輸出 
コンピュータスイッ

チ 
米国 低 不明 北京航空航天大学 

Beijing University of 
Aeronautics and 
Astronautics(BUAA) 

無許可輸出 

温度範囲のプログラ

ムが可能な論理デバ

イス 

米国 低 不明 Lattice Semiconductor 
Corporation 

違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

上表の違反事例を、米 BIS の資料などを基に整理すると〔図表 61〕から〔図表 67〕
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のようになる。 
 

〔図表61〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（１） 
品目 Sun E5000 サーバー 
企業名 Sun Microsystems China 
輸出国 米国 
エンドユーザー Changsha Institute of Science and Technology（長沙理工学院）

(National University of Defense Technology （中国人民解放軍国防

科学技術大学）) 
調達状況 1996 年 12 月～1997 年 6 月頃、Sun 中国 は Sun Microsystems 

California, Ltd、Automated Systems, Ltd、および BXA にとって既

知と未知の両方を含むその他の者と共謀して、当規則の禁止事項に違

反した。その目的は、当規則の適用対象となる、およそ 2,700MTOPS3
の演算能力を持つコンピュータ、Sun E5000 サーバーを、当規則の第

742.12 章(b)(3) によって要求される商務省の承認を得ることなく、米

国から中国の軍事エンドユーザーへ輸出することだった。 

 
〔図表62〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（２） 

品目 コンピュータネットワーク・スイッチ 
企業名 UTI, Extreme Networks 
輸出国 米国 
エンドユーザー Beijing University of Aeronautics and Astronautics （北京航空航天

大学） (BUAA) 
調達状況 2002 年、UTI は Extreme Networks のコンピュータネットワーク・

スイッチの輸出について、実際の 終仕向け地が中国の BUAA であ

るにもかかわらず、 終仕向け地は香港であると申告した。 

 
〔図表63〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（３） 

品目 コンピュータチップ  - スタティック・ランダムアクセスメモリ

（SRAM）、EE ミックスドモジュール、および電気的に消去・プログ

ラムが可能な読み出し専用メモリ（EEPROM）  
企業名 Johnson Trading and Engineering Co. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2003 年、Johnson Trading は、台湾および香港を経由した、コンピ

ュータチップの中国への無許可輸出を行った。これらのチップは、米

国内の輸出者へ発注され、実際の仕向け地が中国であるにもかかわら

ず、その輸出者には注文品の 終仕向け国が台湾であるという偽の表

示を行っていた。  
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〔図表64〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（４） 

品目 コンピュータネットワーク・スイッチングハードウエア 
企業名 Extreme Networks Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 北京航空航天大学 

Beijing University of Aeronautics and Astronautics(BUAA) 
調達状況 2002 年 2 月 22 日またはその前後に、Extreme Networks は当規則の

禁止事項に違反し、商務省の「団体リスト」に掲載された組織である

北京航空航天大学（BUAA）へ、当規則の適用対象であり輸出管理分

類番号 5A991 に分類される品目であるコンピュータネットワーク・

スイッチングハードウエア（ハードウエア）を輸出した。 

 
〔図表65〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（５） 

品目 マイクロプロセッサ 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2004 年、ある個人が、80 個のマイクロプロセッサを中国へ輸出した

として、有罪判決を受けた。 

 
〔図表66〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（６） 

品目 コンピュータスイッチ 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー Beijing University of Aeronautics and Astronautics （北京航空航天

大学） (BUAA) 
調達状況 2002 年 2 月 22 日またはその前後のある時点において、運送会社 Uti 

は、当規則第 744.1 条による商務省の承認を得ることなく、当規則の

適用対象（ECCN 5A991）品目であるコンピュータスイッチの米国か

ら中国の北京航空航天大学（BUAA）への無許可輸出を幇助した。 

 
〔図表67〕 米国から中国へのコンピュータ関連品目・技術の違法輸出事例（７） 

品目 温度範囲のプログラムが可能な論理デバイス 
企業名 Lattice Semiconductor Corporation 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年 7 月 23 日またはその前後から 2002 年 1 月 2 日またはその前

後まで、5 回にわたって、Lattice は当規則第 742.4 条で要求されて
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いる BTS の適正な許可を得ることなく、ECCN 3E001 に分類される

技術データを中国へ輸出した。いずれの事例も、その技術データは米

国内である中国国民に譲渡されており、技術データの中国への輸出と

見なされている。 
備 考 カテゴリー3: A1 コンピュータに分類されている。 
 
 

2.1.1.5 情報セキュリティ関連 
 

米国から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー５の情報セキュリティ関連に分類

される品目には、GPS 受信機およびアンチスプーフィング防御、NSA が開発した 
AN/CYZ-10 暗号キーマネジメントデバイス、NSA が設計した暗号化デバイス、KG-175 
TACLAN、PRC-148 ハンドヘルド・デジタル軍用無線機がある。いずれの品目も、米

国内でスパイ活動を行う中国人が 2009 年 7 月、当該品目を Ebay で見つけたとされて

いる〔図表 68〕。 
 

〔図表68〕 米国等から中国への情報セキュリティ関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

GPS 受信機およびア

ンチスプーフィング

防御 

米国 高 

NSA が 開 発 し た 
AN/CYZ-10 暗号キ

ーマネジメントデバ

イス 

米国 高 

NSA が設計した暗号

化デバイス、KG-175 
TACLAN 

米国 高 

PRC-148 ハンドヘル

ド・デジタル軍用無

線機 

米国 中 

Ebay で複数の個

人が売却 

米国でスパイ活動

を行う中国人（個

人） 

米国内でスパイ活

動を行う中国人が

2009 年 7 月、当該

品目をEbayで見つ

けたとされる。 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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2.1.1.6 センサーおよびレーザー関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー６のセンサーおよびレーザー関

連に分類される品目の内、適格エンドユーザー向けに合法的に輸出されたものとしては、

上海華虹 NEC 電子有限公司に輸出された圧力計（圧力変換器）がある〔図表 69〕。 
 

〔図表69〕 米国等から中国へのセンサーおよびレーザー 
関連品目・技術の輸出状況 

品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

Endevco 
7270A-200K 加速度

計 

米国 高 Endevco 中国のある科学団

体 
違法輸出未遂 

圧力計（圧力変換器） 米国 高 多数 上海華虹NEC電子

有限公司 
適格エンドユーザ

ーへの輸出 
圧力計（圧力変換器） 米国 高 Foxsemicon corp. 不明 違法輸出の幇助 
検出器ビデオ対数増

幅器 
米国 高 Suntek 

Microwave/Silicon 
Valley Scientific 
Instruments 

不明 違法輸出 

赤外線カメラ 米国 中 不明 華中科技大学 違法輸出 
レーザー、コンポー

ネント、および光学

装置（レーザー共振

器モジュール、モジ

ュールキャビティ、

および共振器モジュ

ールとモジュールキ

ャビティのコンポー

ネントまたは部品を

含む） 

米国 中 Marysol 
Technologies Inc. 

不明 違法輸出 

遠紫外線光源技術 米国 中 Cymber Inc. 不明 違法輸出 
海中地球物理マッピ

ング装置（数基の

Titan 1000 地震ス

トリーマーセクショ

ンを含む） 

米国 低 Western Gecco 
LLC 

Geophysical 
Company of Bohai 
Oil Corporation. 

違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
 

上表に掲げた輸出事例のうち、米 BIS の資料などを基に違反事例を取上げて整理する

と〔図表 70〕から〔図表 76〕のようになる。 
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〔図表70〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 
関連品目・技術の違法輸出事例（１） 

品目 Endevco 7270A-200K 加速度計 
企業名 Endevco 
輸出国 米国 
エンドユーザー 中国のある科学団体 
調達状況 2008 年 9 月 26 日、カリフォルニア南部地方裁判所において、Qing Li 

は軍用グレード加速度計の米国から中国への密輸出を謀ったことに

対し、拘留 12 ヶ月と 1 日、その後 3 年間の監視下の保釈と罰金刑を

言い渡された。Li は、2008 年 6 月 9 日に、連邦法第 544 条 18 章違

反の罪状を認めた。彼女は 2007 年 10 月 18 日に同罪で起訴されてい

た。Li は中国のある個人と共謀して、彼女の共謀者が中国のある「特

殊な」科学機関と称する団体のために、合計 30 個もの Endevco 
7270A-200K 加速度計を調達し、購入した。 

 
〔図表71〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 

関連品目・技術の違法輸出事例（２） 
品目 圧力計（圧力変換器） 
企業名 Foxsemicon corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2005 年 8 月 23 日またはその前後に、Foxsemicon は、提携する台湾

企業の支店による圧力センサーの調達と中国への輸出を支援するこ

とにより、当規則への違反を幇助した。 

 
〔図表72〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 

関連品目・技術の違法輸出事例（３） 
品目 検出器ビデオ対数増幅器 
企業名 Suntek Microwave/Silicon Valley Scientific Instruments 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 1996 年 12 月 1 日またはその前後に、Suntek は、Silicon Valley 

Scientific Instruments Corporation (SVSIC) がそれらを中国へ輸出

することを知っているか、あるいは推測できる理由がありながら、

SVSIC に検出器ビデオ対数増幅器を譲渡した。 
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〔図表73〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 
関連品目・技術の違法輸出事例（３） 

品目 赤外線カメラ 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 華中科技大学（Huazhong University of Science and Technology） 
調達状況 1998 年 6 月またはその前後から始まり、1998 年 7 月またはその前後

まで、Xinjian Yi は既知および未知の共謀者と協力して、当規則に違

反する行為を行った。その目的は、BIS の輸出承認を得ることなく、

米国から中国へ赤外線カメラを輸出することだった。 

 
〔図表74〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 

関連品目・技術の違法輸出事例（４） 
品目 レーザー、コンポーネント、および光学装置（レーザー共振器モジュ

ール、モジュールキャビティ、および共振器モジュールとモジュール

キャビティのコンポーネントまたは部品を含む） 
企業名 Marysol Technologies Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2003 年 12 月 4 日またはその前後から 2006 年 4 月 7 日またはその前

後まで、6 回にわたって、Marysol は当規則の禁止事項に違反し、輸

出規制品目分類番号 6A005（レーザー、コンポーネント、および光学

装置）に分類される当規則の適用品目を、レーザー共振器モジュール、

モジュールキャビティ、および共振器モジュールとモジュールキャビ

ティのコンポーネントまたは部品を含め、米国から中国へ輸出した。

 
〔図表75〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 

関連品目・技術の違法輸出事例（５） 
品目 遠紫外線光源技術 
企業名 Cymber Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 Cymber は当規則の禁止事項に違反し、当規則の適用品目である遠紫

外線光源技術を、ロシアおよび中国出身の外国人に譲渡した。 
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〔図表76〕 米国から中国へのセンサーおよびレーザー 
関連品目・技術の違法輸出事例（６） 

品目 海中地球物理マッピング装置（数基の Titan 1000 地震ストリーマー

セクションを含む） 
企業名 Western Gecco LLC 
輸出国 米国 
エンドユーザー Geophysical Company of Bohai Oil Corporation. 
調達状況 2000 年 12 月 3 日から 2001 年 1 月 6 日頃にかけ、WesternGeco 社は

輸出許可書 D268971 について責任を負っていた。この許可書は、海

中地球物理マッピング装置（数基の Titan 1000 地震ストリーマーセ

クションを含む）を Geophysical Company of Bohai Oil Corporation 
へ貸与するため、中国へ輸出することを許可していた。輸出を規制さ

れたこの装置が、つねに承認を受けた者または権限を与えられた代理

人によって監視または監督されるようにするため、輸出許可書

D268971 はいくつかの条件を設けていた。これらの条件の１つは、海

上で実際に使用されていない期間について、この輸出規制機器の旧コ

コム加盟国による 1 日 24 時間、週 7 日の監視を要求し、許可を受け

た者だけが装置にアクセスすることを求めていた。この条件の修正に

より、この輸出規制機器は施錠されたコンテナに保管することを要求

され、旧ココム加盟国の国民がコンテナに入って検査することが求め

られた。しかし、WesternGeco 社はこうした義務を怠った。 

 
 

2.1.1.7 航法およびアビオニクス関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー７の航法およびアビオニクス関

連に分類される品目は〔図表 77〕に示す通りである。いずれも違法調達で、その概要は

〔図表 78〕および〔図表 79〕のようになっている。 
 

〔図表77〕 米国等から中国への航法およびアビオニクス関連 
品目・技術の輸出状況 

品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

DP 550 バイブレー

ション・コントロー

ラ 

米国 高 不明 Chinese Academy of 
Launch Vehicle 
Technology（中国運載火

箭技術研究院） (CALT) 

違法輸出 

へり溶接金属べロー

ズ 
米国 中 Tara Technologies 

Corp. 
不明 違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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〔図表78〕 米国から中国への航法およびアビオニクス 
関連品目・技術の違法輸出事例（１） 

品目 DP 550 バイブレーション・コントローラ 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー Chinese Academy of Launch Vehicle Technology（中国運載火箭技術

研究院）(CALT) 
調達状況 2001 年 12 月 20 日またはその前後に、Welaratna は当規則の禁止事

項に違反し、当規則の適用品目である DP550 バイブレーション・コ

ントローラを、BIS の「団体リスト」に掲載されている組織である中

国の中国ロケット技術学院（CALT）へ輸出した。 

 
〔図表79〕 米国から中国への航法およびアビオニクス 

関連品目・技術の違法輸出事例（２） 
品目 へり溶接金属べローズ 
企業名 Tara Technologies Corp.  
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 Tara は、米国の輸出関連法規に違反して、へり溶接金属べローズを

中国へ輸出した。このべローズは、テロ対策および国家安全保障上の

理由から、輸出が規制されている。 

 
 

2.1.1.8 船舶関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー８の船舶関連に分類される品目

は〔図表 80〕に示す通りである。いずれも違法輸出で、米 BIS の資料などを基にそれ

らの概要は〔図表 81〕と〔図表 82〕のようになる。 
 

〔図表80〕 米国等から中国への船舶関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

海洋音響装置 米国 中 Sercel Inc. 不明 違法輸出 
水中航法システム 米国 中 Falmouth 

Scientific 
中国海軍 違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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〔図表81〕 米国から中国への船舶関連品目・技術の違法輸出事例（１） 
品目 海洋音響装置 
企業名 Sercel Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2001 年 10 月 4 日またはその前後に、Sercel は当規則の禁止事項に

違反し、当規則で要求される輸出承認を得ることなく、海洋音響装置

を中国へ輸出した。この海洋音響装置は、輸出規制品目リストにおい

て輸出規制品目分類番号 6A001 に分類されており、国家安全保障上

の理由から、中国への輸出には当規則第 742.4 条による承認が必要と

されていた。 

 
〔図表82〕 米国から中国への船舶関連品目・技術の違法輸出事例（２） 

品目 水中航法システム 
企業名 Falmouth Scientific 
輸出国 米国 
エンドユーザー 中国海軍 
調達状況 Falmouth Scientific は、2003 年 2 月 27 日またはその前後に、水中

航法システムを輸出しようと試みた。同社は BIS に対し、そのシステ

ムが軍用目的で設計されたものではないと申告したが、BIS は同社が

それを中国海軍向けに設計したと主張している。 

 
 

2.1.1.9 航空宇宙及び推進装置関連 
 

米国等から中国に輸出されたワッセナーのカテゴリー９の航空宇宙及び推進装置関連

に分類される品目は、〔図表 83〕に示すとおりで、工作機械の違法輸出の概要について

まとめると〔図表 84〕のようになる。 
 

〔図表83〕 米国等から中国への航空宇宙及び推進装置関連 
品目・技術の輸出状況 

品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

40 TFE731-2A-2A 
ミサイル用エンジン

（ガスタービンエン

ジン） 

米国 高 AlliedSignal Nanchang Aircraft 
Company 

－ 

K-8 ジェット訓練機

用のデジタルエンジ

ン制御装置 

英国 高 不明 不明 1995 年に発生 

Zenit SLV 用

RD-170型エンジン 3
基 

ウ ク

ラ イ

ナ 

高 不明 不明  
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ジェット戦闘機およ

びその構成部品 
ロ シ

ア 
高 スホイ PLA 軍用機向けの機器

類は、ロシアから輸

入されることが多

い。同国では輸出規

制がほとんどなく、

国外への兵器売却

については事実上

全く情報が開示さ

れていない。 
工作機械 米国 高 McDonnell 

Douglas 
中国南昌飛機製造

公司 
Nanchang Aircraft 
Manufacturing 
Company 

違法輸出（不正転

売） 

SS-18 ICBM の技術 ウ ク

ラ イ

ナ 

高 不明 不明 中国が購入しよう

と試みた SS-18 
ICBM の技術。

（1990 年代）。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

〔図表84〕 米国から中国への航空宇宙及び推進装置関連 
品目・技術の違法輸出事例 

品目 工作機械 
企業名 McDonnell Douglas 
輸出国 米国 
エンドユーザー Nanchang Aircraft Manufacturing Company  
調達状況 1994 年 9 月にマクダネルダグラスから CATIC へ売却された 6 基の工

作 機 械 が 、 中 国 に よ っ て  Nanchang Aircraft Manufacturing 
Company（巡航ミサイルを製造している）へ不正に転売された。 

 
 

2.1.1.10 軍需品関連 
 

米国等から中国に輸出された軍需品関連品目は〔図表 85〕に示す通りで、暗視装置の

違法輸出の概要についてまとめると〔図表 86〕のようになる。 
 

〔図表85〕 米国等から中国への軍需品関連の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先）

エンドユ

ーザー 状況 

SS-12 ASW レーダ

ー 
フ ラ

ンス 
高 不明 PLA 1993 年から 2005 年にかけて、中

国で 25 隻の Type-037/1 (Haiqing
級) 巡視艇が建造された。 

ターボファンエンジ

ンおよび関連技術 
英国 高 不明 PLA 中国で生産された JH-7 戦闘爆撃

機（試作機を含む）向け。英国から

輸出された約 80 基のエンジンを含

む。 
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暗視装置の技術 米国 高 不明 不明 違法輸出事例参照 
空対空ミサイル ロ シ

ア 
中 不明 不明 SU-27 あるいは SU-30 などの戦闘

機用。 
射撃統制レーダー フ ラ

ンス 
中 不明 PLA Luhu 級駆逐艦 (Type-052) 2 隻、

Luhai級駆逐艦 1隻、およびLuda-1
級 (Type-051) 駆逐艦 3 隻の装備

近代化、ならびに Jiangwei-2 級フ

リゲート艦 8 隻に用いられた。 
射撃統制レーダー イ タ

リア 
中 不明 PLA 1995 年に売却され、2001 年を通じ

て納入された。 
早期警戒機用レーダ

ー 
英国 中 不明 不明 6200 万～6600 万ドルの取引。 Y-8

早期警戒機用。数量は 大で 8 組に

上る可能性あり。そのすべてが納入

されたか、あるいは稼動中の早期警

戒機で使用されているかは不明。 
対艦ミサイル ロ シ

ア 
中 不明 不明 中国海軍の艦艇および戦闘機用。 

地対空ミサイル ロ シ

ア 
中 不明 PLA PLA 向け。 

ディーゼルエンジン ド イ

ツ 
低 不明 不明 中国で建造された駆逐艦、Luyang

級 4 隻、Luhai 級 2 隻、Luhu 級 2
隻用。 

ディーゼルエンジン ド イ

ツ 
低 不明 不明 PLA 陸軍装備品向け。中国で生産

された Type-98 (ZTZ-98) および

Type-99 (ZTZ-99) 戦車用のエンジ

ン 220 基など。 
大口径火器 ス イ

ス 
低 不明 PLA GDF 35mm などの火器が 1995 年

に売却され、2008 年を通じて納入

された。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

〔図表86〕 米国から中国への軍需品関連の違法輸出事例（１） 
品目 暗視装置の技術 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 軍用暗視装置の技術、中国へ流出 - 2007 年 12 月 3 日、カリフォルニ

ア州北部地方裁判所において、Philip Cheng は、連邦法規に違反し

て暗視カメラとそれに関する技術の不法輸出を仲介する役割を果た

したとして禁固 2 年の有罪判決を受け、罰金 50,000 ドルの支払いを

命じられた。Cheng 氏は、2006 年 10 月 31 日に、「暗視」技術を利

用した装置である Panther シリーズの赤外線カメラの不法輸出を仲

介した件について、罪状を認めていた。彼は 2004 年 6 月 3 日に起訴

された。この装置に使われている技術は、国家安全保障上の理由から、

米国国務省が輸出を規制していた。 
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2.1.2 米国における中国の人的諜報活動 

 
米議会の諮問機関「米中経済・安全保障再考委員会」は 2009 年 11 月に発表した議会

報告書14の中で、米司法省が把握する中国が関与する諜報活動や不法な技術取得が近年

増えていると指摘した。これにはニュースの目玉となるセンセーショナルなスパイ事件

もあるが、その大半は輸出規制関連法違反や産業諜報などとしており、次のような中国

の人的諜報活動に関する米情報関係者の発言を紹介している。 
 
【中国の人的諜報活動に関する米情報関係者の発言】 

・ 「（中国は）今日の米国にとって[諜報上] 大の脅威」（連邦捜査局（FBI）元防諜担

当副局長補 David Szady） 
・ 「中国は軍事技術面だけでなく経済力の面でも躍進を図るため、米国の機密情報を

不法に取得している。これは大きな脅威である」（FBI 長官 Robert Mueller） 
・ 「中国の諜報機関は、米国の標的に侵入しようとしている 140 の諜報機関のうちで

も積極的な機関である」（国家情報局の元上級防諜担当官 Joel Brenner） 
・ 「諜報機関の間では、中国について、米国のセンシティブな貿易関連機密や技術だ

けでなく、軍事・政治・経済の機密を も精力的にねらっている国の１つと位置づ

けられている。様々な理由から、中国がもたらす諜報上の脅威の度合いは、おおむ

ね冷戦時代よりもはるかに大きくなっている」（国家情報局の文書、2009 年 5 月）

 
米中経済・安全保障再考委員会はまた、「中国が中心的な関与をしている法執行対象事

例の大半は、米国が規制の対象とする技術の不法取得に関係するものである。このうち、

中国の諜報機関が関係するものもあるが、その大多数は、中国の軍産複合体の工場や研

究所等のその他国家組織が関係したものであった」としている。米国司法省が発表した

データによれば、2007 年度および 2008 年において連邦起訴となった事例のうち、米国

規制技術の不法輸出先としては中国がイランに次いで第 2 位となっているという。この

中で不法に中国に輸出された技術としては、ロケット打ち上げに関するデータ、スペー

スシャトル技術、ミサイル技術、海軍艦艇に関するデータ、無人機技術、赤外線撮像装

置、軍用暗視装置などが挙げられている。 
 
米中経済・安全保障再考委員会は、こうした中国による米国での諜報・技術収集活動

を次の４つに分類している。 
 
① 複数の情報源からまとめた「保険数理型15」諜報 
② 中国の諜報員が実施または直接資金を出す「専門型」諜報収集 
③ 中国国家の科学研究開発部門および軍産部門の組織が求める「企業主導型」規制

対象技術の取得 
                                                  
14 “2009 REPORT TO CONGRESS of the U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW 
COMMISSION” 2009.11 
15 大量の原情報（その大半は機密情報でも規制対象技術ではない事が多く、全く無関係の情報である

事も多い）を収集し、パズルのピースをつなぎ合わせるようにして全体像を把握しようとするもの。 
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④ 中国政府からの報償を求める民間の主体が実施する「起業型」産業諜報および不

法技術輸出 
 
 ここでは、上記の４つのタイプ諜報活動のうち、保険数理型諜報を除く３つのタイ

プの諜報活動を具体的事件を例に挙げて紹介する。 
 
2.1.2.1 中国政府主導による「専門型」諜報 

 
「保険数理型」収集方法と対照的に、中国の専門諜報機関の工作員が具体的な技術・

諜報情報をねらっている例としては、 近摘発された３つの中国関連の諜報事件にも見

られる。これらの事件では、中国政府の工作員が、上からの指示で特定の技術や情報を

追い求めている。 
 
★Chi Mak 事件 

 
Chi Mak は諜報の容疑で 2005 年 10 月に逮捕され、2008 年 3 月に自由刑 24 年の判

決を受けた。この諜報事件の中心人物である Chi Mak は中国広東省に生まれ、1980 年

代初頭に南カリフォルニアに移住、1985 年に米国に帰化した。1996 年時点で、L-3/SPD 
Technologies/Power Systems Group の子会社である Power Paragon（カリフォルニア

州アナハイム）にエンジニアとして勤務しており、「極秘」機密の取扱許可を得ていた。

逮捕当時、Mak 氏は米国海軍艦艇用の「静電動力」開発プロジェクトの主任プロジェク

ト・エンジニアであった16。 
 
Mak 氏は静電動力プロジェクトや Power Paragon が関わる他のプロジェクトに関す

る情報を自宅に持ち帰り、CD にコピーして弟の Tai Mak に渡して暗号化を依頼した。

Tai Mak は Chi Mak の運び人として、中国広東の政府関係者（身元不明）に渡す役割

を担っていた。静電動力プロジェクトおよび他のプロジェクトに関するデータを収めた

ディスク一式を 2005 年 10月末に広東でこの人物に渡すためロサンゼルス国際空港にい

たところ、FBI の捜査官によって逮捕された17。 
 
Chi Makと Tai Makの逮捕に先立ち、FBI捜査官は Chi Makの自宅のごみの中から、

中国の指令者からの指示や収集の任務が書かれた文書がシュレッダーにかけられた状態

で発見・回収された。これには、専門家の組織や会議を通じた人脈づくりを進めるよう

に Chi Mak に指示するものもあった。海軍技術や宇宙軍事技術について、Chi Mak が

情報収集をさらに進めるべき 17 分野にもおよぶ具体的なリストもあった。 

                                                  
16 Unless otherwise noted, all cited information about the Chi Mak case in this section was 
obtained from the affidavit for the criminal complaint against Chi Mak, filed in the U.S. Court for 
the Central District of California, October 2005. 
http://cicentre.com/Documents/MaklAffidavitlOctl2005.pdf. 
17 The Centre for Counterintelligence and Security Studies, ‘‘Counterintelligence/Espionage/Spy 
Case: Chi Mak’’ (Alexandria, VA). http://www.cicentre .com/Documents/DOClChilMak.html. 
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Chi Mak は 2007 年 5 月、カリフォルニア中部地区連邦裁判所において、共謀の容疑、

輸出規制関連法違反未遂の 2 件の訴因、外国政府職員未登録の容疑、連邦捜査官に対す

る虚偽陳述の容疑で有罪となった。2008 年 3 月には自由刑 24 年の判決を受けた。連邦

捜査官の証言によれば、Chi Mak は中国政府のために軍事技術を不法に入手する目的で

米国の軍産複合体に時間をかけて食い込むことを意図して 20 年以上も前に米国に移住

したことを認めた18。 
 
中国の軍事研究開発部門が開発中の特定の米国軍事技術を不正に入手することに強い

関心を持っていることが、この事件によって明らかになった。Chi Mak が不正に入手し

た情報は、中国の海軍兵器近代化計画に大きな利益となり、米国の開発中の兵器の弱点

を把握する上でも役立つ可能性がある。 
 
★Bergersen 事件と Fondren 事件 

 
2008 年から 2009 年の間に発生した中国関連の２つの諜報事件は、中国政府関係者か

ら指令をうけた一般人の工作員ないしスパイが米国政府関係者から機密情報や配布制限

情報を入手しようとしたものだが、一般人と職業人の双方が関わる諜報の典型な例とい

える。第一の事件が明るみに出たのは 2008 年 2 月のことである。台湾出身の帰化米国

人 Tai Shen Kuo、合法的に米国に居住していた中国国民で Kuo のアシスタントの Yu 
Xin Kang（通称“Katie”）、外国への武器売却を実施する国防総省（DoD）の一機関で

ある国防安全保障協力局で兵器システム政策分析官を務めていた Gregg William 
Bergersen の３人が逮捕された19。 

 
Tai Shen Kuo はニューオーリンズで家具事業を営んでおり、また家族的つながりか

ら台湾の防衛関係者ともハイレベルな接触があった20。いきさつは不明だが、広東の政

府関係者（宣誓供述書では名前は明かされていない）と近い関係になった。この人物は

Kuo 氏に資金を提供するとともに、米国政府内部の仲介者から Kuo 氏が入手する個別の

情報を指定した。 
 
Kuo 氏は Bergersen 氏に対して、「台湾の協力者を使って利益の多い防衛契約取引の

基礎を築づいている」、「契約獲得のために台湾の軍事システムと今後の武器売却に関す

る情報を探している」と嘘の説明を信じさせた。Kuo 氏は Bergersen 氏に金品で攻勢を

かけ、防衛契約取引のビジネスパートナーになれるとの期待を抱かせることで、米国の

                                                  
18 Joby Warrick and Carrie Johnson, ‘‘Chinese Spy ‘Slept’ in U.S. for 2 Decades,’’ Washington Post, 
April 3, 2008. 
19 Unless otherwise noted, cited information about the Kuo/Bergersen case in this section was 
obtained from the affidavit for the criminal complaint against Tai Shen Kuo, Gregg William 
Bergersen, and Yu Xin Kang filed in the U.S. Court for the Eastern District of Virginia, February 6, 
2008. 
20 Tai Shen Kuo は第二次世界大戦および 1945～1949 年の国共内戦では国民党に仕えた元中華民国

海軍将官 Hsueh Yeh の女婿。Peter Enav, “Taiwan Reviews Impact of New US Spy Charges,” 
Taipei Times , February 14, 2008.   
http://www.Taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/02/14/2003401185.参照。 
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援助で開発された台湾軍の指揮統制高度化計画である「Po Sheng」（広範な勝利）プロ

ジェクト21に関する情報、国防総省の「Global Information Grid」通信ネットワークに

関する出版物、ならびに国防安全保障協力局が 2007 年に作成した今後 5 年間に外国に

売約する予定の軍事機器の一覧である「ジャビッツ報告書」（分類は「極秘」）のデータ

を入手することに成功した。 
 
Bergersen 氏は、Global Information Grid や台湾への武器売却に関する情報など、少

なくとも数度にわたり Kuo 氏の具体的な要求に応えており、一方 Kuo 氏は広東の中国

政府関係者（名前不詳）からの任務を伝えていた。Bergersen 氏は、中国ではなく台湾

の政府関係者に渡るものと信じて Kuo 氏に文書や情報を渡していたようである。情報は

終的に誰が使うのかについて情報提供者が虚偽の情報を与えられる、古典的な「偽旗

作戦」に騙されたといえるだろう22。 
 
Tai Shen Kuo に利用されたもう１人の情報提供者が、2001 年 8 月から 2008 年 2 月

まで、ペンタゴン内部にある米国太平洋軍司令部ワシントン連絡事務所の副所長を務め

た退役米国空軍中佐 James Fondren である。２人の関係は遅くとも 1998 年に始まって

いる。当時 Kuo 氏は、Fondren 氏が自宅で開業していたコンサルティング会社 Strategy, 
Incorporated の唯一の顧客となったとされる。事実、Kuo 氏が 2008 年 2 月に逮捕され

た時、Fondren 氏の自宅に客人として滞在していた23。 
 
Fondren 氏のコンサルティング会社を通じて、Kuo 氏は Fondren 氏に米国と中国の

防衛当局間の関係に関する「見解文書」を依頼していた。文書のテーマは、中国軍高官

の米国訪問の内容、国防総省当局者と人民解放軍当局者間の防衛協議の概要、米海軍と

人民解放軍海軍の合同演習の評価などであった。Fondren 氏の「見解文書」を検討した

捜査官の見解によれば、「秘」および「極秘」に分類された文書の情報を取り込んでおり、

そっくりそのまま抜き出した箇所もあるという。 
 
Fondren 事件の宣誓供述書でも、中国政府の指令者は Kuo 氏が Fondren 氏に伝える

具体的なテーマを指定し、「見解文書」は台湾の軍高官宛てであること信じ込ませるよう

にKuo氏に指示していたことが示された。もしこれが事実なら、Fondren氏はBergersen
氏と同様、Kuo 氏の「偽旗作戦」に騙されたことになる。Fondren 氏は Kuo 氏の指令

者とも直接連絡を取っており、1999 年および 2000 年には 40 通の E メールのやりとり

をしたとされている24。 
                                                  
21 Members of a Commission delegation to Taiwan in August 2007 received a briefing on ‘‘Po 
Sheng’’ from officials of Taiwan’s Ministry of Defense. For further information, see U.S–China 
Economic and Security Review Commission, 2007 Annual Report to Congress (Washington, DC: 
November 2007), p. 219. 
22 Bob Burton, Top Secret: The Dictionary of Espionage and Intelligence (Richmond, Australia: 
Citadel Press, 2005), pp. 71–72. 
23 Unless otherwise noted, cited information about the Kuo/Fondren case in this section was 
obtained from the affidavit for the criminal complaint against James Fondren, filed in the U.S. 
Court for the Eastern District of Virginia, May 11,2009. 
24 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Jury Convicts Defense Department Official of 
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Gregg Bergersen と James Fondren の行動は、中国政府が支援する対米諜報のこれ

までのあり方が大きく変化していることを示すといえるかもしれない。２人とも機密情

報を入手できる立場にある米国政府関係者であること、２人とも中国系米国人ではない

こと、２人とも提供する文書・情報を具体的に指定されていること、２人とも見返りを

受けていることなど、この２つの事件はこれまでの中国による諜報の典型的なあり方と

は大きな違いがある。これは、「古典的な」諜報のあり方に近づいていることを示唆して

おり25、中国の諜報員も必要な具体的情報に接することのできる米国人にねらいを定め

る傾向が強まっていることを示している。 
 
Gregg Bergersen は 2008 年 3 月 31 日、バージニア東地区連邦裁判所にて国防機密漏

洩共謀容疑の 1 件の訴因を認め、2008 年 7 月 11 には自由刑 4 年 9 ヵ月の判決を受けた

26。Tai Shen Kuo は 2008 年 5 月 13 日、バージニア東地区連邦裁判所にて、共謀して

国防情報を外国政府に提供した刑事容疑を認め、2008 年 8 月 8 日には自由刑 15 年 8 ヵ

月、罰金 4 万ドルの判決を受けた27。James Fondren は 2009 年 9 月 25 日、機密情報

を外国政府の工作員に不法に伝達した 1 件の訴因、FBI に対して虚偽の陳述した 2 件の

訴因について連邦陪審により有罪とされた。刑罰は 2010 年 1 月 22 日に下されることに

なっている28。 
 
2.1.2.2 中国の国家統制下の研究機関・事業体による「企業主導型」諜報 

 
中国の対米諜報は、中国の専門諜報員の命令・要請で実施されている部分も少なくな

いが、経済諜報や産業諜報を中心に、中国軍産複合体の国営研究機関や工場、あるいは

その子会社によって引き起こさせたものが多い。CIA や FBI がいうように、「中国の事

業体は、中国が米国の占有技術や企業秘密の技術を追い求める中で大きな役割を果たし

ている。米国の中国系事業体の大部分は合法の企業であるが、諜報収集活動の拠点とな

っているものもある」29。場当たり的な収集活動も多いようだが、1980 年代に端を発す

る中央・国家レベルの技術取得・近代化計画（863 計画）があり、 新技術取得に向け

                                                                                                                                                  
Unlawful Communication of Classified Information and Making False Statements,’’ September 25, 
2009. http://washingtondc.fbi.gov/dojpressrel/pressrel09/wfo092509.htm 
25 For discussion of the Russian ‘‘classical’’ model of espionage, see Interagency Operational 
Security [OPSEC] Support Staff, Intelligence Threat Handbook (2004),pp. 6–17. 
http://www.fas.org/irp/threat/handbook/foreign.pdf 
26 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Former Defense Department Official Sentenced to 
57 Months in Prison for Espionage Violation,’’ July 11, 2008. 
http://cicentre.com/spycase/pr/Bergersenlprl11JUL08.htm. 
27 U.S. Department of Justice press release, ‘‘New Orleans Man Sentenced to More Than 15 Years 
in Prison for Espionage Involving China,’’ August 8, 2008. 
http://www.usdoj.gov/usao/vae/Pressreleases/08–AugustPDFArchive/08/20080808 
kuonr.html. 
28 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Jury Convicts Defense Department Official of 
Unlawful Communication of Classified Information and Making False Statements,’’ September 25, 
2009. http://washingtondc.fbi.gov/dojpressrel/pressrel09/wfo092509.htm. 
29 Central Intelligence Agency and Federal Bureau of Investigation, Report to Congress on 
Chinese Espionage Activities Against the United States (Washington,DC: January 2000). 
Document declassified January 2006. http://www.foia.cia.gov. 
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た取り組みの根底にある30。 
 
Defense Group 社諜報研究分析センター所長 James Mulvenon 博士は「企業主導型」

収集の問題について、「1990 年代後半の防衛改革の過程において、中国政府の統制下に

ある防衛産業研究機関から派生した営利企業が技術取得において大きな役割を果たして

いる」と指摘した。 
 
★Dongfan "Greg" Chung 事件 

 
摘発された「企業主導型」産業諜報の例としては、中国系の帰化米国人 Dongfan "Greg" 

Chung の事件が挙げられる。Chung 氏は 1973 年から 2006 年まで米国航空業界で働い

ており、ボーイング社やロックウェル・インターナショナルで要職についていた経験が

ある。「極秘」機密の取扱許可を受けており、スペースシャトルの胴体に対する負荷試験

の分析、スペースシャトルの通信用位相配列アンテナの開発など、様々な航空宇宙プロ

ジェクトにエンジニアとして関わった31。 
 
2008 年 2 月、Chung 氏はカリフォルニア州オレンジ郡で逮捕された。起訴状によれ

ば、Chung 氏 1979 年頃、哈爾濱工業大学のある教授と関係性を確立し、「中国の[科学

分野の近代化]に貢献」するために一役買うことを申し出た。その後、Chung 氏は中国

国家航空技術輸出入公司、南昌航空機公司、中国航空工業公司の幹部とも接触し、航空

機開発に関する極めて具体的な質問と技術情報取得の具体的な任務を受けた。これに対

し、Chung 氏は届け出をせずに複数回中国に渡って講演を行なった。また、ボーイング

社やロックウェル社の独自技術に関する膨大なマニュアルを郵便やサンフランシスコの

中国領事館の人間に手渡すなどの方法で引き渡した。この中には、1985 年に発送された

機体負荷解析に関するマニュアル 27 種類、B1 爆撃機計画に関するマニュアル 24 種類

も含まれていた。 
 
2009 年 7 月 16 日、Chung 氏はカリフォルニア中部地区連邦裁判所にて、経済諜報共

謀の容疑で有罪とされた。具体的な内容は、外国を利する経済諜報の訴因 6 件、中国の

工作員を務めたことに対する訴因 1件、FBIへの虚偽陳述の訴因 1件である。刑罰は 2009
年 11 月 9 日に下されることになっている32。 
                                                  
30 House Committee on the Judiciary, Subcommittee on Immigration, Border Security, and Claims, 
Hearing on Sources and Methods of Foreign Nationals Engaged in Economic and Military 
Espionage, testimony of Heritage Foundation Fellow Dr. Larry Wortzel, 109th Cong., 1st sess., 
September 15, 2005. 
31 Unless otherwise noted, all information regarding the Chung case was obtained from the 
affidavit for the criminal complaint against Dongfan ‘‘Greg’’ Chung, filed in the U.S. Court for the 
Central District of California, February 6, 2008; and The Centre for Counterintelligence and 
Security Studies, ‘‘Counterintelligence/Espionage/Spy Case: Chung, Dongfan’’ (Alexandria, VA). 
http://cicentre.com/Documents/chungldongfanlgreglcase.html 
 
32 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Former Boeing Engineer Dongfan ‘Greg’ Chung 
Convicted of Economic Espionage in Theft of Space Shuttle Secrets for China,’’ July 16, 2009. 
http://cicentre.com/spycase/courtdoc/CHUNGlDongfanlDOJlConvictionlPRl16Jul09.html 
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2.1.2.3 中国のための「起業型」諜報 
 
中国による諜報収集のもう１つの際立った特徴（米国の安全保障にとっては極めて重

要な特徴）は、私人が単独または中国政府のためにスパイ活動に関わる度合いが大きい

ことである。国家情報局は次のような報告を行なっている。 
 
「政府および民間の研究者、学生、学者、科学者、企業人、代表団、滞在者等、一般

人の情報収集主体が中国に提供するセンシティブな米国の技術や企業秘密も相当な量に

なる。この民間の情報収集主体の一部は、意識的にあるいは無意識的に[中国の諜報機関]
や中国の防衛産業のために収集を行なっており、無視できない諜報上の脅威となってい

る。しかし、このような民間による情報収集は、専ら自らの営利や研究のために行なっ

ており、[中国の諜報]とは無関係の場合も多い」33 
 
★中国の宇宙産業を利した２つの産業諜報事件 

 
米中経済・安全保障再考委員会の 2009 年報告の対象期間において米国国内で発生し

た、２つの産業諜報事件は参考になる。２つの事件とも、急速な発展を見せる中国の宇

宙産業に役立つ米国の規制対象技術・素材を中国に不法に輸出しようとしたものである。

これはほんの一例にすぎない。航空宇宙関連技術という狭い分野に限っても、2009 年に

発生したものは他にもある。 
 
この事件の１つは、バージニア州ニューポートニューズの企業 AMAC International 

Inc の経営者 Quan-Sheng Shu の事件である。1940 年に上海で生まれた Shu 博士は、

1998 年に米国に帰化した34。物理学の博士号を持ち、低温学と超伝導について執筆した

書籍は 6 冊、論文は 100 本を越える35。Shu 博士と自ら経営する企業は、米国のエネル

ギー省と航空宇宙局からの委託でいくつかの研究開発事業に関わったこともある36。 
 
2008 年 11 月、Shu 博士はバージニア東地区連邦裁判所にて、武器輸出管理法違反の

訴因 2 件、海外腐敗行為防止法違反による中国当局者に対する贈賄という訴因 1 件につ

いて、罪を認めた。自由刑 4 年 3 ヵ月、罰金 38 万 6,740 万ドルの判決を受けた37。2009

                                                  
33 Office of the Director of National Intelligence (DNI), letter to the Senate Select Committee on 
Intelligence (SSCI), dated May 2, 2009. The letter provides responses to Member questions 
presented to DNI Dennis C. Blair in the course of the SSCI hearing, Current and Projected 
National Security Threats to the United States,February 5, 2009. 
http://www.fas.org/irp/congress/2008lhr/020508threat-qfr.pdf. 
34 The Centre for Counterintelligence and Security Studies, ‘‘Economic/Industrial/Corporate 
Espionage Case: SHU, Quan-Sheng’’ (Alexandria, VA). 
http://www.cicentre.com/spycase/ecoesp/SHUlQuan-Sheng.html 
35 AMAC International Inc., profile of company President Dr. Quan-Sheng Shu(Newport News, 
VA). http://www.amacintl.com/AMAC.html 
36 Washington Post, ‘‘Scientist Quan-Sheng Shu Sentenced in Rocket Technology Case,’’ April 7, 
2009. 
37 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Shu Quan-Sheng Virginia Physicist Sentenced to 51 
Months in Prison for Illegally Exporting Space Launch Data to China and Offering Bribes to 
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年夏現在、AMAC International 社は、これまでの案件や独自技術の多くが剥奪されて

おり、北京の事務所は閉鎖されている38。 
 
輸出管理法違反とは、Shu 博士が宇宙発射体の極低温燃料供給システム、ならびに液

体水素タンクと低温装置の技術データを中国に輸出したことである。Shu 博士が輸出し

た品目は、中国南部の島を中心とする海南省にある宇宙発射施設に使用する宇宙発射体

用極低温燃料供給システムの設計・開発に役立てようとしたものだった。米国司法省に

よれば、海南省の宇宙発射施設は人民解放軍および中国運載火箭技術研究所と提携して

おり、宇宙ステーションや衛星、有人宇宙飛行、将来の月探査計画ための発射基地とな

る見込みである39。 
 
中国の宇宙計画の利用するために輸出規制違反をしたとされるもう１つの事件につい

ては、2008 年 10 月 28 日のミネソタ地区連邦裁判所でその全容が明らかにされた。シ

ンガポールの輸出入企業 FirmSpace 社の幹部である Jian Wei Ding と Kok Tong Lim、

ならびにニューヨーク在住で FirmSpace社の唯一の株主とされる Ping Chengが大陪審

によって起訴された。３人は、航空機、ロケット、宇宙機、ウラン濃縮に応用できる炭

素繊維素材を中国宇宙技術研究院に売却する計画に関わったとされる40。Ding 氏と Lim
氏は、ミネソタのある会社（名は明かされていない）から遠隔電信送信を利用して炭素

繊維素材を購入し、ニューヨークの Cheng 氏の自宅に発送したという。Cheng 氏は、

検品、保管を経て、中国宇宙技術研究院への発送準備をする手筈であったとされている41。

この事件との関連で FirmSpace 社の役員である Hou Xinlu と Gao Xiang の名も出され

たが、起訴には至っていない。２人とも中国在住と考えられている42。 
 
シンガポールの地元メディアよれば、FirmSpace 社は他の事業活動をほとんど行なっ

ていなかったようである。同社が事業活動を行なっていないようなのに、従業員を解雇

せず、給料も規定どおりに払っていた、と地元のある報道機関はいう。同社の受付は「お

かしいとは思ったのですが、給料が出ているので上司に訊こうと思わなかった」と言っ

                                                                                                                                                  
Chinese Officials,’’ April 7, 2009. 
http://www.cicentre.com/spycase/courtdoc/SHUlQuanlShenglSentencinglDOJlPRl7apr09.html 
38 AMAC International Inc., notices on company Web page (Newport News,VA). 
http://www.amacintl.com 
39 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Virginia Physicist Pleads Guilty to Illegally 
Exporting Space Launch Data to China and Offering Bribes to Chinese Officials’’ (Washington, 
DC: November 17, 200). 
http://www.cicentre.com/spycase/courtdoc/SHUlquanlshenglpleadslguiltylpresslreleasel17nov08.h
tml 
40 U.S. Department of Justice press release, ‘‘Fact Sheet: Major U.S. Export Enforcement 
Prosecutions During the Past Two Years’’ (Washington, DC: October28, 2008). 
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/October/08-nsd-959.html 
41 Teo Xuanwei, ‘‘Singapore Residents Indicted for Illegal Export in US,’’ Channelnewsasia.com, 
October 30, 2008. 
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/386445/1/.html 
42 The Centre for Counterintelligence and Security Studies, ‘‘Economic/Industrial/Corporate 
Espionage Case: DING, Jian Wei and LIM, Kok Tong andCHENG, Ping’’ (Alexandria, VA). 
http://www.cicentre.com/spycase/ecoesp/DINGl LIMlCHENG.html. 
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た43。 
 
★結論 

 
米中経済・安全保障再考委員会は、中国による対米諜報活動について以下のように結

論付けている。 
 
・ 中国政府の諜報機関は、米国および米国権益に対する工作に積極的に関与している。

中国は米国に対する諜報に も積極的な国であり、その主眼は中国の戦力近代化と

経済発展に有用な米国の情報・技術の取得にある。 

・  中国のために実施されている諜報には、一般人によるものもある。一般人が収集活

動を行なう動機は、営利、愛国心、同胞心、強制等である。規制対象技術の不法な

取得や輸出に直接的な国家関与がないと思われる場合でも、中国政府がそれを奨励

し、そこから利益を受けていることが多い。 

・ 中国が関与する近年の諜報事件をみると、中国系米国人社会以外の情報提供者を使

った情報収集の比重を高めていることが伺える。 

・ 中国の工作員や領事館員は、米国内の反体制派中国人の監視や干渉に積極的に関与

している。 
 

                                                  
43 Teo Xuanwei, ‘‘Singapore Residents Indicted for Illegal Export in US,’’Channelnewsasia.com, 
October 30, 2008. 
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/386445/1/.html 
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2.1.3 米国に対する（中国の）サイバー諜報活動44 

 
オバマ大統領は 2009 年 5 月、サイバー攻撃について米国の経済および国家安全保障

にとって 大の課題の１つと位置づけた45。元国家防諜局長 Joel Brenner は、米国を対

象にした様々な悪意あるサイバー活動の起点となっているのが中国であると述べた46。

米国の政府や防衛関連技術を対象にした中国のサイバー攻撃が損害を与えていることを

示す事例は多い。たとえば 2007 年 6 月、国防長官府は深刻な侵入行為から情報システ

ムを保護するため、1 週間以上もオフラインにせざるを得なかった。捜査筋によれば、

侵入行為は中国発とのことであった47。2009 年 4 月には、2007 年および 2008 年におけ

る国防関連企業情報システムへの攻撃（恐らく中国発）により、米国の 新鋭戦闘機 F35
ライトニング II の「設計および電子システムに関する数テラバイトのデータ」が引き出

された48。膨大な状況証拠および科学捜査による証拠から、国家機関の直接行為にせよ、

国家支援による第三者集団による行為にせよ、中国の国家的な関与が強く示唆される。 
 
悪意あるサイバー活動は、基幹インフラの破壊、商取引および金融システムの混乱、

センシティブな防衛・軍事データの漏洩を引き起こしかねない。悪意あるサイバー事件

は増加しており、米国政府のコンピューター・システムへの攻撃であることは問題の深

刻さを浮き彫りにしている。米戦略軍グローバルネットワーク運用統合任務部隊参謀長

（当時）の Gary McAlum 大佐は 2008 年 5 月、本委員会に対し、2007 年における国防

総省に対する悪意あるサイバー活動は 4 万 3,880 件に達したと証言した49。2008 年では

20％弱の増加し、5 万 4,640 件であった。2009 年上半期の件数を見ると、1 月 1 日から

6 月 30 日まで 4 万 3,785 件であり、今年全体の件数も急増することが見込まれる50。こ

の傾向が 2009 年の終わりまで続くと仮定すると、悪意あるサイバー活動の件数は 2008
年と比較して 60％増となる。このような攻撃によるコストは膨大である。John Davis
陸軍准将、グローバルネットワーク運用統合任務部隊副指揮官は 2009 年 4 月、ネット

ワーク攻撃による被害修復のために過去 6 ヵ月において「労働力、時間、業者、ツール、

技術、手続き」のために費やした費用は、米軍だけで 1 億ドルを超えた、と述べた51。 
                                                  
44 “2009 REPORT TO CONGRESS of the U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW 
COMMISSION” 2009.11 
45 Speech by Barack Obama, ‘‘Remarks by the President on Securing Our Nation’s Cyber 
Infrastructure’’ (Washington, DC:, May 29, 2009).  
http://www.whitehouse.gov/thelpressloffice/Remarks-by-the-President-on-Securing-Our-Nations-
Cyber-Infrastructure/ 
46 Shane Harris, ‘‘China’s Cyber-Militia,’’ National Journal, May 31, 2008. 
http://www.nationaljournal.com/njmagazine/csl20080531l6948.php 
47 Demetri Sevastopulo, ‘‘Chinese hacked into Pentagon,’’ Financial Times, September 3, 2007. 
http://www.ft.com/cms/s/0/9dba9ba2–5a3b-11dc-9bcd-0000779fd2ac.html 
48 The plane is sometimes referred to as the Joint Strike Fighter. See Siobhan Gorman, August 
Cole, and Yochi Dreazen, ‘‘Computer Spies Breach Fighter-Jet Project,’’ Wall Street Journal, April 
21, 2009. http://online.wsj.com/article/SB124027491029837401.html 
49 U.S.-China Economic and Security Review Commission, Hearing on China’s Proliferation 
Practices, and the Development of its Cyber and Space Warfare Capabilities,testimony of Gary 
McAlum, May 20, 2008. 
50 Data for the years 2008 and 2009 have been updated. Name withheld (staff member, U.S. 
Strategic Command), telephone interview with Commission staff, August 28, 2009. 
51 Jim Garamone, ‘‘Officials say cyber defense costly,’’ AF.mil, April 9, 2009. 
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〔図表87〕国防総省が報告した悪意あるサイバー活動の件数 

（2000～2008 年、2009 年は予測値） 

 
（出典）U.S.-China Economic and Security Review Commission, Hearing on China’s Proliferation 

Practices, and the Development of its Cyber and Space Warfare Capabilities, testimony of 
Gary McAlum, May 20, 2008.   

 

                                                                                                                                                  
http://www.af.mil/news/story.asp?id=123143695. 
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2.1.4 デュアルユース技術の開発概況 

 
2.1.4.1 中国における対中違法輸出品等の開発状況等 

 
 中国は既述のように様々な形で米国等から軍事転用可能なデュアルユース品を調達し

ており、米国等から中国への違法輸出（あるいは違法輸出未遂）事件がロシアやインド

向けと比較しても多いのが特徴になっている。しかし、こうした違反事例等に見られる

デュアルユース品の中国の技術水準が、全てにおいて米国等よりも劣る訳ではなく、違

法輸出事件等の全てが米国にとって重大な懸念になっている訳でもない。何故なら、中

国は近年、著しい経済成長を遂げて世界の工場とまで呼ばれるに至っており、既に中国

が一定水準の開発・生産能力を獲得したとみられるデュアルユース技術も少なくないか

らである。また経済のグローバル化と他の発展途上国の技術水準向上等に伴い、米国等

一部の先進国に依存しなくても調達可能になっている品目もある。 
 
 IHS Janes’は、米国等から中国への違法輸出あるいは違法輸出が試みられた前述のデ

ュアルユース品等のうち、中国が米国等との技術差を埋めるべく重点分野として位置づ

け、多額の開発投資等や国外調達を試みていると考えられる品目として以下を挙げてい

る。 
 
・ 人工衛星の耐熱保護に利用される「ゲルマニウムコーティング・ポリイミドフィル

ム」やミサイルに転用可能な「球面カップリング（Spherical couplings）」などの先

端材料。 
・ C3（指揮[Command]、統制[Control]、通信[Communication]）システムの近代化に

重要な「増幅器（デジタル無線機および無線地域ネットワークに用いられる）」、「半

導体パワーアンプ、デジタル信号プロセッサ、および関連コンポーネント」などの

エレクトロニクス関連品目。 
・ コンピュータサーバー、コンピュータネットワーク・スイッチ、コンピュータチッ

プ - スタティック・ランダムアクセスメモリ（SRAM）、EE ミックスドモジュール、

および電気的に消去・プログラムが可能な読み出し専用メモリ（EEPROM）、電子

部品および半導体チップなどのコンピュータ関連品目。 
・ 「GPS 受信機およびアンチスプーフィング防御」「NSA が開発した AN/CYZ-10 暗

号キーマネジメントデバイス」「NSA が設計した暗号化デバイス、KG-175 TACLAN」

などの情報セキュリティ関連品目。 
・ 「ジェット戦闘機およびその構成部品」「工作機械」など航空宇宙関連品目。 
・ 「ターボファンエンジンおよび関連技術」、「暗視装置」などの軍需関連品。 
 

他方、中国の技術あるいは生産能力が一定水準に達し、米国からみて中国による当該

技術の調達に対する懸念が大きくは無いと考えられる品目としては以下を挙げている。 
 
・ ミサイルの製造に転用可能性な「工業炉」などの材料加工関連品目。 
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・ ECCN 3A981 に分類される「ポリグラフ装置」などのエレクトロニクス関連品目。 
・ ECCN4 5A991 に分類される「コンピュータスイッチ」などコンピュータ関連品目。 
・ 携帯型デジタル軍用無線機などの情報セキュリティ関連品目。 
・ 大口径火器などの軍需関連品。 
 
 

2.1.4.2 中国の機械産業と航空宇宙産業が抱える課題 
 
 米国等から中国への違法輸出等が確認され、中国が重点開発分野に掲げるものには機

械産業関連品目や航空宇宙産業関連品目も少なくない。こうした点を踏まえ、中国の機

械産業と航空宇宙産業が抱える課題を整理する。 
 
(1) 機械産業が抱える課題 

 
中国機械工業連合会の統計によると、中国の機械産業は 2002 年以来、生産額を年平

均で 20％以上を増やすなど急成長している。しかし、こうした急成長とは裏腹に、中国

の機械産業は依然として加工貿易に依存し、生産構造と消費構造がミスマッチで技術革

新能力が不足するなど根本的な問題を依然として抱えていることが指摘されている。 
 
中国社会科学院工業経済研究所は「2009 中国工業発展報告52」の中で、中国の機械産

業は「見掛け倒し」とした上で、1）機械産業の生産プロセスうち労働集約型プロセス

が過度に集中し、現代的な製造サービス業としての発展が非常に遅れており、2）中国

企業が生産する製品は依然としてローエンド製品、ミドルエンド製品が中心で、3）ロ

ーエンド製品の生産が過剰であるのに対してハイエンド製品の生産は過少で、中国国内

における生産と消費に構造上のミスマッチが存在すると指摘している。 
 
中国に労働集約型プロセスが過度に集中している大きな理由は、中国の機械産業が、

安価な労働力を求めて中国に進出する先進国企業への依存度が高いということにある。

中国社会科学院工業経済研究所は、中国の機械産業における国際分業体制の位置づけが

次の３点で特徴付けられるとしている。 
 
① 中国の（機械産業の）輸出に占める加工貿易の割合は 44.69％（2007 年）と大

きく、また加工貿易の輸出者も外資系企業中心で、三資企業（合弁企業、合作企

業、独資企業）の加工貿易輸出額は加工貿易輸出総額の 84.17％（2007 年）を

占める。 
 

② 中国機械産業の先進国への輸出は今なお加工貿易が中心である。 
 

③ 一般貿易の中国製品の輸出先は、今もアジア、東欧、ロシア、アフリカ、ラテン

                                                  
52中国社会科学院工業経済研究所「2009 中国工業発展報告」経済管理出版社 
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米国などの発展途上国市場と新興国市場が主で、価格競争力のみに依存している。 
 

中国企業が生産する製品は依然としてローエンド製品、ミドルエンド製品を中心で、

ハイエンド製品が過少であるという問題点については、中国社会科学院工業経済研究所

は、以下のように工作機械産業を例に挙げて指摘している。 
 
【中国の工作機械産業の現状と課題】 

四大工作機械生産大国である日本、ドイツ、米国の工作機械生産量は高性能 NC 工作

機械を主としており、日本、ドイツの工作機械生産額の NC 化率は 80％を超えている。

2007 年の中国工作機械生産額の NC 化率は過去 高水準に達したが、それでも 44％で

しかない。ロー（低級）、ミドルエンド（中級）の NC 工作機械の NC 工作機械全体に

占める割合はまだ低く、エネルギー、鉄道機関車、航空、宇宙、自動車製造などの業界

に必要とされる高速、精密、多軸連動の大型の工作機械及び信頼性と安定性の高い工作

機械の産業的生産を実現する為にはなお非常に多くの課題がある。 
中国机床工具工業協会が掲げた「工作機械業界の３年間（2009-2011）の振興目標」

によれば、現在のところ、中国の航空、宇宙、船舶、自動車、発電設備などの業界にお

ける国産のハイエンド NC 工作機械のマーケットシェアは 5％に満たず、ミドルエンド

以上の NC 工作機械と機能部品の自給率は 20％に満たない。2007 年には、中国国産工

作機械生産額の NC 化率は 44％であり、輸入工作機械のうち NC 工作機械が占める割合

は 75.8％と高く、2008 年 1～10 月にはさらに上昇し 85％以上となった。このことは別

の一面から国産 NC 工作機械、とりわけハイエンド NC 工作機械がなお国内市場の需要

を満たすことができないことを表している。 
 
 中国の機械産業がこうした構造的問題を抱える核心は何にあるか？ 中国社会科学院

工業経済研究所は、①「自主的技術革新能力の不足」であり、同時に②「国内産業の分

業体制が未確立で提携能力が著しく欠落している」という点にあるとし、これらが中国

の機械産業の構造が高度化するための課題になっていると指摘している。また、「自主的

技術革新能力の不足」については、工作機械産業と建設機械産業を例に挙げて、次のよ

うに解説している。 
 

【工作機械産業と建設機械産業等が抱える自主的技術革新能力不足の問題】 
・ 中国の工作機械産業は、高速、高性能、五面加工または５軸制御の NC 工作機械を

自主設計・開発できるようになったが、外国の先進的部品、数値制御（NC）システ

ムを利用しなければならず、またキーテクノロジーの消化・能力・自主開発能力は

劣っている。 
・ 建設機械産業は、利益の 70％が輸入部品代に消えるという状況で、部品の生産技術、

品質水準は既に中国の建設機械の発展のスピードにブレーキをかけている。 
・ 中国国内の電力、船舶、航空宇宙、石油化学設備などの業界における大型鋳造鍛造

部品に対する需要は日々増加しているが、ハイエンド製品は国内生産できない。 
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(2) 航空宇宙産業が抱える課題 

 
中国社会科学院工業経済研究所は「2009 中国工業発展報告」の中で、「中国の航空宇

宙産業は、模造・改良・導入・消化することから自主研究開発するまでに至って、一定

の成果を得た。しかし、海外の先進的技術への依存からは脱却しておらず、キーテクノ

ロジーの海外依存度が高く制約を受けるという状況は完全には変わっていない」と指摘

している53。 
 
同究所は、航空宇宙産業の各国の競争力について、「世界唯一の超大国で 大の競争力

を有するのは米国で、これに次ぐ競争力を有する国は、イギリス、フランス、ドイツ、

イタリアと日本、ロシア、カナダなどである」としている。その一方で、「中国はこれら

の国に続く第三勢力に属し、同じグループに属する他国と比べて、軍用航空製品分野で

はある程度の競争優位性を有しているが、民用航空製品分野では競争優位性を有してい

ない」としている。具体的には、中国は（有人宇宙船の打上げなど）宇宙分野で世界が

驚くような成果を挙げたものの、宇宙強国とはまだ一定の距離があり、これはスペース

シャトル事業がようやく始まり、材料工法などの基礎技術の面で先進国と差があるとい

う点を挙げている。同研究所は、「中国の宇宙技術の技術革新能力と産業化レベルは大き

な課題を抱えており、人工衛星応用分野での実力不足は明白であり、キャリアロケット

の国際商業打上げサービス事業は苦境に立たされている」と論じている。 
 

2.1.4.3 重点企業における技術革新への取り組み 
 
中国は、上述の課題を含め科学技術分野の様々な課題を克服するため、国を挙げて科

学技術の育成に取り組んでおり、重点開発分野の有力企業を重点企業に認定して企業等

の技術開発等を支援している。 
 
中国科学院創新発展研究中心「2009 中国創新発展報告」54によると、中国において省

レベル以上の企業技術センター55を擁する重点企業数は 2003 年の 2,846 社から、2008
年末に 5,600 社まで増加したという。2008 年には、5,600 社の重点企業は製品売上高

17 兆 1 千億元を達成し、各重点企業の平均売上高は 30 億 5,300 万元であり、全国の大

中型工業企業の平均 7.21 億元56をはるかに上回っている。 
 
近年、重点企業の技術革新を進めるための資金投入、技術革新の創出とそれに伴う利

益はいずれも堅調に推移しているという。2008 年には、5,600 社の重点企業の科学技術

活動に対する経費の支出は 5,347 億 8,200 万元に達し、208 億 4,800 万元の政府補助金

                                                  
53 中国社会科学院工業経済研究所「2009 中国工業発展報告」経済管理出版社 
54 中国科学院創新発展研究中心「2009 中国創新発展報告」科学出版社 
55 1993 年、当時の国家経済貿易委員会、海関総署、税務総局等三部門が企業技術センター建設支援を

始動し、企業技術センターの審査認定業務を開始。本章における重点企業は省級政府の認定した企業

技術センターを擁する企業及び企業集団を指す。 
56 2007 年大手・中堅工業企業の一社当たりの主要業務収入データ 
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を獲得した。保有する科学技術活動人員と R&D 人員はそれぞれ 254 万 1,600 人と 131
万 5,000 人に達した。共同で展開した科学技術プロジェクトは 24 万 7,700 件であり、

うち R&D プロジェクトは 13 万 1,000 件である。特許申請は 111,028 件であり、うち発

明特許は 44,699 件、保有する発明特許累計件数は 41,216 件である。新製品売上は 5 兆

1,614 億 3,800 万元に達している。 
 
 

2.1.4.3 中国における産学官による研究開発への取り組み 
 

中国では、重点科学技術分野の研究開発に、産学官すなわち、企業の研究開発拠点、

大学・学院の研究機関、国が専門機関として設置した独立研究機関がそれぞれ異なる角

度で取り組んでいる。工作機機械業界を例にとってみると、企業の研究開発拠点では、

製品の技術革新、性能のアップグレードといった領域に重点が置かれし、大学・学院で

は、基礎的・共通的な技術、先端技術、ソフトウェア技術の研究・開発を得意とし、独

立研究機関では、一貫して基礎的かつ共通的な研究開発が行われているという57。 
 

中国は、これらの研究機関が共同で軍事部門を含む重点分野の技術・品目の研究開発

に取り組む例も少なくない。これらの研究開発成果は、製品として市場に送り出される

ことも多いが、大学が設置・経営する生産会社で生産されるケースもある。 
 
 こうした産学協同の成果として、工作機械分野では、哈爾濱工業大学―哈量集団、天

津大学―天津一廠、清華大学―大連機床集団、清華大学―昆明機床廠、秦川―西北理工

大学の産学協同などが例として挙げられる。清華大学と斉斉哈爾第二機床集団が開発し

たシリアル-パラレル混合機構を採用した工作機械は中国独自のもので、中国国内の国際

工作機械展覧会に相次いで登場し、哈爾濱電機廠の水力発電設備の製造に用いられてい

るという。 
 

                                                  
57 梁訓瑄「市場観察 奮戦六十年 我が国の工作機械工業は世界のトップクラスへ」第 08 期 数控機床

市場 2009.8 
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2.1.5  中国工作機械産業の現状－５軸機の開発と域外調達動向 

 
 IHS Jane’s は、前述のように工作機械の中国への流出重要度を“高”としていたが、

近年の中国の工作機械産業の成長は目覚しく、工作機械生産国としても存在感を増しつ

つある。技術力では日本や欧米などに劣るとされてきた中国ではあるが、近年では日本

や米国の産業界から「中国も規制対象品目を製造する能力を有する」との指摘も増えて

いる。こうした声を反映するように米会計検査院（GAO）も 2009 年７月に５軸制御工

作機械の規制緩和を勧告する報告書を発表した。ここでは、こうした状況を踏まえ、中

国の工作機械産業全体の動向を整理し、中国の工作機械メーカーの現状、中国が獲得を

狙う工作機械技術、５軸制御工作機械の開発と域外調達状況などについてまとめる。 
 

2.1.5.1 中国の工作機械産業の動向 
 

2.1.5.1.1 生産、輸出入、消費の動向 

 
(1) 主要国と中国の工作機械の生産動向 

 
主要国の 2002 年から 2008 年の工作機械（切削型）の生産額の推移は、〔図表 88〕に

示す通りである。生産額世界一の日本の生産額は、2002 年から 2005 年にかけて急増し

たが、それ以降の伸びはそれまでに比べると緩やかなものに留まっている。一方、生産

額世界第二位のドイツの生産額は、2002 年から 2006 年にかけて緩やかな伸びに留まっ

ていたものの、それ以降は急増している。こうした中、2003 年にイタリアを抜いて世界

第三位に躍り出た中国の生産額は着実に伸びている。特に 2006 年以降は高い成長を遂

げており、現在では日本やドイツに肉薄する勢いを見せている。 
 

〔図表88〕主要国の工作機械（切削型）の生産額の推移 
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このように工作機械の生産で中国の存在感は年々高まっている。2008 年推計値の世界

の工作機械の生産額に占める中国の割合は 12.3％に達しており、首位の日本（16.8％）

や二位ドイツ（14.5％）との差は数％にまで縮まっている〔図表 89〕。 
 

〔図表89〕工作機械（切削型）の国別生産額構成比（2008 年推計値） 
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（出所）Gardner Publications, Inc. のデータを基に CISTEC 作成 
 
 
(2) 中国の工作機械（切削型）の生産・輸入・消費状況 

 
中国における工作機械（切削型）の生産・輸入・消費額の動向をみると、生産額、消

費額及び輸出額の 2004 年から 2008 年までの平均増加率はそれぞれ 36.4％、19.7％、

40.7％と着実に伸び、それぞれ 2008 年推計値で約 100 億ドル、約 140 億ドル、約 15.5
億ドルとなっている。一方、輸入額は同 6.2％増に留まり、特に 2006 年以降ほぼ横ばい

となり 2008 年推計値で約 55.6 億ドルとなっている〔図表 90〕。これは増加する国内消

費分を国内製で賄っていることを意味し、中国メーカーの生産力向上を意味するものと

言える。 
〔図表90〕中国の工作機械（切削型）の生産・輸入・消費額の推移 
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2.1.5.1.2 NC 工作機械の種類別生産状況 

 
次に中国重点企業58の NC 工作機械の生産状況を種類別に見ると、生産額では NC 旋

盤（93.1 億元）、マシニングセンタ（73.8 億元）が突出している一方、生産台数では NC
旋盤が 45,179 台と突出していることが分かる〔図表 91〕。 

 
〔図表91〕中国重点企業の NC 工作機械生産状況（2008 年） 
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（出所）中国機床工具工業年鑑 2009 のデータを基に CISTEC 作成 
 
 

2.1.5.1.3 工作機械の国別輸入状況 

 
中国における工作機械（切削型＋成形型）の輸入状況を国別に見ると、トップの日本

は 2006 年まで順調に伸びていたが 2007 年以降の伸びは鈍化している。一方、ドイツは

2004 年以降伸びが鈍化していたが 2008 年に大幅に伸びて台湾を抜き２位に浮上した。

米国は 2006 年に日本、ドイツ、台湾に次ぐ４位に位置していたが、2007 年には韓国、

イタリア、スイスに抜かれて７位に転落し、2008 年に順位を上げたものの６位に留まっ

ている〔図表 92〕。こうした米国工作機械メーカーの中国での存在感の低下は、米国の

厳しい対中輸出規制が背景にあると言われ、前述の対中輸出規制緩和を求める米 BIS の

報告書の発表にもつながっている。 
 

                                                  
58 重点企業とは、中国政府が指定した企業で、国家の経済発展のために貢献できる水準にある企業を

いい、企業の発展のために国家が積極的に指導協力するなどの優遇措置が与えられている。2007 年時

点の企業数は 112 社で、数の上では全体（586 社）の２割弱に過ぎないが、NC 工作機械（切削型）

の生産額は 550.8 億元で全体（769 億元）の７割以上を占める。 
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〔図表92〕国別にみた中国の工作機械（切削＋成形）の輸入額の推移 

0

5

10

15

20

25

30

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

億

ド

ル

日本

ドイツ

台湾

韓国

イタリア

米国

スイス

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

 
（出所）中国機床工具工業年鑑のデータを基に CISTEC 作成 
 

なお、中国における 2008 年時点の工作機械（切削型＋成形型）輸入額の国別構成比

は〔図表 93〕に示す通りである。日本が 32.9％でトップ、次いでドイツ（20.5％）、台

湾（15.8％）の順となっており、これら３か国で約７割を占めている。 
 

〔図表93〕中国の工作機械（切削型＋成形）輸入額の国別構成比（2008 年） 
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（出所）中国機床工具工業年鑑 2009 のデータを基に CISTEC 作成 
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2.1.5.1.4 工作機械の国別輸出状況 

 
中国の工作機械の輸出は年々増加している。国・地域別に見ると 2007 年まで順調に

伸びていた米国、日本への輸出が伸び悩む一方、2008 年に２位に浮上したインドをはじ

め、ブラジルやロシアなどの新興国向け輸出が急増している点が特徴的である〔図表 94〕。
輸入先は特定の国に偏っているが、〔図表 95〕に示すように輸出先は特定の国に偏るこ

となく分散している。 
 

〔図表94〕中国の工作機械（切削＋成形）の輸出状況 
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（出所）中国機床工具工業年鑑のデータを基に CISTEC 作成 
 

〔図表95〕中国の工作機械（切削＋成形）の国別輸出構成比（2008 年） 
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2.1.5.2 中国の工作機械メーカーの現状 
 

2.1.5.2.1 企業分類別企業数・生産額 

 
中国の工作機械メーカーは、瀋陽機床集団や大連機床集団のように売上高で世界 10

位以内に入る大企業もあるが、民間企業を中心に中小企業が多いのも特徴の１つとなっ

ている。工作機械メーカー数は 1990 年代後半から再編等により減少し 2005 年には 376
社となったが、その後、増加に転じて 2008 年時点で 650 社となっている。 

 
企業数では国有企業が 104 社、集団企業が 31 社、民間企業が 402 社、香港・台湾・

マカオ系企業が 48社、外資系企業が 65社となっており、民間企業の占める割合が 61.8％
と大きいが、生産額では国営企業が 350.5 億元で国内総生産額の 38.6％、集団企業が

145.1 億元で同 16％に対して民間企業は 317.4 億元で同 34.9％に留まっている。また、

１企業あたりの生産額は、国有企業：3 億 3,704 万元、集団企業 4 億 6,801 万元、民間

企業 7,895 万元、香港・マカオ・台湾系企業 5,818 万元、外資系企業 1 億 405 万元とな

っており、国有企業と集団企業の規模が他よりも大きいことが分かる〔図表 96〕。 
 

〔図表96〕企業分類別に見た中国工作機械（切削型）企業の数と生産額（2008 年） 
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（出所）中国機床工具工業年鑑 2009 のデータを基に CISTEC 作成 
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2.1.5.2.2 主要工作機械の特徴 

 
中国を代表する工作機械メーカーには、技術力と生産高を含めた総合力のある企業と

して、売上高で中国１位、世界 7 位（2008 年時点）にランクされる国有企業の瀋陽機

床集団、売上高で中国２位、世界 9 位にランク（2008 年）される大連機床がある。 
 
技術力（研究開発力）で中国工作機械業界をリードする企業としては、フライス盤中

国 大手の北京第一機床廠、中国トップクラスの技術力と言われ、国立工作機械研究所

が前身の北京機床研究所、NC 工作機械分野で中国有数企業の１つで北京工業学校が前

身の北京機電院高技（BMEI）がある。 
 
このほか、大型機あるいは歯車加工機など特定の分野では、大型のフライス系 NC 機

を主力とする斉二機床集団、中国を代表する大型工作機械メーカーの武漢重型機床集団、

大型フライス盤を主力とする桂林機床、歯車研削盤で中国トップの陝西泰川機械発展な

どがある。 
 

2.1.5.2.3 主要工作機械メーカーの生産状況 

 
中国の重点企業の工作機械（切削型）の生産額（2008 年）をみると、首位の瀋陽機床

が 115.5 億元、二位の大連機床が 80.1 億元であり、これら二強が北京第一機床（24.4
億元）をはじめとする３位以下の企業を大きく引き離している。NC 機の生産額におい

ては、首位の瀋陽機床の 62.4 億元に対して二位の大連機床が 58.9 億元であり、両者の

差は僅かでほぼ同水準にある〔図表 97〕。 
 
これら重点企業の NC 工作機械（切削型）の生産台数と平均単価についてみると、生

産台数では瀋陽機床が 20,858 台で も多く、次いで大連機床の 11,024 台、宝鶏機床の

4,288 台となっている。但し、これら企業の NC 工作機械は中・小型が主体であること

からその単価は低く、大型機を生産する武漢重型機床が 684.7 万元/台で斉二機床が

443.1 万元/台であるのに対して、瀋陽機床が 29.9 万元/台、大連機床が 53.4 万元/台、

宝鶏機床が 14.3 万元/台となっている〔図表 98〕。 
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〔図表97〕重点企業の工作機械（切削型）生産額（2008 年） 
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（出所）中国機床工具工業年鑑 2009 のデータを基に CISTEC 作成 
 
〔図表98〕重点企業の NC 工作機械（切削型）の生産台数と平均単価（2008 年） 
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（出所）中国機床工具工業年鑑 2009 のデータを基に CISTEC 作成 
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2.1.5.3 中国が獲得を狙う工作機械技術 
 

中国機床工具工業協会の梁訓瑄氏によると、中国の航空工業集団（AVIC グループ）

が購入した NC 工作機械の中国メーカーブランド比率は 80％に達し、兵器工業集団に至

っては 90％に達するという59。中国の防衛産業は高性能 NC 工作機械を外国製品に依存

する傾向が強かったとされるが、防衛産業における国産工作機械の採用が進んでいるも

のとして注目される。しかし、梁氏の発言の内容は裏を返せば、これら中国の軍需産業

が購入した外国製 NC 工作機械が航空工業集団では 20％、兵器工業集団では 10％にな

るということでもある。そして、これらの防衛産業が購入した外国製 NC 工作機械の大

半は、中国が不得手とされる高性能 NC 工作機械であると考えられる。ここでは、こう

した点を考慮しながら、中国機床工具工業協会による需要調査結果、中国による域外調

達状況を基に中国が獲得を狙う工作機械技術についてまとめていく。 
 

2.1.5.3.2 中国機床工具工業協会による需要調査 

 
中国では従来、工作機械業界と需要家である防衛産業等の産業界の関係が希薄で、こ

れが中国の工作機械産業の成長を阻害する大きな要因だった。中国政府はこうした事態

を打開するため、2005 年に中国国家発展委員会と国防科学技術工業委員会（現在は国防

科技工業局）が中心となって、「中国国産 NC 工作機械発展座談会」を開催した。この

座談会には、防衛産業と主要工作機械メーカーの代表が参加し、両者の長期的かつ効果

的な協力交流メカニズム（情報交流と共同研究体制）が構築され、これ以降、同座談会

は定期的に開催されている模様である。その後、中国機床工具工業協会は 2007 年下半

期、航空機産業、軍需産業、造船業、自動車産業、電力産業、鉄道車両産業など重要顧

客を対象に工作機械関連の需要調査を実施している。ここでは、この調査結果の概要を

紹介する。 
 

2.1.5.3.3 中国の航空機産業が必要とする工作機械 

 
中国の航空機産業が必要とする工作機械は、エンジン加工設備、機体加工設備、搭載

設備用加工設備、航空機降着装置用の加工設備に分けてまとめられている。いずれの加

工でも高級機に対するニーズが高く、具体的には５軸制御、高精度、高速の NC 工作機

械のニーズが高い〔図表 99〕。 
 

〔図表99〕中国の航空機産業が必要としている工作機械 
加工設備 必要とされる工作機械 

エンジン 
加工設備 

必要な設備は高精度 NC 工作機械が中心であり、本体ケースの加工には

4 軸以上の制御横形マシニングセンタと立形 NC マシニングセンタが、

ブレード加工には 5 軸卓上ブレードマシニングセンタが、そして主軸加

                                                  
59 中国機床工具工業協会 梁訓瑄,「60 年の奮戦によって我が国工作機械製品の性能レベルと供給の実

力は世界の前列に立った」航空精密製造技術、第 45 巻第５期、2009.10 
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工には NC 旋盤、高精度 NC 研削盤等が用いられる。 

機体加工設

備（機首、主

翼、尾翼等を

含む） 

当該部品は主に、大型フレーム構造であり、素材はアルミ合金、チタン

合金等が主である。その加工プロセスに必要な設備は、NC 門形工作機

械（NC 門形フライス・ボール盤、NC 門形マシニングセンタ、NC 卓上

フライス・ボール盤、NC5 軸制御門形マシニングセンタ等）が主である。

搭載設備用 
加工設備 

搭載設備は種類が多く、必要な設備も比較的複雑である。一般には、中

小型高精度立形マシニングセンタ、高精度 NC 旋盤、NC 研削盤等のよ

うな、小規格、高精度、高速の NC 工作機械が必要とされる。 
航空機降着 
装置用の 
加工設備 

航空機離着陸用設備に必要な素材は特殊であり、降着装置では高強度の

チタン合金等の素材を用い、加工の難易度が高い。また、その半加工品

には鍛造、成形用の 1 万トンプレス機が、機械加工には NC 卓上フライ

ス・ボール盤、門形 5 軸制御マシニングセンタ等の設備が必要である。

（出所）中国機床工具工業年鑑 2008 を基に CISTEC 作成 
 
 

2.1.5.3.4 中国武器産業が必要とする工作機械 

 
中国の武器産業が必要とする工作機械は、ハイテク武器設備、各種大型火砲等の重火

器製造設備、中小型武器の加工に必要な設備、専用工作機械に分けてまとめられている。

いずれの加工でも高精度工作機械のニーズが高いが、航空機産業と異なり、５軸制御機

のニーズが無い点が特徴的となっている〔図表 100〕。 
 

〔図表100〕中国武器産業が必要としている工作機械 
加工設備 必要とされる工作機械 

ハイテク 
武器設備 

高精度 NC 工作機械、高精度マシニングセンタ、高精度 NC 研削盤、

及び精密 NC 歯車加工用工作機械等を含む高精度 NC 工作機械が必要

である。（ハイテク兵器には、正確な攻撃、水陸両用強襲、遠距離制御、

ミサイル防御、情報・暗視、効果的な破壊等が行える武器を含む） 
各種大型火砲

等の重火器製

造設備 

大型の立・横形マシニングセンタ、NC 門形フライス・ボール盤、NC
旋盤、NC 深穴ボール盤等が主に必要である。 

中小型武器の

加工に必要な

設備 

大型の立・横形マシニングセンタ、NC 門形フライス・ボール盤、NC
旋盤、NC 深穴ボール盤等が主に必要である。 

専用工作機械 銃砲が複線となる伸線機、弾丸生産用多種現場対応型パンチプレス、

小径深穴加工用深穴ボール盤等。 

（出所）中国機床工具工業年鑑 2008 を基に CISTEC 作成 
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2.1.5.3.5 中国の造船業が必要とする工作機械 

 
中国の造船産業が必要とする工作機械は、船舶用ディーゼルエンジンの本体製造設備、

クランクシャフト等部品の加工設備、スクリュー推進装置製造設備、船舶用機械と計器

製造設備に分けてまとめられている。航空機産業と同様に５軸制御 NC 工作機械に対す

るニーズは高いが、一方で航空機産業や軍需産業と異なり高精度工作機械に対するニー

ズが無く大型で堅牢型の工作機械に対するニーズが高いことが分かる〔図表 101〕。 
 

〔図表101〕中国の造船業が必要としている工作機械 
加工設備 必要とされる工作機械 

船舶用ディーゼ

ルエンジンの本

体製造設備 

主に堅牢型及び超堅牢型門形フライス・ボール盤、NC 卓上フライ

ス・ボール盤、大型 NC 横形フライス・ボールセンタ、多軸五制御

NC フライス・ボール盤、NC 立形旋盤、大型 NC 成形砥石研削盤が

ある。 
クランクシャフ

ト等部品の加工

設備 

主にクランクシャフト用フライス盤、大型クランクシャフト用ターニ

ングセンタ、大型クランクシャフト研削盤がある。 

スクリュー推進

装置製造設備 
大型 5 軸立形フライスターニングセンタ、多軸 5 制御卓上フライス・

ボール盤、多軸 5 制御 NC フライス・ボール盤、大型 NC 立形旋盤

等を必要とする。 
船舶用機械と計

器製造設備 
5 軸立横兼用マシニングセンタ、5 軸フライスターニングセンタ、横

形マシニングセンタ、大型 NC 卓上フライス・ボールセンタ、NC 立

形旋盤、各種規格の NC 旋盤とターニングセンタ等を必要とする。 
（出所）中国機床工具工業年鑑 2008 を基に CISTEC 作成 
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2.1.5.4 中国企業による域外調達状況 
 
 中国は、外国からの輸入、外国製品のライセンス生産、外国企業との共同開発、外国

企業の買収などを通じて外国の高性能工作機械を調達している模様である。ここでは、

中国現地調査等の結果を踏まえて中国企業による域外調達状況についてまとめる。 
 

2.1.5.4.1 外国企業による中国への同時５軸制御機等の販売状況 

 
2009 年４月、中国北京において第 11 回中国国際機床展覧会（CIMT2009）が開催さ

れた。この展示会は中国で２年に１度開催される同国 大の工作機械展示会で、中国で

の販売拡大を目指す外国企業も多数出展し、同時５軸制御工作機械などの高性能工作機

械も多数出品していた。CISTEC はこれら同時５軸制御工作機械を展示していた外国企

業にインタビューを実施し、中国での販売状況を確認した。その結果の一部をまとめた

のが〔図表 102〕である。 
 

〔図表102〕ドイツ企業から中国への５軸機等販売状況 
企業名 販売状況 

DMG DMU210P（5 軸立形マシニングセンタ）をこれまでに中国の航空宇宙

産業向けや造船業向けに 10 台程度販売しているという。〔図表 103 参

照〕 
HERMLE C-30U（5 軸立形マシニングセンタ）を 2004 年から販売開始。中国の

航空宇宙産業と自動車産業に販売しており、販売台数は 5～6 台／年。

〔図表 104 参照〕 
Zimmerman 5 軸機用ティルティングスピンドル「M3ABC」 を搭載した５軸門形

機は、中国の造船、航空宇宙、自動車産業などに販売されている。

Zimmerman は大連機床の傘下企業でもある。 
Spinner 「U620」（5 軸立形マシニングセンタ）。2008 年から中国国内市場向け

に中国国内で生産開始された。同機の部品の一部はドイツから輸入さ

れている。2009 年４月時点では販売実績無し。 
（出所）第 11 回中国国際機床展覧会（CIMT2009）にて CISTEC が実施したインタビューに基づく 

 
こうしたインタビューにより、ドイツ企業をはじめとする欧州の企業を中心に多数の

外国企業が中国に同時５軸制御の工作機械を販売していることが明らかになった。これ

ら外国企業の対中輸出台数あるいはエンドユーザーの詳細情報は、企業秘密の壁なども

あり得られなかったものの、少なくともドイツやスイスなど欧州の工作機械メーカーは

全体で年間数十台以上の同時５軸制御工作機械を、中国の航空宇宙産業、造船業、自動

車産業などに輸出している模様である。 
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〔図表103〕CIMT2009 に展示されたドイツ DMG 製 
５軸立形マシニングセンタ「DMU210P」 

  
（出所）第 11 回中国国際機床展覧会（CIMT2009）にて CISTEC 撮影 
 

〔図表104〕CIMT2009 に展示されたドイツ HERMLE 社製 
５軸立形マシニングセンタ「C-30U」 

  
（出所）第 11 回中国国際機床展覧会（CIMT2009）にて CISTEC 撮影 
 
 

2.1.5.4.3 中国企業による外国企業の買収等 

 
中国の工作機械メーカーは、高性能工作機械の技術を獲得する手段として外国企業の

買収を積極的に進めている。中国社会科学院工業経済研究所は「2009 中国工業発展報告」

の中で、中国工作機械メーカーが外国工作機械メーカーを買収する目的と、買収が順調

に行われる理由を次のように述べている。 
 
（目的） 
・ 基本的な目的は、国際水準にある外国企業の技術を利用して、世界市場における自

社の競争力を強化すること。 
・ 国際的なブランド、技術開発、世界市場における販売ネットワーク及び効果的な経

営管理体系を獲得すること。 
・ 買収企業（とその製品群）を足がかかりとし、市場競争力を有するものの海外メデ
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ィアへの宣伝力と販売ルートが少ない自社製品を推薦し、紹介すること（拡販）。 
 
（中国工作機械メーカーによる外国企業のＭ＆Ａが順調に行われる理由） 
・ 中国経済の急成長により、外貨準備高が十分にあること。 
・ 世界の工作機械産業は近年不景気であり、世界の工作機械メーカーの大多数は企業

規模が小さいこと。 
 

なお、中国企業が 2002 年以降に外国企業の M＆A を行った事例は計 11 件確認されて

おり、これらのうち６件はドイツ、３件は米国、１件は日本そしてフランスとなってい

る〔図表 105〕。 
 

〔図表105〕中国工作機械メーカーによるＭ＆Ａの実施状況 
M&A 年月 買収元（中国） 買収先企業（国名） 出資 

比率 
2002 年 10 月 大連機床集団 インガソル・プロダクション・

システム（米国） 
100%

2003 年７月 大連機床集団 インガソル・CM システム 100%
2003 年 10 月 上海明精機床有限公司 

（上海電機集団） 
Wohlenberg（ドイツ） 53.6%

2004 年６月 陝西秦川機械発展股份有限公

司 
ユナイテッド・インダストリー

（米国） 
60% 

2004 年９月 大連機床集団 Zimmerman（ドイツ） 70% 
2004 年 10 月 瀋陽機床集団 Schiess（ドイツ） 100%
2004 年 10 月 上海明精機床有限公司 

（上海電機集団） 
池貝（日本） 65% 

2005 年３月 哈爾濱量具刀具集団有限公司 カイシー（ドイツ） 不明 
2005 年 10 月 北京京城機電控股有限責任公

司（注） 
Waldrich Coburg（ドイツ） 不明 

2006 年６月 杭州機床集団 Anaz&b（ドイツ） 60% 
2008 年 天水星火機床（SPARK） SOMAB（フランス） 不明 
（注）実際の買収は子会社の北京第一機床廠により行われた。 
（出所）中国社会科学院工業経済研究所「2009 中国工業発展報告」経済管理出版社、CIMT2009 にお

けるヒアリング結果に基づく。 
 

中国工作機械メーカーによる外国工作機械メーカーの買収については、米商務省産業

安全保障局（BIS）も「中国企業は合弁と買収により生産能力を向上させている」、「DMTG
による独 Zimmerman の買収は、先進的な技術の獲得と Zimmerman を研究開発と研修

の海外基地として活用するため」と指摘、こうした買収等により中国が同時５軸制御工

作機械の生産技術等を獲得して技術力を向上させているとしている（後述）。 
 
なお、上表の M&A 事例のうち、中国企業による外国企業の主な合併と買収の例を図



 99

式化してまとめると〔図表 106〕のようになる。 
 

〔図表106〕 中国企業による外国企業の買収と合併状況 

 
 
 

2.1.5.5 中国の同時５軸制御工作機械の生産・開発状況 
 

中国は、外国製の高性能工作機械を多数輸入したり、或いは技術力を有する外国企業

の買収を進めたりする中、同時５軸制御工作機械の開発・生産能力も着々と身に着けて

いるようである。 
 

2.1.5.5.1 同時５軸制御機生産・開発メーカーの概要 

 
中国で開催される CIMT などの工作機械展示会では、多数の中国工作機械メーカーが

同時５軸制御の工作機械を出品している。本調査により、これまでに５軸以上の多軸制

御機を開発・生産していることが確認できた中国企業は計 27 社ある〔図表 107〕。 
 
少なくとも一部企業の同時５軸制御の工作機械は、防衛産業を含む中国企業に利用さ

れているようであるが、これらの中国企業が開発を発表した同時５軸制御工作機械は、

実際には試作品レベルと考えられるものも少なくなく、その製品としての完成度を評価

するにあたっては注意を要する。 
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〔図表107〕中国における同時 5 軸制御工作機械の生産者 
中国名 BIS

北京機床所精密機電有限公司 
Beijing Machine Tool Institute (BMTI) Precision Mechatronics Co. Ltd. 

○

北京第一機床廠 Beijing No. 1 Machine Tool (BYJC) ○

北京機電院高技術股份有限公司 BMEI Co. Ltd. ○

大連機床集団有限責任公司 Dalian Machine Tool Group Corp. (DMTG) ○

桂林機床股份有限公司 Guilin Machine Tool Company, Ltd. ○

漢川機床集団有限公司 

Hanchuan Machine Tool Group Co. (HANLAND MACHINE TOOL GROUP CO., LTD) 
○

江蘇多棱数控機床股份有限公司 Jiangsu Duoleng CNC Machine Tool Co. ○

江蘇新瑞機床（集団）有限公司/江蘇新瑞机械有限公司 Jiangsu Shinri Machinery Co., Ltd. ○

済南二機床集団有限公司（JIER） Jier Machine Tool (Jinan No. 2 Machine Tool Group Co., Ltd.) ○

北京精雕科技有限公司 Jingdiao (Beijing) ○

南京四開電子企業有限公司 Nanjing Sky CNC Electronic Enterprise Co., Ltd. ○

成都寧江機床（集団）股份有限公司 Ningjiang Machine Tool Group Co., Ltd. ○

青海一機数控機床有限責任公司 Qinghai No. 1 CNC Machine Tool Co., Ltd. ○

斉二機床集団有限公司 Qier Machine Tool Group Co., Ltd. ○

上海重型機床廠 Shanghai Heavy Duty ○

瀋陽機床（集団）有限責任公司 Shenyang Machine Tool Co., Ltd. ○

深圳福斯特数控機床有限公司 Shenzhen First CNC Machine Tool Co., Ltd. ○

山東魯南機床有限公司 Shandong Lunan Machine Tool Co.,Ltd ○

自貢長征機床有限責任公司 Zigong Changzheng/Zigong Long March Machine Tool Co. ○

貴陽博業機械製造有限公司（貴航精機） Guiyang BOYA Machinery producing Co., Ltd  

四川長征機床集団有限公司 Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co.., Ltd (CCZMT)  

陜西秦川機械発展股份有限公司 Shaanxi Qinchuan Machinery Development Co.,Ltd.  

広州市敏嘉製造技術有限公司 Agile Manufacturing  

山東威达重工股份有限公司（WEIDA） SHANDONG WEIDA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD  

南通機床有限責任公司 Nantong Machine Co., Ltd. (TONMAC - Nantong Machine Tool Factory)  

上海克邁特精密機床有限公司 KEMT(CHINA)  

哈爾濱量具刃具集団有限公司 Harbin Measuring & Cutting Tool Group CO., Ltd.  

（注）BIS：BIS「Critical Technology Assessment:Five Axis Simultaneous Control Machine Tools 
2009.7」で５軸機を製造しているメーカーとして挙げられた企業に「○」をつけている 

（出所）各社ウェブサイト、会社概要、工作機械展示会、2008 年 BIS 工作機械調査 
 
 

2.1.5.5.2 主要メーカーの同時５軸制御機の生産・開発・販売状況 

 
2009 年４月に北京で開催された「第 11 回中国国際機床展覧会（CIMT2009）」及び同

年 11 月に上海で開催された「中国国際工業博覧会」に出展していた中国工作機械メー

カーに対して CISTEC が行ったインタビューでは、複数の中国企業が「同時５軸制御工

作機械を中国国内企業に販売している」と回答した。以下、このインタビュー結果を基

に中国主要メーカーの同時５軸制御工作機械の生産・開発・販売状況を紹介する。 
 



 101

瀋陽機床は、自主開発のティルティングスピンドルを搭載した５軸門型フライス盤

「GTM500200」を 2009 年より計２台販売、また台湾製あるいはドイツ製の２軸回転テ

ーブルを搭載した５軸立形マシニングセンタ「D165RT」を 2008 年に十数台販売した

という。 
 
 大連機床は、スイス IBAG 社製の主軸を搭載した５軸複合加工機「CHD25A」を 2002
年より合計で数台販売、ロシア製５軸機を参考にして開発したとされる自主開発の２軸

回転テーブルを搭載した５軸立形マシニングセンターを中国航空宇宙産業に年間 10～
20 台販売していると回答した〔図表 108〕。 
 
〔図表108〕大連機床の５軸制御工作機械「CHD25A（左）」と「VDW500（中・右）」 

   
（出所）2009 年 4 月に北京で開催された「第 11 回中国国際機床展覧会」にて CISTEC 撮影 
 
 北京第一機床廠は、買収した独 Waldrich Coburg と共同開発した５軸立形マシニング

センタを 2008年から 2009年４月までに計数台販売したという。また、成都寧江機床は、

独 Cytec 製のティルティングスピンドルを搭載した５軸門形フライス盤「XH2525/I」
の生産を 2008 年から開始し、2009 年４月までに計２台販売したと回答した〔図表 109〕 
 

〔図表109〕北京第一機床廠の５軸立形マシニングセンター（左・中）と 
成都寧江機床の５軸門形フライス盤「XH2525/I」（右） 

   
（出所）2009 年 4 月に北京で開催された「第 11 回中国国際機床展覧会」にて CISTEC 撮影 
 
 上述のように中国製５軸制御工作機械には、外国製のティルティングスピンドルや２

軸回転テーブル、独シーメンス等の NC 装置を搭載している例が多いが、中国企業が自

主開発したティルティングスピンドルや２軸回転テーブル、NC 装置を搭載する例も複

数確認されている。 
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南京四開電子は、自主開発した２軸回転テーブルと中国の南京匯興博業数字測控設備

（HIPROS）製 NC を搭載した５軸立形マシニングセンタ「SKY-5AX500」の販売を 2009
年より開始し、2009 年４月時点で天津の企業に教育用として１台販売したという。また、

斉二機床は、自主開発したティルティングスピンドルを搭載した５軸フライス・中ぐり

盤「TH6920A」の販売を 2007 頃から開始し、2009 年４月までに計５台を造船会社に

販売したと回答した〔図表 110〕。 
 

〔図表110〕南京四開電子の５軸立形マシニングセンター「SKY-5AX500」（左）と 
斉二機床の５軸フライス・中ぐり盤「TH6920A」（中・右） 

   
（出所）2009 年 11 月に上海で開催された「中国国際工業博覧会」にて CISTEC 撮影 
 

５軸工作機械を制御するための NC 装置は、シーメンス社の「840D」と呼ばれるモデ

ルを搭載している例が多数確認されたが、飛陽（中国）と伊 FIDIA の共同開発、大連数

控、南京匯興博業数字測控設備（HIPROS）、武漢華中数控製の NC 装置を搭載した５

軸制御工作機械も複数確認した〔図表 111〕。 
 
〔図表111〕左から順に、飛陽と伊 FIDIA の共同開発、大連数控、南京匯興博業

数字測控設備（HIPROS）、武漢華中数控製の５軸用 NC 装置 

    
（出所）2009 年 4 月に北京で開催された「第 11 回中国国際機床展覧会」にて CISTEC 撮影 
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2.2  ロシア 

 
2.2.1 デュアルユース品目の調達動向 

 
ロシアは、イランや中国と同等のレベルでの迂回調達や不明瞭な調達は行っていない。

それだけでなく、ロシアはワッセナー・アレンジメントのような国際的通商制度の調印

国として、米国や他の西側諸国のデュアルユース技術に容易にアクセスすることができ

る。これを前提として、彼らの重点項目は米国からのコンピュータの調達、そして米国

と欧州の先進的な航空宇宙およびロケット打ち上げ用コンポーネントである。 
 

2.2.1.1 先端材料関連 
 

米国からロシアに輸出されたワッセナーのカテゴリー１の先端材料に分類される品目

として超伝導体（HIS Jane’s が判定した重要度は“中”に分類）が挙げられる。輸出し

た米企業は、American Superconductor Corp であるが、エンドユーザーは不明である。 
 
2.2.1.2 材料加工関連 

 
米国等からロシアに輸出されたワッセナーのカテゴリー２の材料加工関連に分類され

る品目は〔図表 112〕に示す通りである。いずれも違法輸出事例となっており、それら

の概要は〔図表 113〕および〔図表 114〕のようになっている。 
 

〔図表112〕 米国等からロシアへの材料加工関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

異方性プラズマドラ

イエッチング装置の

技術 

米国 中 Lam Research 
Corp. 

不明 違法輸出 

ダイアフラムポンプ 米国 低 Ingresol-Rand 不明 違法輸出 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表113〕 米国からロシアへの材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（１） 
品目 異方性プラズマドライエッチング装置の技術 
企業名 Lam Research Corp. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2003 年 5 月と 2004 年 1 月に、Lam 社 は輸出規則の禁止事項に違反

し、輸出規制品目分類番号（ECCN）3E001 3 に分類されている異方

性プラズマドライエッチング装置の開発・製造関連技術を、ロシア国

民である従業員に輸出したか、あるいは輸出させた。 
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〔図表114〕 米国からロシアへの材料加工関連品目・技術の違法輸出事例（２） 
品目 ダイアフラムポンプ 
企業名 Ingeresoll-Rand 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年 12 月 16 日またはその前後から 2002 年 12 月 13 日またはそ

の前後まで、28 回にわたって、Ingersoll-Rand は当規則の禁止事項

に違反し、輸出規制品目分類番号（ECCN）2B350 に分類され、化学

兵器および生物兵器の拡散防止を理由に規制されているダイアフラ

ムポンプを、インド、イスラエル、中国、中華民国（台湾）、および

ロシアへ輸出した。 

 
 

2.2.1.3 エレクトロニクス関連 
 

米国等からロシアに輸出されたワッセナーのカテゴリー３のエレクトロニクス関連に

分類される品目は〔図表 115〕に示すとおりである。殆どが違法輸出で、それぞれの概

要は〔図表 116〕～〔図表 122〕のようになっている。 
 

〔図表115〕 米国等からロシアへのエレクトロニクス関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 重要度注 供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

遠紫外線技術 米国 中 Cymer Inc. 不明 違法輸出 
アナログ・デジタル変換

器 
米国 低 America II 

Electronics 
不明 違法輸出 

アナログ・デジタル変換

器 
米国 低 Arrow Electronics 不明 違法輸出 

ソリッドステート変換器

とダウンコンバータを含

む関連装置 

米国 低 Hittite Inc. 不明 違法輸出 

ハイゲイン・ブロードバ

ンド MMIC 増幅器 
米国 低 Arrow Electronics 不明 違法輸出 

集積回路 米国 低 Arrow Electronics 不明 違法輸出 
積分回路 米国 低 Maxim Integrated 

Products 
不明 違法輸出 

半導体 米国 低 National 
Semiconductor 

多数 － 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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〔図表116〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（１） 
品目 遠紫外線技術 
企業名 Cymer Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2001 年 8 月またはその前後から始まって 2004 年 7 月またはその前

後まで、Cymer は当規則の禁止事項に違反し、必要な BIS の承認

を得ることなく、当規則の適用品目である遠紫外線の技術を、ロシ

アおよび中国国籍の外国人に譲渡した。 

 
〔図表117〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（２） 
品目 アナログ・デジタル変換器 
企業名 America II Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2003 年 8 月 18 日またはその前後から 2004 年 10 月 1 日またはそ

の前後まで、4 回にわたって、America II は EAR 適用品目であり

ECCN 33A001 に分類されているアナログ・デジタル変換器を、当

規則第 742.4 条で要求される商務省の承認を得ることなく、米国か

らロシアへ輸出した。これは当規則で禁止されている行為である。

これにより、America II は 4 回にわたって当規則第 764.2 条(a)に
違反した。 

 
〔図表118〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（３） 
品目 アナログ・デジタル変換器 
企業名 Arrow Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年初期から 2004 年まで、Arrow Electronics は適切な書類を

作成せずに、さまざまな電子コンポーネントをロシアへ輸出した。
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〔図表119〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（４） 
品目 ソリッドステート変換器とダウンコンバータを含む関連装置 
企業名 Hittite Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年 7 月 20 日またはその前後から 2001 年 1 月 15 日またはそ

の前後まで、6 回にわたって、Hittite は当規則の禁止事項に違反

し、当規則の適用品目（ECCN3 3A001.b.2 および 3A001.b.4）で

あるマイクロ波ソリッドステート増幅器およびダウンコンバータ

を含む関連装置を、米国からロシア、中国、ラトビアへ輸出した。

 
〔図表120〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（５） 
品目 ハイゲイン・ブロードバンド MMIC 増幅器 
企業名 Arrow Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年初期から 2004 年まで、Arrow Electronics は適切な書類を

作成せずに、さまざまな電子コンポーネントをロシアへ輸出した。

 
〔図表121〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（６） 
品目 集積回路 
企業名 Arrow Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2000 年初期から 2004 年まで、Arrow Electronics は適切な書類を

作成せずに、さまざまな電子コンポーネントをロシアへ輸出した。

 
〔図表122〕 米国からロシアへのエレクトロニクス関連品目等の違法輸出事例（７） 
品目 積分回路 
企業名 Maxim Integrated Products 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2002 年 6 月 5 日またその前後から 2005 年 8 月 29 にまたはその前

後まで、10 回にわたって、Maxim は当規則の禁止事項に違反し、

当規則（ECCN 3A001）の適用品目である積分回路を、当規則第

742.4 条が要求する商務省の承認を得ることなく、米国から中国お

よびウクライナのエンドユーザーへ輸出した。これにより、Maxim 
は当規則第 764.2 条(a)に 10 回違反した。 
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2.2.1.4 コンピュータ関連 
 

米国等からロシアに輸出されたワッセナーのカテゴリー４のコンピュータ関連に分類

される品目としては、米国政府が 2008 年 2 月に世界で も進んだスーパーコンピュー

タの１つである IBM 製のスーパーコンピュータ（IHS Jane’s が判定した重要度は“高”

に分類）をロシアのモスクワ大学に輸出することを承認した例が挙げられる。このよう

な 新技術の旧ソ連への輸出が許可されたのは、これが初めてだった。 
 
 

2.2.1.5 センサーおよびレーザー関連 
 

米国等からロシアに輸出されたワッセナーのカテゴリー６のセンサーおよびレーザー

関連に分類される品目は〔図表 123〕の通りである。いずれも違法輸出で、その概要は

〔図表 124〕および〔図表 125〕のようになっている。 
 

〔図表123〕 米国等からロシアへのセンサー及びレーザー関連 
品目・技術の輸出状況 

品目 輸出国 重要
度注

供給元 
（調達先） 

エンドユ

ーザー 状況 

マルチビーム音響測深機、およ

びマルチビーム音響測深機用

ソナーヘッド, 

デンマー

ク 
低 Reson A/S ("RAS") 不明 違法輸出 

レーザー、コンポーネントおよ

び光学装置 
米国 低 Marysol 

Technologies 
不明 違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表124〕 デンマークからロシアへのセンサー及びレーザー関連 
品目等の違法輸出事例（１） 

品目 マルチビーム音響測深機、およびマルチビーム音響測深機用ソナー

ヘッド, 
企業名 Reson A/S ("RAS") 
輸出国 デンマーク 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2003 年 5 月 27 日またはその前後から 2006 年 2 月 28 日またはそ

の前後まで、13 回にわたって、RAS は当規則の禁止事項に違反し、

当規則の適用品目であり輸出規制品目番号（ECCN）6A001 に分類

されているマルチビーム音響測深機、およびマルチビーム音響測深

機用ソナーヘッドを、インド、ロシア、サウジアラビア、および南

アフリカへ輸出した。これは同社の米国子会社である Reson, INC 
と共同で行われた。 

 



 108

〔図表125〕 米国からロシアへのセンサー及びレーザー関連 
品目等の違法輸出事例（２） 

品目 レーザー、コンポーネントおよび光学装置 
企業名 Marysol Technologies 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2006 年 4 月 1 日またはその前後に、Marysol は当規則の禁止事項

に違反し、当規則の適用品目であり、輸出規制品目分類番号 6A005
（レーザー、コンポーネント、および光学装置）に分類されるレゾ

ネーターモジュールを、当規則により要求される輸出承認を得るこ

となく、米国からロシアへ輸出した。 

 
 

2.2.1.6 航空宇宙関連 
 

米国等からロシアに輸出されたワッセナーのカテゴリー９の航空宇宙関連に分類され

る品目としては、イスラエルの Israel Aerospace Industries (IAI)からロシア軍に輸出さ

れた無人航空機（UAV）（IHS Jane’s が判定した重要度は“高”に分類）が挙げられる。 
 
 

2.2.1.7 軍需品関連 
 

米国等からロシアに輸出された軍需品関連には MTU 4000 ディーゼルエンジン、ラ

イフル照準器があり、その概要は〔図表 126〕に示す通りである。 
 

〔図表126〕 米国等からロシアへの軍需品関連の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先）

エンドユ

ーザー 状況 

MTU 4000 ディ

ーゼルエンジン 
ド イ

ツ 
中 MTU ロシア 

海軍 
ロシアで建造された 1 隻の Scorpion 級

(Type-12300) FAC 用。 
ライフル照準器 米国 低 Thralow 

Inc. 
不明 2003 年 2 月 11 日から 2006 年 9 月 25

日まで、245 回にわたって、Tharlow は
ライフル照準器を、アンゴラ、アルメニ

ア、オーストリア、クロアチア、フィン

ランド、香港、インドネシア、アイルラ

ンド、イスラエル、クウェート、キルギ

スタン、レバノン、ROC、ロシア、シ

ンガポール、南アフリカ、スウェーデン、

スイス、台湾、タンザニア、ウクライナ、

UAE へ輸出した。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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2.2.2 流出が懸念されるデュアルユース技術の開発概況 

 
 ロシアは世界有数の軍需品生産国であると同時に世界有数の輸出国でもある。このた

め、本報告書で取上げた他国（中国、インド、イラン）と比べる軍事転用可能なデュア

ルユース品を国外から（違法に）調達する必要性は相対的に低い。これを裏付けるよう

に、デュアルユース品のロシア向け違法輸出事例も中国などに比べ少なく、また IHS 
Jane’s による違法輸出の重要度も“中”や“低”に分類されるものが殆どである。 
 
 IHS Jane’s は、米国等からロシアへ合法或いは非合法的に輸出されたデュアルユース

品目等のうち、ロシア国内に十分な生産能力が無く重要度が「中」から「高」に分類さ

れる品目として、「異方性プラズマドライエッチング装置」「スーパーコンピュータ」「無

人航空機（UAV）」を挙げている。一方、一定水準以上の技術あるいは生産能力を有し

重要度が低い品目として「ダイアフラムポンプ」のほか、エレクトロニクス関連品目で

ある「アナログ・デジタル変換器」、「ソリッドステート変換器とダウンコンバータを含

む関連装置」、「高ゲイン・ブロードバンド MMIC 増幅器」、「集積回路」、「積分回路」、

センサー・レーザー関連品目である「マルチビーム音響測深機、およびマルチビーム音

響測深機用ソナーヘッド」「レーザー、コンポーネントおよび光学装置」を挙げている。 
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2.3 インド 

 
2.3.1 デュアルユース品目の調達動向 

 
インドは現在も外国製軍需品の大部分をロシアから購入しているが、同国の経済と軍

備の近代化のために求められている技術品目は、主に西側諸国、特に米国の団体が所有

している。米国とインドの間のデュアルユース品目の通商が緩和され、拡大して以来、

インドは西欧諸国とほぼ同等に米国のデュアルユース品目を調達できるようになった。 
 

インドの宇宙および軍事研究機関は、必要に応じて入札を募集するだけで、誰がそれ

らの品目を納入したいと考えるかを知ることができ、直接的に不適合を招いたり、違反

を犯したりすることはない。ただし、インドは引き続き軍事関連のデュアルユース品目

を求めているものの、きわめて有益な米国との通商および軍事的関係を損ねることを怖

れて、そうした事柄に関しては以前よりもはるかに慎重に振舞わなければならない。違

反や不適切な行為が発覚した場合、インドは調査を行うことを強いられ、たとえそれが

政府機関の関係者であっても、少なくとも違反者を罰する姿勢を取らざるを得なくなっ

ている。これが軍事目的で一部の技術を取得する活動を抑制している可能性はあるが、

インドにとってデュアルユース技術に直接アクセスできるという長期的な利益には、こ

うした短期的障害を上回るだけの価値がある。 
 
 

2.3.1.1 先端材料関連 
 

米国等からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー１の先端材料に分類される品

目は〔図表 127〕に示す通りで、大半が違法輸出となっている。 
 

〔図表127〕 米国等からインドへの先端材料関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

カーボン/カーボン製

品の製造に用いる熱

間静水圧プレスを操

作する制御パネル 

米国 高 Fiber Materials Defense Research 
Development 
Laboratory's Agni
（同国の核搭載可

能な主力弾道ミサ

イルを開発した軍

事研究所） 

2005 年に発生した

違反。 

コバルト 57、鉄箔、

フェロシアン化カリ

ウム 

米国 高 Dupont Merck Department of 
Atomic Energy 
(DAE), Mumbai
（核エネルギー省）

1999 年に発生した

違反。 

チタニウム合金棒 米国 高 B&S Aircraft 
Alloys, Inc 

不明 2001 年から 2002
年にかけて起きた

違反。 
核燃料供給 ロ シ

ア 
高 多数 Indian 

Department of 
Atomic Energy（イ

2009 年 12 月、イン

ドとロシアの間で

民生用原子力協力
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ンド核エネルギー

省） 
協定が結ばれた。 

鉄、セレニウムなど

を含む無機特殊材料 
米国 高 Cerac Inter University 

Consortium 
(India) (核エネル

ギー省（DAE）の

一部) 

1999 年の違反行

為。 

燃料タンクシーラン

ト 
米国 高 Interturbine 

Logistiks GmbH
Bharat Dynamics 
Ltd (BDL) 

2003 年に発生した

違反。 
4SP-10 ニッケルパ

ウダー ; T123 ニッ

ケルパウダー 

米国 中 Novamet 
Specialty 
Products 
Corporation 

不明 2005 年の違反行

為。 

アルミニウム板材 米国 中 Yarde Metals Vikram Saralibai 
Space Center（ビ

クラム・サラバイ宇

宙 セ ン タ ー ） 
(VSSC) 

Yarde は、航空宇

宙、軍事、宇宙探査

に用いられる熱処

理アルミニウム板

を生産している。

2003 年に起きた違

反。 
ニッケルパウダー 米国 中 Kennametal 不明 2000 年に起きた違

反。 
シールおよび O-リン

グ 
米国 低 Atlas Copco Bharat Heavy 

Electrical Ltd 
(BHE) 

2000 年の事例。 

ヒートトレース装置 米国 低 Thermon 
Manufacturing 
Company 

不明 2002 年から 2006
年にかけて起きた

違反。印子会社を通

じて行われた。 
金属被覆ポリイミド

フィルム 
米国 低 Dunmore 

Corporation 
不明 1998 年から 2001

年にかけて起きた

違反。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

2.3.1.2 材料加工関連 
 

米国等からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー２の材料加工関連に分類され

る品目は〔図表 128〕に示すとおりで、大半が違法輸出となっている。 
 

〔図表128〕 米国等からインドへの材料加工関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

バタフライバルブ 米国 高 FMC 
Technologies 

不明 2003 年から 2007
年にかけて起きた

違反。 
プラズマクリーナー 米国 高 E.A. Fischione 

Instruments, 
Inc. 

商務省産業安全保

障局のインド関係

団体リストに記載

されている名称不

詳の組織 

2004 年の違反行

為。 

濃縮および再処理 ロ シ

ア 
高 多数 Indian 

Department of 
2009 年 12 月、イン

ドとロシアの間で
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Atomic Energy（イ

ンド原子力省） 
民生用原子力協力

協定が締結された。

プレスおよびブレー

ド 
米国 中 Buehler Limited Bhabha Atomic 

Research Center 
(BARC) 

2002 年から 2003
年にかけて発生し

た違反。 
熱処理用コンテナー 米国 中 The Sentry 

Company 
Bharat Dynamics 
Ltd (BDL) 

1999 年から 2002
年にかけて発生し

た違反。 
油圧スタッドテンシ

ョナー 
米国 中 Massive 

International 
Bharat Heavy 
Electrical Ltd 
(BHE) 

2000 年の事例。 

スタックサイザー・

スクリーニングマシ

ン 

米国 中 Derrick 
Corporation 

Indian Rare 
Earths, Ltd. 

2006 年の事例。 

ステンレス鋼パスス

ルーチャンバーおよ

びアクセサリー 

米国 低 Terra Universal DRDO の子会社で

あ る Solid State 
Physics 
Laboratory 
(SSPL) 

－ 

スパッタリングシス

テム 
米国 低 Denton Vacuum Solid State 

Physics 
Laboratory 
(SSPL), New Delhi

1999 年に起きた違

反。 

ダイアフラムポンプ 米国 低 Graco Inc. 不明 これらはサウジア

ラビアおよび台湾

へ再輸出された。 
ダイアフラムポンプ 
- モ デ ル  No 
66605K-444 

米国 低 Ingersoll-Rand 不明 2001 年から 2002
年にかけて起きた

違反。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

2.3.1.3 エレクトロニクス関連 
 

米国等からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー３のエレクトロニクス関連に

分類される品目は〔図表 129〕に示す通りである。これらのうち、主な違法輸出の概要

を〔図表 130〕から〔図表 134〕にまとめた。 
 

〔図表129〕 米国等からインドへのエレクトロニクス関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 1 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

Dash 10M データレ

コーダー 
米国 高 Astro-Med, Inc. Nuclear Power 

Corporation of 
India, Mumbai 

1998 年に起きた違

反。 

オーブナイズド水晶

発信器 
米国 高 Symmetricom, 

(旧 Datum, Inc.)
商務省産業安全保

障局のインド関係

団体リストに記載

されている名称不

詳の組織。 

－ 

マスフローメーター

および電源装置 
米国 高 Alicat Scientific Department of 

Atomic Energy 
(DAE), Mumbai
（原子力省） 

1999 年に発生した

違反。 
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核パルス発生器 米国 高 Bharat 
Electronics, 
Bangalore 

核パルス発生器 米国 高 Bharat Heavy 
Electricals, 
Hydrabad and 
Tiruchirappalli 

核パルス発生器 米国 高 Department of 
Atomic Energy 
(DAE), Mumbai
（原子力省） 

核パルス発生器 米国 高 

Berkeley 
Nucleonics Corp

Nuclear Power 
Corp. of India, 
Mumbai 

輸出承認を得ずに、

DSV Samson 
Transport, Inc. 
(DSV) を介してイ

ンドへ出荷された。

核パルス発生器は、

正確な電気パルス

を発生する装置で、

通信やエレクトロ

ニクス用途に加え

て、核反応を測定す

る計測器にも用い

られる。 

生物医学研究用品、

組織培養および流体

操作用の実験機器、

および生命科学向け

の試薬システム 

米国 高 Becton, 
Dickinson and 
Company (BD 
Biosciences) 

Department of 
Atomic Energy 
(DAE), Mumbai
（原子力省） 

シンガポールを経

由した、生命医学研

究用品のインドへ

の輸出。 

熱疲労試験システ

ム；汎用試験機 
米国 高 MTS Systems 

Corporation 
Indira Gandhi 
Center for Atomic 
Research (IGCAR) 
（インディラガン

ジー原子力研究セ

ンター） 

違法輸出 

発酵槽 米国 高 New Brunswick 
Scientific 

Department of 
Atomic Energy 
(DAE), Mumbai
（原子力省） 

1999 年に発生した

違反。 

不詳（注２） 米国 高 Keithley 
Instruments 
Inc. 

Vikram Sarabhai 
Space Center（ビ

クラム・サラバイ宇

宙 セ ン タ ー ） 
(VSSC) 

違法輸出 

Lasair II-310A  米国 中 Aimil Limited Space 
Applications 
Center 
(Ahmedabad) 

違法輸出 

ポジションスイッチ 米国 中 RLC Electronics Sriharikota Space 
Center（スリハリ

コタ宇宙センター）

2003 年に起きた違

反。 

固定抵抗器 米国 中 State of the Art, 
Inc. 

不明 違法輸出 

出力分配器およびロ

ーパスフィルター 
米国 中 RLC Electronics Indian Space 

Research 
Organization（イン

ド宇宙研究機関） 
(ISRO), Telemetry, 
Tracking and 
Command 
Network 
(ISTRAC), 
Bangalore 

2002 年から 2003
年にかけて起きた

違反。 

増幅器 米国 低 不明 不明 違法輸出 
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分布放射計システム 米国 低 Biospherical 

Instruments, 
Inc. 

Space Application 
Center (SAC), 
Ahmedabad 

2004 年の違反行

為。Baltrans 
Logistics, Inc.を介

して出荷された。 
（注１）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流

出重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（注２）Keithley は半導体試験システム、計測および分析システム、データ収集システム、スイッチ

システム、およびエレクトロニクス生産者に利用される各種デバイスを製造している。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表130〕 米国からインドへのエレクトロニクス関連品目等の輸出事例（１） 
品目 Lasair II-310A  
企業名 Aimil Limited 
輸出国 米国 
エンドユーザー Space Applications Center (Ahmedabad) 
調達状況 インドのニューデリーを拠点とする Aimil Limited は、粒子計測技

術のエンドユーザーについて偽のデータを提供した。Aimil は、試

験機器、電子デバイス、データ収集、およびプロセス管理に関する

製品を扱っている。同社は次の各企業の代理店となっている：

Boonton Electronics Corp (US); Marconi Applied Technologies 
(UK); Maury Microwave Corp (US); National Instruments (US) 

 
〔図表131〕 米国からインドへのエレクトロニクス関連品目等の輸出事例（２） 

品目 固定抵抗器 
企業名 State of the Art, Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2002 年から 2004 年まで、アラブ首長国連邦（UAE）を 終仕向け

地と表示することにより、同国を利用して、固定抵抗器がインドへ

輸出された。 

 
〔図表132〕 米国からインドへのエレクトロニクス関連品目等の輸出事例（３） 

品目 増幅器はデジタル無線機および無線地域ネットワークに用いられ

る 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2007 年 12 月 19 日、Ding Zhengxing、Su Yang、および Peter Zhu 

は、軍事利用が規制されている増幅器の購入と中国への違法輸出を

謀ったことについて、テキサス州西部地方裁判所において武器輸出

規制法違反により起訴された。この増幅器はデジタル無線機および
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無線地域ネットワークに用いられる。Zhengxing および Yang は、

これらの増幅器を入手するためにサイパンへ行った後、2008 年 1
月に逮捕された。中国の Shanghai Meuro Electronics Company 
Ltd. に属する Peter Zhu の身柄は、まだ確保されていない。 

 
〔図表133〕 米国からインドへのエレクトロニクス関連品目等の輸出事例（４） 

品目 熱疲労試験システム；汎用試験機 
企業名 MTS Systems Corporation 
輸出国 米国 
エンドユーザー Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR) （インディ

ラガンジー原子力研究センター） 
調達状況 違反は 2000 年に行われた。このシステムは米国の MTS Systems 

Corporation から、トンネル会社である 「Technology Options」
により、ムンバイを拠点とする Megatech Engineering & Services 
Pvt. Ltd のために調達された。Megatech は、2022 年まで米国か

らの輸出品の受け取りを禁止されている。 

 
〔図表134〕 米国からインドへのエレクトロニクス関連品目等の輸出事例（５） 

品目 不詳 - Keithley は半導体試験システム、計測および分析システム、

データ収集システム、スイッチシステム、およびエレクトロニクス

生産者に利用される各種デバイスを製造している。  
企業名 Keithley Instruments Inc. 
輸出国 米国 
エンドユーザー Vikram Sarabhai Space Center（ビクラム・サラバイ宇宙センター）

(VSSC) 
調達状況 2003 年、Keithley Instruments は輸出規制の適用を回避するため、

意図的に VSCC ではなく Rajaram Engineering of India をエンド

ユーザーとして記載した。 
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2.3.1.4 コンピュータ関連 
 

米国等からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー４のコンピュータ関連に分類

される品目は〔図表 135〕に示す通りである。３件が違法輸出で、その概要は〔図表 136〕
から〔図表 138〕のようになっている。 
 

〔図表135〕 米国等からインドへのコンピュータ関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

スタティック・ラン

ダムアクセスメモリ

（SRAM）コンピュ

ータチップ 

米国 高 Cirrus 
Electronics 

Vikram Sarabhai 
Space Centre（ビ

クラム・サラバイ宇

宙 セ ン タ ー ） 
(VSSC) 

違法輸出 

半導体およびコンデ

ンサ 
米国 高 Cirrus 

Electronics 
Bharat Dynamics 
Ltd (BDL) 

違法輸出 

飛行管制および地上

追跡用機器 
ロ シ

ア 
高 Energia Rocket 

and Space 
Corporation 

Indian Space 
Research 
Organization（イン

ド宇宙研究機関） 
(ISRO) 

ロシアとインドの

共同開発。 

マイクロプロセッサ 米国 中 Cirrus 
Electronics 

Aeronautical 
Development 
Establishment 
(ADE) 

違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表136〕 米国からインドへのコンピュータ関連品目等の輸出事例（１） 
品目 スタティック・ランダムアクセスメモリ（SRAM）コンピュータチ

ップ 
企業名 Cirrus Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー Vikram Sarabhai Space Centre（ビクラム・サラバイ宇宙センター）

(VSSC) 
調達状況 Cirrus は、シンガポール経由で SRAM コンピュータチップを

VSSC へ輸出するために、サプライヤーに偽のエンドユーザー申告

を示した。これらの違反の一部は、インド政府による公開入札に関

連して行われた可能性が高い。 

 
〔図表137〕 米国からインドへのコンピュータ関連品目等の輸出事例（２） 

品目 マイクロプロセッサ 
企業名 Cirrus Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー Aeronautical Development Establishment (ADE) 
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調達状況 2004 年および 2006 年に、500 個のマイクロプロセッサが、米国か

らシンガポールの Cirrus を経由して、ADE へ出荷された。これ

らの違反の一部は、インド政府による公開入札に関連して行われた

可能性が高い。 

 
〔図表138〕 米国からインドへのコンピュータ関連品目等の輸出事例（３） 

品目 半導体およびコンデンサ 
企業名 Cirrus Electronics 
輸出国 米国 
エンドユーザー Bharat Dynamics Ltd (BDL) 
調達状況 2005 年から 2006 年にかけて、半導体とコンデンサが、Cirrus に

よりシンガポール経由で BDL へ輸出された。これらの違反の一部

は、インド政府による公開入札に関連して行われた可能性が高い。

 
 

2.3.1.5 センサーおよびレーザー関連 
 

米国等からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー６のセンサーおよびレーザー

関連に分類される品目は〔図表 139〕に示すとおりである。 
 

〔図表139〕 米国等からインドへのセンサー及びレーザー関連 
品目・技術の輸出状況 

品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

SeaBat 8160 マルチ

ビーム音響測深機 
デ ン

マ ー

ク 

高 Reson A/S 不明 2006 年に起きた

違反。 

はんだガラス母材 米国 高 Electro-Glass 
Products 

不明 2006 年ごろに起

きた違反。 
レゾネーターモジュ

ール 
米国 高 Marysol 

Technologies 
不明 2003 年から 2006

年にかけて起き

た違反。 
先進的合成開口レー

ダー(SAR) 
イ ス

ラ エ

ル 

高 Israel 
Aerospace 
Industries 
(IAI) 

Indian Space 
Research 
Organization（インド

宇宙研究機関） (ISRO) 

2008 年に着手。

加速度計 米国 高 不明 Liquid Propulsion 
Systems Centre; 
Vikram Sarabhai 
Space Centre（ビクラ

ム・サラバイ宇宙セン

ター） 

イスラエルの実

業家が南アフリ

カを介しての譲

渡を試みた。 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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2.3.1.6 航法およびアビオニクス関連 
 

他国からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー７の航法およびアビオニクス関

連に分類される品目としては、Indian Space Research Organization（インド宇宙研究

機関） (ISRO)がロシアの Energia Rocket and Space Corporation 社と共同開発した

GLONASS 全地球測位システム（IHS Jane’s が判定した重要度は“高”に分類）が挙

げられる。 
 

2.3.1.7 航空宇宙関連 
 

米国等からインドに輸出されたワッセナーのカテゴリー９の航空宇宙関連に分類され

る品目は〔図表 140〕に示すとおりである。 
 

〔図表140〕 米国等からインドへの航空宇宙関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

UAV 用のファンクラ

フト技術 
イ ス

ラ エ

ル 

高 Urban 
Aeronautics 

TATA Advanced 
Systems 

Mule UAV は、露

出したローターを

持たず、垂直離着陸

が可能なファンク

ラフトの技術に基

づいている。 
打ち上げ機および関

連部品、多目的宇宙

システム 

ロ シ

ア 
高 Energia Rocket 

and Space 
Corporation 

Indian Space 
Research 
Organization（イン

ド宇宙研究機関） 
(ISRO) 

ロシアとインドの

共同開発。 

軍用輸送機 ロ シ

ア 
中 Ilyushin 

Aviation 
Complex 

Hindustan 
Aeronautics 

ロシアからインド

への技術移転を伴

う、輸送機の共同開

発。 
航空機用振動増幅

器、ケーブルアッセ

ンブリ、および振動

プロセッサユニット 

米国 中 Endevco 
Corporation 

Hindustan 
Aeronautics 
Limited (HAL) 

1999 年から 2000
年にかけて起きた

違反。 

MTU-838 ディーゼ

ルエンジン 
ド イ

ツ 
中 Motoren-und 

Turbinen-Union 
Friedrichshafen

インド軍 インドで生産され

た 124 台の Arjun
型戦車用。 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

2.3.1.8 軍需品関連 
 

フランスからインドに輸出された軍需品として、2004 年～2005 年にかけて Mirage
社とインド軍の間で取引されたミラージュ 2000H バージョン（10 機。内 6 機は

Mirage-2000TH。インド軍の呼称は Vajra）（IHS Jane’s が判定した重要度は“中”に分

類）の 3 億 1200 万～3 億 5300 万ドルの取引が挙げられる。 
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この他、米国からインドに輸出された軍需品として、2004 年から 2005 年にかけて

Cabela's Incorporated 社が違法輸出した光学照準器（IHS Jane’s が判定した重要度は

“中”に分類）が挙げられる。なお、この事件のエンドユーザーは不明である。  
 
 

2.3.2 流出が懸念されるデュアルユース技術の開発概況 

 
 インドは BRICs の一角を占めるなど経済成長が注目されているが、同国のデュアル

ユース品目の技術や生産能力は、ロシアや中国といった他の BRICs と比べても相対的

に低い水準にあり、デュアルユース品や軍需品等の輸入依存度も高くなっている。イン

ドは、これまでデュアルユース品や軍需品等を主にロシアから調達してきたが、近年で

は米国をはじめとする西側諸国と原子力協力協定を締結するなど関係改善を進めた結果、

西側諸国等からインドへのデュアルユース品目の輸出規制も緩和され、西側諸国との取

引も拡大しつつある。こうしたこともあり、軍事転用可能なデュアルユース品を対印違

法輸出の事例の数は近年、イラン等に比べ少なくなっている。 
 
 IHS Jane’s は、米国等からインドへ合法或いは非合法的に輸出されたデュアルユース

品目等のうち、インド国内に十分な生産能力が無く重要度が高い品目等として、以下を

挙げている。これらの多くは宇宙開発プログラムに関係するものである。 
 
・ 通信、計測器、無線通信に利用される「オーブナイズド水晶発信器」 
・ 人工衛星や打ち上げロケットの重要なコンポーネントである「（SRAM）コンピュー

タチップ、「飛行管制および地上追跡用機器」などのコンピュータ関連品目。 
・ 軍用暗視装置の構成部品である「はんだガラス母材」、先進的合成開口レーダー(SAR)、

加速度計などのセンサー・レーザー関連品目。 
・ ロシア主導で開発が進められインドも参加・協力している GLONASS 全地球測位シ

ステムプロジェクト 
 

一方、米国等からインドへ合法或いは非合法的に輸出されたデュアルユース品目等の

うち、インドが一定水準以上の技術あるいは生産能力を有し重要度が“中”から“低”

に分類される品目としては、「アルミニウム板材」「ステンレス鋼パススルーチャンバー

およびアクセサリー」「増幅器」などが挙げられている。 
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2.4  イラン 

 
2.4.1 デュアルユース品目の調達動向 

 
輸出規制品目・技術を不法に調達しようとするイランは、しばしば多数のイラン人移

住者が住む地域を違法調達拠点として活用してきた。イラン人の人口が多い技術先進地

であるカリフォルニアとドイツは、デュアルユース技術の供給元および中継地として頻

繁に利用されている。特にカリフォルニア州南部は、イラン系の米国市民が多数居住し、

取り扱いに注意を要する航空宇宙およびコンピュータ製造業が集中することから、イラ

ンによる不法行為の温床となっている。 
 

イランはまた、アラブ首長国連邦（主にドバイ）も迂回調達の拠点として活用してい

る模様である。再輸出規制が緩いと言われるドバイには大量の技術が流入し、かつ相当

な数のイラン人が在住することから、デュアルユース技術輸入のハブとして機能してい

るという。また、イランは中継地または通商活動の拠点として、オランダ、台湾、シン

ガポール、南アフリカ、メキシコ、マレーシア、イタリア、キプロスといった国々も利

用してきたとされている。 
 

イランは、仲介者達に対して同国の「購入対象品目リスト」を提示しており、中でも

も重要なカテゴリーは、核およびミサイル技術に転用されるエレクトロニクスと材料

であるという。老朽化が進む同国空軍の米国製機材を維持するための航空機部品、航空

宇宙関連品目（特に UAV 用）、暗視装置、および即席爆発装置用の部品も含まれる。イ

ランにとって望ましい生産国と輸出規制の回避方法がいくつかあるが、同国が対象をそ

れらのみに限定することはない60。  
 

いくつかの事例ではイランの諜報機関が関与していたが、完全に独立しているか、あ

るいは本国とごく緩い結び付きがあるものの、利益を得るためには悪事に関わることを

いとわないビジネスマンが、イランへのデュアルユース品目・技術の主たる供給元とし

て働く場合も少なくないという。偽りのエンドユーザー証明、トンネル会社、および仲

介者の利用は、イランによる規制品目・技術取得の常套手段とされている。時には、単

に国内の住所から規制品目を注文し、再梱包して偽の内容表示ラベルを付け、そのまま

イランへ送られることもあるという。 
 
 次に、イランが具体的にどのような品目をどのような経路で規制品目を調達したか、

ワッセナーのカテゴリー別に見ていくこととする。 

                                                  
60 Pomfret, John. Iran Has Raised Efforts to Obtain U.S. Arms Illegally, Officials Say. The 
Washington Post. 2006 年 4 月 17 日 
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2.4.1.1 先端材料関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー１の先端材料に分類される品

目は〔図表 141〕に示す通りである。 
 

〔図表141〕 米国等からイランへの先端材料関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

アルミニウム板材お

よび棒材 
米国 高 不明 Aviation Services 

International 
(ASI) 

2007 年にオランダ経

由でこれらをイランへ

輸出しようとした。 
セラミックスマトリ

ックス複合材料 
中国 高 不明 不明 2006 年、Gulf 

Resources 
Development 
Corporation は、大量

のセラミックマトリッ

クス複合材料を中国か

らイランへ密輸出し

た。 
タングステン銅、タ

ングステンパウダー 
中国 高 LIMMT 

Economic and 
Trade Co Ltd

Iranian 
Aerospace 
Industries 
Organization 

イラン側荷受人の

Aban Commercial 
and Industrial 
Company は、Electro 
Sanam Company を介

して ISRO と関係があ

り、この 2 つの会社は

所在地が同じである。

フローレギュレータ

カートリッジ、フロ

ーリミッター 

米国 高 不明 不明 2004 年、これらの品目

をドイツを通じてイラ

ンへ輸出しようと試み

た。 
マルエージング鋼 中国 高 LIMMT 

Economic and 
Trade Co Ltd

Khorasan 
Metallurgy 

違法輸出 

マルエージング鋼 マ レ

ー シ

ア 、 
多数 

高 不明 Khorasan 
Metallurgy （推

定） 

違法輸出 

特殊なアルミニウム

合金  
中国 高 LIMMT 

Economic and 
Trade Co Ltd

Iranian 
Aerospace 
Industries 
Organization 

違法輸出 

放電加工機用のグラ

ファイトシリンダー 
中国 高 LIMMT 

Economic and 
Trade Co Ltd

不明。イランの主

要なミサイル製造

者である Iranian 
Aerospace 
Industries 
Organization と推

測される。 

違法輸出 

Coolmet 切削油 米国 中 Buehler 不明 2005 年にドイツの子

会社からイランへ輸出

された。 
RF パワーメーター 米国 低 不明 Iran Electronics 

Industries 
(Shiraz), a DIO 
company 

Tysonic Enterprises 
（シンガポール）によ

り、シンガポール経由

で出荷された。 
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ニッケル合金製パイ

プ 
米国 低 Proclad 

International 
Pipelines Ltd.

不明 2004 年にアラブ首長

国連邦（UAE）を経由

して出荷された。 
ポリイミドフィルム 
- 2-Mil-Kaptonn 

米国 低 DuPont 不明 違法輸出 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表142〕 米国からイランへの先端材料関連品目等の違法輸出事例（１） 
品目 ポリイミドフィルム - 2-Mil-Kaptonn 
企業名 DuPont 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 オランダを拠点とする Aviation Services International のトンネ

ル会社 Delta Logistics は、2007 年に米国のカンサス州にある「国

際的通商」のベンダーから、この DuPont 製品を調達しようとした。

 
〔図表143〕 中国からイランへの先端材料関連品目等の輸出事例（２） 

品目 マルエージング鋼 
企業名 LIMMT Economic and Trade Co Ltd 
輸出国 中国 
エンドユーザー Khorasan Metallurgy 
調達状況 LIMMT のトンネル会社である SC (Dalian) Industry & Trade 

Co. は、この核関連輸出規制品目 25 トンをイランへ売却した。売

却 先 の  Amin Industrial Complex は 、 イ ラ ン の  Defense 
Industries Organization (DIO) 向けに遠心分離機の部品を製造し

ている Khorasan Metallurgy と所在地および電話番号が同じであ

る。 
 

〔図表144〕 マレーシア等からイランへの先端材料関連品目等の輸出事例（３） 
品目 マルエージング鋼 
企業名 ASCOTEC 
輸出国 マレーシア、 多数 
エンドユーザー Khorasan Metallurgy （推定） 
調達状況 テヘランを拠点とし、ドイツ、日本、アラブ首長国連邦に事業所を

置く ASCOTEC は、かつて輸出規制に違反したことがあり、現在

もマルエージング鋼のイランへの違法輸出に関与していると考え

られている。 
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〔図表145〕 中国からイランへの先端材料関連品目等の輸出事例（３） 
品目 特殊なアルミニウム合金  
企業名 LIMMT Economic and Trade Co Ltd 
輸出国 中国 
エンドユーザー Iranian Aerospace Industries Organization 
調達状況 イラン側荷受人の Aban Commercial and Industrial Company は、

Electro Sanam Company を介して ISRO と関係があり、この 2 つ

の会社は所在地が同じである。 

 
〔図表146〕 中国からイランへの先端材料関連品目等の輸出事例（４） 

品目 放電加工機用のグラファイトシリンダー 
企業名 LIMMT Economic and Trade Co Ltd 
輸出国 中国 
エンドユーザー 不明。イランの主要なミサイル製造者である Iranian Aerospace 

Industries Organization と推測される。 
調達状況 LIMMT のトンネル会社である Liaoning Industry and Trade Co. 

Ltd. が、イラン側のトンネル会社と思われる Aban Commercial 
and Industrial Company へグラファイトシリンダーを売却した。

 
 

2.4.1.2 材料加工関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー２の材料加工関連に分類され

る品目は〔図表 147〕に示す通りである。これらのうち、主な違法輸出の概要は〔図表

148〕から〔図表 150〕のようになる。 
 

〔図表147〕 米国等からイランへの材料加工関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

STX 70 ガスモニタ

ー 
米国 高 Industrial 

Scientific 
Corporation 

不明 1998 年に輸出された。

有害ガスの検出用。 

ハイグレード真空ポ

ンプおよび関連装置 
米国 高 不明 不明 米国を本拠とするト

ンネル会社の  XVAC 
を利用し、UAE を経

由してイランのエン

ドユーザーへ出荷さ

れた。 
圧力センサー ス イ

ス 
高 不明 不明 台 湾 の  Heli-Ocean 

Technology Co. Ltd 
が、中国企業の代理と

なって、名称不詳のス

イスの会社から圧力

センサーを調達した。

その後、これらは 2008
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年に台湾を経由して

イランへ送られた。 
圧力センサー  米国 高 Omega 

Engineering 
Shahid 
Hemmat 
Industrial 
Group 

違法輸出 

各種の工作機械 多数 高 Poshtiban Abzar 
Pars （旧 Stanco 
Import Iran） 

多数 － 

床置き型油圧試験機 米国 高 United 
Computer 

不明 Juan Sevilla が彼の

会 社 で あ る  JS 
Engineering（カリフ

ォルニア）と Cientec
（メキシコ）を通じて

輸出しようとした。 
静電容量型絶対圧力

計  
米国 高 不明 不明 違法輸出 

銅蒸気レーザー ロ シ

ア 
高 D. V. Efremov 

Institute（セント

ピータースバー

グ、ロシアの核エ

ネルギー省） 

Lashkar Ab'ad 
Laser 
Laboratory 

1999年から 2000年に

かけて、イランはこの

売却についてロシア

に接触したが、米国か

らの圧力により中止

された。 
パイプ切断機 米国 低 不明 不明 Gondrand AG（スイ

ス）が、米国内の子会

社を使って、スイス経

由でこれらを出荷さ

せた。 
鉱業用機械のスペア

パーツ 
米国 低 不明 不明 イ ラ ン の 企 業

Ascotec により、ドイ

ツの子会社を通じて

イランへ輸出された。

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

〔図表148〕 米国からイランへの材料加工関連品目等の違法輸出事例（１） 
品目 圧力センサー  
企業名 Omega Engineering 
輸出国 米国 
エンドユーザー Shahid Hemmat Industrial Group 
調達状況 2004 年にイラン人の  Mohammad Farahbaksh が、 Omega 

Engineering に圧力センサーを発注し、それらをカリフォルニア、

および UAE のドバイにある Akeed Trading Co. を経由してイラ

ンへ出荷した。Farahbaksh は、イランの弾道ミサイル開発プログ

ラムに関連して、イラン国防省の調達機関となっている Shahid 
Hemmat Industrial Group に勤務していた。 
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〔図表149〕 米国からイランへの材料加工関連品目等の違法輸出事例（２） 
品目 静電容量型絶対圧力計  
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 1999 年から 2001 年にかけて、Slebos Research（オランダ）によ

りパキスタンへ出荷され、リバースエンジニアリングと再生産を経

て、 Abdul Qadeer Khan の Khan Research Laboratories (KRL) 
によってイランへ輸出された。 

 
〔図表150〕 ロシアからイランへの材料加工関連品目等の輸出未遂事例（３） 

品目 銅蒸気レーザー 
企業名 D. V. Efremov Institute（セントピータースバーグ、ロシアの核エ

ネルギー省） 
輸出国 ロシア 
エンドユーザー Lashkar Ab'ad Laser Laboratory 
調達状況 1999 年から 2000 年にかけて、イランはこの売却についてロシアに

接触したが、米国からの圧力により中止された。 

 
 

2.4.1.3 エレクトロニクス関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー３のエレクトロニクス関連に

分類される品目は〔図表 151〕に示す通りである。これらのうち、違法輸出未遂事件の

例を〔図表 152〕にまとめた。 
 

〔図表151〕 米国等からイランへのエレクトロニクス関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

MAPCGM0003 フ

ェイズシフター 
米国 高 Tyco Electronics 不明 － 

スイッチ 米国 高 不明 不明 イ ラ ン の 企 業

Ascotec により、ド

イツの子会社を通

じてイランへ輸出

された。 
高電圧スイッチ ド イ

ツ 
高 Behlke Power 

Electronics 
不明 違法輸出未遂 

半導体増幅器 米国 高 New Focus 不明 2000 年から 2002
年まで。 

フィールドプログラ

マブル・ゲートアレ

イ 、 集 積 回 路 、

Microchip ブランド

のマイクロコントロ

米国 中 不明 不明。イラン革命防

衛隊と推測される。

－ 
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ーラ、 およびフィー

ルドコミュニケータ 
フィールドプログラ

マブル論理デバイス

の開発、生産、また

は利用に関する技術 

米国 低 Enternet LLC 不明 2001 年から 2004
年にかけて起きた

違反。 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表152〕 ドイツからイランへのエレクトロニクス関連品目等の輸出事例 
品目 高電圧スイッチ 
企業名 Behlke Power Electronics 
輸出国 ドイツ 
エンドユーザー 不明 
調達状況 当初は米国を本拠とする Eurotek Inc.が仲介者として利用されて

いたが、同社がつねに疑いを持つようになったため、テヘラン生ま

れのスウェーデン人、Eddie Johansson がシンガポールから指示を

出し、2003 年にこれらの品目をドイツで入手した後、イランへ不

法に輸出しようとした。 

 
 

2.4.1.4 コンピュータ関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー４のコンピュータ関連に分類

される品目は〔図表 153〕に示す通りである。これらのうち、違法輸出未遂事件の例を

〔図表 154〕にまとめた。 
 

〔図表153〕 米国等からイランへのコンピュータ関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

コンピュータコンポ

ーネント 
米国 高 不明 不明 イ ラ ン の 企 業

Ascotec により、ド

イツの子会社を通

じてイランへ輸出

された。 
スーパーサーバー、 
P4SBA+ マ ザ ー ボ

ード、コンピュータ

シャシー 

米国 高 Supermicro 不明 2001 年から 2002
年にかけて、UAE
の ド バ イ に あ る

Super Net を経て

送られた。 
デジタルエアデータ

コ ン ピ ュ ー タ

(DADC-107) 

米国 高 Astronautics 
Corporation 

不明 － 

リナックスベースの

216 Opteron 搭載機 
米国 高 Advanced Micro 

Devices (AMD) 
Amirkabir 
University of 
Technology（アミー

ル・キャビール工科

大学） ( Tehran) - 

違法輸出 
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Iranian 高 
Performance 
Computing 
Research Center 
(IHPCRC) 

集積回路 米国 高 Viking 
Technology 

不明 米国を拠点とする

Zaharoni 
Industries によっ

て輸出された。 
Intergraph 
Photoscan-TD 

米国 低 Intergraph 不明 Helka により、ド

イツ経由でイラン

へ輸出。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表154〕 米国からイランへのコンピュータ関連品目の違法輸出未遂事例 
品目 リナックスベースの 216 Opteron 搭載機 
企業名 Advanced Micro Devices (AMD) 
輸出国 米国 
エンドユーザー Amirkabir University of Technology（アミール・キャビール工科

大学） ( Tehran) - Iranian 高 Performance Computing Research 
Center (IHPCRC) 

調達状況 これらがどのようにしてイランへ持ち込まれたかは明らかになっ

ていないが、ドバイ経由で輸入されたとする説には信憑性がある。

イランはドバイにコンピュータ関連企業の Magfa ITDC (情報技術

開発センター)を置いており、これは Industrial Development and 
Renovation Organization of Iran (IDRO)（イラン産業再編開発公

社）の関連団体である。その子会社には以下が含まれる： Iran Fava 
Gostaresh、Shiraz Electronic Tower、Mega Business Group。 こ
れは比較的小型のスーパーコンピュータだが、イランの核開発プロ

グラムで利用するには十分な能力がある。 
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2.4.1.5 情報セキュリティ関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー５の情報セキュリティ関連に

分類される品目は〔図表 155〕に示す通りである。これらのうち、違法輸出（未遂）事

件の主な例を〔図表 156〕から〔図表 159〕にまとめた。 
 

〔図表155〕 米国等からイランへの情報セキュリティ関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

Adit 600 シャシー、

FXO チャンネルカ

ード、および  AB1 
FXO ポート 

米国 高 不明 不明 違法輸出 

暗号化通信装置 米国 高 Maxim 
Integrated 
Products 

不明 2003年から 2004年に

かけて。 

航空機用電子通信

装置（受信機、ビデ

オトランスミッタ

ー、スペアパーツを

含む） 

米国 高 Sun Aviation 不明。イランの主要

なミサイル製造者で

あ る Iranian 
Aerospace 
Industries 
Organization と推測

される。 

違法輸出 

情報ソリューショ

ン監視センター 
ド イ

ツ ／

フ ィ

ン ラ

ンド 

高 Nokia 
Siemens 
Networks 

Iranian 
Telecommunications 
Company (ITC) 

ITC は革命防衛隊に

よって所有され、運営

されている。この技術

はイランの一般市民

の監視に用いられて

いると言われる。 
フィールドコミュ

ニケータ 
米国 中 不明 不明（イラン革命防

衛隊と推測される）

－ 

フォトレシーバー

およびその他の通

信用コンポーネン

ト 

米国 中 New Focus 不明 2000年から 2002年ま

で。 

ダイアロジック・ボ

イスカード 
米国 低 Ace Systems 

Inc. 
不明 2006 年、この技術を

UAE のドバイにある

Mayrow General 
Trading へ輸出しよ

うと試みた。 
超小型地球局

(VSAT) 
中国 低 中国航天科工

集 団 公 司

(CASIC) 
 

イランの石油会社 輸出機関である 中国

長 城 工 業 公 司

(CGWIC)がこの品目

を売却  - 軍用に用い

られた兆候はない。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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〔図表156〕 米国からイランへの情報セキュリティ関連品目の違法輸出事例（１） 
品目 Adit 600 シャシー、FXO チャンネルカード、および AB1 FXO ポ

ート 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 2001 年から 2002 年にかけて、Teepad は、これらのデバイスを

Swiss Telecom に発注し、その後、アラブ首長国連邦からイラクへ

転送した。 

 
〔図表157〕 米国からイランへの情報セキュリティ関連品目の違法輸出事例（２） 

品目 航空機用電子通信装置（受信機、ビデオトランスミッター、スペア

パーツを含む） 
企業名 Sun Aviation 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明。イランの主要なミサイル製造者である Iranian Aerospace 

Industries Organization と推測される。 
調達状況 Aviation Services International (ASI) は、Lavantia, Ltd（本拠は

キプロスのニコシア）を 終仕向け先として記載したが、これはイ

ランのトンネル会社であると考えられている。  

 
〔図表158〕 米国からイランへの情報セキュリティ関連品目の違法輸出事例（３） 

品目 航空機用電子通信装置（受信機、ビデオトランスミッター、スペア

パーツを含む） 
企業名 不明 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明。イランの主要なミサイル製造者である Iranian Aerospace 

Industries Organization と推測される。 
調達状況 2005 年から 2007 年にかけて、Aviation Services International 

(ASI) がこの装置を調達し、Polish Border Control Agency をエン

ドユーザーとして記載したが、実際にはオランダを経由した後、イ

ランへ送られた。 

 
〔図表159〕 米国からイランへの情報セキュリティ関連品目の違法輸出事例（４） 

品目 EZ-Tilt 5000 航空機用傾斜計  
企業名 Advanced Orientation Systems, Inc. (AOSI) 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明。イラン革命防衛隊と推測される。 
調達状況 2007 年、Toos Electronics（イラン）は Vast Solutions（マレーシ
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ア）と共謀し、マレーシア大学工学部電気工学科がエンドユーザー

であると偽って、航空機用傾斜計を調達した。 

 
 

2.4.1.6 センサーおよびレーザー関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー６のセンサーおよびレーザー

関連に分類される品目は〔図表 160〕に示す通りである。これらのうち、違法輸出事件

の主な例を〔図表 161〕にまとめた。 
 

〔図表160〕 米国等からイランへのセンサー及びレーザー関連 
品目・技術の輸出状況 

品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

9300XL-3N アスト

ロスコープレンズ 
米国 高 ElectroPhysics 不明 2004 年 に 、 Erik 

Kyriacou が オ ー ス

トリア経由で輸入を

試みた。 
QRS-11 ジャイロチ

ップセンサー 
米国 高 BEI 

Technologies, 
Inc 

不明 2004 年、ロサンゼル

ス在住の Mohammad 
Fazeli がドバイ経由

で輸出を試みた。 
EZ-Tilt 5000 航空機

用傾斜計  
米国 中 Advanced 

Orientation 
Systems, Inc. 
(AOSI) 

不明。イラン革命

防衛隊と推測さ

れる。 

違法輸出 

圧力センサー 米国 中 Honeywell 不明 － 
傾斜計 米国 中 Advanced 

Orientation 
Systems, Inc. 
(AOSI) 

不明。イラン革命

防衛隊と推測さ

れる。 

アラブ首長国連邦に

あ る  Mayrow 
General Trading を

経由して出荷された。

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 

〔図表161〕 米国からイランへのセンサーおよびレーザー関連品目の 
違法輸出事例 

品目 EZ-Tilt 5000 航空機用傾斜計  
企業名 Advanced Orientation Systems, Inc. (AOSI) 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明。イラン革命防衛隊と推測される。 
調達状況 2007 年、Toos Electronics（イラン）は Vast Solutions（マレーシ

ア）と共謀し、マレーシア大学工学部電気工学科がエンドユーザー

であると偽って、航空機用傾斜計を調達した。 
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2.4.1.7 航法およびアビオニクス関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー７の航法およびアビオニクス

関連に分類される品目は〔図表 162〕に示す通りである。これらのうち、違法輸出未遂

事件の主な例を〔図表 163〕にまとめた。 
 

〔図表162〕 米国等からイランへの航法及びアビオニクス関連 
品目・技術の輸出状況 

品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

GPS エンジン 米国 高 不明 Iran Electronics 
Industries 
(Shiraz), a DIO 
company 

Tysonic Enterprises 
（シンガポール）によ

り、シンガポール経由で

出荷された。 
計器着陸システム 米国 高 SELEX 

SISTEMI 
INTEGRATI

不明 違法輸出 

計器着陸システム 米国 高 不明 不明 Elettronica Aster が、

イタリアを経由してイ

ランへ輸出した。 
航法装置 ド イ

ツ 
高 不明 不明 2006 年に発生。 

航法装置 ド イ

ツ 
高 不明 不 明 。 Iranian 

Aerospace 
Industries 
Organization と

推測される。 

－ 

全地球測位システム 米国 高 不明 不明。イラン革命

防衛隊と推測され

る。 

これらは UAE のドバイ

にある以下の会社を通

じ て 輸 出 さ れ た ：

Mayrow General 
Trading 、 Atlinx 
Electronics 、 Madjico 
Micro Electronics 、

Micatic General 
Trading. 

対気速度計、傾斜計、

軸受け制御装置、ロー

ターとバイブレーシ

ョンギア、航法装置 

米国 高 Sun 
Aviation 

不明 － 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
 
 

〔図表163〕 米国等からイランへの航法及びアビオニクス関連品目の輸出状況 
品目 計器着陸システム 
企業名 SELEX SISTEMI INTEGRATI 
輸出国 米国 
エンドユーザー 不明 
調達状況 Alenia Marconi Systems の後継会社である SELEX は、2002 年に
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終仕向け地がイランではなくイタリアであると偽の申告を行っ

て、当規則に違反した。 

 
2.4.1.8 船舶関連 

 
米国からイランへ輸出が企てられたワッセナーのカテゴリー８の船舶関連に分類され

る品目としては、米国の Bladerunner 社が南アフリカの Icarus Marine を介して、イ

ラン革命防衛隊海軍に輸出しようと試みた Bladerunner 51 パワーボート "Bradstone 
Challenger"が挙げられる。 
 
 

2.4.1.9 航空宇宙関連 
 

米国等からイランに輸出されたワッセナーのカテゴリー９の航空宇宙関連に分類され

る品目は〔図表 164〕に示す通りである。 
 

〔図表164〕 米国等からイランへの航空宇宙関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

航空機用部品 米国 高 TFC 
Manufacturing 

不明 2006 年に起きた違

反。 
航空機用部品（F- 14
のメンテナンスキッ

トを含む） 

米国 高 不明 イラン・イスラム

共和国空軍 
2007 年、Reza 
Mohammed Tabib 
が幇助。 

航空機用部品（F-5
戦闘機のエンジンノ

ズルを含む） 

米国 高 不明 Iranian Aircraft 
Industries Co. 

パキスタン人の  Arif 
Ali Durrani が、2006
年にカリフォルニア

からメキシコを経由

してイランへ発送す

る手助けを行った。 
ボーイング 747 型機 米国 低 Boeing イラン航空 Galaxy Aviation 

Trade は、トルコか

らイラン航空へボー

イング 747 型機 1 機

を輸出しようと試み

た。 
ボーイング 747 型機 米国 低 Boeing 不明 マハン航空は、2009

年にこの機体の配置

を転換し、イラン国内

で使用し続けた。 
（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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2.4.1.10 軍需品関連 
 

米国等からイランに輸出された軍需品関連は〔図表 165〕に示す通りである。 
 

〔図表165〕 米国等からイランへの軍需品関連品目・技術の輸出状況 
品目 輸出

国 
重要
度注 

供給元 
（調達先） エンドユーザー 状況 

BM-25 弾道ミサイ

ル 
北 朝

鮮 
高 国家レベルの団

体 
イラン革命防衛隊 2005 年 

FL-6 中国 高 不明 イラン革命防衛隊 1999-2008 年 
Su-25T APVK スホ

ーイ製攻撃機 
ロ シ

ア 
高 Sukhoi イラン空軍 2005 年 

プロジェクト・ヌー

ル（短距離用 C-701
お よ び 長 距 離 用

C-802：中国と技術協

力した対艦ミサイ

ル）  

中国 高 中国航天科工集

団公司（CASIC）

Iran Aerospace 
Industries 
Organization 

オリジナルの技術

は、中国 National 
Precision 
Machinery による。

戦闘機 チ ェ

コ 共

和国 

高 不明 イラン空軍 － 

第 3 世代暗視ゴーグ

ル  
米国 高 不明 不明。イラン革命防

衛隊と推測される。

－ 

Mi-171(Sh) ウ ラ ン

ウデ航空機工場製輸

送用ヘリコプター 

ロ シ

ア 
中 Mil Helicopters イラン軍 2005 年 

（注）重要度：対象国における調達難易度、対象国の生産能力、国家安全保障上の理由からみた流出

重要度を IHS Jane’s が総合的に判断して３段階（高・中・低）で評価した。 
（出典）IHS Jane’s 
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2.4.2 流出が懸念されるデュアルユース技術の開発概況 

 
 イランは、自国の核関連施設でウラン濃縮を続けており、国際社会はイランに核兵器

開発の意図があるとして同国の核関連活動を非難している。国連安保理でも 2008 年に

３度目の対イラン制裁決議が採択されているが、独自の対イラン経済制裁を科し続ける

米国をはじめとする西側諸国は 2010 年３月現在、国連安保理で４度目の対イラン追加

制裁決議を採択すべく動いている。こうしたことから、イランは本報告書で取上げた中

国、ロシア、インドに比べると、自国の産業が遅れていることもあいまって、デュアル

ユース品を国外から非合法的に調達する傾向が強く、米国等からイランへの違反事例も

中国と並んで多いという特徴を有している。 
 
 IHS Jane’s は、米国等からイランに違法輸出あるいは違法輸出が試みられたデュアル

ユース品目の殆どは、自国で開発・生産する能力が無く、他国からの調達に依存してい

ると指摘している。その一方で、イランが自国で研究・開発投資等を行っている分野と

して、ミサイル計画に使用される「タングステン銅やタングステン粉末」、ペルシャ湾や

アフガニスタンに展開するための「無人航空機（UAV）」、「ミサイル」などを挙げてい

る。このほか、イランでも製造が比較的容易としている品目としては「RF パワーメー

ター」も挙げている。 



 135

2.5  近の違反事例  

 
2009年 1月から 2010年 1月に報道された米国輸出管理規制違反の事例61は〔図表 166〕

で示すように、中国およびイラン向け輸出による違反事例が多い。2008 年度に引き続き、

中国向けは半導体などの電子部品、赤外線撮像装置といった汎用品が多いが、一方イラ

ン向けは F14 戦闘機や戦闘ヘリの部品、武器・装備品関連の事例が多い。北朝鮮向けは

大量破壊兵器（WMD）がらみである。中国、イラン、北朝鮮以外では、インド、シリ

ア、香港、韓国、シンガポールなどのアジア諸国、ホンジェラスなどの中南米諸国向け

の違法輸出が摘発されている。またコロンビア革命軍（FARC）や、スリランカのタミ

ル・イーラム開放の虎（LITE）といった反政府武装組織向けの輸出も摘発されている。 
 
個々の違反事例を比較すると、輸出先の国と国籍、人種なども関係が密接であると思

われる。例えば、中国への違法輸出に関与する企業・個人の多くは、中国人、中国系企

業や中国系米国人であり、イランへの違法輸出に関与する企業・個人の多くは、イラン

人、イラン系企業やイラン系米国人系企業である。 
 

また迂回輸出ではアラブ首長国連邦（UAE）を経由しての報道事例も多く、UAE が

違法業者にとって 終仕向地、特にイランを偽証するための拠点になっていることが伺

える（第 5 章 5.2.3.4 を参照）。 

                                                  
61 CISTEC が収集した報道情報に基づいて作成。確認出来なかった記事は取り上げていない。 
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〔図表166〕2009 年に報道された米国輸出管理規制の事例 

中 イ 印 シ 北 他

2009年1月 ○ 半導体チップ 違法輸出
中国系米Cheerway Inc.社
社長

2009年1月 ○ ○ ○ ○ 核兵器開発 輸出（制裁対象）
イギリス、ドイツ、スイス、ト
ルコ、スリランカ国籍保有者

2009年1月 ○ 電子部品 違法輸出
米J.J. Electronics社社長、
米Sereton Technology社社

2009年2月 ○ ○ ○ ミサイルや武器装備品 輸出（制裁対象） 中国、北朝鮮、イラン系企

2009年2月 ○ 遠心分離機用のポンプ 迂回輸出、再輸出
ドイツ人男性、
独Schneider GMBH社

2009年2月 ○ 無人航空機の部品 違法輸出 中国系米国人
2009年2月 ○ 赤外線撮像装置 違法輸出 中国人
2009年3月 ○ 暗視装置 違法輸出未遂 イラン人女性
2009年3月 ○ ○ 高弾性炭素繊維 違法輸出 シンガポール人、米国人
2009年3月 ○ 機関銃、弾薬、RPG、地対空ミサイル 違法輸出 国際武器商人

2009年3月 ○
戦闘ヘリ・エンジン、F4E戦闘機用の
パノラマカメラ等

違法輸出 イランAriasa社職員

2009年3月 ○ AR-15アサルトライフル他高性能火器 違法輸出 ナポリ人女性
2009年3月 ○ ヘリコプター・エンジン、航空機部品な 迂回輸出 アイルランド企業
2009年3月 ○ 移動体通信ネットワーク、GPS 違法輸出 米国人
2009年4月 ○ 戦闘機部品 違法輸出 米国人

2009年4月 ○ F14などの軍用機等部品 違法輸出
米Orion Aviation元社長
ルーマニア系米国人

2009年4月 ○ 軍用航空機部品 迂回輸出 在米イラン人
2009年4月 ○ 核兵器およびミサイル関連品目 違法輸出 中国LIMMT経貿公司

2009年4月 ○ マイクロ波増幅技術 違法輸出
中国深圳市雋冠電子有限
公司、分別是復興科技公司
の創立者

2009年4月 ○ 露製ロケットブースター 違法輸出未遂 韓国系米国人
2009年5月 ○ テフロン加工のバルブ、ポンプ用品 違法輸出 米B.J. Services社
2009年5月 ライフル用暗視照準器等 違法輸出 米Rigel Optics社社長

2009年5月 ○
F‐14戦闘機、戦闘ヘリ（AH‐1）などの
部品

違法輸出未遂 イラン系米国人

2009年5月 ○ ○ 高出力増幅器、低騒音増幅器 違法輸出 米国人

2009年5月 ○
自動小銃、暗視ゴーグル、ホログラフ
照準器など

違法輸出 インドネシア人

2009年6月 ○ 赤外線撮像装置 違法輸出 香港在住中国人

2009年6月 ○
F14戦闘機、AH-1、CH53A軍用ヘリな
どの部品

迂回輸出
イラン系米Kesh Air
International 社社長

2009年6月 ○ 核およびミサイル開発 輸出（制裁対象）
北朝鮮南川江貿易、
香港エレクトロニクス社

2009年7月 ○ ○ 無人航空機のプラズマ技術 みなし輸出 米テネシー大教授

2009年7月 ○ 暗視装置 違法輸出未遂
中国深圳市雋冠電子有限
公司幹部

2009年7月 ○ デジタル無線通信機 違法輸出未遂 マカオ在住中国人
2009年8月 ○ 集積回路、赤外線撮像装置 違法輸出 中国人

2009年8月 ○ ○ ○ 不明 違法輸出
米DPWN Holdings
(旧 DHL Holdings)

2009年9月 ○ 大量破壊兵器（WMD）関与 輸出（制裁対象）
北朝鮮原子力総局、
朝鮮檀君貿易会社

2009年9月 ○ ○ ○ ○ 赤外線追尾装置 違法輸出・再輸出
米Thermon Manufacturing
社系5社

2009年9月 ○ 圧力変換器 違法輸出
台湾沛鑫能源科技股份有
限公司、同子会社米Foｘ
semicon社

2009年9月 ○ 航空機部品 迂回輸出・再輸出
オランダAviation Service
International社社長など

2009年10月 ○ 兵器や電子部品 違法輸出
米Chitron Electronics社、
深圳市駆創電子有限公司

2009年10月 ○ 衛星の機密情報 産業スパイ 米国人

2009年11月 ○ 航空機制御部品 迂回輸出・再輸出
シンガポールMonarch
Aviation社取締役で米国籍
保有者

2009年11月 ○ 武器など 違法輸出 シンガポールビジネスマン

2009年11月 ○
F-5戦闘機用エンジンJ85-21および
部品

迂回輸出未遂 ベルギー人武器商

2009年12月 ○

QRS-11ジャイロ・チップ・センター、
MAPCGM003位相変換器、F-4用
DADC-107デジタル飛行データコン
ピューターなど

違法輸出未遂 イラン武器調達エージェント

2009年12月 ○ 産業用カメラ制御機器 違法輸出 米国人
2010年1月 ○ 真空ポンプ、他関連部品 迂回輸出未遂 在米イラン人

2010年1月 ○
地対空ミサイル、ミサイル発射台、
AK-47アサルトライフル

違法輸出未遂 タミル系カナダ人など

2010年1月 ○ コンデンサー、インダクターなど 迂回輸出 在米イラン人

 凡例）中：中国、イ：イラン、印：インド、シ：シリア、北：北朝鮮
注）網掛け箇所は迂回による違反事例。網掛け箇所の斜体字は迂回地にUAEを含む。

違反者
輸出先

報道年月 品目 違反内容
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３．米国の国際輸出管理レジームへの対応と米国企業の輸出管理  

 
米国の輸出管理には、同盟国との協定協力も反映されている。例えば日本の外為法と

同じように米国は、多国間輸出管理国際レジームなどに参加し、その決定を受けて輸出

管理を実施している。しかし米国にとって輸出管理規制とは、レジームに参加し、同盟

国との協定協力を反映させることや、ビジネス取引における管理規制だけではなく、重

要な国策の一つであり、米国を守るための手段としての安全保障及び外交政策である。 

 

本稿では、米国の 4 つの主要レジームへの取り組みと、米国が特に着目している米国

にとって脅威と感じている国に対する技術や知識の輸出（技術移転）の規制の概要、具

体的にどのような取り組みが必要か、技術移転の注意点（情報の流出やみなし輸出）で

比較的見落としやすい企業活動である「企業合併・買収（M&A）」、「テクニカルサポート」、

「研究開発（R&D）や生産の外注」、「データ移送・保管等の革新技術」を取り上げる。更

に、米国の輸出管理規制が米国を守るための手段としての安全保障及び外交政策である

一方、米国独自の輸出管理規制が米国の企業に負担であったり、米国の経済にマイナス

になっているとの声もあることも紹介する。 

 
 
3.1 米国の国際レジームへの対応 

 
米国政府は四つの主要国際輸出管理レジームに合わせて規制品目リストと運用ガイド

ラインを策定し調整しなければならないが、その取り組みにおいて米国商務省の産業安

全保障局 (BIS)は、重要な役割を果たす。4 つの主要レジームとは、オーストラリア・

グループ（化学・生物兵器）、ミサイル技術管理レジーム、原子力供給国グループ、ワッ

セナー・アレンジメント（通常兵器および関連デュアルユース品目）である。 

 
BIS はまた、化学兵器禁止条約（CWC）に関する業界コンプライアンス・プログラム

も管理している。CWC は化学兵器の開発、製造、貯蔵、使用を禁止し、その条項の遵

守を確保するための広範な検証体制を規定した条約である。BIS は CWC の 182 の全締

約国が厳格で分析的に健全で公平な方法によって CWC の規定を実施することを確実に

するために、他の CWC 締約国および化学兵器禁止機関の技術事務局と積極的に協力し

ている62。 
 

3.1.1  オーストラリア・グループ(AG)  

 
オーストラリア・グループ（AG）は、輸出管理を通じて化学・生物兵器の拡散を阻止

する目的で 1985年に結成された。現在 AGには 40カ国と欧州連合が参加している。2008

                                                  
62 U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Annual Report to the 
Congress for Fiscal Year 2008, pp.13 
<http://www.bis.doc.gov/news/2009/bis_annual_report_08.pdf> 
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会計年度に AG 参加国・地域は、国連安保理決議（UNSCR）1540 号の義務――核兵器、

生物・化学兵器など拡散防止に向けた効果的な法律の確立――を各国が果たす支援を行

うとする AG のコミットメントを再確認した。2008 年 4 月 14～18 日に開かれた 2008
年 AG 総会において、米国は共通規制リストにおける高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
の定義を見直すことを主張し、受け入れられた63。 
 

BIS は 2009 年に、2008 年におけるオーストラリア・グループ（AG）の決定を実施

するために輸出管理規則(EAR)を修正した。この決定は 2008 年 10 月 8～9 日にハーグ

で開催された会期間実施会合で推奨され、2008 年 12 月の AG の会期間黙認ルールによ

り採択されたものである。この 終規則はなかんずく、化学産業において使われるバル

ブの多くを網羅する規制品目分類番号（ECCN）の 2B350 について重要な変更を行なう

ものである。ECCN 2B350 は BIS による執行措置の対象となる ECCN の中でも も一

般的なものの一つである64。 
 

3.1.2  ミサイル技術管理レジーム (MTCR)  

  
米国はミサイル技術管理レジーム（MTCR）に 1987年の開始以来参加している。MTCR

には現在 34 カ国が参加し、ミサイル拡散を防止するために各国の輸出管理を調整する

ことで合意している。 
 
2007 年 11 月の年次総会において MTCR 参加国は、UNSCR 第 1718 号（北朝鮮）お

よび 1737 号と 1747 号（イラン）が MTCR の輸出管理に直接関連することに注目した。

MTCR 参加国は全ての国に対し、両決議のミサイル関連条項を完全かつ効果的に実施す

るために必要な全ての措置を全国レベルで講じるよう呼びかけた。総会では、多くの国

において MTCR との協力や場合によっては MTCR の支持への関心が高まっていること

が話し合われ、議長による非参加国への継続的なアウトリーチ努力が支持された。 
 
また MTCR は総会と関連して技術専門家会合（Technical Experts Meeting）も開催

し、MTCR 規制品目リストの追加変更について話し合った。具体的には「その他の UAV
［無人航空機］」のペイロードの定義を改正して、定義の一部として軍需品支援および開

発構造を含めること、固体燃料推進ロケットモーターに使用できる酸化性物質のヘキサ

ニトロヘキサアザイソウルチタン（CL-20）を新たにリストに掲載すること、2 種類の

高分子物質（HTPB および CTPB）と振動試験モードを明確化すること、抜け穴を塞ぎ

環境試験室の規制を強化する新文章を含むことが決まった。 後に、附属書とは別個の

文書として参照用の索引を設け、附属書の更新ごとに更新することが決まった65。 
                                                  
63 U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Annual Report to the 
Congress for Fiscal Year 2008, pp.13 
<http://www.bis.doc.gov/news/2009/bis_annual_report_08.pdf> 
64 Roszel C. Thomsen II, Antoinette D. Paytas, and Maher M. Shomali, Thomsen and Burke LLP 
U.S. EXPORT CONTROLS PAST, PRESENT AND FUTURE (2009Edition), pp.9   
65 U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Annual Report to the 
Congress for Fiscal Year 2008, pp.13 – 14, 
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BIS は 2009 年に、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）の加盟国が 2008 年 11 月に

オーストラリア・キャンベラで合意した MTCR 附属書の改訂を反映させる EAR の 終

規則を発表した。今回の修正は、MTCR 加盟国が承認していた品目の変更の趣旨を正し

く反映させるため、特定の EAR 規制の明確化も図っている。この 終規則は、輸出規

制品目番号(ECCN)の 1B101、1C011、2B116、2B120、2B121、2B122、6A108、7A001、
7A101、7A102、7A103 にそれぞれ影響を与えている66。 
 

3.1.3  原子力供給国グループ (NSG)  

  
原子力供給グループ（NSG）は、1992 年に正式に発足した国際輸出管理レジームで

あり、現在 45 カ国が参加している。NSG は原子力および原子力関連の輸出管理のガイ

ドラインを実施することにより、核兵器の拡散防止に努めている。参加国は全会一致で

採択される NSG ガイドラインの自主的な遵守と、核拡散の懸念事項の進展に関する情

報交換を通じて、NSG の目的を追求する。 
 
2008 年 5 月 19 日の週にドイツのベルリンで NSG 総会および関連会合が開かれた。

参加国政府（PG：Participating Government）は、濃縮再処理（ENR）技術の全面禁

止ではなく基準に基づく管理強化のアプローチを求める提案を歓迎した。PG は、座標

測定器への規制に関する技術的な問題について進展を見せた。 
 
2008 年 9 月 6 日、NSG は民生用原子力貿易に対する同グループの包括的保証措置要

件からインドを例外化する声明について、全会一致で承認した。この決定は、2008 年 8
月 21～22 日および 2008 年 9 月 4～6 日の 2 回にわたり開かれた臨時総会の 2 回目で下

された。これは NSG による歴史的な決定であり、インドが環境に優しい方法で自国の

エネルギー要件を満たすのを手助けしつつ、国際的な核不拡散原則を強化するものであ

る。 終的には、NSG の決定が下地となり、2008 年内に米印民生用原子力協力協定が

結実することになった67。 
 

3.1.4  ワッセナー・アレンジメント (WA)  

  
ワッセナー・アレンジメント（ワッセナー）は、通常兵器および機微なデュアルユー

ス品目・技術の輸出管理を扱う国際的な取決めの一つである。ワッセナーは、1994 年に

終了した輸出統制委員会（COCOM）体制下での対共産圏技術管理プログラムに代わり、

1996 年に設立された。現在 40 カ国がワッセナーに参加している。 

                                                                                                                                                  
<http://www.bis.doc.gov/news/2009/bis_annual_report_08.pdf> 
66 Roszel C. Thomsen II, Antoinette D. Paytas, and Maher M. Shomali, Thomsen and Burke LLP 
U.S. EXPORT CONTROLS PAST, PRESENT AND FUTURE (2009 Edition), pp.9 
67 U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Annual Report to the 
Congress for Fiscal Year 2008, pp.14, 
<http://www.bis.doc.gov/news/2009/bis_annual_report_08.pdf> 
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参加国は一定の規制対象デュアルユース品目・技術の承認、移転、拒否を報告するこ

とも義務づけられている。拒否を報告することは、ワッセナーの目的を損ねる可能性の

ある戦略品目取得の試みがあることに対し、参加各国の注意を向けさせる上で役立つ。 
 
2008 会計年度には、参加国は 3 回目のレジーム評価を完了した。この評価は 4 年に 1

度行われ、ワッセナーの全体的な機能と、不安定要素となる通常兵器およびデュアルユ

ース品目・技術の（懸念国での）蓄積を防ぐことによって地域および世界の安全保障と

安定にもたらす貢献について、幅広いレビューと評価を行っている。 
 

ワッセナー参加国は、高性能な赤外線センサーに対する規制の確立といった技術的に

複雑で困難な分野のものも含め、規制品目リストの掲載項目を改正することに合意した。

特に注目されたのは、起爆に用いる装置や簡易爆発装置処理のための特殊装置といった、

テロリストが興味を持つ可能性のある品目だった。ワッセナー専門家会合は MTCR の

技術レベルの担当者との間で、特定の航法システムの規制に関する専門用語および技術

的パラメーターの共通理解を深めるための対話を継続した。 
 

後に、ワッセナー総会は「デュアルユース品目の 終用途管理に関する共通認識」

（Statement of Understanding on End-Use Controls for Dual-Use Items）を採択した。

この文書の意図は、ワッセナー参加国が機微なデュアルユース事例の精査をより進める

ために、 終用途の 3 段階――許可前、申請手続、出荷後――全てに柔軟な危機管理の

原則を適用するよう促すことにある68。 
 

BIS は 12 月 10 日、2007 年および 2008 年度ワッセナー・アレンジメント（WA）編

集問題タスクフォース（TFEI）が合意したワッセナー・アレンジメントの汎用品・技術

リスト改訂を反映する EAR の 終規則を発表した。この改訂は、文章表現に関わるも

のであるが、不適切な言葉を明確化または削除し、EAR の規制品目リスト(CCL)に掲載

される ECCN の用語などを訂正するものである。訂正箇所は、2,000 箇所以上にり、2007
年に WA が合意したものである。2007 年および 2008 年度の WA 反映させた規則には、

2007 年度および 2008 年度の WA 合意に影響を受ける ECCN の訂正に合わせた TFEI
の訂正のみが掲載されている。 

 
更に BIS は翌日 11 日、2008 年 12 月の総会で合意されたワッセナー・アレンジメン

トの汎用品・技術リストの変更を実施する EAR の 終規則を発表した。これは、ワッ

セナー・リストの変更との調和化を図るため、EAR を修正するものである。具体的には、

カテゴリー1、2、3、4、5 の Cat.1（通信）、5 の Cat.2（暗号）、6、7、8、9 に国家安

全保障上の観点から規制対象となっている一部を修正し、CCL の新たな項目を加え、報

                                                  
68 U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Annual Report to the 
Congress for Fiscal Year 2008, pp.14-15, 
<http://www.bis.doc.gov/news/2009/bis_annual_report_08.pdf> 
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告要件を修正し、EAR の各定義を追加・修正する。また、この 終規則では、ワッセナ

ー・アレンジメントの決定事項の実施を目的とした修正事項との整合性を確保するため、

特定品目につき米国独自の輸出管理および国家安全保障の輸出管理を追加・拡大するも

のである。6A002、6A003 をはじめとするすべての関連 ECCN に関するワッセナー合

意は、当該品目が機微に触れるものであり、その手順や規制は複雑であるため、規則に

おいて実施する69。  
 
 
3.2 米国企業の輸出管理  

 
3.2.1  米国の技術移転、 近の動向  

 
米国は建国以来、様々な方法で輸出品を規制して来た。米国にとって輸出管理規制と

はビジネス取引における管理規制ではなく、重要な国策の一つであり、米国を守るため

の手段としての安全保障及び外交政策である。特に技術移転規制とは、米国の国益を守

り、国際社会における優位性を確保するために、国際的な経済・軍事の勢力の均衡に影

響を与える技術や知識を保護し、米国にとって脅威と感じている国に対して技術や知識

の輸出（技術移転）の規制を目的としている。 
 

米国の技術移転に関する議論は、古くは 1970 年代に遡る。1976 年に公表された報告

書(Bucy Report と呼ばれている)では、「米国は輸出管理規制の方向を以前からある機微

とは認識されていなかった関連『品目』をクリティカルとして捕らえ、その品目を開発

し、生産し、使用する『技術』の方へ向け直す必要があるとして、その後米国防総省の

方針に多大な影響を与えた70。 

 

Bucy Report によれば、商用のコンピュータの軍における役割についてコンピュータの

インストレーションは「ソフトウェアのノウハウを移転する。そしてプログラマーの教

育に発展する。これらは結局軍事用途に利用される71。」という。 つまり、「人に魚を与

えれば、一日で食べ終わるが、魚の釣り方を教えれば、一生食べることができる(Give a 

man a fish, and he eats for a day; teach him to fish and he eats for life!)72」 ようになるのであ

る。 

 

1980 年代に入ると、米国の輸出は伸び悩み、1976 年には 95 億ドルだった貿易赤字が

                                                  
69 Roszel C. Thomsen II, Antoinette D. Paytas, and Maher M. Shomali, Thomsen and Burke LLP 
U.S. EXPORT CONTROLS PAST, PRESENT AND FUTURE (2009 Edition), pp.9    
70 Dov Zakheim, Export Controls and Military Planning, Working Paper No. 7, Study Group on 
Enhancing Multilateral Export Controls for US National Security  (Washington, D.C.: The Henry 
L. Stimson Center/CSIS October 2000) pp.6-7 
71 Defense Science Board Task Force, An Analysis of Export Control of U.S. Technology-A DOD 
Perspective: A Report of the Defense Science Board Task Force on Export of U.S. Technology 
(Washington D.C.: Office of the Director of Defense for Research and Engineering, February 4, 
1976), pp. 25. 
72 Roszel C. Thomsen II, U.S. “Deemed Export”(米国の「みなし」輸出) in U.S. Encryption Export 
Controls (米国暗号規制に関する研修会テキスト), (Tokyo: CISTEC February 2008) pp.96 
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1984 年には 1,125 億ドルと 1,000 億ドルを超えてしまった73。Reagan 米大統領の指示に

よって、学界、業界の代表者からなる「産業競争力委員会(President's Commission on 

Industrial Competitiveness)」の委員長となった Hewlett-Packard 社の John A.Young 社長は

1985 年に “Global Competition: the New Reality (Young Report と呼ばれている)”を提出

し、過去 20 年以上において米国の競争力が低下していることを指摘した。 その対策と

して、技術優位性の確保、資本コストの削減、人的資源の開発、国際通商の重視、の 4

つを今後の対応策であり解決策であると挙げている74。更に、米国での競争力の低下に

ついては、知的所有権保護が不十分であり、既存の制度では米国の新技術の優位性を適

切に保護できないことも指摘している75。 

 

90 年代に入ると情報（企業の持つ情報、知識）に対する重要性の声が高まり、情報や

知識の流出による損害なども米国産業セキュリティ協会 (ASIS: American Society for 

Industrial Security)が 1997 年までには 3000 億ドルを超えたと推測している。インターネ

ットなど情報技術の向上とともに、企業の機密情報の入手が容易になり、また、産業ス

パイなど米国の技術情報窃盗などから米国企業を守るため、1996 年 10 月 11 日 経済ス

パイ防止法 (EEA: Economic Espionage Act of 1996) が成立した76。 

 

しかし EEA が成立してわずか 3 年未満の 1999 年 5 月 25 日、下院特別委員会の調査報

告書が Christopher Cox 委員長によって公開され、この報告書(Cox Report と呼ばれててい

る)では中国が米国の核弾頭技術を盗んだと断定し、中国が米国にスパイ網を張り巡らせ

ていると言及している77。外国人研究者や留学生に関する技術移転問題が表面化し、ま

た以前から懸念されていた非合法の情報入手(仮想敵国の情報機関による諜報活動など)

についてもクローズアップされている。 

 

また、クリントン米政権(1992 年‐2000 年)において、H-1B ビザ発給が推奨された。

H-1B ビザとは元々1990 年移民法(1990 Immigration Act)で成立し、外国席保有者が学士号

以上を有するか、あるいは、職務においてその学士号と同等の資格が必要とされ、 長

6 年間まで米国で労働を認められる査証である。 この査証は、特に IT 産業において米

国人の人的不足から H-1B ビザ取得者数の枠組みが拡大された78。この査証発給により、

                                                  
73 The Annual Report of the Council of Economic Advisors, Economic Report of the President 
February 11, 2008 (Washington D.C.:U.S. GPO 2008) pp.344 
 
74 John A. Young “Global Competition – The New Reality Results of the President’s Commission 
on Industrial Competitiveness” in The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for 
Economic Growth by Ralph Landau and Nathan Rosenberg, editors (Washington D.C.: National 
Academy Press 1986), pp. 501-509 
75 Asian Productivity Organization (APO), INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, (Tokyo: APO 
2004) pp.22-23 
76 Thierry Olivier Desmet, “The Economic Espionage Act of 1996: are we finally taking corporate 
spies seriously?”, Houston Journal of International Law (Fall 1999) 
 < http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/print/60377461.html > 
77 Gregory L. Vistica, Michael Isikoff et all, “Chinese Puzzle” Newsweek (June 7, 1999) pp.16  
78 Margaret L. Usdansky and Thomas J. Espenshade, The H-1B Visa Debate in Historical 
Perspective: The Evolution of U.S. Policy Toward Foreign-Born Workers, Working Paper 11(CCIS, 
University of California, San Diego: May 2000) pp.9-11 
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大量のハイテク技能を持つ者が米国に流れ、外国籍保有者が情報へアクセスし、技術移

転(窃盗)を行う可能性が高まった。 

 

このような背景を踏まえ米国商務省安全保障局は、国家安全保障会議に 2000 年に外国

留学生や技術者に対する機密情報へのアクセスの規制について問題を提起し働きかけた

が、対応策は直ぐには講じられなかった。その後 2004 年 3 月に‟Deemed Export Controls 

May Not Stop the Transfer of Sensitive Technology to Foreign Nationals in the U.S.”では具体

的な「みなし輸出(Deemed Exports)」について勧告79が出された。本格的な技術移転問題、

みなし輸出80規制の議論が交わされるようになる。この規制は技術移転、流出を個人に

焦点を当て、米国の安全保障を脅かそうとする外国籍者に技術が渡ることの規制を試み

ている。しかし、優秀な外国人の受け入れをも規制することによって世界における経済

産業競争に勝ち抜き、米国の経済的優位の確立を両立しなければならないという大いな

る矛盾を抱えている。 

 

商務省は、前述の 2004 年の勧告を基に、2005 年 3 月 28 日にパブリックコメント81な

どを通して、2006 年 5 月 22 に「みなし輸出諮問委員会(DEAC: Deemed Export Advisory 

Committee)」の設置を確定した。同年の 10 月 12 日から会合を重ねられ、2007 年 12 月

20 日に DEAC は、勧告82を含めた 終報告を BIS に提出した。その後 DEAC の勧告から

2008 年 5 月 23 日に先端技術研究諮問委員会（ETRAC）の設立へと続くことになった。

2010 年 1 月現在、ETRAC は、規制品目識別方法論の 3 段階スクリーニング手法を考案

し、 終報告書提出前に BIS に手法のテストを実施するよう要請している（第 7 章 7.1
を参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
<http://www.ccis-ucsd.org/PUBLICATIONS/wrkg11.PDF> 
  
79 Office of Inspector General (OIG), U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and 
Security: Deemed Export Controls May Not Stop the Transfer of Sensitive Technology to Foreign 
Nationals in the U.S. , Final Report IPE-16176 (Washington D.C.: March 2004) pp.ii 
80 「みなし輸出」とは米国の輸出規制(EAR)対象の技術などを米国内で外国人に提供することは外国

人の母国への輸出とみなされ（みなし輸出）規制の対象とされている。Part 734.2 (b) EAR 
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/734.pdf October 15, 2009 更新 を参照 
81 官報(Federal Register)第 70 号 15607－15608 頁で募集。 
82 主な勧告は、The Deemed Export Advisory Committee, The Deemed Export Rule in the Era of 
Globalization (December 20,  2007) pp. 20-24 を参照。主に、新たなみなし輸出許可申請手続きの規

定や、規制品目リスト（CCL）を体系的に精査などを勧告している。 
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3.2.2 米国企業の輸出管理の取り組みと運用 - 問題と注意点  

 
3.2.2.1  米国企業の輸出担当管理者および幹部の実態 

 
 米国企業の輸出担当管理者および幹部の実態調査をまとめた、報告書「International 
Best Practices for the Export of Controlled Material（または Export Control Best 
Practices で以下 ECBP とする）83」が 2009 年 9 月に公表された。同調査は、2007 年

に Thales Australia （調査のスポンサーであった Thales Group の子会社）の主導で

MK Technology によって開始された。 
 

ECBP の報告書は、企業の輸出管理コンプライアンスの雛形や基盤となっている。企

業の関係者にインタビューを行って、米国輸出管理法規制全般を遵守するための行動規

範を定める一連の輸出管理のベストプラクティスを提言した「2000 年のナン-ウォルフ

ォウィッツ・タスクフォース報告書（“Nunn-Wolfowitz” Task Force Report）84」を更

新するものであった。 
 

2009 年 9 月に公表された ECBP 報告書では、被調査企業 9 社 ―― 大企業、中企業、

小企業など様々な企業 ――が独自のベストプラクティスの実施をどのように自己分析

しているのか評価している。同報告書では評価を行うにあたって、被調査者の企業名や

すべての回答が匿名になることを条件に、被調査企業 9 社の主要な輸出担当管理者およ

び幹部 29 人に一連のインタビューを実施した。企業各社が輸出管理ベストプラクティ

スを採用する際の制約や刺激材料（incentives）について検証を行うため主に経営陣の

コミットメント、コンプライアンス体制、外国人問題、輸出コンプライアンス・マニュ

アル、研修および教育などについて質問した。 
 
調査結果は〔図表 167〕～〔図表 171〕に示す通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
83 International Best Practices for the Export of Controlled Material, September 2009, Sponsored 
by Thales and MK Technology 
<http://www.ndia.org/Resources/ExportImportComplianceResources/DailyBugle/Documents/Thale
s-MK%20Technology%20ECBP%20Report%2020%20Oct%2009.pdf> 
84 Nunn-Wolfowitz Task Force Report､July 25, 2000, Sponsored by personnel from King & 
Spalding LLP, and William Schneider, President of 
International Planning Services, Inc.＜http://www.kslaw.com/library/pdf/nunnwolfowitz.pdf＞ 
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〔図表167〕経営陣コミットメントに関する質問と回答  
 
【質問：事業会社全体にわたり輸出管理実施内容は統一されているか？】 
回答 ・ 事業を展開している米国および他国において適用されるすべての輸出管理

規制およびガイドラインに従って規制対象のデータまたは技術が輸出され

る、あるいは適合した形で利用される (回答企業数：数社) 

・ いかなるマーケティング方針や上級幹部からの直接命令も自社の倫理ガイ

ドラインや原則を損なう従業員を正当化することはない (回答企業数：数

社) 

 
【質問：本社幹部は輸出コンプライアンスに積極的に関与しているか？】 
回答 ・ 上級幹部は自社の輸出管理活動の監督責任を負っている。そして引き続き

監督責任を負わなければならない （回答企業数：全 9 社） 

 
【質問：上級輸出コンプライアンス職員は誰の監督下に置かれているか？】 
回答 ・ 責任のある幹部は役員会の直属である（回答企業数：7 社） 

・ 輸出管理を上級幹部職員の部下である事業部責任者に割り当てている（回

答企業数：2 社） 

 
【質問：上級幹部は、本社レベルと事業会社レベルの輸出管理組織に十分な予算を行っ

ているか？】 
回答 ・ 輸出管理の予算は十分足りている（回答企業数：7 社） 

・ 予算が“辛うじて足りている”（回答社数：1 名） 

・ 予算が不十分なため満足のいく監督ができない（回答社数：1 名）  
（出典）International Best Practices for the Export of Controlled Material を基に作成 
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〔図表168〕コンプライアンス体制に関する質問と回答  
 
【質問：同業の米国企業（他社競合）よりも輸出管理業務を適切に実施していると思う

か？】 
回答 ・ 競合他社の平均を上回っている（回答企業数：全 9 社） 

・ これは自社が突出している分野である（回答者数：1 名） 

・ 競合他社の 1社が設定した基準に基づいて自社の業務を組み立てている（回

答者数：1 名） 

 
【質問：米国輸出管理システムが原因で、売上が減少しているか、輸出顧客を落胆させ

ているか、あるいは他の実害を被っているか？】 
回答 ・ コンプライアンス・プログラムの結果として売上が減少している、もしく

は恐らく減少している（回答者数：8 名） 

・ 引き渡しの遅延または当初約束した能力を下回る製品の引き渡しによって

‘顧客を落胆させた（回答者数：13 名） 

 
【質問：輸出管理システムで直面している問題の中には、社内の原因によって生じたも

のがあるか？】 
回答 ・ 不明確であいまいな輸出認可規定の結果として、コンプライアンス上の課

題に直面している（回答者数：3 名） 

・ 内部管理上のミスが原因で問題が発生している（回答者数：1 名） 

・ 独自の輸出コンプライアンス問題の原因が社内にある、またはその可能性

がある（回答者数の 30%） 

 
【質問：国務省、商務省および国防総省の輸出管理組織との御社の実務関係はどのよう

なものか？】 
 ・ 米国政府ライセンス付与（審査）機関との健全な関係を築いている（回答

企業数：9 社）なお 9 社中 6 社は国務省当局と、9 社中 4 社は国防総省当局

と、9 社中 2 社は商務省当局と、そして他の企業は本国の当局と関係を結ん

でいる 

・ 政府当局者と定例会議を開いている（回答企業数：2 社）  
（出典）International Best Practices for the Export of Controlled Material を基に作成 
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〔図表169〕外国人問題  
 
【質問：外国人を雇用しているか？「はい」の場合、管理されている輸出規制対象技術

および機器への外国人によるアクセス状況はどのようなものか？*。】 
回答 ・ 外国人の従業員と訪問者を区別している（回答企業数：不明**） 

・ セキュリティ・バッジ・システムなどを通して外国人に対する既存の制限

を徹底的に遵守するため「技術管理計画」を有している（回答企業数：3

社） 

*被調査企業中数社は外国人従業員を有していない 
** 原 文 で は 「 企 業 は 一 般 的 に 外 国 人 の 従 業 員 と 訪 問 者 を 区 別 ～ (Companies generally 
distinguished)」と記載されているため 9 社と思われる。 
 
【質問：御社は海外子会社に、輸出コンプライアンスの研修や方針策定に参加を求めて

いるか？】 
回答 ・ 子会社に方針ガイダンスや提言を求めている（回答企業数：3 社） 

・ 研修を子会社にも実施した（回答企業数：3 社） 

・ 輸出管理問題に関する会議に子会社からの代表を参加させている（回答企

業数：4 社）  
（出典）International Best Practices for the Export of Controlled Material を基に作成 
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〔図表170〕輸出管理コンプライアンス・マニュアル  
 
【質問：ITT などの企業に 近下された不利な裁定を受けて、社内の輸出コンプライア

ンス・プロセスに重大な変更があったか？】 
回答 ・ 米国務省防衛取引管理局（DDTC）によって公表された新しい同意書を 1

つひとつ定期的に見直している（回答企業数：全 9 社） 

・ 見直しが自社にとっての輸出の重要性や研修の必要性を再認識するうえで

役立っている（回答企業数：5 社） 

・ 見直し後にマイナーチェンジを導入した（回答企業数：1 社） 

・ 輸出管理措置への投資を増額した（回答企業数：1 社） 

・ 供給業者を管理する手順を変更した（回答企業数：2 社） 

 
【質問：御社には適切な輸出管理ガイドラインがあるか？それらを更新するメリットが

あるか？】 
回答 ・ 自社の内部コンプライアンス・ガイドラインは適切なものである（回答企

業数：全 9 社） 

・ 規制変更に対応するために“持続的な改善”が必要（回答企業数：6 社） 

・ “必要に応じて”ガイドラインを更新（回答企業数：2 社） 

・ 全社にわたって共通のコンプライアンスを課した（回答企業数: 4 社） 

・ ガイドラインを柔軟に解釈させ運用させている（回答企業数：5 社）しかし

その内 1 社は、今後統一した解釈のガイドラインによるコンプライアンス

を課す意向を示している  
（出典）International Best Practices for the Export of Controlled Material を基に作成 
 
 

〔図表171〕研修および教育  
 
【質問：どのように輸出管理に関する研修を実施しているのか？】 
回答 ・ 研修プログラム（各社はこれを不可欠なものと呼んでいる）を有し、企業

レベルで研修目標を設定し、“権限を与えられた職員”は も集中的な指導

を受けている（回答企業数：全 9 社） 

・ 社内スタッフによる研修を実施（回答企業数：4 社） 

・ 外部コンサルタントを通じて、あるいは社内スタッフと事業部スタッフの

組み合わせを通じて、研修を実施（回答企業数：5 社） 

・ 講義、オンライン講座、非公式のニュースレターが含まれ、各社はこれら

の研修方法の 1 つ以上を使用 （回答企業数：全 9 社） 

・ 手順の統一性は、半数が全社レベルにわたって共通の手順を課しており、

他の半数は事業部レベルで異なるアプローチを実施（回答企業数：全 9 社） 
（出典）International Best Practices for the Export of Controlled Material を基に作成 
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調査の結果、輸出管理のコンプライアンスによって、売り上げや顧客との問題が発生

したと回答したのは被調査企業 9 社の輸出管理担当者 29 人中 21 名に上る。しかし、大

企業、中企業、小企業など様々な企業が被調査企業となったにも関わらず、全ての企業

9 社 29 人が上級幹部が積極的に輸出管理活動の責任を負っており、輸出管理コンプライ

アンスに関与していると回答した。一方、予算が不十分であると回答したのは 1 名のみ

であった。売上げや営業の面ではマイナスになっているにも関わらず、米国企業の輸出

管理に対するコミットメントの高さが伺える。また、同調査報告でも言及されているが、

「輸出管理プログラムの実施が現実的な売上げよりも優先される」85という結果が出て

いる。そのため、 終的には「輸出管理コンプライアンスの実行がビジネスにとって有

効である」という認識が高いと思われる。 
 

具体的にどのような取り組みが必要か、本稿では技術移転の注意点（情報の流出やみ

なし輸出）で比較的見落としやすい企業活動である「企業合併・買収（M&A）」、「テク

ニカルサポート」、「研究開発（R&D）や生産の外注」を以下取り上げて紹介する。 
 

3.2.2.2  企業の合併・買収における技術移転  

 
M&A などの取引の際には、被買収企業の“資産”の事前調査や検討は非常に重要で

ある（以下、対象企業の調査をデューデリジェンス86と呼ぶ）。デューデリジェンスを基

に、技術移転において買収する前の企業にどのような取り組みが行われているか、本稿

では、Teledyne Technologies 社（以下 T 社）、Winthrop Shaw Pittman LLP 法律事務

所（以下 WSP 法律事務所）、Baker & McKenzie 法律事務所（以下 BM 法律事務所）が

発表した解説を紹介する。なお T 社と WSP 法律事務所による解説は、2009 年 9 月 23
日から 24 日に米国サンフランシスコで開催された American Conference Institute
（ACI）主催の「国際技術移転フォーラムにおいて企業の社内輸出管理への遵守の構築・

運用で M&A における技術移転の取り組み」について発表された内容である。また、BM
法律事務所による解説は、2009 年 6 月 10 日から 11 日に英国ロンドンで開催された

Baker & McKenzie 法律事務所主催の「EU、英国、米国の税関、輸出管理、制裁におけ

る会議」において公開された資料である。 
 

ここでは、以下に焦点を当てて紹介する。 

                                                  
85 International Best Practices for the Export of Controlled Material, September 2009, Sponsored 
by Thales and MK Technology 
<http://www.ndia.org/Resources/ExportImportComplianceResources/DailyBugle/Documents/Thale
s-MK%20Technology%20ECBP%20Report%2020%20Oct%2009.pdf> pp.4  
86 T 社によるとデューデリジェンスとは「より詳しく吟味すること」であり、買い手が売り主および

売りに出されている企業を知ることである。企業を知るということは従業員、資産、債務を査定する

ことで、買い手は、標的企業に関連する潜在的債務を査定してそのリスクを全体的な取引交渉に組み

込むのに必要な情報を手に入れることができる。デューデリジェンスとはまた、合併または買収を予

定している企業を評価し、所与の取引の潜在的なメリットとリスクを決定することである。企業評価

においては、違反履歴の有無、違反暦があった場合、買い手への損失の規模やその可能性、複数施設

の関与、合併による金銭的価値、合併取引の 大期限、買い手と売り手とのリスクの配分である。 
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1) 何を調べるのか 
2) 移転リスクを見つける方法 
3) 当局の求める技術データのセキュリティ対策 
4) 違反の可能性があった場合 
5) 買収企業側の既存の管理方針を合併対象企業に導入 
6) 米企業を買収した外国企業が米国の規則を遵守しているかどうか監視 
7) 承継者債務 

 
 
① 何を調べるのか 
  

デューデリジェンスにおいてまず調べる項目として買収対象企業の品目の詳細の確

認が必要である。米 T 社は、関係省庁87の「許可または許可例外／免除」に関して、買

収対象企業の製品または技術データの輸出の見直しを取り組んでいる。T 社は、品目の

詳細確認のため、CCATS88、USML カテゴリーを挙げ、商用か軍用かの用途を識別し、

当該品目の CJ89、TAA90、MLA91、DA92などや、それらの詳細情報の関連当局の DDTC、

BIS、OFAC のライセンスおよびその解釈などの写しなどの確認を求めている。更に、

顧客審査 (スクリーニング)の手順を確かめることによって、買収対象企業が実際にスク

リーニングを実施しているかどうか、取引禁止のエンティティでないかどうか顧客情報

（職種や所在地など）も確認できるという。また、スクリーニングの確認によって、執

行またはコンプライアンスの問題に関する関係省庁からの罰則（案）や照会、関係省庁

における係属中の（自主的情報の）開示なども情報として重要であるとのことである。 
 

BM 法律事務所は、買収対象企業がコンプライアンス・プログラムにおいて以下を実

行しているかどうかも確認するようも提案している。 
 

                                                  
87 米国で品目の輸出を規制する主な関係省庁は米国務省の DDTC、商務省 BIS、財務省 OFAC である 
88 Commodity Classification Automated Tracking System (品目分類自動追跡システム；BIS へのテ

クニカル・レビューを申請することで承認書として BIS から送付される書簡。CCATS には番号が付

与され以後、番号によって管轄) 
89 Commodity Jurisdiction (米国務省国際武器取引規則；ITAR における品目や品目管轄判定プロセ

ス)  
90 Technical Assistance Agreement (米国務省 ITAR の技術支援合意書) 
91 Manufacturing License Agreement (米国務省 ITAR の製造ライセンス合意書) 
92 Distribution Agreement (米国務省 ITAR の配送合意書) 
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【コンプライアンス・プログラム（CP）と規定】93 
・遵守するための行動規範、指針、手続き、ガイドライン 
・該非判定の指針 
・顧客審査の指針 
・監査結果の写し 
・教育実施内容の写し 
 

更に潜在的にリスクがある見直し項目として、米 T 社が以下の項目の見直しも重要で

あると解説している。 
 
【買収対象企業において潜在的にリスクがある見直し項目】 

・政府資金による研究開発契約 
・民間の顧客と軍関係の顧客に対する「類似の」製品の販売（「改変」の可能性） 
・外注契約 
・外国人の雇用 
・(国外との) 電子ファイルの共有 
・製品の自己該非判定 
・取引契約上発生する複数の米国人第三者 
 

また、買収対象企業によっては、潜在的にリスクがあるものとして海外にある組立工

場もあるであろう。一方米 WSP 法律事務所は、海外の研究開発拠点や、組立拠点など

もリスクがある可能性を示唆している。そのため、買収対象企業の海外子会社や関連企

業などが、米国法における取引を限定および/若しくは禁止している、たとえば ITAR §
126.194 など、該当国などとの取引の関係がどういったものか注意をしなければならな

い。 
 

更に米 WSP 法律事務所は、買収対象企業に対して以下の項目も確認するよう提案し

ている。 
 
・防衛関連活動―登録またはブローカリング問題の可能性 
・暗号技術 
・外部調達契約 

                                                  
93 Edward Dyson et. al from Baker & McKenzie, Export Controls and Trade Sanctions in Mergers 
and Acquisitions: Breakout, Wednesday 10 June 2009. The presentation was held at “Annual EU, 
UK and US Customs, Export Control and Sanctions Conference Wednesday, 10 June 2009 and 
Thursday, 11 June 2009. 
<http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/5933CD74-D4DC-4832-A142-42B650E13A35/0/london_tr
ade2009_breakout_4_jun09.pdf>   
 
94 ITAR において特定国に対する輸出及び販売を禁止している条項。 
<http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=d5a98737544908e82e0b68556c274aa2&r
gn=div8&view=text&node=22:1.0.1.13.65.0.32.1&idno=22＞ 
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・秘密契約 
‐DSS（Defense Security Service）フォームとコレスポンデンス 
‐FOCI（Foreign Ownership, Control or Influence）ルール（外国企業による 

買収） 
 

また WSP 法律事務所は、サイバーセキュリティおよびデータ保護計画の確認も重要

としており、 特にテレコム（電気通信）およびプライバシーの問題については別個にデ

ューデリジェンス顧問を付けることも推奨している。 
 
 
② 移転リスクを見つける方法 
 

リスクを見つける方法については、米 T 社は「輸出コンプライアンス／国際問題担当

の主要マネージャーにインタビューする」としているが、WSP 法律事務所は、「だれに

インタビューするかはその問題とリスクの程度による」としている。 
 
 
③当局の求める技術データのセキュリティ対策 

 
米 WSP 法律事務所は、関係当局が M&A の取引における企業に対して、デューデリ

ジェンスで見つかった問題を「自主的情報開示の候補として扱う」ことを推奨している。

その結果、関係当局は、企業が自主的に情報を開示すれば「企業が技術データのセキュ

リティ対策・改善の実施を試みている」とみなすことになるという。自主的情報開示の

候補として扱う場合は、更なる徹底した調査を経て、違反があった場合は分析し、コン

プライアンスによって回避できなかった箇所の特定をすることが必要であると挙げてい

る。 
 

また特定化された問題の改善の際には、構造や手続きの変更、職員への教育などを行

い、以下を検討して自主的情報開示を行うかどうかを決定する必要がある。 
 
【自主的情報開示要否の検討条項】 
• 取引のタイミングに与える影響 
• 経済的影響 
• だれがリスクを負うのか 
 

後に措置を実施するよりも、信頼できるコンプライアンス措置を提案することが好

ましいと提案している。 
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④ 違反の可能性があった場合 
 

④-1 輸出管理担当者と相談 
 
米 WSP 法律事務所は、主に以下の評価や検討を実施するときに、輸出管理担当者に

相談するよう提案している。 
 
・DDTC または BIS と M&A 成立前に協議をする必要があるかどうかを評価する。 
・エスクロー95や損害賠償処理のための預かり金のレベルを設定するために定量化を図

る。 
・政府から 終的な答えを得ずに買収取引を成立させることへの懸念の有無を評価す

る。 
 

④-2 政府当局との対応 
 

政府当局との対応については、米 T 社も WSP 法律事務所も、違反の可能性があった

場合に「規制当局者と協力する」ことを強調しており、被調査企業が抱える問題の自主

的情報開示を推奨している。更に米 WSP 法律事務所は具体的な自主的情報開示を促す

上で、被調査企業の以下の情報を整理するように提案している。 
 
【整理が必要な情報】 

・企業のコンプライアンス方針 
・技術移転計画－企業の業務と活動の特殊

事情には合わせる 
・顧客のスクリーニング 
・外国人のスクリーニング 

・ファイアウォールによる企業データベー

スの保護 
・ファシリテーション96 
・ENC97の認証 
・仲買業者の登録 

 
 
⑤ 買収企業側の既存の管理方針を合併対象企業に導入 
 

米 WSP 法律事務所は、M&A 後に合併対象企業に買収側の企業の既存の管理方針を導

入する上で、包括的な見直しを実行し、人事、環境、プライバシー、IT などの各部署に

見直しチームの設置を提案しているが、その折には、必ずしも買収する側の企業の方針

が一般に優先されるというわけではないとも指摘している。また関係省庁との関連では、

ITAR 登録（の情報）更新や、OFAC の方針や手続きの見直しも必要であるという。 

                                                  
95 エスクロー（escrow）は、他社（者）に自らが保有する個人情報を預ける第三者預託の制度で、エ

スクロー会社は、支払いなどを預かり、仲介する企業。 
96 原文では Facilitation；通常は、組織や会議参加者の協議などを促進させ、支援する手法・技術・

行為の総称であるが、企業取引に関する支援や関与 
97 Encryption Commodities and Software の略。米国 EAR における許可申請免除である許可例外

（License Exception）の一つで、暗号製品の（再）輸出に適用。 
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⑥ 米企業を買収した外国企業が米国の規則を遵守しているかどうかの監視 
   

米 WSP 法律事務所は、米企業を買収した外国企業は 終的に賠償責任を負うリスク

があるため、米国法を遵守する動機があるとして、主に以下のような注意点や可能性を

示している。 
 
【外国企業が米国企業を合併したときの注意点やその可能性】 

・CFIUS プロセス98によって既存の問題が顕在化する可能性 
・子会社となった米企業が、米国の法的要件について外国の親会社を教育する必要性 
・外国企業が CFIUS プロセスで問題となる米国の制裁対象国で行っている事業(しかし

外国企業の国の管轄法では合法） 
・米国子会社が外国の親会社に送った製品または技術の 終仕向地が制裁対象国 
・米国での事業に対して責任をもつ外国人幹部99 
・米国子会社は米国法の規制対象である米国人のままである100 
 
 
⑦承継者債務 

M&A において承継者債務の問題が発生することは特に珍しいことではないが、技術

移転違反も債務として買収企業側が負うリスクである。実際に米 T 社によると、承継者

債務に関しては、輸出規制や経済制裁に関する問題のほうが重要になっているという。

また 近の米国輸出関連の規則違反に対する罰則の強化も原因の一つであると思われる。 
 
以下、参考までに EAR、IEEPA、18USC§3571 の各罰則規定である[図表 172]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
98 米政府間の機関、対米外国投資委員会(Committee on Foreign Investment in the United States)
が外国人による米企業買収（米資産取得）が国家安全保障に悪影響を及ぼさないかどうかを審査する

プロセス。 
99 米国市民／居住者であるかまたは物理的に米国内にいる場合は、米国の法的要件にしたがわなくて

はならない。 
100 EAR§744.6（c）によると”米国人”とは、米国市民、米国内の法人、米国内にいる者等を含む。

そのため米国内の外資系企業の子会社も対象である。 
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〔図表172〕米国輸出関連規則違反に対する罰則  
 ＥＡＲ ＩＥＥＰＡ 18USC§3571 
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違反 

(再)輸出額の5倍又は

5 万米ドル以下のいず

れか高額の罰金 

および/若しくは 5 年

以下の懲役・禁固 

 

無し 

（法人の場合） 

(再)輸出額の5倍又は

100 万米ドル以下のい

ずれか高額の罰金 

（法人の場合） 

100 万米ドル以下の罰金

刑 

 

 

事 

 

 

罰 
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の 

違反 

（個人の場合） 

25 万米ドル以下の罰

金および/若しくは 10

年以下の懲役・禁固 

（個人の場合） 

100 万米ドル以下の罰金 

および/若しくは 20 年以

下の懲役・禁固 

 

（法人の場合） 

｢取引の利益若しくは損

失の 2 倍｣又は 50 万米ド

ルのいずれか高額の罰金

 

（個人の場合） 

｢取引の利益若しくは損

失の 2 倍｣又は 25 万米ド

ルのいずれか高額の罰金

 

 

民 

事 
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金 

 10 万米ドル以下の罰

金 

取引額の 2 倍又は 

25万米ドル以下のいずれ

か高額の罰金 

 

無し 

（出典）CISTEC、輸出管理ガイダンス 海外法制度 米国・ブラジル版 2009 年 7 月、pp.101 
 
  更に、米 T社は、行政罰において違反に対する追加措置の可能性を以下に挙げている。 

- 輸出特権拒否の剥奪 
- コンプライアンス監視員の指名 
- 政府契約からの締め出し 

    
近は M&A が頻繁に行われているため、M&A においては技術移転のリスクを完全

に否定できない現実がある。そのため事前のデューデリジェンスが非常に重要であり、

M&A を進めるにあたり十分な計画が必要である。実際に日本の企業が米国の企業を子

会社に持つ可能性があるため、十分な注意が必要であると思われる。 
 
3.2.2.3  テクニカルサポートや研究調査 (R&D) 等の外注・運用  

 
テクニカルサポートを海外に外注する折に、米国の技術の詳細やサポートにおける研

究などを海外の外注先に開示しなければならない場合も輸出管理上の技術移転に該当す

る。ACI 主催国際技術移転フォーラムにて（3.2.2.2 企業合併における技術移転のページ

ｐ.149 を参照）米の Wilson Sonsini Goodeich & Rosati LLP 法律事務所 (以下 WSGR
法律事務所) は、そのような事例における無形資産の保護の注意点などを以下に焦点を

当てて解説している。 
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1) テクニカルサポートや、その折に発生する R&D を国外に移転する場合 
  > 移転はどこで起こる可能性があるのか 
  > アウトソーシングしているコンピュータ上のデータを管理する 
  > 外注するテクニカルサポート契約に制限を盛り込む 
  > 効果的な契約の保護規定を策定する 
 
2) オフショアリング101のパートナーを知り、債務から身を守る戦略を立てる 
3) アウトソーシング先との共同作業と外国のデータが米国輸出管理規則法の対象とな

る場合 
 
 
① テクニカルサポートや、その折に発生する R&D を国外に移転する場合 
 

①-1  移転はどこで起こる可能性があるのか 
まず、移転がどこで起こりうるかを知っておく必要がまずあるが、そのためには各企

業で扱っている全ての品目（製品や技術）の該非判定を行うことが重要である。 
 

【技術・技術データの該非判定プロセス】 
i. “根拠法”は何か（EAR か ITAR か） 
ii. どの ECCN または USML カタゴリーに該当か 
iii. どのような例外／免除が利用できるのか 
 

WS 米法律事務所は、上記の三つを踏まえ、それぞれの技術・技術データの品目につ

いて明確なルールを定めることを推奨している。その上で当該品目の移転の原因となり

うるものを特定し、何が問題で何が問題でないのかを見つけ出し、その後、テクニカル

サポート担当者のための研修を実施することが望ましいとしている。 
 

①-2 アウトソーシングしているコンピュータ上のデータを管理する 
自社のデータでもテクニカルサポートなどを外注している場合は、海外のコンピュー

タ上に規制対象となる技術のデータが保管されることが多々あるが、以下の注意が必要

である。 
 
【自社データがアウトソーシング先のコンピュータに保管される時の注意点】 
i. 自分のデータがどこで保管されているのかを知る。 
(A) 規制対象の技術／技術データが米国外で保管されているか？ 
(B) その技術／技術データを保管の国に輸出する許可を持っているか？ 
(C) 適用できる許可例外／免除はあるか？ 
 

                                                  
101 Offshoring; 海外に IT 関連や事務系などの業務を外注すること  
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ii. 契約において次の事柄に対する規制を設ける。 
(A) データの保管が可能な場所 
(B) データにアクセスできる者 
(C) 不正アクセス防止のために整備する保護対策 
 
iii. アクセスログの利用と保持を強く求める。 
 

①-3  外注するテクニカルサポート契約に制限を盛り込む 
契約時において、アウトソーシング先と接触するエンティティと共有できる情報か否

か、共有して良いエンティティであるかどうかを事前に識別し、契約に制限を盛り込む

ことによって、自社の重要な情報などの無形資産を保護することが重要である。 
 

WS 米法律事務所は、契約時にアウトソーシング先にサポートで使用する電話に発信

者番号通知機能を導入することも規定するよう求めている。発信者番号通知機能があれ

ば、呼び出し元を識別、例えば、ある特定の国からの電話であることも確認可能になる。

その上で、ある特定の国からの電話の場合は、「ある一定の製品に対してはサポートを

行わない。または、サポートを全面的に禁止する」といった形で無形資産の保護も可能

になる。 
 

①-4  効果的な契約の保護規定を策定する 
 アウトソーシング先には、当然のことながら米国の基準を満たす十分なコンプライアン

ス方針などを策定していることが求められる。以下、方針策定を要請する上でのポイン

トである。 
 
【アウトソーシング先への主なコンプライアンス方針作成を策定する上でのポイント】 
・ アウトソーシング先従業員への 終需要者や 終用途確認の義務付け 
・ 輸出管理に関する研修 
・ 規制対象国の国民や規制対象者へのテクニカルサポート提供を明確に禁止 
・ 必要な場合は保証書、許可証または合意書を取得 
 
 
② オフショアリングのパートナーを知り、債務から身を守る戦略を立てる 
 アウトソーシング先、オフショアリングのパートナーを知ることは、債務から身を守る

ことにもなる。債務から身を守る戦略は以下のようにまとめられている。 
 
【債務から身を守る戦略】 
デューデリジェンスの実行 
 ・パートナー候補を調査する。 

・ 相手国内に長期滞在している専門家を見つけ、会社の基礎的な情報を手に入

れる。 
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書面で明確に定義 
 ・ 各当事者の責任 

・ 活動を行う場所 
・ パートナーシップに対して予測される結果 
・ 適用される法規制上の制限 

潜在的移転の監視責任者を特定 
 ・ みなし輸出（人事／エンジニアリング／IT） 

・ マーケティング・販売（マーケティング） 
・ ダウンロード（エンジニアリング／営業） 
・ 共同作業（エンジニアリング／IT） 
・ 通信（エンジニアリング／配送／IT） 

包括的コンプライアンス方針・手続を策定／維持 
 ・無形輸出について職員に考えさせる。 

・ 不必要なリスクの負担を 小限にするために企業に保険を提供する。 
・ パートナーおよびパートナー候補に対し、輸出規制に関する深い理解を示す。

・ 違反の確実な予防と発見に役立てる。 
輸出許可を綿密に調べ、関連活動を監視 
 ・要求事項の解釈には慎重な姿勢で取り組む。 

・あまりに限定的な制限／条件を扱う際には 
‐見直しを求める。 
‐創造的な解釈（思い込みなど）を通じた迂回（誤った解釈）を避ける。

パートナーの行為に基づく損失／罰則に対しては補償を受領 
企業活動に対する十分な監督を維持 
 ・リスク管理 

‐内外のリスクを特定する。 
‐対応を必要とする潜在的リスク領域について早い段階で認識させる。 
‐リスク緩和のための計画を立てる。 

方針と手続を策定し提示する 
方針と手続きの関係者全員への周知徹底 
従業員がコンプライアンスの問題を報告するための方法を確立し、監視する 
違反を適宜発見して対応するための合理的な措置を実行 
監査と査定を実施 
違反が生じたときは懲戒処分を決定し実行 
 
③ アウトソーシング先との共同作業と外国のデータが米国輸出管理規則法の対象とな

る場合 
アウトソーシング先と共同作業、例えばプロジェクトやインフラの構築などがある場

合、アウトソーシング先（海外）のデータが米国輸出管理規則法の規制対象となること

がある。その場合、アウトソーシング先と自社は以下の米国原産品目の比率の割り出し

がまず必要になる。 
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- 米国原産と米国原産以外の技術／技術データの比率 
- 結果として発生する技術はデミニマスレベル102を超えるか？ 

 
更に、当該品目が「EAR の対象となるか」、「規制対象国以外すべての国に提供できる

か」といったことも精査する必要がある。 
 
 
3.3  米国の輸出管理に対する米国企業の要請  

 
米国の輸出管理規制が米国を守るための手段としての安全保障及び外交政策である一

方、輸出管理規制が米国の企業に負担であったり、米国の経済にマイナスになっている

との声もある。米国政府が募集した米国輸出管理規制に関するパブリックコメントの結

果や、2009 年に入り米国産業界による輸出管理の改善の働きかけが更に加速するが、

2010 年 1 月までの関連の動向をまとめたい。 
 

商務省は 2004 年 3 月に‟Deemed Export Controls May Not Stop the Transfer of Sensitive 

Technology to Foreign Nationals in the U.S.”では具体的な「みなし輸出(Deemed Exports)」

について勧告103を基に、規制を強化する姿勢で 2005 年 3 月 28 日にパブリックコメント

を求め104、 終的に 310 件のコメントが寄せられた。310 件中 201 件(内 4 件は大学関

連機関)は大学からのものだった。米国のハイテク企業を代表する米国電子機器協会

(AeA: American Electronics Association)は「使用」の定義に対し否定的ではないが曖

昧さに批判的であった。戦略国際問題研究所 (CSIS: Center for Strategic & 
International Studies)は勧告にある「基礎研究の規制」に反対するコメントを寄せ、米

国 の 輸 出 入 関 連 業 者 を 代 表 す る National Council on International Trade 
Development (NCITD)なども外国人の出生国を根拠とする点に関し、許可証申請数増加

の懸念を表し、否定的であった105。 
 

さらに、2008 年 5 月 19 日、官報(FR)第 73 号 28795 頁において 2007 年 12 月 20 日

に DEAC による勧告106に対するパブリックコメント募集が開始された。元々同パブリッ

                                                  
102 De Minimus；米国の技術、ソフトウェアを直接使って作られた直接の製品の割合が、EAR の規制

対象とならない程低いデミニマス（ 低限）レベルである規定。デミニマスレベルを超えるものは、

規制対象となり、仕向地によってその規定の割合の数値が異なる。 
103 Office of Inspector General (OIG), U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and 
Security: Deemed Export Controls May Not Stop the Transfer of Sensitive Technology to Foreign 
Nationals in the U.S. , Final Report IPE-16176 (Washington D.C.: March 2004) pp.ii 
104 官報(Federal Register)第 70 号 15607－15608 頁で募集。 
105 Advance Notice of Proposed Rulemaking: Revision and Clarification of Deemed Export Related 
Regulatory Requirements June 27, 2005 
<http://efoia.bis.doc.gov/pubcomm/revision-to-the-deemed-export-regs-2005/final-document.pdf> 
Public Comments <http://efoia.bis.doc.gov/>。AeA のコメントは pp.923-924、CSIS は pp.1155、
NCITD は pp.497 を参照。 
106 主な勧告は、The Deemed Export Advisory Committee, The Deemed Export Rule in the Era of 
Globalization (December 20,  2007) pp. 20-24 を参照。主に、新たなみなし輸出許可申請手続きの規
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クコメントは 2008 年 8 月 18 日が締切であったが、期間が 2008 年 9 月 22 日まで延長

された。パブリックコメントは DEAC 勧告による「みなし輸出許可要件の対象となる規

制品目リスト(CCL)上の技術の範囲を狭める」と「外国籍保有者が所属するであろう国

に対する判断基準の追加」について BIS によって求められた。産業界および学会から

22 のコメントが寄せられた107。通常企業は DEAC の勧告の“みなし輸出規制の技術の

範囲”には賛成であるが“外国籍保有者の所属(Foreign National Affiliation)”につい

ては反対であった。 
 

Electronic Design Automation Consortium（EDA）の代理人によるコメントは以下

のとおりである。 
 
“所属”の拡大は各国からのそれぞれの外国籍保有の従業員の市民権を詳細に審査し

確認することが求められるであろう。可能性として、現在すでにテロ活動防止理由

の AT 規制対象技術の業務に従事しているカントリー・グループ D1 からの社員に

許可審査を求めることになる。また、AT 規制理由と国家安全保障理由の NS 規制対

象の技術の業務に従事しているカントリー・グループ B からの社員にも同様の審査

を求めることになる。…我々は、こうした実務の担当者が BIS に“証明の負担

(burden of proof)”を戻すために、数え切れないほどのみなし輸出およびみなし再

輸出の許可を申請することが予想される。その結果は、許可要件や許可手続きの軽

減をめざす BIS の 20 年来の方針が覆されるであろう108。 
 
 また Qualcomm 社からのコメントは、以下の通りである。 
 

みなし輸出規制対象の技術がみなし輸出によって規制されておらず、かつ長年市場

に普及していたり、高いフォーリン・アヴェイラビリティがある場合、現行のみな

し輸出許可要件は、米国の国家安全保障を強化していない。そのため、みなし輸出

許可要件対象の CCL 上の技術の範囲を狭めることは有益である。外国籍保有者の

“所属”の拡大は、企業への外国人労働者の審査の責任など企業に負荷を与え、み

なし輸出規則の有効性および法的強制力を減少させることになる...109 
 

前述の米国政府が募集したパブリックコメントの結果、外国人の出生国を根拠とする

点に関し、許可証申請数増加の懸念や、米国の再輸出管理が米国の輸出にマイナスの影

響を与えていることが言及されているが、2009 年には、商務省が募集したパブリックコ

                                                                                                                                                  
定や、規制品目リスト（CCL）を体系的に精査などを勧告している。 
107 “Record of Comments: Request for Public Comments on Deemed Export Advisory Committee  
Recommendations: Narrowing the Scope of Technologies on the Commerce Control List Subject to 
Deemed Export Licensing Requirements and Implementing a More Comprehensive Set of Criteria 
for Assessing  Probable Country Affiliation for Foreign Nationals. September 22, 2008” in Public 
Comments at EFOIA Documents Index , pp. 1, 
<http://efoia.bis.doc.gov/pubcomm/records-of-comments/record-of-comments-deac-recommendatio
ns.pdf > 
108 Ibid., pp.45  
109 Ibid., pp. 212 
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メントの中には、米国の再輸出規制があるために、米国以外の国で米国品目（製品や技

術など）を使わない傾向があるという回答まであった。2009 年 1 月 5 日付けで FR され

た「米国製品の採用に及ぼす米国輸出管理規制の影響およびその経済的効果（Record of 
Comments: The Effects of Export Controls on Decisions to Use or Not Use 
U.S.-Origin Parts and Components in Commercial Products and the Effects of Such 
Decisions）110」に関する商務省のパブリック コメント募集に対し、29 の米国以外の企

業や関連組織、団体なども含めたコメントが提出され、米国の再輸出規制があるために、

米国以外の国で米国品目（製品や技術など）を使わない（Design Out）の傾向があると

いう回答も複数寄せられた。日本の輸出管理問題に関する民間の非営利総合推進機関、

財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)からも、CISTEC の会員に再度アンケー

トを実施した上で対応し、米国の再輸出管理が米国の輸出にマイナスの影響を与えてい

ることを本パブリックコメントに強調するために提出した111。米国の企業からも米国の

輸出規制が厳格なため、海外の競合他社と競争が困難である、つまりマイナスであるこ

とも同パブリックコメントでは多数強調されていた112。 
 

米国では常に各種の産業団体が米国政府に対し輸出管理の改善を働きかけてきたが、

これらの団体が、輸出管理の近代化を通じて安全保障と競争力の強化を図るという御旗

の下に結集し、2007 年に国家安全保障及び競争力のための企業連合(CSC：Coalition for 
Security and Competitiveness）を結成して、当時のブッシュ政権に提言を行った。CSC
はその後も参加団体を拡大しながら、輸出管理の改革を求める活動を継続している。こ

うした動きは 2009 年 1 月に発表された米国学術会議による「アメリカ要塞を越えて”：

グローバル化した世界における科学技術に関する国家安全保障管理(Beyond“Fortress 
America”：National Security Controls on Science and Technology in a Globalized 
World)」の影響も大きいという情報が、2009 年 11 月の CISTEC による訪米ミッション

で得られている。 
 
訪米ミッションの同報告書によって下記のような幾つかの提案が米国団体などでなさ

れているという情報を入手している。 
 

リストの見直し 
特に米国独自規制品目（ECCN の 900 番台）の見直し、毎年、本当にまだ必要かを検討

することのルール化。 
 

許可の窓口機関の設置 
輸出許可申請の窓口を一本化し、そこから担当政府機関に委任する形とする。また、許

                                                  
110 “Record of Comments: The Effects of Export Controls on Decisions to Use or Not Use 
U.S.-Origin Parts and Components in Commercial Products and the Effects of Such Decisions” 
April 20, 2009 in Public Comments at EFOIA Documents Index ,  
<http://efoia.bis.doc.gov/pubcomm/records-of-comments/record_of_comments_index_for_design_ou
t_of_us_controlled_parts.pdf> 
111 Ibid., pp. 149-157 
112 Ibid., pp.289 
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可に掛かった日数等をここでモニタリングする。 
 
審議委員会（パネル） 
許可の拒否等に対する申し立て、リストの見直しにおいてその判断に対する申し立て等

を審議する組織を作る。同組織では審査や許可発行ではなく、申し立てやクレーム等に

対しての判断を下す機能のみを持たせる。 
 

EAA（輸出管理法）の書き直し 
経済と安全保障のバランスを考慮し、すでに米国外の市場で同等技術が入手可能の場合

の許可例外等を検討する。 
 

ビザ 
基礎研究者に対するビザの迅速化、米国の高名な学術権威者に対し、会議等に外国人の

招聘の権限の付与等。 
 
更に、2009 年 8 月にはオバマ大統領による指示の見直しと Berman 下院外交委員長

による輸出管理の見直しが表明された。 2009 年 8 月 13 日にオバマ大統領が National 
Economic Council と National Security Council に対して米国輸出管理体制の広範囲な

見直しの指示（デュアルユース及び軍事品目を管理する規則を含む米国輸出管理規則の

“包括的な省庁間における”見直し）をしたとの発表があり、同時に、下院外交委員長

の Berman 氏から 2010 年中の EAA の書き換えについてのアナウンスがあった。（EAR
の前提となる EAA は 1979 の内容のまま失効しており、それを IEEPA を根拠とする大

統領権限で 1 年毎の更新を続けているというのが現状である。）113 
 

2010 年 2 月の時点で施策という形では、はっきりとした改善策等は現れていないが、

米産業界や団体の間では、米国政府が、輸出管理体制の抜本的変革を本格的に検討して

いるとの期待が非常に高まっている。その期待に呼応するように、2010 年 1 月に複数

の団体が米国輸出管理システムを改革するための独自の提言書を提出している。本報告

書では、米国輸出管理において代表的な団体、米国輸出業者協会（AAEI）と国家安全

保障及び競争力のための企業連合（CSC）からの提言を参考まで同報告書の第 9 章 参
考資料 9.1 に掲載している。 
 
 
 
 

                                                  
113 CISTEC 国際関係専門委員会 国際交流分科、“「CISTEC 2009 年 米国政府及び産業界との対話」

報告書”、CISTEC ジャーナル 2010 年 1 月号、No.125、pp.75 ‐76 を参照。 
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４．米国が抱える輸出規制の課題 

 
4.1 米会計監査院（GAO）の指摘  

 
4.1.1 規制リストの問題点  

 
米国の規制リストには問題が多い。米国防総省は、米国の軍事技術が他国（特に懸念

国）に流出して米国の軍事的優位が揺らぐリスクを抑えるため、軍事機微技術プログラ

ムでそれぞれ 20 項目から成る防衛機微技術リスト（MCTL）と開発段階にある科学技

術リスト（DSTL）の 2 つの技術リストを作成し定期的に更新しているが、MCTL に関

しては情報はあまりにも具体性に欠けており、内容も古いため、輸出管理提案の作成や

個別の輸出認可決定に利用されておらず、空軍は 1996 年、正確性と信頼性に関する懸

念から MCTL を使用しないように人員に指示しているという。また DSTL もあまり利

用されていない。そもそも米会計監査院（GAO）がインタビューした結果、国防総省の

部門の多くが、リストの存在も知らなかった。DSTL の存在を知っていたメンバーも、

MCTL と同様に、内容が古いため、有用性が限定されていると考える者がいたとのこと

である。リスト更新作業グループへの参加は任意であり、仕事の優先順位から全く参加

できない者がいるなど、専門家と契約することが難しい114。 
 

また BIS が管轄する規制品目番号リスト（CCL）や、国務省（DOS）の防衛取引管理

局 (DDTC) が管理する軍事品目リスト(USML)においても規制理由が分からなくなっ

ている品目があったり、そもそもエンドユース規制が施行されている場合と、リスト規

制がすべてであった時期とでリストのあり方は変わってよいのでは、という声も上がっ

ている。現在の新規技術のライフサイクルは半年から 1 年だが、規制品目リストに掲載

されている品目は過去数十年掲載されているものである115。そのため既存のリストの問

題は多い。 
 

4.1.2 法体系の問題点  

 
米国の法体系の問題として、無許可の個人、企業、テロ組織、その他の諸外国が米国

内で米国の機微品目を入手する試みに制限がないことが GAO による調査結果で、以下

の報告書が公表され指摘されている。 
 
・ GAO-08-644T：Internet Sales  

Undercover Purchases on eBay and Craigslist Reveal a Market 
for Sensitive and Stolen U.S. Military Items 

 
                                                  
114 社団法人 日本機械工業連合会、財団法人安全保障貿易情報センター 平成 20 年度 機会産業の国

際競争力強化に資する安全保障貿易管理制度の調査研究報告書、平成 21 年 3 月、pp.60-73 参照。 
115国際関係専門委員会 国際交流分科会、”「CISTEC 2009 年 米国政府及び産業界との対話」報告

書” 、CISTEC ジャーナル、2010 年 1 月号、No.125、pp.69  
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・ GAO-09-725T：Military and Dual - Use Technology  
Covert Testing Shows Continuing Vulnerabilities of Domestic 
Sales for Illegal Export 

 
2 つの報告書の調査では、架空の身元などを使用して、インターネットサイトの利用

によって機微品目の販売の防止策がないことや、米国内の製造業者や販売業者から輸出

する折には規制対象な品目、または、なりうる品目が入手でき、米国国内で制限がない

ことを突き止めた。以下、2 つの報告書の要点を解説する。 
 

4.1.2.1 米軍関連盗品含む機微品目のインターネット販売防止への脆弱性 
 

GAO は、米下院エネルギー商業委員会／監督・調査小委員会の要請によって、覆面調

査を行い、インターネットで機微なデュアルユース／軍事技術は容易かつ合法的に購入

出来きることを突き止めた。 機微な品目には米軍関連の盗品も含まれていた。そのため、

今回の調査によって機微品目がインターネットを通して無制限に販売されている事実が

判明し、かつ、その防止策がないという脆弱性が明らかになった。GAO は、今回の調査

結果をまとめ、2008 年 4 月 10 日に報告書「Internet Sales : Undercover Purchases on 
eBay and Craigslist Reveal a Market for Sensitive and Stolen U.S. Military Items116」

を同小委員会に提出した。以下、報告書の要点を紹介する。 
 
【調査を行った理由：非軍事化コード】 

無許可の個人、企業、テロ組織、その他の諸国は、相変わらず米国の防衛に関連する

機微品目を手に入れようと試みている。事実、一部の防衛関連品については米国内での

売買は違法ではない。しかし多くの機微品目は厳密に軍事目的で製造されている。国防

総省（DOD）は、すべての軍用資産に非軍事化コード（demil codes）を割り当ててい

る。不要になって政府の管理を離れる前に、軍用資産が制限無しで一般利用に提供でき

るのか、あるいは機密構成品の除去、破棄、または取引セキュリティ管理といった具体

的な制限を適用するのかといった処分方法を非軍事化コードで指定している。非軍事化

コードは「国防非軍事化マニュアル」（Defense Demilitarization Manual）に記載され

ており、同マニュアルの一連のプロセスは、適切な管理を行って当該品目が DOD 外部

で不適切に使用または放出されるのを防ぐことを目的としている。例えば品目が非軍事

化コード D に指定されている場合、DOD はこの品目に対して、一般市民による購入を

認めるよりもむしろ、「使用可能な状態に回復または修繕できないように」完全に破棄

することを要求している〔図表 173〕。 
 

更に DOD 国防兵站情報サービス(DLIS ：Defense Logistics Information Service)に
よると、機微な防衛関連品目は、国務省（DOS）が管轄する米国軍事品目リスト（USML：
US Munitions List）に掲載すべき品目だとみなしている。USML は、輸出または一時

                                                  
116 GAO, Internet Sales : Undercover Purchases on eBay and Craigslist Reveal a Market for 
Sensitive and Stolen U.S. Military Items, GAO-08-644T, June 4, 2009    
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的輸入に先だって政府の承認を必要とする防衛関連品目を指定している。USML には

20 カテゴリーの品目が掲載されており、火器および弾薬、航空機および関連構成部品、

人員保護具（ボディアーマーなど）、核兵器および関連品目、指向性エネルギー兵器など

が含まれる。こうした品目の中には特定軍事機器と定義されているものもある。特定軍

事機器とは、かなりの軍事的有用性や能力をもっているために特別な輸出管理が当然必

要となる品目である。米国内で USML 掲載品目の製造または輸出に従事する者または

企業は、国務省に登録しなければならない。掲載品目を輸出する際には、前もって国務

省発行の許可証を取得することが一般に義務づけられている。 
 

以下の〔図表 173〕は、DOD の非軍事化コード、USML（米国軍事品目リスト）掲載

品目または特定軍事機器の指定との関連、各コードの品目の処分に対する DOD の方針

を示している。 
 

〔図表173〕 DOD 非軍事化コード 
非軍事

化 
コード 

USML 
掲載品目 a

特定軍事 
機器 

必要な処分 

A No No 非軍事化の必要なし 
B Yes No 非軍事化の必要なし。処分時には取引セキュリティ管

理が必要。 
C Yes Yes 取り付けられた主要部分を規定通りに除去および／ま

たは非軍事化（部分的破棄など）。 
D Yes Yes 使用可能な状態に回復または修繕できないように、溶

解、切断、引き裂き、引っ掻き、圧壊、破砕、穴あけ、

中和などによって、品目および構成要素の部品を完全

に破棄する。 
E Yes No 取り付けられた主要部分を規定通りに除去および／ま

たは非軍事化（部分的破棄など）b 
F Yes Yes DOD 品目専門家が非軍事化の指示を与える 
G Yes Yes 非軍事化が必要。場合によっては機密ではない通常の

扱いに変更および／または機微扱いの記載もしくは関

連情報の除去。 
P Yes Yes 機密ではない通常の扱いに変更および／または機微扱

いの記載もしくは関連情報の除去。 
Q No No 非軍事化の必要なし。米国商務省管轄下のデュアルユ

ース品目 
(出所) DLIS 
 
a 〔図表 173〕における USML（米国軍事品目リスト）掲載品目の指定は、USML を管轄する国務省

ではなく、DOD に従ったものである。 
b DLIS によるとこの非軍事化コードは現在使用されていない。 
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非軍事化コードその他の予防対策を講じているにもかかわらず、GAO による複数の調

査を通して、DOD での管理が細分化されていることが要因となり、政府放出品のウェ

ブサイトから一般市民が機微な防衛関連品目を取得できるようになっていることが判明

している。しかも当該品目は、適切に非軍事化されていなかったという。更に DOD は、

余剰物資の管理を改善して数百万ドルを節約するため、機微品目が不適切に販売される

可能性を減らしているが、政府が機微な防衛関連品目を取得、使用、保管、販売する際

には、一般市民が政府の管理や公式の販売プロセスのループホールを見つけ、機微品目

を入手してしまう懸念はまだ残っている。 
 

2005 年 5 月の報告書117では、DOD の余剰資産システムのうち一部の機微な防衛関連

品目が、DOD が処分を決める前に紛失、盗難または損傷していることがわかった。以

下損失した品目である。 
 

・ 生物・化学兵器防護服 150 着近く 
・ ボディアーマー70 組以上 
・ 誘導ミサイル弾頭 5 発など 

 
報告された紛失品目等の 43%は、非軍事化が必要な軍事および民生技術が使用されて

いたという。 
 
【調査を行った理由：インターネット販売】 
GAO は 2006 年 7 月に報告書118をまとめ、政府放出品（流出品）を扱うのウェブサイト

が 2005 年 11 月から 2006 年 6 月までの間に 2,500 点を上回る機微な防衛関連品目を 80
人近い個人に販売していたことを突き止めた。さらにまた、覆面調査員がウェブサイト

で一般市民に売ってはならないはずの政府放出品を購入したことも報告している。 
 
覆面調査員によって以下の品目が購入された。 
 
・ 防弾プレート；Small Arms Protectives Inserts（イラクとアフガニスタンに駐留

する米軍兵士に需要があった） 
・ GPS やシステムレベル時計などコンピューターベースの機器の精度を確保するた

めに用いるタイムセレクタ 
・ F-14 戦闘機に用いるデジタル IC など 

 
GAO の 2007 年 7 月報告書119によると、DOD は機微な防衛関連品目の政府放出品の

                                                  
117 GAO, DOD Excess Property: Management Control Breakdowns Result in Substantial Waste 
and Inefficiency, GAO-05-277 （ワシントン D.C.、2005 年 5 月 13 日） 
118 GAO, DOD Excess Property: Control Breakdowns Present Significant Security Risk and 
Continuing Waste and Inefficiency, GAO-06-943（ワシントン D.C.、2006 年 7 月 25 日） 
119 GAO, Sales of Sensitive Military Property to the Public, Gao-07-929R（ワシントン D.C.、2007 年 7
月 6 日） 
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ウェブサイトを通じた販売防止を大幅に改善していたという。調査全体を通じて、GAO
は潜在的な機微な品目を見つけたが、DOD やウェブサイトの職員はそれと同じ軍用資

産品目を定期的に割り出し、売られる前にサイトから削除していた。 
 

インターネットは防衛関連品目を購入できる場所の一つであり、一部の機微品目が買

う余裕のある者の手に入る可能性が高まっているという。 政府放出品のウェブサイトに

加えて、全米の多くの軍余剰物資販売店はオンラインで注文できるウェブページも持つ。

さらに、eBay（イーベイ）や Craigslist（クレイグスリスト）などのウェブサイトが人

気を集めるのは、出品者が個々のアイテムを宣伝できることに加え、一定の匿名性の要

素を与えているように思われるためである。ほとんどの場合、こうしたウェブサイトは

国際的市場範囲がある。つまり、販売業者が外国の顧客を容易に見つけて購入品を輸出

することが可能なのである。 
 
販売業者は eBay を利用してモノやサービスをオークションに出し、候補から入札を

受けた後、取引をまとめる。eBay は「店頭」も用意しており、ここでは物資がリスト

アップされていて入札プロセスを経ずに購入する。対照的に、Craigslist は新聞広告の

自動化版の役を果たし、求人、住宅、物品、サービス、尋ね人、活動、アドバイスなど、

利用者が売ったり宣伝したり勧めたいものならだいたいなんでも掲載されている。サー

ビスは地域単位で仲介され――全世界 450 都市で運営――広告料は主として無料である。 
 
【調査を行った理由：リバースエンジニアリング】 

機微品目の潜在的購入者には当然ながら趣味人や軍事愛好家、あるいは緊急対応機関

や法執行機関も含まれるが、ICE のケースは明らかに違法な武器ブローカー、テロリス

ト、外国政府の無許可の職員も潜在的購入者に含まれることを示している。機微な防衛

関連品目が米国の利益に反して直接使用されるリスクに加え、品目によっては分解され

てその仕組みを分析される可能性もある。いわゆるリバースエンジニアリングは、（1）
その品目の軍事的重要性を無効または 小化する対抗手段（技術）の創出であり、（2）
米国の利益に反して使用される恐れのある同等技術の開発を実現化のする手段の可能性

がある。 
 

機微な防衛関連品目を一般に販売することで生じるリスクや、戦場で米国軍人や味方

に直接危害を加えるのに使用されるリスクに加え、こうした品目のリバースエンジニア

リング対抗手段（技術）や同等技術を開発される可能性もある。インターネットの国際

的な市場範囲、商取引量の多さを踏まえ、下院監査政府改革委員会／国家安全保障・外

交小委員会は、GAO に対し、覆面調査を行い、eBay や Craigslist をはじめインターネ

ット上で一般市民がこうした品目を容易に購入できるかどうかを調べるよう要請した。 
 
【調査手法】 

GAO による今回の調査は、完全性と効率性に関する大統領委員会（PCIE:President's 
Council on Integrity and Efficiency）の示した調査基準にしたがい、2007 年 1 月から
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2008 年 3 月にかけて行われた。GAO は、eBay と Craigslist でターゲットとする特定

品目を探し、当該品目が確認されると、調査員は購入を試みた。 購入方法は、入札また

は直接購入（eBay）、あるいは出品者に連絡して実際に会って手渡しするか米国郵便に

よる郵送（Craigslist）であった。調査員は、これらのアイテムを購入する際には架空

の身元を使って一般市民を装った。すなわちGAOまでさかのぼることのできない名前、

クレジットカード、連絡先を使って調査を行った。 
 
eBay での購入の場合、GAO の調査員は、eBay の不正調査チームと協力して、出品

者の素性とアカウント歴に関する情報を取得した。また、DOD 職員双方向データシス

テム（DEIDS: DOD Employee Interactive Data System）のデータベースも検索して

出品者が米軍の現役メンバーかどうかを調べた。それが適切で実行可能な場合には、

GAO の調査員は、出品者へのインタビューやさらなる追跡調査を行い、場合によっては

事案を当該の法執行機関の現場職員に直接付託した。 
 

不審な品目を購入後、GAO の調査員は、当該品目の米国ストック番号（NSN: National 
Stock Number）を DOD の連邦兵站システム（FedLog）に掲載されている品目と照合

し、GAO の機微な防衛関連品目の定義に合っていることを確認した120。また、国防犯

罪捜査局（DCIS）、非軍事化コーディング管理部（DCMO: Demilitarization Coding 
Management Office）、空軍特別調査部（空軍 OSI）、陸軍犯罪捜査部（陸軍 CID）の当

局者にも話をして、米軍用資産の販売に関して意見を聞いた。さらに調査を進めるため

に、関連情報を DCIS、陸軍 CID、空軍 OSI に付託した。また、ウェブサイト上の商取

引を管理するポリシーや手続について eBay と Craigslist の幹部とも話をし、法律的調

査も行った。 
 
【調査結果】 

GAO の覆面調査員は、調査期間中に eBay および Craigslist で機微品目を購入し、入

手がいかに容易かを実証した。こうした品目の多くは米軍からの盗品であったという。

更に品目の一部には、非軍事化コード D が割り当てられていたとのことである。すなわ

ち、この品目が DOD の所有物である場合、一般市民に提供するのではなく破棄すべき

であることを意味する。また国防総省（DOD）によると、GAO が購入した機微品目は、

USML に掲載すべきもの、すなわち海外での販売には規制がある品目とみなされている

という。もし調査員が一般市民だったとすれば、該当品目を国際ブローカーに違法に転

売するか、あるいは海外に移転した危険もあったという。また購入した機微品目の多く

は、米軍や同盟国に直接危害を加え、犯罪者が機微品目を利用して国内で犯罪を犯す可

能性もある。更に、リバースエンジニアリングによって対抗手段（技術）や同等技術を

開発につながる可能性もあるとのことである。 
 

                                                  
120 NSN は 13 桁の番号で、在庫品目の標準的用途を識別する。NSN の 初の 4 桁は連邦供給品分類で、

例えば 8430 ならば男性用履物を意味する。続く 2 桁は北大西洋条約機構（NATO）コードで、次の 7 桁は寒

冷地用ブーツなど靴の具体的タイプを表す。FedLog は国防兵站情報サービス（DLIS）の発行する兵站情報

システムである。FedLog はシステム中の各品目に関連する非軍事化コードをリストで挙げている。 
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販売業者の中には現役の軍人もいたが、退役軍人や予備役の軍人および民間人もい

た。GAO が販売業者を調査したところ、多くの場合は DOD からの窃盗が絡んでいたも

のの、さまざまな方法で機微な防衛関連品目を入手していることが判明した。DOD 当

局者によると、米軍関係者は自分たちに支給されたボディアーマーなどの特定品目を売

る権限がなく、もしそれをすれば国有財産の窃盗とみなされる。さらに、民間人（余剰

物資販売店の店主など）が政府から盗まれたものであることを知りながら軍用資産を受

けとった場合、法律違反になる121。更に、GAO の調査によって、eBay および Craigslist
では、ユーザーコミュニティの規制と販売禁止アイテムの定義といった対策はとってい

たものの、防衛関連の機微品目や盗品がサイトの国内外のユーザーに売られることを防

ぐ対策はほとんどないことも判明した。 
 

〔図表 174〕は、今回の調査で eBay と Craigslist のサイト上で出品者から購入した

防衛関連品目である。 
 

〔図表174〕 調査中に eBay と Craigslist の出品者から購入した防衛関連品目 

 
(出所) GAO 
 

調査期間中に GAO の調査員は、インターネットの出品者から 12 の防衛関連機微品目

を購入した。DOD によると、それらの品目は、USML(米国軍事品目リスト)に掲載すべ

きもの、すなわち海外での販売には規制がある品目とみなされている。〔図表 175〕は購

入した品目の大部分をまとめたものである。 

                                                                                                                                                  
121 「着服、盗難、窃盗または横領されたものと知りながら、自分用または自己の利益に変える意図をもって［米

国の財産を］受領、隠匿または保持」した者は、18 U.S.C.§641 に違反すると考えられる。 
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〔図表175〕 インターネットで購入した防衛関連の機微品目および盗品 
事

例 
品目、売り主の所在地 Website 事例の詳細 

1 〔品目〕 
F-14 戦闘機のアンテナ 

 
〔非軍事化コード〕 

D 指定 
 
〔売主の所在地〕 

コロラド州ラブランド 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 10 月 10 日 

eBay 
 

・ F-14 戦闘機を実戦配備する唯一の国、イ

ランで需要のある品目である 
・ オークション落札者の所在地は、ブルガ

リア、中国（香港）、マレーシア、ロシ

ア、タイなどの国であった 
・ 出品者によると同部品は、他の航空機部

品と一緒にデンバー地域所在のある個

人から入手したが、その人物の名前や住

所は思い出せないと述べた 
・ 同部品がどのように一般市民が入手可

能になったのかは究明できなかった 
2 〔品目〕 

ブラックホーク、アパッ

チ、チヌーク・ヘリコプ

ターで使用されている

ヘリコプターのアンテ

ナ 
 
〔非軍事化コード〕 

D 指定 
 
〔売主の所在地〕 

テキサス州ザ・コロニー 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 9 月 19 日 

eBay ・ チヌーク・ヘリコプターで使用できる部

品はイランで需要がある 
・ オークションにおける落札者の所在地

は、キプロス、チェコ共和国、マレーシ

ア、スロベニアなどの国だった 
・ 出品者はこの部品の販売について思い

出せないと言う 
・ 同部品がどのように一般市民が入手可

能になったのかは究明できなかった 
・ 出品者によると、コレクターの興味を引

き販売を有利にするため、軍用機と民間

機の両方で使用できる特定の航空機構

成品をターゲットにしており、今回の部

品は、政府放出品からではなく、オーク

ションや廃業する会社から航空機部品

を購入している 
3 〔品目〕 

暗視ゴーグル 
 
〔非軍事化コード〕 

F 指定 
 
〔売主の所在地〕 

フロリダ州テケスタ 
 
〔GAO による購入日〕 

eBay ・ 同暗視ゴーグルにはミルスペックのイ

メージ増強管が含まれている 
・ 赤外線（IR）タブ（以下のケース 4 およ

び 5 参照）と併用すると、同ゴーグルは

夜間戦闘システムの部品となる 
・ 同ゴーグルは（戦場で）米軍兵士による

敵味方の兵士識別（IFF；identification 
friend or foe：敵味方識別）を可能にす

る 
・ 出品者は米国海兵隊の退役大佐であり、
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2007 年 3 月 29 日 
 

現在は戦術・監視・軍隊保護のための装

置を販売する一般調達局の指定事業で、

営業開発のマネージャーを務めている 
・ 退役大佐が言うには、ゴーグル 28 個を

現役の部隊、魚類野生動物局、国土安全

保障省、土地管理局およびいくつかの自

治体と州の法執行機関にすべて売却す

ることができなかったため、eBay の個

人アカウントを使って残りのゴーグル

を米国各地の 10 人に販売した 
・ 彼は eBay 販売プロセスの一環として、

ゴーグルの購入を検討した客全員に米

国民かどうかを尋ねたと明言したとい

うが、GAO の覆面調査員にはこの質問

をしていない 
・ 同暗視ゴーグルの製造業者によると、購

入されたゴーグルは eBay で販売される

べきではなく、流通プロセスのある時点

で会社の販売ポリシー違反が起きてい

たという 
・ 製造業者は、ポリシー違反がどこで発生

したのかを調査し、違反した卸売業者を

認定業者リストから外すと述べた 
・ GAO は DCIS に付託して調査を要請し

た 
4 〔品目〕 

IR タブ 
 
〔非軍事化コード〕 

D 指定 
 
〔売主の所在地〕 

ニューヨーク州マール

ボロ 
 
 

インター

ネット店

舗 

・ 夜間戦闘中に敵が IR タブを使って「味

方」を装い、戦場に混乱を生じさせて部

隊を危険にさらす可能性がある 
・ 元陸軍大尉の販売業者は IR タブの購入

者の身元を常に確認し、軍当局者および

法執行官以外が決してタブを入手する

ことのないようにしていると主張した 
・ 販売業者は、タブを売るのは米軍関係者

だけであり、注文を完納する前に必ず雇

用を証明するものを確認すると述べた 
・ GAO の覆面調査員は販売業者のオンラ

イン店舗を利用してタブを注文し、いか

なる類の身元確認も受けずに新品／未

使用のタブを入手した 
・ 製造業者によると、これらのタブは迷彩
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戦闘服（ACU）に付けられている IR タ

ブと同じ性質をもち、同等製品であると

のことだった 
・ GAO は DCIS に付託して調査を要請し

た 
5 〔品目〕 

ACU および付属品 
 
〔売主の所在地〕 

ノースカロライナ州フ

ェイエッテビル他 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 4 月 17 日 
 
 

eBay ・ テロリストらがもし他の出品者から購

入した付属品（記章、ブーツ、ベレー帽

など）と組合せて着用すれば、米兵と思

われる可能性がある 
・ ACU には IR タブが付いていた。つまり、

敵がこの ACU を着れば夜間戦闘時に味

方の戦士を装うことができ、戦場に混乱

を生じさせて部隊を危険にさらす可能

性がある（事例 4 を参照） 
・ 出品者は民間人で、ノースカロライナ州

フォートブラッグ基地近くのフリーマ

ーケットでこの ACU を入手したと主張

・ 盗品と思われる。 
・ GAO の調査員は、フリーマーケットを

訪ね、数人の商人が中古の ACU（IR タ

ブの付いたものはなかった）を売ってい

るのを見た。フリーマーケット商人らが

覆面調査員に話したところによると、

ACU は地域のヤードセールや兵士から

入手しているとのことである 
・ GAO は、犯罪捜査のために DCIS に事

件付託した 
6 〔品目〕 

ケブラーヘルメット 
 
〔非軍事化コード〕 

B 指定 
 
〔売主の所在地〕 

イリノイ州ブルーミン

グデール 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 4 月 21 日 
 

eBay ・ 国務省の交付する許可証無しでは輸出

できない品目だが、出品者は許可証を所

持していないと述べた 
・ 落札者の所在地は、コスタリカ、チェコ

共和国、ハンガリー、タイなどの国だっ

た 
・ 出品者は、ヘルメットを海外に発送した

ことは一度もなく、オークションの落札

者が海外在住の場合には取引を中止し

ていると断言した 
・ 出品者は民間人で、ヘルメットは政府放

出品のウェブサイトから合法的に入手

したという 
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・ 出品者の eBay 記録をさらに調べたとこ

ろ、2007 年 2 月から 2007 年 7 月にかけ

て 2 万 1,000 ドル相当のケブラーヘルメ

ットのオークションを完了していたこ

とが明らかになった 
・ GAO は、犯罪捜査のために DCIS に付

託した 
7 〔品目〕 

核 ・ 生 物 ・ 化 学 兵 器

（NBC）防護服、ガスマ

スク、手袋とブーツ、ガ

スマスクフィルター 
 
〔売主の所在地〕 

カリフォルニア州オク

スナード 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 8 月 23 日 
 

Craigslist ・ リバースエンジニアリングによって対

抗手段（技術）の開発や同等技術の製造

が可能である 
・ Craigslist の広告によれば、出品者は海

兵隊員で、資金が必要なため出品者のも

のではない軍から支給された装具を売

っているということだった 
・ 出品者によると、彼が広告に書いていた

内容に反して、知人から装具をもらった

と回答し、出品者は（1）知人のファー

ストネームが思い出せない、（2）知人も

その防護服を支給されたわけではなく、

「不要品交換会」なる催しで手に入れ

た、（3）知人は 近オートバイ事故で死

亡したと述べた 
・ 国有財産の盗品である可能性が高い 
・ GAO は、犯罪捜査のために DCIS に付

託した 
8 〔品目〕 

E-SAPI (米軍が使用し

ている先進の強化SAPI) 
 
〔非軍事化コード〕 

D 指定 
 
〔売主の所在地〕 

テキサス州アーリント

ン 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 9 月 13 日 

eBay ・ リバースエンジニアリングによって対

抗手段（技術）の開発や同等技術の製造

が可能である 
・ 落札者の所在地は、中国（香港）、ポー

ランド、台湾、シンガポールなどだった

・ 2006 年 9 月から 2008 年 2 月にかけて、

eBay オークションによって 600 を上回

るボディアーマー関連アイテムを合計

約 6万ドルで売っていたことが判明した

・ 軍（政府）かまたはメーカーからの盗品

の可能性が高い 
・ GAO は、犯罪捜査のために DCIS に付

託した 
9 〔品目〕 

ボディアーマー／防弾

Craigslist ・ リバースエンジニアリングによって対

抗手段（技術）の開発や同等技術の製造
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プレート（SAPI: Small 
Arms  Protective 
Inserts） 

 
〔非軍事化コード〕 

D 指定 
 
〔売主の所在地〕 

ノースカロライナ州フ

ェイエッテビル 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 9 月 22 日 
 

が可能である 
・ 出品者はノースカロライナ州フォート

ブラッグ基地配属の陸軍特殊部隊二等

軍曹である 
・ 出品者は当該品目をヤードセールで購

入し、販売業者の名前は思い出せなかっ

たが、現金で支払ったと述べた 
・ 出品者は、Craigslist で他にもボディア

ーマーが販売されているのを見たこと

があったため、販売しても「大丈夫」だ

と思ったと供述している 
・ 国有財産の盗品である 
・ GAO は、犯罪捜査のために DCIS に付

託した 
10 〔品目〕 

ボディアーマー・ベスト

／SAPI 
 
〔非軍事化コード〕 

D 指定 
 
〔売主の所在地〕 

ノースダコタ州マイノ

ット 
 
〔GAO による購入日〕 

2007 年 3 月 30 日 
 
 

eBay ・ 当該品目は、米軍が使用している先進の

強化 SAPI（E-SAPI）を含み、リバース

エンジニアリングによって対抗手段（技

術）の開発や同等技術の製造が可能であ

る 
・ 出品者は調査時点では空軍予備役の兵

長である 
・ 2006 年 6 月から 2007 年 4 月にかけて

eBay オークションでボディアーマー・

ベスト 18 着と SAPI を合計 3,300 ドル

以上で販売していた 
・ 高落札者は、日本所在の個人など 
・ マイノット空軍基地の警護隊と郡保安

官事務所がこの件を調査し、このボディ

アーマーは基地から盗まれたものであ

ることを突き止めた 
・ 空軍 OSI によれば、出品者は国有財産を

販売していることを認識していた 
・ 国有財産の盗品である 

(出所) GAO の資料を基に CISTEC が編集。 
 

GAO は、上記の〔図表 175〕にまとめた品目以外にも、F-14 の無線受信機や SAPI
プレート入りボディアーマーベストなどの品目も購入した。DOD によると、これらは

USML 掲載品目とのことである。また参考までに、〔図表 175〕で紹介した品目の写真

を〔図表 176〕から〔図表 180〕に掲載した。 
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〔図表176〕 事例 1 の eBay 出品者から購入した F-14 戦闘機のアンテナ 

 
(出所) GAO 
 

〔図表177〕 事例 3：eBay で購入した暗視ゴーグル 

 
（出所）GAO 
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〔図表178〕 事例 5：eBay で購入した ACU 

 
(出所) GAO 
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〔図表179〕 事例 7：eBay で購入した NBC 防護服 

 
(出所) GAO、着用しているのは GAO 調査員 
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〔図表180〕 事例 8~10：eBay と Craigslist で購入した 
ボディアーマー・ベストと SAPI 

 
(出所) GAO 
 
 
【調査結果の概要：盗品を販売する民間人】 

更に GAO の調査では、米国政府の財産が DOD で利用されるのではなく、盗まれて

営利目的で売られた例も突き止めた。例えば GAO は、民間人と軍人を問わず、「米国国

有財産につき、営利転売は違法」と表示されているにもかかわらず、多数の新品／未使

用の軍用食である戦闘糧食（レーション）（MRE：Meals, Ready to Eat）の盗品も購入

することが出来たという。結果、eBay や Craigslist には盗まれた軍用 MRE の活発な市

場があることも判明した。 
 

GAO はまた 2 人の民間人の店主が、軍から盗まれた可能性の高い防衛関連品を横流

しするパイプ役を果たしていることも探り当てた。店主らが GAO に語ったところによ

れば、軍人から装具――ケブラーベスト、防弾チョッキ、ガスマスクを含む――を購入し

て eBay を通じて一般市民に販売したとのことだった。軍人から買った資産が盗品であ

ることをこの売り主たちが知っていた場合、売り主もまた法律を犯していることになる

122。 
 
こうした販売は、国有財産の横領でもあるという。DOD 当局者によると、米軍関係

者は自分たちに支給されたボディアーマーなどの特定品目を売る権限がなく、もしそれ

をすれば国有財産の窃盗とみなされる。eBay や Craigslist で入手できる盗品のすべて

が機微品目ではないが、それぞれの品は納税者のお金で購入されたものであり、意図し

た通りに使用されなかったため、税金の無駄遣いになっている。 

                                                  
122 18 U.S.C. §641。 
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以下、2 人の民間人の店主が、軍から盗まれた可能性の高い防衛関連品を一般市民に

販売していたという GAO の調査から判明したケーススタディを紹介する。 
 
【ケーススタディ 1：銃砲店のオーナー】 

eBay の鉄砲店のオーナー、販売業者は、カリフォルニア州バーストーに銃砲店を所

有している。eBay 店舗には、ケブラーヘルメットや NBC 防護服など機微な防衛関連品

目を含む米軍の品目をリストで掲載している。eBay 店舗に掲載している品目の入手先

を鉄砲店のオーナーに尋ねたところ、軍関係者が品目を売るために頻繁に来店するとの

ことだった。鉄砲店のオーナーは、軍関係者から購入した軍事品目の記録を GAO に提

示した。銃砲店オーナーは、販売ごとに販売元の署名と身分証明書のコピーをとってお

り、販売元の中には軍の身分証明書を提示している者もいたという。GAO は、品目をこ

の銃砲店オーナーに売却した人物の名前を DEIDS データベースと照合し、現在兵役に

就いている売り主がいないかどうか確かめた。以下の〔図表 181〕は、銃砲店オーナー

にアイテムを売った軍人の一部についての詳細と品目の内容を示している。 
 

〔図表181〕 カリフォルニア州バーストーの銃砲店オーナーに 
米軍資産を売った軍人 

番号 階級 所属 現在の配属先 店主に販売した品目 
1 二等軍曹（E-6） 

 
陸軍（現役） 
 

米国陸軍教導部

隊、アリゾナ州 
ヘルメット 3 個およびそ

の他装具 
2 三等軍曹（E-5） 

 
陸軍（現役） 
 

ニュージャージ

ー州フォートデ

ィックス 

防弾チョッキおよびその

他装具 
 

3 特技兵（E-4） 
 

服務していな

い 
 

不明 
 

ケブラーヘルメット 2 個、

ディストレスマーカー、兵

器関連装具 
4 特技兵（E-4） 

 
陸軍（現役） 
 

カリフォルニア

州フォートアー

ウィン 

防弾チョッキ、ガスマスク

5 特技兵（E-4） 
 

陸軍（予備役）

 
バージニア州ポ

ーツマス 
ヘルメットおよびその他

装具 
6 一等兵（E-2） 

 
海兵隊（現役）

 
カリフォルニア

州トゥエンティ

ーナインパーム

ズ 

ヘッドマウント 27 個（暗

視ゴーグル用とも考えら

れる） 

7 二等兵（E-1） 服務していな

い 
不明 防弾チョッキ 

(出所) カリフォルニア州バーストーの銃砲店オーナー、DEIDS 
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GAO は、この件に捜査が必要だと考えており、陸軍 CID に対し犯罪捜査を求めて追

加付託を行った。 
 
【ケーススタディ 2：軍余剰物資販売店のオーナー】 

eBay 出品者、軍余剰物資販売店のオーナーは、テキサス州アビリーンに軍余剰物資

販売店を所有している。調査員が eBay 店舗に関連する実物の店舗を訪ねたところ、IR
タブの付いた新品の ACU がいくつか置いてあった。先に述べたように、IR タブは夜間

で地上部隊と空中の戦闘パイロットともに暗視装置を装備していれば夜間に検知するこ

とができる IFF 要素であり、軍の夜間戦闘システムの一部となっている。ACU に付け

られた IRタブの非軍事化コードは Dである。調査員がこの点を店主に指摘したところ、

制限について知らなかったと言い、ACU を陳列棚から取り除いた。店主は ACU を軍人

から購入したと述べた。また、店内の品目の多くは、飛び込みで店に品物を売りに来る

地元の軍関係者から取得したとも述べた。店主は取引の記録を付けており、そのコピー

を調査員に渡した。記録に記載された個人に関する情報を DEIDS データベースと照合

し、現在兵役に就いている売り主がいないかどうか確かめた。〔図表 182〕は、この店の

オーナーにアイテムを売った軍人の一部についての詳細とアイテムの内容を示している。 
 

〔図表182〕 テキサスの軍余剰物資販売店オーナーに米軍資産を売った軍人 
番号 階級 所属 現在の配属先 店主に販売した品目 
1 曹長（E-7） 服務していな

い 
 

不明 
 

フライトスーツ 8 着、フライ

トジャケット 2 着、戦闘服

（BDU）15 着 
2 二等軍曹（E-5）a 

 
空軍（現役） 
 

テキサス州デ

ィエス空軍基

地 

ケブラーベスト 5 着 

3 二等軍曹（E-5） 
 

空軍（現役） 
 

韓国  群山空軍

基地 
ヘルメット 
 

4 兵長（E-4）a 空軍（現役） 
 

テキサス州デ

ィエス空軍基

地 

BDU9 着 
 

5 兵長（E-4） 
 

空軍（現役） 
 

テキサス州デ

ィエス空軍基

地 

ガスマスクとフィルター、

BDU 

(出所) テキサス州アビリーンの軍余剰物資販売店オーナー、DEIDS 
 
a 店主の提供した記録には軍人の配偶者の名前が記載されていた。DEIDS には配偶者の名前も含まれ

ている。 
 
GAO は、この件については空軍 OSI に付託して犯罪捜査を要請した。 
 



 181

【調査結果の概要：インターネットでの機微品目販売防止策が殆どなし】 
GAO は、購入した機微な防衛関連品目の広告は eBay および Craigslist のウェブサイ

ト管理者によって削除されていなかったため、機微品目などの取引を完了することがで

きた。GAO の調査によると、両ウェブサイトともに盗品を含む販売禁止アイテムのリス

トを掲載しているが、両サイトとも国際的な市場範囲を有するにもかかわらず、機微な

防衛関連品または輸出規制対象品目に関する警告を載せているのは eBay のみであると

いう。eBay は不正行為や禁止されている販売がサイト上で発生するのを防ぐために、

管理職員と調査チームを雇っている。一方 Craigslist は、eBay よりもスタッフが少な

く、不適切な広告や投稿の特定は大部分ユーザーコミュニティに依存している。 
 

両ウェブサイトの職員は、「法執行機関と協力して違法な品、偽造品、盗品での販売を

阻止し、個人を特定して不正または不適切な目的でこうしたインターネット・サービス

を利用させないようにする」と述べたとのことである。しかし、一般に eBay も Craigslist
も、盗品や輸出規制対象品目を売るパイプ役を果たしていることに対して刑事責任を負

うことはなく、例え品物が海外販売されていても同様である。ウェブサイトが物品を所

有し、取引価格を設定し、実際に当該品を配達することはないため、ウェブサイトの活

動に適用される関連連邦刑事法令はないためである。 
 
〔図表 183〕はこうしたインターネット会社が禁止品目の販売を阻止するために設け

ているポリシー、積極的な取締りの試み、罰則を GAO がまとめたものである。 
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〔図表183〕 eBay と Craigslist のポリシーと手続 
ポリシーまたは手続 eBay Craigslist 
禁 止 品 目 リ ス ト

（ Prohibited items 
List）に盗品は含まれ

ているか 

含まれている。 
 

含まれている。 
 

禁止品目リストに非

軍事化されていない

品目（機微な防衛関連

品目）は含まれている

か 

含まれているが、掲載項目

名は軍需品関連の「火器、

兵器、ナイフ」カテゴリー

となる。 
 

明示されていない。 
 

禁止品目リストに輸

出規制対象品目は含

まれているか 
 

含まれている。国際販売に

関する情報と所轄官庁への

リンク

（http://www.export.gov）
を提供している。 

含まれていない。財務省外国資産

管理局へのリンクを提供してい

る。 
 

禁止品目リスト掲載

資産の販売を予防し

ているか 
 

禁止品目チームが禁止品目

の発見と禁止投稿の削除に

努める。加えて、売りに出

されている禁止品目やその

他のポリシー違反について

ユーザーが報告できる。 
 

禁止品目の広告についてのユーザ

ーの発見と報告に依存。 
 

法執行機関と協力し

ているか 
 

不正調査チームが法執行機

関と協力して出品者につい

ての情報を報告し、積極的

な照会を行う。出品者の情

報の開示に召喚状は必要な

い。 

Craigslist のスタッフの 1 人が法

執行機関との協力することを担

当。出品者情報の開示に召喚状は

必要ない。 
 

ポリシー違反に罰則

があるか 
 

ポリシー違反に対する罰則

としては、資産のリスト掲

載の取り消し、アカウント

特定の制限、「パワーセラ

ー」資格の末梢（剥奪）、ア

カウントの停止がある。 

罰則としてはユーザー・アカウン

トの削除のほか、違反ユーザーが

サイトにアクセスできないように

する試みもある。 
 

（出所）eBay および Craigslist のポリシーと手続に関する GAO の分析と、各ウェブサイト関係者の

提供した情報。 
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 以下、GAO がまとめた両ウェブサイトのポリシーと手続きの概要である。 
 
【調査結果の概要：eBay のポリシーと手続き】 

禁止品目リストによれば、eBay は盗品の販売を禁止している。eBay はまた、その禁

止品目リストに関する国際取引についても、輸出管理に関する政府ウェブサイトへのリ

ンクをはじめ広範な情報を提供している。軍用 MRE やその他の盗難軍用資産の販売に

ついては、禁止品目リストに明確な言及はない。しかし eBay は、DOD の非軍事化方針

に従って処分されていない防衛関連品目を禁止することについての議論は行っていると

いう。eBay の職員によると、eBay はユーザーの販売を点検するチームを二つ(不正調査

チームと禁止品目チーム)立ち上げている。 
 

不正調査チームは法執行機関に直接対応し、販売や出品者の活動について情報を提供

する。私たちの調査に際しては、不正調査チームから貴重な援助を受けた。先の職員に

よると、不正調査チームは関係する法執行機関に案件を積極的に照会し、更に詳しい調

査や訴追を求めている。一方、禁止品目チームは禁止されている販売の可能性のあるも

のを自動的に識別するフィルタリングシステムを設けているほか、禁止されている活動

に関する報告に対応する。禁止品目チームが禁止品目を見つけた場合には、当該品目の

広告を削除し、出品者を指導し、活動が継続する場合には出品者のアカウントを停止す

る権能が与えられている。 
 
GAOが eBay職員に軍用ボディアーマーを eBay上で売ることについて尋ねたところ、

ボディアーマーによっては合法的に販売できるものもあるため、eBay にとっては難し

い問題であることを認めた。職員によれば、不正調査チームはどの販売が違法なボディ

アーマー（例えば軍からの盗品など）を判別するために eBay の販売を精査することは

してはいないという。 
 
軍用 MRE の販売に関しては、「MRE を売ることが違法だとの指摘はだれからも受け

ていない」と述べた。eBay のポリシーに違反したユーザーに対しては、eBay 職員はリ

ストの取り消し、アカウント特権の制限、ユーザーの「パワーセラー」資格の抹消（剥

奪）、アカウントの停止を行うことができる。 
 
【調査結果の概要：Craigslist のポリシーと手続き】 

Craigslist のポリシーと手続は盗品の販売を禁止している。しかし、ウェブサイトは

全世界の都市を対象としているにもかかわらず、禁止品目リストには機微な防衛関連品

目、輸出管理、国際取引についての言及はない。さらに、禁止品目リストに軍用 MRE
やその他の盗難軍用資産の販売についての明確な言及がない。こうした品目がリストに

含まれていないため、Craigslist の職員およびユーザーがその販売を禁止する可能性は

低い。 
 
Craigslist は eBay よりもスタッフがはるかに少ないという（ウェブサイトによれば
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25 人）。Craigslist のあるマネージャーに不正調査チーム（FIT）の有無を聞いたところ、

「私が Craigslist の FIT です」と答えた。同マネージャーはまた、「Craigslist では怪

しい広告の識別や禁止品目販売の報告を主にユーザーコミュニティに頼っている」とも

述べた。実際に Craigslist のユーザーが兵器に関する不審な広告やその他明らかに禁止

されている販売を発見し、該当品目はウェブサイトから削除されることになった。 
 
Craigslist の職員によれば、Craigslist は法執行機関と協同しているが、「Craigslist

上で兵器に関する不審な広告やその他明らかに禁止されている販売が発見された場合」

については、積極的にそうした機関の注意を促すことはしていない。法執行機関から連

絡を受けたときに、Craigslist はボディアーマーや暗視ゴーグルなどの不審な品目に対

する広告を削除するという。しかし eBay とは異なり、Craigslist は召喚状がなければ

法執行機関に出品者情報を提供しない。Craigslist のポリシーに従わないユーザーに対

しては、会社の職員が当該ユーザーのアカウントを削除できるほか、違反ユーザーがサ

イトにアクセスできないような方策を試みている。 
 

4.1.2.2 米国内販売による不正輸出防止策の脆弱性 
 

米下院エネルギー商業委員会／監督・調査小委員会の要請により GAO は、機微なデ

ュアルユース／軍事技術は米国内の製造業者や販売業者から容易かつ合法的に購入でき、

見つかることなく違法に輸出が出来きることを突き止めた。つまり、今回の調査によっ

て米国から海外への不正輸出に対する米国国内の無制限な国内販売の脆弱性が明らかに

なった。GAO は、今回の調査結果をまとめ、2009 年 6 月 4 日に報告書「Military and Dula 
- Use Technology : Covert Testing Shows Continuing Vulnerabilities of Domestic 
Sales for Illegal Export123」を同小委員会に提出した。以下、報告書の要点を紹介する。 
 
【調査を行った理由】 

米司法省(DOJ)の公式の報告によれば、2008 会計年度には 145 人以上の被告が輸出管

理法違反の罪で刑事罰に問われている。こうした事件で起訴されている被告の約 43%は、

イランまたは中国への品目の不正輸出を企てていた。以下、刑事罰に問われている内 2
つの事例である。 
 
例 1：2007 年に米国移民税関執行局（ICE）の行った覆面捜査により、コネチカット州

のある人物が加速度計を購入して中国に不正輸出しようとしていたことが明らか

になった。起訴状によると、この加速度計はスマート爆弾での使用と、核および

化学爆発物によって生じる運動の測定に適している。 
 
例 2：2008 年にはさまざまな個人や企業が、簡易爆発物（IED: Improvised Explosive 

Devices）を作るのに利用できる傾斜計などの品目を購入し、それらの品目をイ

                                                  
123 GAO, MILITARY AND DUAL-USE TECHNOLOGY:Covert Testing Shows Continuing 
Vulnerabilities of Domestic Sales for Illegal Export, GAO-09-725T , June 4, 2009    
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ランを 終仕向国として複数の積替えポイントに輸出した容疑で、連邦政府の摘

発により起訴された。この種の品目は、イラクやアフガニスタンの米国兵士に対

して過去からおそらく現在も続けて使用されている。 
 

機微な軍事およびデュアルユース品目を輸出するには国務省、商務省またはその両方

からの承認を得なければならないが、公開されている刑事事件の報告を見る限り、個人

がこの要件を無視して暗視ゴーグルなどの制限品目を違法に輸出することが可能になっ

ている。また、2008 年に行われた米下院監督政府改革委員会 外交防衛小委員会での証

言では、GAO の覆面調査官が eBay や Craigslist といった商業インターネット・サイト

で、F-14 トムキャット戦闘機の部品、現在米軍が使用している暗視ゴーグル、 新型

の軍用防弾チョッキなどの機微品目を購入できた経緯を説明した124。 このような状況

を踏まえ、米下院エネルギー・商業委員会 /監督・調査小委員会は、GAO に対して以下

のように覆面調査を行うよう要請した。 
 
（1）機微なデュアルユース／軍事品目を米国内の製造および販売業者から購入する 
（2）購入した品目を国内の取締官に見つからずに輸出することを試みる 
 
【調査手法】 

GAO は、2 つの手法、「偽のトンネル会社と架空の身元の利用」と「当該品目のダミ

ー版を郵便で輸出(発送)」でそれぞれ海外に輸出される場合に規制対象な品目、または

なりうる品目が米国国内で入手する場合は制限がなく、海外に輸出出来ることを突き詰

めた。この調査は、完全性と効率性に関する監察官委員会（CIGIE: Council of Inspectors 
General on Integrity and Efficiency）の示した調査基準にしたがい、2008 年 5 月から

2009 年 6 月にかけて行われた。 
 
【調査手法：偽のトンネル会社と架空の身元の利用】 

「偽のトンネル会社と架空の身元」は、GAO までさかのぼることのできない架空の名

前と連絡先を用いて、ペーパーカンパニーに関するウェブサイトを立ち上げ、購入した

品を受けとるための私書箱もレンタルし、調査を行ったとのことである。  
 

また GAO は、同調査を実行するために国務省と商務省などの関係省庁の担当者に話

を聞き、どのデュアルユース／軍事品目がテロリストや外国政府の需要があるのかを把

握したという。さらに、機微なデュアルユース／軍事品目の販売と不正輸出に関して一

般公開されている摘発事例を特定した。また、メーカーや販売業者のウェブサイト上で

販売されているデュアルユース／軍事技術も検索した。次に、電子メールまたは売り手

のウェブサイトのいずれかを通じてデュアルユース／軍事品目の国内購入を行った。

GAO は、個人または eBay や Craigslist などの商業オークション・サイトからの品目の

購入は行わなかったとのことである。 

                                                  
124 GAO、Internet Sales: Undercover Purchases on eBay and Craigslist Reveal a Market for 
Sensitive and Stolen U.S. Military Items、GAO-08-644T（ワシントン D.C.、2008 年 4 月 10 日） 
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【調査結果：偽のトンネル会社と架空の身元を利用】 
・ 購入品目の中には、現在イラクとアフガニスタンで米国の兵士が目標の識別に使用

している暗視単眼鏡、核兵器の爆発に使用するトリガー火花間げき、簡易爆発物に

用いる電子センサー、誘導ミサイルや軍用機に用いるジャイロチップも含まれてい

た。 
・ 国務省と商務省の担当者に対するインタビューに加え、GAO の購入した種類の品目

の販売に適用される法律を吟味した結果、そうした品目の国内販売にはほとんど制

限がないことがわかった 
 
【結果概要：偽のトンネル会社と架空の身元を利用】 
機微なデュアルユース／軍事技術の国内販売に適用される法規を法律分析したところ、

企業はほとんど制限なしで機微品目の国内販売を行うことが許されていることが判明し

た。購入した品目のメーカーや販売業者の中には、例えば買い手にエンドユーザー契約

書125への記入を要求するなど、機微品目の販売を文書化する手続を独自に定めていると

述べたところもあった。しかし売り手には、買い手が示す身元の信憑性や品目の 終用

途を確認するために調査を行う法的義務はなかった。場合によっては、機微品目を購入

するのに名前とクレジットカード以外の情報は不要なこともあったという。可能な場合

には、GAO が購入した品目の追加購入を通して、あるいは、コスト面の事情から、品目

の価格見積書をメーカーや販売業者から入手も行えたとのことである。しかも販売およ

び製造業者の多くは、必要な輸出許可なしで機微品目を輸出することに対する警告書を

商務省から受けとっているという。 
 

GAO が架空の身元で取得した品目には、民生用途があるが、その他の目的、軍事用に

転用できるものもあった。品目の中には、暗視単眼鏡、IED などの電子部品、米軍特殊

部隊が使用する傍受の危険のないミリタリーグレードの無線も含まれていた。取得した

品目は機微な性質を持つだけでなく、外国政府やテロ組織からの需要もあった。具体的

に言うと、調査中に取得した機微なデュアルユース／軍事品目のうち 7 品目は刑事告発

の対象となり、輸出管理法違反で有罪判決を受けている。F-16 エンジン監視システムを

除く全品目が新品で未使用であった。GAO は、F-16 エンジン監視システムを、先に国

防総省から取得していた販売業者から購入した。 
 

〔図表 184〕は、調査中に取得した CCL または米国軍事品目リストのいずれかにおい

て輸出規制の対象となっている機微品目をまとめたものである。購入した品目の多くは、

以前に確認された外国向けの非合法輸出の対象にもなっている。表に続いてケーススタ

ディとして説明を掲載している126。 
                                                  
125 エンドユーザー契約書とは、買い手が自分の購入する品目の用途を自己申告して提出する文書をい

う。当該品目を輸出する予定の有無、および当該品目を再販売する予定の有無を記す。 
126 品目 2（オシロスコープ）については、コスト面の事情から、その品目を購入する代わりに価格見

積書を手に入れた。品目 10 の NVG については、全く同じ品目を暗視単眼鏡と同じ売り主から購入で

きることもわかった。しかし、この品目は以前の調査時に購入していたため、今回は繰り返し購入し

ないことにした。品目 9（ESAPI）については、MTV と同じ売り主から購入できることがわかったが、

以前の調査時に購入していたため今回は購入しないことにした。価格見積もりを入手した後、私たち
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〔図表184〕 機微なデュアルユース／軍事品目 
ケース 品目 デュアル  

ユース 
軍事 核 IED 

デュアルユース品目 
1 トリガー火花間げき ○  ○  
2 オシロスコープ ○  ○  
3 加速度計 ○ ○ ○  
4 クワッド差動ライン・レシーバ ○ ○  ○ 
5 傾斜計 ○ ○  ○ 
6 ジャイロチップ ○ ○   
7 Ka バンド電力増幅器 ○ ○   
軍事品目 
8 IR フラッグ  ○   
9 モ ジ ュ ー ル 式 ボ デ ィ ア ー マ ー

（MTV: Modular tactical vest）／
強 化 防 弾 プ レ ー ト （ ESAPI: 
enhanced small arms protective 
inserts） 

 ○   

10 暗視単眼鏡／暗視ゴーグル（NVG）  ○   
11 セキュア・パーソナル無線  ○   
12 F-16 エンジン・監視システム  ○   
（出所）GAO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
は売り手に確認し、いったんその品目の支払いの手配を済ませれば購入は無事行われていたとの確証

を得ている。 
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【ケーススタディ：核応用可能な機微なデュアルユース品目】 
 
ケース①： トリガー火花間げき 
トリガー火花間げきは多用途の電圧スイッチで、医学的用途に使用するが、核兵器の起

爆装置にも使用できる。トリガー火花間げきはパキスタンやインドへの不正輸出の対象

となってきた。しかし、米国内での売買は完全に合法的である。 
 

〔図表185〕 トリガー火花間げき 

（出所）GAO 
 
2009 年 1 月 GAO は、ペーパーカンパニーと事業所の住所として私書箱を使い、電子メ

ールを通じて、連邦の中央契約者登録（CCR: Central Contractor Registration）デー

タベースに登録しているメーカーから 735 ドル分127のトリガー火花間げきを購入した。

同メーカーは、共通役務庁（GSA）スケジュールを通じて承認された政府納入業者で、

かつて外国人による購入未遂の標的になっていたという。トリガー火花間げきを取得し

た後 GAO は、同メーカーに覆面購入のことを通知した。当該会社の職員は、インタビ

ューの際に、自社商品の販売を文書に記録するための十分な手順を整えて実施している

との考えを述べたとのことである。同メーカーは新規顧客に対して証明書に記入するこ

とを求め、顧客の名前と購入する製品の 終用途を書き込むことを求めているという。

しかし、当該品目の販売は国内では合法的であるため GAO は、偽名とペーパーカンパ

ニーを使い、有効なクレジットカードを提示することによって購入することができた。

確認義務のないメーカーは、架空の身元やペーパーカンパニーについて質問すること

も、製品の 終用途についてより詳しく調べることもしなかったという。GAO は、ト

                                                  
127 合計額は税金、出荷費用と取扱手数料、サービス料金を含むと考えられる。 
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リガー火花間げきを購入する一方で、追加で 100 個のトリガー火花間げきに対する価格

見積りも取得した。 
 
同品目に関しては、2005 年に 1 人の人物が、貨物航空会社を利用してトリガー火花間

げきを含む品目を輸出し、米国の輸出規制違反の共謀および違反の罪で禁固 3 年の刑を

宣告された。また別の人物は、米国の輸出規制違反の共謀および違反の罪で起訴された。

前述の 2 人は、米国製トリガー火花間げき数個を購入し、パキスタンに輸出する手配を

していた。彼らはトリガー火花間げきを取得するために、当該品の用途を医療用と偽っ

て申告していた。 
 
ケース②：オシロスコープ 
オシロスコープは計時、電圧、周波数その他の電気信号の属性を表示するのに使用する。

加えて、特定バージョンのオシロスコープは大量破壊兵器の開発に利用することが可能

であり、反テロ対策のために輸出規制の対象ともなっている。しかし、オシロスコープ

の米国内での売買は合法である。調査中に GAO は、CCL バージョンのオシロスコープ

がインターネット上で購入できることを確認した。GAO は、クレジットカードを使い、

CCR に登録している販売業者からオンライン購入することが可能だった。しかし当該品

目は価格が 7,500 ドルを超えるため、購入はしないことにしたという。しかし、GAO
が購入しようと思えばいっさいの証明なく国内でオシロスコープを購入できていたこ

とを、同販売業者から確認を得た。 
 
今回 GAO が購入を打診したバージョンに近い型のオシロスコープが、2005 年に同販売

業者によって海外に違法に出荷されていた。同販売業者は、許可なしでイスラエルにオ

シロスコープを輸出したことに対し、国際緊急経済権限法違反（IEEPA）の重罪につい

て有罪を認めた。同販売業者は 5 万ドルの罰金、執行猶予 3 年、250 時間の社会奉仕活

動を言い渡された。ここ数年、このオシロスコープのメーカーは、必要な許可なしでパ

キスタンとインドにオシロスコープを輸出したことに対し、商務省から数回にわたり警

告書を受けとっている。 
 
ケース③：加速度計 
加速度計は加速と振動の測定、表示、分析に用いるセンサーであり、計器である。単独

またはデータ収集システムと連結して使用することができる。購入したバージョンの加

速度計は「スマート」爆弾での使用や、核および化学爆発物によって生じる運動を測定

するのに適しており、国内販売は合法だが CCL の下に輸出規制されている。 
 
2009 年 1 月に GAO は、あるメーカーから加速度計を 2,766 ドルで購入した。同メーカ

ーは CCR に登録しており、GSA スケジュールを通じて認可を受けた政府納入業者でも

あるという。GAO は、偽名、ペーパーカンパニー、事業所住所として私書箱を利用し、

購入を達成した。この際 GAO は、品目の用途は研究開発目的であり輸出はしない旨を

記載した 終需要者証明書も提供した。GAO は、購入後にメーカーと会い、実際に行
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ったことの内容と、当該会社が機微品目の国内販売に対してなにか自主規制を実施して

いるかどうかについて話し合った。当該品のメーカーは法律で義務づけられていない規

制は実施していなかったという。また当該の販売の文書化は適切であると考えていたと

のことである。 
 
GAO によると、今回の調査における該当品目は諸外国からの需要が高いという。例え

ば、2007 年に ICE が行った覆面調査では、ある個人が GAO が購入したものと同タイ

プの加速度計を購入し、中国への不正輸出を試みたことが明らかになった。実際 ICE は、

おとり会社を使って当該の人物を捕らえた。当該の人物は、共謀による加速度計の輸出

に果たした役割に対して禁固 1 年を言い渡された。 
 
【ケーススタディ：IED（簡易爆発装置）に応用可能なデュアルユース品目】 
 
ケース④：クワッド差動ライン・レシーバ(Quadruple Differential Line Receiver) 
クワッド差動ライン・レシーバは、デジタル信号の平衡または不平衡伝送に使用される。

この製品は防衛、航空宇宙、医療における応用をサポートする。加えて、特定バージョ

ンのクワッド差動レシーバには軍事用途もある。当該品目は、米国内で合法的に売買が

できる。 
 
2009 年 4 月 GAO は、ある販売業者からミリタリーグレードのクワッド差動ライン・レ

シーバ 10 個を 248 ドルで購入した。GAO は、同取引を当該会社のインターネット・サ

イトを通じ、ペーパーカンパニー、架空の身元、事業所住所として私書箱を使って行っ

た。法律で義務づけられていないため、GAO の身元の証明や商品の用途の説明は必要

なかった。GAO は購入後、販売業者に覆面購入のことを通知した。覆面購入の結果、

販売業者はオンライン取引に対する自主規制の実施を検討すると述べたが、どのような

追加規制を実施するのかについて詳細は明らかにしなかった。 
 
GAO によると、他の個人が類似する品目をイランに輸出しようと試みているという。

2008 年にはさまざまな個人や会社が、クワッド差動ライン・レシーバの類似品を含む

品目を IED 用に購入した容疑で、連邦政府の摘発により起訴された。個人らはイランを

終仕向地として、複数の積替え拠点宛てに品目の輸出を手配したとされている。更に

GAO は、同様の米国製技術が IED で使われているのが見つかったとの確認も国防総省

の当局者から得た。当局者は、テロ集団はこの種の技術に容易にアクセスでき、より高

性能な IED を使用していると述べたという。 
 
ケース⑤：傾斜計 
傾斜計とは、勾配の角度や物質の重心に対する傾斜を測定するのに使う計器である。傾

斜計は輸出管理の対象だが米国内での売買は合法であり、軍事、医療、光学、距離計、

ロボティクスの分野での使用に適しているほか、IED にも応用できる。 
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2009 年 2 月に GAO は、ある製造業者から傾斜計を 548 ドルで購入した。同製造業者

は、CCR に登録しており、 近ではイランに傾斜計を出荷する個人の購入のターゲット

となっているという。国内での購入のため、製造業者はエンドユーザー契約の要請や、

GAO の身元、会社あるいは事業所住所が私書箱であることのチェックを義務づけられ

ていなかった。GAO は傾斜計を購入する一方で、追加注文として 40 個までの傾斜計の

価格見積りも手に入れた。加えて GAO は、購入後にこの覆面購入のことを製造業者に

伝えた。インタビューの際に製造業者は、覆面取引から商務省の特定したレッドフラッ

グ（危険信号）はいっさい見いださなかったと述べたが、GAO によると同発言は事実

に即しているという128。 
 
2008 年にはさまざまな個人や会社が、IED 用に品目を購入し、傾斜計をイランに輸出

した容疑で連邦政府の摘発により起訴された。2007 年に彼らは、GAO が傾斜機を購入

したのと同じ製造業者から傾斜計を購入し、イランを 終仕向地として、複数の積替え

拠点宛てに出荷したとされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
128 商務省の BIS は、輸出管理規則違反につながる恐れのある取引を示す「レッドフラッグ指標」（Red 
Flag Indicators）リストを公表している。レッドフラッグを見つけた売り手は、商務省に報告するよ

う推奨されている。レッドフラッグの例としては、購入した品目が買い手の業種にそぐわない場合、

普通はローンにする高価な品目を買い手が進んで現金で払おうとする場合、あるいは買い手に事業歴

がほとんどまたは全くない場合などがある。完全なリストは次のページに掲載されている。

<http://www.bis.doc.gov/enforcement/redflags.htm>。 
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【その他のデュアルユース品目】 
 
ケース⑥：ジャイロチップ 
ジャイロチップは先進の航空機、ミサイル、宇宙、商用航空・宇宙システムにおいて安

定、制御、誘導、航行のために使用する機微なデュアルユース品目である。ジャイロチ

ップの当初は商業利用を意図していたが、同じ品目が誘導ミサイルの安定化と操縦にも

使用される。このためジャイロチップは輸出管理の対象となっているが、米国内での売

買は合法的であり無制限に行うことができる。この装置は完全内蔵式で非常に小さく軽

量であり、事実上寿命は無限であるという。 
 

〔図表186〕 ジャイロチップ 

（出所）GAO 
 
2009 年 2 月に GAO は、CCR に登録するある製造業者からジャイロチップ 1 個を 3,146
ドルで購入した。購入プロセスの間に同製造業者は、当該品目が ITAR の対象であり、

輸出する場合には輸出規制の対象となることを明確にしたという。GAO は、覆面購入

の間にペーパーカンパニーのウェブサイト・アドレスを提供し、事業所住所として私書

箱を示し、偽のエンドユーザー契約書を作成した。GAO は、ジャイロチップを購入す

る一方で、追加でジャイロチップ 10 個の価格見積りも取得した。GAO は、購入後にこ

の覆面購入のことを製造業者に伝え、そのうえで製造業者にインタビューした。インタ

ビューによれば、その業者は販売する品目の輸出規則について広範な職員研修を行い、

輸出規則に関する会議に出席し、輸出コンサルタントを雇い、製品の価格見積もりまた

は販売時にしたがう具体的手順について営業担当者への社内研修を行っているとのこ

とだった。しかし、国内販売をする際には検証手続は義務づけられていないため、同製
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造業者は。GAO の架空の身元や会社を確認しなかったという。 
 
国務省は、ある会社を 85 機の商用ジェット機を海外に出荷した容疑で告発した。同ジ

ェット機は、操縦系統にジャイロチップが埋め込まれており、多くは中国を含む国に出

荷された。2006 年 4 月当該会社は、申し立ての解決に 1,500 万ドルを支払うことに合

意した129。 
 
ケース⑦：Ka バンド電力増幅器(Ka-Band Power Amplifier) 
Ka バンド電力増幅器は、軍用レーダー・システム、Ka バンド衛星通信システム向けア

ース端子、ポイント・ツー・ポイント通信システムに適している。Ka バンド電力増幅

器は国家安全保障上の理由で輸出規制されているが、米国内での売買は合法である。 
 
2009 年 3 月に GAO は、ある販売業者から Ka バンド電力増幅器 2 個を 227 ドルで購入

した。同販売業者は CCR に登録しており、以前には中国に増幅器を出荷する個人の購

入のターゲットになっていたという。GAO による購入は、電子メールとインターネッ

トを通して行われた。GAO は、架空の身元、ペーパーカンパニー、事業所住所として

の私書箱を利用し、エンドユーザー契約書を提出した。契約書には偽の情報を記載し、

輸出許可を取得せずにその品目を輸出することはない旨を記入した。当該品目の国内販

売に制限はないため、購入に先立って販売業者は追加の文書化手続や有効性の確認は、

行われなかった。GAO は Ka バンド電力増幅器を購入する一方で、追加注文として 99
個までの増幅器の価格見積もりも手に入れた。GAO は、購入後に覆面購入のことを販

売業者に伝えた。販売業者の職員にインタビューしたところ、同販売業者の文書化手続

では顧客にエンドユーザー契約書の作成を要求するとのことだった。ただし、国内販売

についてはこの作業をする必要がないとも述べたという。GAO によれば、同見解は正

しいという。 
 
2009 年にある個人が、当該の Ka バンド電力増幅器を含むいくつかの規制品目を輸出許

可なしで中国に輸出した容疑で起訴されている。当該の人物は、3 回にわたって米国内

の誰かにいくつかの規制品目を中国向けに出荷するよう依頼し、1 回は当該の人物が米

国から中国に飛び当該品目を手渡ししたとされている。 
 

近商務省は、GAO が覆面調査を行った同製造業者に対し、電子機器の中国への輸出、

許可要件の不遵守、必要な輸出許可なく中国への販売目的でドイツに増幅器を輸出した

ことについて警告書を出している。 
 

                                                  
129 特定のジャイロチップは国務省防衛取引管理局の管轄する輸出許可の対象となっている。ただし、

それらの特定ジャイロチップが民生用または予備計器システムに統合され、一部になっている場合を

除く。主に民生用または予備計器システムの一部として含まれている場合、これらの特定ジャイロチ

ップは CCL の対象になる。 
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【ケーススタディ：機微な軍事品目】 
GAO は、偽のトンネル会社、架空の身元、事業所住所としての私書箱を使い、見つか

ることなしに、販売業者や製造業者から機微な軍事品目を購入その他の方法で手に入れ

ることができた。GAO が取得した品目の一部は国務省の米国軍事品目リストに掲載され

ており、外国人による不法輸出の企ての対象となってきたものである。GAO は、当該の

機微な軍事品目を購入して受けとった後、売り手にインタビューし、各自の取扱品目の

販売に対してどういった管理を行っているのか尋ねた。 
 
ケース⑧：IR（赤外線反射）フラッグ 
IR フラッグ130は、夜間行動で味方兵士を識別するために現在米軍によって使用されて

いる。購入された IR フラッグのいくつかは、識別する印のない黒い物質のように見え

る。しかし米軍の暗視技術（後述のケース 10 で購入された単眼鏡など）を使えば、パ

ッチに米国旗が現れる。米軍の戦闘服に使用されているものと同じ IR フラッグである。

敵の戦士がこの IR フラッグを付けていれば、夜間の戦闘時に味方の軍人として通用す

る可能性があるため、米軍を危機にさらすことになる。それにもかかわらず、こうした

品目を米国内で売買することは完全に合法である。 
 

〔図表187〕 IR フラッグ 

（出所）GAO 
 
2008 年 9 月に GAO は、ある販売業者から様々な IR フラッグを 78 ドルで購入した。

当該会社のインターネット・ストアは、近代戦士が使用する改良戦闘服や、その他の軍

服付属品のデザインを専門にしていると謳っているという。特に会社のウェブサイトに

                                                  
130 IR フラッグは IFF（identification of friend or foe：敵味方識別）IR U.S.フラッグとも呼ばれる。 
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は、イランとアフガニスタンでは特殊部隊が自社製品の多くを現在使用しているとある

とのことである。法的義務はないが、同業者のサイトは、米軍 ID を確認していると明

記しているが、同業者は、GAO の覆面調査員に対して身分証明の提示を求めなかった。

結局、GAO の調査員がこうした品目を購入するのに要求されたのは名前、クレジット

カード、配送先住所だけだった。GAO は、IR フラッグを購入して受けとった後、更に

追加 400 個の IR フラッグに対する価格見積もりも取得した。GAO は、購入後には販売

業者にこの覆面購入のことを通知した。IR フラッグの販売業者は、GAO のインタビュ

ーに対し、独自の自主的方針の一環として米軍 ID のコピーの提供を常に求めているこ

とと、IR タブの販売には 小限の自主規制を実施していると回答したという。しかし同

業者は、GAO の購入に際しては米軍 ID のコピーを要求しなかったとのことである。更

に GAO は、同販売業者のサプライヤ（製造業者）にもインタビューした。製造業者に

よると、販売業者は販売代理契約の規定で米軍 ID を求めることになっているという。

この過失の結果として、販売業者は IR フラッグを販売する権限を失うことになると製

造業者は述べたとのことである。 
 
ケース⑨：モジュール式ボディアーマー（MTV: Modular tactical vest）／強化防弾プ

レート（ESAPI: enhanced small arms protective inserts） 
購入された MTV は現在米軍兵士が使用しているタイプで、国立司法研究所131レベル

IIIA132の 9mm 弾基準速度に対して試験を受けている。米国の敵が米軍および連合軍へ

の攻撃中にこのベストを使用することが可能である。また、米国内や米国・メキシコ国

境の犯罪者も使用することが可能である。しかしこの品目は、特定の凶悪犯人を除けば、

米国内での売買または所持が完全に合法である。ESAPI はセラミックプレートで、通常

の SAPI より厚みがあり防護力が高いという。同タイプの ESAPI は、今回 GAO によっ

て購入された MTV での使用に適しているため、こうした品目を組み合わせることで、

戦闘状態においてテロリストや犯罪者を有利にし保護することになりかねないとのこ

とである。 
 
2008 年 9 月に GAO は、米国海兵隊がイランとアフガニスタンで現在使用しているタイ

プの MTV1 着をある販売業者から 2,417 ドルで購入された。販売業者は、GSA スケジ

ュールを通して認可を受けた政府納入業者であるという。MTV は同販売業者のインタ

ーネット・ウェブサイトから購入された。法的義務はないが、同業者のウェブサイトに

は、装備の販売前に米軍 ID の提示と検証プロセスの完了を要求している、と明示して

いるが、GAO は今回、偽装の米軍 ID を使ってこの自主規制を回避することができた。

GAO は MTV を購入して受けとった後、さらに追加 20 着の MTV の価格見積もりも取

得した。GAO は、同じ業者から同じプロセスを通して購入した MTV に合う新型 ESAPI
プレートの購入も可能であったことを判明した。当該の e-SAPI プレートを追加すれば、

                                                  
131 米国司法省はボディアーマーの規格として N.I.J.（国立司法研究所）規格 0101.06 を設けている。 
132 レベル IIIA は通常、ソフト・ボディアーマーにおける 高脅威レベルである。防弾パネルの重さ

と厚みがあるため、通常は外から見ても分かるスタイルのアーマーとして着用する。 
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購入されたベストが増強される。しかし GAO は、以前の調査で似たようなプレートを

購入していたため133、今回 ESAPI プレートの購入は見合わせた。購入後 GAO は、販

売業者に覆面購入のことを通知した。販売業者は、いくつかの自主管理を実施している

と述べたという。実際今回の取引について業者は、配送先住所と請求先住所が違うこと

に気付いたため、クレジットカード会社に連絡してカードが有効であることを確かめた

という。同業者は、おとり客が詐欺でないことを確認するにはそれで十分だと考えたと

いう。 
 
同販売業者は、必要な輸出許可の申請を行わず警察装備を輸出したことに対して、商務

省から警告書を受けとっている。更に当該の MTV の製造業者は、クウェート、チリ、

オマーン、トリニダードトバコ、サウジアラビアに必要な輸出許可なしで軍事品目を輸

出したことに対し、6 万 5,000 ドルの罰金を科せられている。 
 
ケース⑩：暗視単眼鏡と暗視ゴーグル（NVG） 
暗視単眼鏡は軽量で自己充足型のイメージ増強システムで、手持ちでの使用、小火器の

取付レールに取り付けての使用、あるいは頭部装着やヘルメット装着での使用も可能で

ある。暗視単眼鏡は、米軍が夜間行動において戦場で戦術的優位に立つために使用して

いる。米国内での売買は合法である。 
 

〔図表188〕 暗視単眼鏡 

（出所）GAO 
 
2008 年 11 月に GAO は、CCR に登録している販売業者から、米軍が現在使用している

                                                                                                                                                  
133 GAO-08-644T。 
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タイプの暗視単眼鏡 1 個を 3,600 ドルで購入した。GAO による購入は、架空の身元、

ペーパーカンパニー、事業所住所として私書箱を使って行われた。覆面購入の間、販売

業者は販売／再販契約に署名させることによって、GAO のペーパーカンパニーを当該

品目の販売店に認定したという。これによって GAO は、この品目を軍関係機関や法執

行機関だけに販売するという販売業者の自主規制を逃れることが可能になった。その結

果、同契約の一環として相当数の暗視単眼鏡を取得した。更に GAO は、新たな軍用規

格の NVG も、購入しようと思えば同じ業者から購入が可能であったことも判明した。

しかし GAO は、以前の調査で同じような NVG を購入していたため134、今回は購入を

見合わせた。購入後 GAO は、販売業者に覆面購入のことを通知した。GAO が販売業者

の職員にインタビューしたところ、暗視技術の販売に必要な規制は販売店契約の一部と

して実施していると回答したという。販売業者は、品目を輸出する場合に対象品目用の

輸出許可を申請して取得し、あらゆる適用輸出法規の要件を確実に満たすことはリセラ

ー／ディーラーの責任だと述べたとのことである。GAO によれば、同見解は適切であ

るという。 
 
暗視技術は中国、シンガポール、インドネシア、イラン、香港といった国の事業体から

の需要がある。例えば 2006 年 11 月 14 日に、BIS は 2 人の人物に対して 11(h)節の拒

絶命令を出した。前述の 2 人は、商務省および国務省の規制対象となっている暗視装置

をレバノンのテロ組織ヒズボラに輸出することを共謀したとして刑事上の有罪判決を

受けていた。 
 
ケース⑪：セキュア・パーソナル無線（SPR: Secure Personal Radio） 
SPR の販売業者によると、GAO が取得した SPR は米軍の特殊部隊が使用する 新モデ

ルである。高性能デジタル情報暗号化能力を有し、ハイテク軍用無線傍受装置の助けが

なくとも探知される可能性が低い。SPR は無線による通信を事実上探知不可能にする暗

号化機能により、戦場の要員間の安全な通信を提供する。それにもかかわらず、当該品

目の米国内での売買は合法である。 
 
2008 年 11 月に GAO は、ヘッドセットと付属品付きの SPR2 基とマイク付きヘッドセ

ット 1 個をある販売業者からレンタルで入手した。当該会社は、GAO のペーパーカン

パニーが SPR 無線の販売店になる可能性を踏まえ、デモンストレーションのために無

線 2 基を無償で貸し出したということである。さらに当該会社は、覆面調査員に SPR
の委託販売の仕事を持ちかけ、当該の無線については国内規制がないため、無線の貸し

出しには運転免許所のコピーを要求したのみであった。GAO は取引の後に、販売業者

に架空の身元であることを知らせた。業者は、覆面調査員に無線を貸し出す前に、自主

的な精査をもっと行うべきだったと認めたという。業者は、エンドユーザー契約と書類

作成用の身分証明書のコピーを求めていると述べたが、それ以外の自主的な証明確認は

行っていないとのことである。販売業者は、外国人からしばしば問い合わせを受けてい

                                                                                                                                                  
134 GAO-08-644T。 
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るといい、自社ウェブサイトの登録者のうち 30%は外国人だろうと推定したという。ま

たこうした個人に対しては、GAO の調査員に、国内で軍関係および法執行機関にしか

販売していないことを伝えていると回答した。 
 
ケース⑫：F-16 エンジン監視システム（EMSC: Engine-Monitoring System Computer） 
F-16EMSC は、デジタルの電子制御モジュールが発するエンジン性能のデジタル信号を

処理する。この EMSC は、米国空軍の単発 F-16 ブロック 50/52 航空機の 75%以上で使

用されている。さらに、当該の監視システムを用いるエンジンは F-15 ストライク・イ

ーグル航空機での使用にも適しており、先ごろ韓国は自国の新型 F-15K 戦闘機の動力に

このエンジンを選択した。当該品目は、ITAR の下で輸出規制されているが、米国内で

の売買は合法である。 
 
2009 年 4 月 GAO は、架空の身元とペーパーカンパニーを使い、オンライン販売業者か

ら電子メールを通して中古の F-16EMSC を総額 570 ドルで購入した。販売業者は当該

品目を DOD から取得していたという。GAO は、購入プロセスにおいて、架空の会社名、

事業所住所としての私書箱、架空の人物の運転免許証のコピー、偽のエンドユーザー契

約書を提供した。GAO は F-16EMSC を取得した後、販売業者に覆面購入のことを伝え

た。販売業者とのインタビューで当該会社の幹部は、当該品目の国内販売に対して販売

業者は、管理を実施することを義務づけられていない、と述べたという。GAO による

と同見解は正しいとのことである。一方販売業者は、独自の自主的な精査として、GAO
による架空の人物に関する公記録のチェックを行ったが、購入を怪しいとはみなさなか

ったとのことである。 
 
近年、複数の個人および会社が航空機部品をイランやリビアに不正輸出した罪で、保護

観察と罰金を科せられている。米国と同盟国の F-16 航空機の保有に加え、ベネズエラ

の軍隊も F-16 機を保有しているが、ベネズエラは先ごろ公式声明を発表し、自国の保

有する F-16 をイランに売却する可能性を示唆した。 
 
【調査手法：当該品目のダミー版を郵便で輸出(発送)】 

GAO は、外国の取締官と連携し、品目のダミー版の輸出も密かに試みた。GAO の今

回の調査の目的は他国の管理を検証することではなかった。 GAO は米国の関係省庁に

インタビューし、どの品目がテロリストや外国政府の需要があるのかを把握した。機微

品目を輸出するために、まずメーカーの協力を通じてその品目の「ダミー」版（機能し

ないもの）を手に入れた。次に外国の法執行官と連携して、商業郵便を使ってその品目

を出荷した。発送の際には荷物の中に入っている品目の本当の内容を明らかにせず、目

立たない箱に入れて送った。箱は検査されることなく米国の税関を通過した。出荷先は、

テロ組織やその他の外国政府に品目が転送されることで有名な積替えポイントだった。

連携する外国の法執行官は未開封の荷物を受けとった後、米国に送り返した。 
 
 



 199

【調査結果：当該品目のダミー版を郵便で輸出(発送)】 
・ 機微技術を取得しようとするテロ集団や外国政府の積替えポイントとして知られる

国に向けて、郵便を使ってこうした品目のダミー版をいくつか輸出することもでき

た。 
・ 米国内の取締官によれば、海外向けに発送される膨大な量の荷物と夥しい数の海外

旅行者を考えれば、機微技術が不正に輸出されていないことを確証するために米国

を出国する荷物と人を逐一調べることは不可能だという。 
・ テロリストや外国政府が機微な軍事およびデュアルユース技術を米国内で購入でき

れば、それを輸出する際に障害やリスクはほとんどない。 
 
【結果概要：当該品目のダミー版を郵便で輸出(発送)】 

GAO は米国の取締官に見つかることなく、機微技術の取得を試みるテロ組織や外国政

府の積替えポイントとして知られる国に向けて、機微なデュアルユース／軍事品目のダ

ミー版をいくつも輸出することができた。米国の取締官たちは、「海外に出荷される荷

物の量の多さ」、「海外旅行者の数の多さ」、「輸出管理の執行に関わる機関135の多様さ」

を考えれば、「米国を出国するあらゆる荷物と人間を捜査して機微なデュアルユース／

軍事品目を違法に輸出させないようにすることは不可能だ」と述べた。国内販売に対す

る規制が不足しているうえに、こうした品目の不正輸出が容易にできることが重なって、

機微なデュアルユース／軍事品目がテロリストや外国政府によって簡単に購入され、見

つかることなく輸出される可能性がある。 
 

GAO は、国務省と商務省に加え、米国を出国する荷物、乗物、人物の監視責任を負う

さまざまな法執行機関とも今回の隠密出荷について話し合ったが、出荷が成功したこと

にだれも驚かなかったという。複数の機関の職員によれば、「米国を出国する特に疑わし

くない人物、乗物または荷物が、輸出規制対象品目を運ぶかまたは含んでいることを一

貫して確実に特定し、捜索できるような実用的方法はない」と評したとのことである。

商務省の当局者は、実在の人物が同様の計略を用いて規制品目の不正輸出を企んでいる

ことは承知しているとも述べたという。更に国務省の当局者は、ICE などの他の政府機

関と連携し、機微技術の販売に関連する法律や一般的なリスクについて製造・販売業者

を教育するためのプログラムを実施していると言及したが、米国内で個人に合法的に販

売された後にその品目が国外に出ることを防ぐのは難しいと認めたとのことである。 
 
【調査後の対応】 

GAO は、機微な当該品を覆面捜査で購入した後、当該品の販売および製造業者に連絡

をとり、GAO の活動について伝えた。そのうえで、会社役員にインタビューするととも

に追加のフォローアップ調査を行ったという。この調査の結果については、国務省およ

び商務省の当局者ならびに国防総省、司法省、国土安全保障省（DHS）の取締官と話し

合ったとのことである。 

                                                  
135 GAO、Export Controls: Challenges Exist in Enforcement of an Inherently Complex System, 
GAO-07-265（ワシントン D.C.、2006 年 12 月 20 日）参照。 
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【GAO の結論・勧告】 
今回の調査を通して、GAO は以下の結論および勧告を行っている。 

 
・ 機微技術が権限のない個人の手に渡らないことを保証するためには、管理と執行を

つなげた包括的なネットワークが必要である。 
 

しかし一方 GAO は、こうした品目の国内販売に対する法的規制が不足していること

に加え、米国を出国する荷物や個人の検査には困難がともなうため、結果として、テロ

リストや外国政府職員がこうした機微品目を取得するのを効果的に防ぐことのできない

不十分な規制環境を生んでいることも指摘している。 後に GAO は、核、IED、軍事

用途に使用される機微品目の不正輸出を防ぐためには、取得の試みを根源で阻止するこ

とであり、いったんテロリストや外国政府職員の手に渡ってしまえば、米国からの出荷

や輸送を探知できる見込みは少ない、と警告もしている。 
 

4.1.3 運用上の問題点  

 
米国の輸出管理制度は、合法的な国防貿易を行う一方で機微技術を保護しようという

米国の取り組みの主要な方針の一つである。米国政府は兵器および関連技術の他国や外

国企業への移転を規制している。規制に当たっては、政府は米国の国家安全保障、外交

政策、経済的利益を考慮し、その利害間でバランスをとらなければならない。しかし、

2001 年 9 月のテロ攻撃の後に安全保障上の脅威が再定義されたことに加え、経済のグ

ローバル化とハイテク化が加速しているために、こうしたバランスをうまくとることは

ますます難しくなっている136。 
 

国防総省は高性能兵器の開発と製造に毎年数十億ドルを支出している。外交政策、安

全保障、経済的利益を強化するために、米国政府はこれらの兵器および防衛関連技術の

海外での販売を承認しなければならない。政府はまた、そうした販売に関係する機微技

術を特定して保護するためのプログラムをいくつか設けている。GAO は、10 年以上に

わたって政府のプログラムの脆弱性を記録してきた。 すでに脆弱性の存在がわかってい

るにもかかわらず、輸出管理制度の体系的な評価が行われていない。GAO は 21 世紀の

課題報告の中で、数十年前に確立されたプログラムが実際に機微技術を十分保護できる

のか疑問であり懸念を引き起こしており、基本的見直しの必要性を指摘している137。米

国は確かに兵器・防衛関連技術に対する輸出管理制度、対外有償軍事援助プログラム、

米国企業への外国投資の審査などがある。しかし、これらの兵器や技術は窃盗、スパイ、

リバースエンジニアリング、密輸出の標的にされ続けているとのことである138。 
 

                                                  
136 GAO, EXPORT CONTROLS: Vulnerabilities and Inefficiencies Undermine System’s Ability to 
Protect U.S. Interests, GAO-07-1135T （ワシントン D.C. 2007 年 7 月 26 日） 
137 GAO-07-1135T 
138 GAO, EXPORT CONTROLS: Fundamental Reexamination of System Is Needed to Help 
Protect Critical Technologies, GAO-09-767T (ワシントン D.C.、2009 年 6 月 4 日) 
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GAO は、米国の国家安全保障、外交政策、経済的利益を保護するうえでの輸出管理制

度の重要性を考えると、変わりゆく環境の中で米国の安全保障にとって、どのような体

制やプログラムが必要なのかを評価し、再考することが必要であると主張している。こ

うした懸念や疑問と、輸出管理制度および関連する連邦プログラムの脆弱性関して実施

した一連の調査から、GAO は 2007 年 1 月に「米国国家安全保障上の利益に不可欠な技

術の効果的な保護」を戦略的検討の必要なハイリスク分野に指定するに至った139。 
 

以下の GAO による報告書は、GAO のハイリスク・レポートならびに米国国家安全保

障上の利益に不可欠な技術の保護を目的とした政府プログラムに関する幅広い一連の調

査に基づいたものである。 
 
・ GAO-09-767T  EXPORT CONTROLS 

Fundamental Reexamination of System Is Needed to Help 
Protect Critical Technologies140 

 
・ GAO-07-1135T EXPORT CONTROLS 

Vulnerabilities and Inefficiencies Undermine System’s Ability to 
Protect U.S. Interests141 

  
2 つの報告書では、調査を通して主に以下について説明している。 

 
（1）米国国家安全保障上の利益に不可欠な技術の効果的な保護の確保を目指した政府

のプログラムおよびプロセスによるセーフティネットの概要 
（2）米国の輸出管理制度における機微技術を保護するための各政府プログラムの弱点

と課題を判別 
 

GAO は、一連の調査を一般に公正妥当と認められている政府監査基準に従って実施し

たものである。基準を満たすためには、監査をきちんと計画して実行することによって

十分かつ適切な証拠を手に入れ、それを合理的な根拠としたうえで監査の目的に基づい

た所見と結論を下す必要があるという。GAO は、調査によって得た証拠が監査の目的に

基づいて下した所見と結論の合理的根拠を提供していると考えている。調査後GAOは、

GAO-09-767T を下院エネルギー・商業委員会／監督・調査小委員に、GAO-07-1135T
を下院外交委員会／テロ・不拡散・貿易小委員会にそれぞれ報告している。 
 

                                                  
139 GAO, High-Risk Series: An Update, GAO-07-310（ワシントン D.C.、2007 年 1 月）、1990 年以降、

GAO は「ハイリスク」とみなす政府活動に関して報告を行い、かなりの資源の関わる分野における重大な弱点を

特定して解決に力を貸すとともに、きわめて重要なサービスを社会に提供してきた。 
140 GAO-09-767T 
141 GAO-07-1135T 
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【米国輸出管理のセーフティネット】 
米国政府は、機微技術を特定して保護することを目的とした無数の法律、規則、政策、

プロセスを有している。また、複数のプログラムを設け、兵器および防衛関連技術の輸

出の規制や、米国の国家安全保障関連企業の外国人による取得提案の調査を行っている

（図表 189 参照）。こうしたプログラムのいくつかは、本質的に複雑である。さまざま

な利益（その利益は時として競合することもあれば相反することすらある）を代表する

多数の省庁が、米国の機微技術の管理と保護に関する決定に参加している。特に主な管

轄は二つの規制当局に分かれている。一方が武器で、もう一方が軍民両方の用途を持つ

デュアルユース品目を管轄している。 
 

〔図表189〕 機微技術の特定と保護のための米国政府プログラム 
関係官庁 プログラムの目的 法的権限 

軍事的機微技術プログラム 
国防総省 米国の軍事的優位性の保持

に不可欠な技術を特定し、評

価する。 

1979 年輸出管理法（EAA）

（その後の改正に準ずる） 
 

デュアルユース輸出管理制度 
商務省（主導機関）、国務省、

中央情報局、国防総省 a、エ

ネルギー省、国土安全保障省

b、司法省 c 

経済・国家安全保障・外交政

策上の利益を比較検討した

うえで、米国企業によるデュ

アルユース品目の輸出を規

制する。 

1979 年輸出管理法（EAA）d

（その後の改正に準ずる） 
 

武器輸出管理制度 
国務省（主導機関）、国防総

省、国土安全保障省、司法省 
国家安全保障および外交政

策上の問題を 優先し、米国

企業による武器の輸出を規

制する。 

武器輸出管理法（AECA）e 
（その後の改正に準ずる） 
 

対外有償軍事援助プログラム 
国務省および国防総省（とも

に主導機関）、国土安全保障

省 

外国政府に米国の防衛物

資・サービスを提供し、兵器

システムの単位原価を引下

げるのと同時に相互運用性

を高める。 

武器輸出管理法（AECA）（そ

の後の改正に準ずる） 
 

国家情報開示政策プロセス 
国務省、国防総省、情報機関 機密の兵器・軍事技術を含め

た機密軍事情報の外国政府

への公開可能性を決定する。

1971 年国家安全保障決定覚

書 119 号 
 

対米外国投資委員会（CFIUS） 
財務省（主導機関）、商務省、

国防総省、国土安全保障省、

外国人による取得が国家安

全保障に及ぼす影響を調査

2007 年外国投資国家安全保

障法（FINSA）、1950 年国防
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司法省、国務省、エネルギー

省（投票権なし）、国家情報

長官（投票権なし）f 

し、国家安全保障を脅かす恐

れのある取得を中止または

禁止する。 

生産法（その後の改正に準ず

る） 
 

国家産業セキュリティ・プログラム 
国防総省（主導機関）、他の

省庁にも当てはまる 
請負業者（外国の影響・管

理・所有下にある業者を含

む）が保有する機密情報を適

切に保護することを確証す

る。 

1993 年大統領令第 12829 号

 

改ざん防止政策 
国防総省 
 

兵器システムに関する機微

技術を保護する方法として

必要性が確証される場合、そ

うしたシステムに対する改

ざん防止技術を確立する。 

1999 年防衛政策覚書 
 

   
（出所）GAO-09-767T と GAO-07-1135T の報告書による GAO 分析および引用された法的権限を

CISTEC が編集。 
 
a デュアルユース輸出管理制度において国務省または商務省がどの品目を管理すべきかについて意見 
を提供し、輸出者が国務省または商務省に提出する輸出許可申請の技術および国家安全保障に関する 
審査を行う。 
 
b デュアルユース輸出管理制度において、より幅広い検査と調査を通じて武器およびデュアルユース 
輸出管理法規を施行し、国土安全保障省、司法省、商務省はデュアルユース輸出管理違反容疑を調査 
する。国土安全保障省と司法省は武器輸出管理違反容疑を調査する。 
 
c デュアルユース輸出管理制度において、特定の対諜報活動分野において輸出管理違反容疑も含めた 
犯罪行為を捜査し、武器・デュアルユース輸出管理法違反の容疑者を訴追する。 
 
d 50 U.S.C. App.§2401 et. seq.  同法により付与した権限は 2001 年 8 月 20 日に無効となる。た 
だし、2001 年 8 月に公布された大統領命令第 13222 号「輸出管理規則の継続」によって、同法のも 
とで定められた輸出管理および実施規則である輸出管理規則は継続している。大統領命令第 13222 号 
は毎年延長が必要で、2006 年 8 月 3 日の大統領通達によって更新された。  
 
e 22 U.S.C.§2751 et. seq. 
 
f 委員会には大統領が個別に必要と判断したメンバーも含まれることがある。 
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【調査の結果】 
米国の輸出管理制度およびプログラムはいくつかの課題に直面していることは以前か

ら指摘されていたが、GAO の報告書では、具体的に以下 3 つの課題にまとめられてい

る。 
 
・ 省庁間の調整不足 
・ 許可申請処理の非効率性 
・ 系統的評価の欠如142 
 

GAO の指摘によると上記 3 つの課題は、輸出管理制度にかなりの脆弱性が生じてい

ることを表しているという。 
 
【調査結果の概要：調整不足】 

機微な防衛関連技術を保護する政府プログラムによるセーフティーネットの中で、輸

出管理制度は多数の機関や法規が関わるためにとりわけ複雑である。特に国務省と商務

省は、それぞれ異なる品目の輸出を管理、すなわち、国務省は武器輸出の規制を143、商

務省は軍民両用のデュアルユース品目の輸出の規制を管理していることから、以下のよ

うな違いから管轄争いや執行上の課題が生じている。 
 

・国務省規制対象の輸出は、免除が適用される場合を除き一般に許可申請が必要 
・商務省規制対象品目の多くは、ほとんどの仕向国への輸出について許可は不要144 

 
更に、国務省と商務省は特定の品目についてどちらが管理するかで意見を異にしてい

る場合がある。 
 
（例）特定のミサイル関連技術や品目 
 

上記の品目については両省がともに管轄権を主張している。実際にあるケースでは、

商務省がミサイル技術関連設備を管理対象とみなして輸出許可を要すると判断したのに

基づき、連邦調査官が捜査令状を執行した。その後、商務省はこの設備に許可は不要と

判断したこともあった145。 
 

また国務省の例を挙げると、一般的に国務省は輸出に対し許可を要求するが、カナダ

向けの特定の武器輸出のように許可要件を免除される輸出もある。このような場合には、

輸出の合法性を確保するのは政府ではなく輸出者の責任になる。したがって輸出者には、

品目を輸出する際に規則の誤った解釈や免除の不適切な適用を 小限に抑えるための十

                                                  
142 GAO-09-767T 
143 「武器」（arms）とは、22 U.S.C. §2778 に明記する防衛物資およびサービスをいう。 
144 GAO-07-1135T、商務省の管轄品目は中国に輸出できるが、中国への武器輸出は一般に禁止されて

いる。 
145 GAO-09-767T 



 205

分な指導が必要になる。国務省は時折、カナダ向け免除の適切な利用について矛盾する

情報を輸出者に提供し、同じ品目について免除を適用する輸出者と、輸出許可を申請す

る輸出者が出てしまうこともあった。そのため、管轄が明確に定められたとしても、許

可要件を免除される輸出が法規にしたがっていることを政府が確証できるかというと、

その能力には限界がある146。 
 

こうした管轄などを巡る意見の不一致や問題は、政府側もどのような規制を適用し、

どのような種類の政府審査や調査を行い、追訴の責任を果たすかという決定を下せない

ことになる。更に輸出予定の品目がどちらの省の管轄下にあり、輸出にはどのような要

件があるのかを判断するのは、輸出者側の責任である。そのため管轄権が不明瞭な場合

輸出者は、商務省と国務省のどちらの許可申請の提出が必要であり、どちらの省から承

認を求めるか決定できることになってしまう。このような問題は、規制に対する両省の

解釈の相違や 2 省間の調整不足に根ざしていることが多い147。 
 

更に「許可例外（LE：License Exeption）148」の利用もまた、執行当局者にとって深

刻な懸念をもたらし、各省庁において意見を異としている。国土安全保障省の当局者は

一般に許可例外に反対だと述べた。許可例外対象品目は見つからずに転用することがよ

り簡単になり、調査を行うとなった場合に面倒になるからだという。司法省当局者も同

様の指摘をする。このような免除に関して生まれる「ペーパートレイル」（出来事の記録）

が限られていることを考えると、犯意の証拠を手に入れることは困難なため、免除に関

する輸出違反の訴追は難しいというのだ。このほか執行上の課題としては、異なる省庁

間での調査員の調整、多くの優先事項のバランス、限りある資源の活用の難しさがある

149。 
 

このことは、不平等な機会や競争上不利な状態を生み出す――どの制度を利用するかに

よって市場へのアクセスを得られる企業と得られない企業が生じる――だけでなく、機微

品目が適切な審査やその結果としての保護を受けることなく輸出されるリスクも高める。

こうしたリスクにもかかわらず、GAO はまだだれも輸出管理の管轄について明確で透明

性のある決定を行う責任を両省に課していないと指摘している150。 
 

近の動向として、省庁間での調査の調整や事件の進め方に関する合意形成は、これ

までなかなかうまくいかなかったが、司法省は、輸出管理の執行に関する管轄と調整の

問題に取り組むために、他の輸出管理実施官庁と共同でタスクフォースを立ち上げ、違

反容疑の調査管轄区域の重複や省庁間の調整不足について対応しているという151。 
 
                                                  
146 GAO-07-1135T 
147 GAO-09-767T 
148 米国 EAR において輸出・再輸出許可申請案件に対し、特定の要件を満たせば許可申請を免除され

る制度 
149 GAO-07-1135T 
150 GAO-09-767T 
151 GAO-09-767T 
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【調査結果の概要：許可申請処理の非効率性】 
許可証交付の非効率性は、輸出管理制度を更に複雑化させてきている。国務省はこれ

まで許可申請処理の効率改善に努力してきたが、国務省による許可申請の平均処理時間

は 2003 年度から 2006 年度の間に 13 日から 26 日へと倍増し、許可申請の未処理件数

は 2006 会計年度末に 1 万件を上回る 高水準に達したという。 
 

輸出許可申請の審査には慎重に検討して許可決定が適切であることを確証するために

時間を要するが、非効率性のせいで不必要に遅延したり、効率性のために審査を省いた

りしてはならない。どちらの場合も、米国の安全保障、外交政策、経済的利益に予期せ

ぬ結果をもたらしかねないからだ。先ごろ国務省は、輸出許可証交付プロセスを分析し、

人員を再構成して処理時間の短縮や未処理件数の低減を図る措置を講じた。2006 会計年

度において商務省が処理したケースは国務省よりはるかに少なかったが――商務省の管

理する品目の多くはほとんどの仕向国について輸出許可を必要としない――、商務省の許

可証交付プロセスの全体的な効率性を理解することが重要である152。 また、職員数も

異なる（図表 190 参照）。 
 

〔図表190〕 2006 会計年度におけるデュアルユース／ 
武器輸出管理制度の事案件数と人員配属 

 事案処理件数 a 配置職員数 b 
商務省産業安全保障局（BIS） 
 

23,673 351 

国 務 省 防 衛 取 引 管 理 局

（DDTC） 
65,274 64 

（出所）GAO-07-1135T。商務省・国務省の予算資料に対する GAO の分析と国務省の許可証交付デー 
タ（データ） 
 
a 商務省の場合、事案件数は輸出許可申請と品目分類要請の両方を含む。国務省の場合、事案件数は、

永続的輸出、一時的輸出・輸入、協定、認可修正、管轄決定の申請を含む。 
 
b 商務省の職員は許可交付担当官、執行官、アナリストその他の職員を含む。国務省の職員は許可交

付担当官、遵守監視指導官その他の職員を含む。表示した数字には下請業者や他機関からの出向職員

は含まない。 
 
【調査結果の概要：系統的評価の欠如】 

国務省と商務省はともに、テロの高まりやグローバル化の増進により国家安全保障環

境の著しい変化にもかかわらず、各自の輸出管理プログラムの全体的な有効性を判断す

るために優先順位やアプローチを系統的に評価することも、使命の達成に必要と思われ

る是正措置を特定することもしていない153。GAO によると 21 世紀の課題に適応できる

ためには、連邦プログラムは優先順位とアプローチを系統的に再評価し、使命の達成に

                                                  
152 商務省の場合、許可関連の取扱事例は輸出許可申請と品目分類要請の両方を含む。国務省の場合、許

可取扱事例は、永続的輸出、一時的輸出・輸入、協定、認可修正、管轄決定の申請を含む。 
153 GAO-09-767T 
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どのような是正措置が求められるかを判断する必要があるという154。 
 

商務省の当局者は、米国の国家安全保障と経済的利益の保護におけるデュアルユース

輸出管理の有効性を包括的に評価していなかったことを認めた。当局者らによれば、

2001 年 9 月のテロ後にデュアルユース・システムの特別審査を行い、抜本的改革が必

要ないと判断したという。商務省は審査の実施方法や結論に達した経緯を文書で示して

いないため、GAO は、この審査を十分に評価することができなかった155。 
 

GAO によれば、国務省は使命をどの程度うまく遂行しているのかどうかが明確ではな

いという。GAO は武器輸出管理制度の有効性と効率性を改善するための多数の勧告を行

ってきたが、国務省は自省のシステムに大きな変更は行っていない。2001 年 9 月のテ

ロ攻撃を経験した後でさえ、国務省は自らの管理状況を体系的に評価していないため、

省の使命をどの程度遂行し、どのような是正措置を追加する必要があるのか明確ではな

い156。 
 
【調査の結論】 

GAO は長年にわたり、省庁間の調整を改善することや意思決定のための十分な情報を

取得することなどをはじめ、関係省庁に対して多数の勧告をしてきており、各省庁は、

輸出管理制度の個別のプログラムやプロセスの改善を目的としたいくつかの対策を講じ

ているが、機微技術を保護するための既存システムの有効性は、省庁が全体として機能

するかどうかにかかっている、と結論付けている157。脅威が進化し、同盟関係が変化し、

グローバル化が進む時代にあって、議会はどうすれば輸出管理制度が本来の目的――合

法的な貿易を行いながら国家安全保障を守り外交政策上の利益を促進する――を達成し

ていると確信できるのかということを問わなければならない。こうした目的を達成する

ためには、輸出管理制度はなにをどうやって管理するのかを明確に定義し、輸出者にわ

かりやすく、政府が執行できるものにする必要がある。同時にまた、制度は効率的で管

理が行き届いたものであることが望ましいという158。 
 

連邦プログラムは各々の優先順位とアプローチを見直し、21 世紀に必ずその使命を達

成するためにどのような是正措置が必要かを確定する必要がある。国務省と商務省は輸

出管理に対する自らの責任を踏まえ、この管理運営の基本理念を免れるべきではないと

延べ159、GAO は、行政府と立法府に対し、現行のプログラムおよびプロセスの根本的

見直しを行うようすでに要求しているという160。 
                                                  
154 GAO, 21st Century Challenges: Reexamining the Base of the Federal Government, 
GAO-05-325SP （ワシントン D.C.、2005 年 2 月）、21st Century Challenges: Transforming 
Government to Meet Current and Emerging Challenges, GAO-05-830T（ワシントン D.C.、2005 年

7 月 13 日）。 
155 GAO-09-767T 
156 GAO-07-1135T 
157 GAO-09-767T 
158 GAO-07-1135T 
159 GAO-07-1135T  
160 GAO-09-767T 
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4.1.4 軽減措置 

 
米国で違反事例が多くなっている一方、自主的情報開示（ VSD： Voluntary 

Self-Disclosure）が軽減措置の一つとして検討される事例も多くなっている。ACI 主催

国際技術移転フォーラムにて（3.2.2.2 企業合併における技術移転のページ p.149 を参照）

米の Tyco Thermal Controls 社（以下 TTC 社）、Flowserve 社（以下 F 社）、Kelley Drye 
& Warren LLP 法律事務所 (以下 KDW 法律事務所) は、違反事例における VSD につい

て解説しており、本稿では 3 社の取り組みや提案などを紹介する。 
 

VSD が注目されている大きな要因の一つとして輸出違反に対しての関心が高まって

おり、TTC 社も挙げているように「輸出規制・制裁は、米国の国家安全保障を守るため

に不可欠な手段であり、また外交政策の手段」とみなされ、「輸出違反は国家安全保障

の問題」と認識されているからであろう。国家安全保障の問題であれば、罰則や政府に

よる取り締まりも強化され、違反が発覚する機会と共に、違反事例の件数も増加する。

一方、企業による M&A は頻繁であり、承継者債務のリスクも高まっている（3.2.2.2 企
業合併における技術移転を参照）。結果、企業は名声や評判に傷がつくとこを恐れ、企業

へのセルフコンプライアンスや、自主的情報開示を促しているという〔図表 191〕。ACI
主催国際技術移転フォーラムで、TTC 社、F 社、KDW 法律事務所の解説は、全体的に

自主的情報開示には「軽減措置」が行われるため肯定的であった。  
 

KDW 法律事務所によると、通常は行政罰が先にあり、続いて刑事罰となるという。

そのため、自主的情報開示によって刑事訴訟を免れることが可能であり、更に行政訴訟

においても軽減措置が行われるとのことである。90%の事例が実際に警告状（Warning 
Letter）で事例が閉じられることもある（ただし行政罰ではない）。いずれにせよ、およ

そ 20%の軽減措置は期待できるとのことである。 
 

なお TTC 社によると、技術および技術データの輸出が絡む違反に対し、米国政府の

注目度が増しているとのことである。 
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〔図表191〕自主的情報開示（VSD）の増加の背景  

 
（出典）TTC 社および KDW 法律事務所の解説の資料を基に CISTEC が作成   
 
 

一方、米国では複数の省庁が輸出管理を担当しており、関係省庁は輸出違反が起こっ

た場合、管轄の違いもあるため、VSD に対して異なる対応を行っている〔図表 192〕。 
 
 

〔図表192〕 関係省庁と管轄の違い 

機関 商務省（DOC） 
産業安全保障局（BIS） 

国務省（DOS） 
防衛取引管理局（DDTC）

財務省（DOT） 
外国資産管理局（OFAC） 

対象

及び

管轄

内容 

米国原産の製品、ソフ

トウェア、テクノロジ

ーで主に民生品。しか

し、軍事用途になりう

る民生品、デュアルユ

ース品目も含む。 

米 国 軍 需 品 目 リ ス ト

（USML）上の国防品、

武器及び関連のサービ

ス、データ 

米国から指定された国、エン

ティティ、個人（テロリスト

など）への技術サービスを含

む製品およびサービスにおけ

る米国人の活動。また制裁対

象国または制裁対象の個人の

注文に対応するために米国企

業に関与する海外企業の活動

を規制。 
根拠

法 
輸出管理法（EAA）、

ただし、現在失効中の

ため、国際緊急経済権

限法（IEEPA）により

武器輸出管理法（AECA） 国際緊急経済権限法（IEEPA）

対敵国通商法（TWEA）*など

複数に亘る 

外交政策 

輸 出 規 制 ・

制裁 

米国国家安全保障 

国家安全保障問題

政府要員・省庁間 
調整の増強 

民事・刑事等 
執行の増加 

自主的情報開示増加 

企 業 の 名 声

に懸念 M&Aなどによる 
承継者債務の増加 

輸出違反

違 反 事 例 の

増加 

違反の可能性

罰則の強化 

軽減措置有り
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* IEEPA は財務省及び商務省が管轄し、TWEA は財務省のみが権限を有する 
  

TTC 社によると BIS は VSD の結果、民事罰として扱うが、OFAC は軽微な違反行為

であっても行政和解を求める傾向があるという。更に OFAC の制裁は、様々な品目の輸

出入規制であり、主に国を対象とするかなり広範囲なものであるため、企業よりも個人

に対する訴訟の数が多いとのことである。DDTC から企業への指導的開示は大きな増減

はないとのことであるが、企業からの自主的開示は大幅に増加しているとのことである。

また DDTC は比較的、刑事訴追などに着目していると思われる。  
 
司法省では不拡散を目的とした輸出管理強化のイニシアティブ161を開始し、KDW 法

律事務所によると、刑事告発／犯罪情報の大幅な増加となったとのことである。イニシ

アティブ初年度には全国で 145 人の被告が告発された（40%以上はイランまたは中国関

連の輸出違反）。  
 
今後も輸出管理違反に対する取り締まりのため、法執行機関の強化により行政事件の

増加が見込まれる。そのため自主的情報開示の件数は、管轄省庁とは関係なく今後も全

体的に増加すると思われる。 
 
実際に自主的情報開示実施における要否だが、以下 TTC 社が解説している要否を決

定する上で考慮する必要がある項目を紹介する。 
 
【開示が必要になる場合や強制される場合】 
‧政府から企業に指導があった 
‧企業が、政府に虚偽または誤解を与える情報を事前に回避または訂正したい 
‧輸出違反の発見や違反になりうる情報開示などの可能性が高い 
‧サーベンス・オクスリー法（企業改革法）または SEC162による開示の要件があった 
 
【減刑要素が大きい場合】 
‧効果的なコンプライアンス・プログラムを実施している 
‧執行行為を受けた履歴がない 
‧コンプライアンスに対する会社の真剣な姿勢を伝える 
‧内部審査の範囲を詳細に説明する 

                                                  
161 DOJ, Justice Department and Partner Agencies Launch National Counter-Proliferation 
Initiative, October 11, 2007 <http://www.justice.gov/opa/pr/2007/October/07_nsd_806.html>  
162 米国証券取引委員会で Securities and Exchange Commission の略 

効力維持 
規則 輸出管理規則（EAR） 

CFR 第 15 編第 2 章第

7 項 セ ク シ ョ ン

730-799 

国 際 武 器 取 引 規 則

（ITAR） 
CFR 第 22 編第 1 章セク

ション 120-130 

外国資産管理法（FACR） 
CFR 第 31 編第 3 章第 5 項セ

クション 500-598 
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‧あらゆる関連事実と違反の疑いのある事項を全面的に開示する（関係資料および見本

資料／厳密な調査と監査を行った証拠を含む） 
‧特定の活動が違反に当たるかどうかについて疑問がある場合には、法的分析を提供す

る（ただし、疑いがあれば開示する） 
‧すべての減刑要素（特に解決策／是正措置／再発防止策）を提示し、責任ある見解主

張を行う 
‧マニュアル、手順（有効に実施されているもの）、研修記録のコピーを提出する 
‧さらに詳しい情報については会社に連絡するよう政府に申し出る 
 

また、KDW 法律事務所が VSD 実施を推奨する理由として、外部の他者が当該企業よ

り先に政府に当該企業の情報（違反事例関係の不正行為など）を開示した場合に、当該

企業による VSD の有効性が失われる点である。実際に企業が直面するそのような当該

脅威は、潜在的に数多くある。例えば以下による脅威である。 
 

 内部告発者 
 不満を抱いた従業員（辞職した以前の従業員含め） 
 競合他社など 

 
【VSD でやらなければならないこと- 社内審査】 
・付随的な問題などあらゆる関連事実と状況についての詳細かつ徹底的な見直す 

‐問題の深刻さ 
‐過去の履歴（違反歴がない） 
‐発見されるリスク 
‐省庁との（輸出管理規制における）関係 
‐企業合併／買収／分割のデューデリジェンス 
‐情報開示に関する会社の方針 

   ・経営陣だけではなく、社内の中間層でのコミットメントの成否 
・法的問題の慎重な分析（品目の管轄と分類、違反の性質と程度） 

‐どの法律／規則が適用か 
・違反が起きた経緯と理由を確認する(知りえたか、故意か、といった心理状態含む） 

‐取り調べのポイントを再度見直し、必要であれば追加する 
・関わったプログラム 
・人員（担当者など） 
・資料（書類／データベース／サーバー／E メール） 
・施設など 

・VSD 担当者を決める（専門知識が必要） 
‐社内総合法務顧問 
‐社内コンプライアンス／監査担当者 
‐外部弁護士 
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F 社は更に VSD で検討が必要な項目として、VSD 実施のためのコスト（時間・資金）、

企業の株主への間接的影響（企業への評価など）も挙げている。開示や出訴の期限まで

に調査を行うことは必須である。 
 
 一方、TTC 社は VSD に不備があった場合にどのような影響が自社に及びかについても

解説している。 
 
【VSD 実施において不備があった場合】 
‧追加情報または指導的開示の要求につながる 
‧政府が独自調査を行うか、または政府審査を拡大して非コンプライアンスの可能性の

ある他の分野まで調べる事態を招くことになる 
‧事実の把握力、法律の理解、および／またはコンプライアンスに対する全体的な心構

えに関して、開示している団体の信頼性を損ねる 
‧民事（場合によっては刑事）訴訟を起こされるリスクが高まる 
‧「改善指導」につながる 
 
 しかしながら、VSD を行わない場合、状況はより悪化するとも警告している。 
 
【VSD を実施しなかった場合】 
‧政府による監視／調査が増大する 

‐民事／刑事同時調査の増加 
‐政府機関の実施／命令による監査 

‧VSD 実施による減刑要因を失う 
‧調査結果が拡大する（拒絶政策、権利停止、煩わしい許可交付プロセスなど） 
‧指導的開示へとより厳格な開示となる 
 

そのため VSD 実施は、やはり必要と思われる。また、VSD 実施後も政府への定期的

な報告やコンプライアンスへの取り組みを常に続ける必要がある。TTC 社は、開示後に

企業は、政府との積極的なやりとりを行い、関係当局と直接面談をし、常に 新のコン

プライアンスの是正措置を行うよう求めている。 
 
また F 社は、VSD 実施による経験と教訓を生かし、企業は常にコンプライアンス実施

を維持するだけではなく、VSD 実施も行えるようにする必要（VSD 担当者の任命など）

があると述べている。一方、コンプライアンス実施の維持は、コストがかかるため企業

に「疲労」をもたらすことも留意する点である。そのため F 社は、社内コンプライアン

スにおける訓練を企業の従業員に行い、コンプライアンスを企業に組み込み、経験豊富

な外部弁護士と良好な関係を保ちつつ、依存を減らすことを推奨しているが、そこで重

要な点は、企業内でコンプライアンスの位置づけを明確にすることであろう。F 社は、

コンプライアンスを品質保証の条件（すなわち無欠陥；ゼロディフェクト）と位置づけ

ている。何故なら、顧客がパートナーにしたいのは「コンプライアント（法令に準拠し
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た）」企業であるためであるという。また当然ながら早い段階で主要な関係者を意思決

定プロセスにおいて積極的に巻き込むことを推奨している。 
 
4.2 米経済への影響  

 
米国商務省 BIS は 2009 年に、「2009 年輸出管理規制における外交 (2009 REPORT 

ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS)163」で米国の輸出管理規制と

米国の外交の関係などをまとめている。同報告書は 2008年会計年度を対象としており、

報告書上の数値も特に別途記載されていない限り 2008 年度のものである。 
 

同報告書は、規制によって米国経済に悪影響を与えている品目もあることを指摘して

いる。特に米国経済に与える影響、国際経済における競争力、貨物や技術の供給国とし

ての米国の評価などについても言及されており、以下、経済的影響に特に着目した報告

書の内容を抜粋して紹介する。 
 

4.2.1 犯罪防止（CC）の規制 

 
商務長官は、これらの規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。

2008 会計年度（以下、年度）に商務省は犯罪防止（CC: Crime Control）規制品目に対

する輸出許可申請を 4,146 件（総額 7 億 5,300 万ドル超）承認した。〔図表 193〕は、

2008 年度に申請があった米国政府が犯罪防止（CC）規制品目に対して交付した輸出許

可証の総数と総額を、ECCN 別に示したものである。  
 

〔図表193〕犯罪防止（CC）の規制品目の申請分の承認件数（2008 年度） 
ECCN   対象品目    承認件数 総額（ドル） 

0A978  こん棒 0 $0 

0A979  
警察用ヘルメットおよび盾 129  $16,639,409 

0A982  拘束用器具（鉄製足かせ、手かせ、

手錠など） 
389  $42,237,564 

0A983  特別に設計した拷問器具 0  $0 
0A984  散弾銃 727  $42,520,654 
0A985 放電型の武器（スタンガン、ショッ

ク棒など） 
241 $185,801,484 

0A986 散弾銃の砲弾 215 $19,980,455 
0A987 光学式照準器 1224 $177,054,473 

                                                  
163 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce , “Chapter 2. Crime 
Control/Human Rights,”2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS 
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0E982  0A982/0A985 に掲げる品目のため

の技術 
2 $10,100 

0E984  0A984 に掲げる品目のための技術 0 $0 

1A984  化学剤（CS または CN 含有率が 1%
以下の催涙ガスを含む） 

84 $5,642,714 

1A985  指紋パウダー、染料およびインク 261 $60,758,938 

3A980  声紋識別および分析装置 11 $2,173,455 

3A981  ポリグラフ、指紋分析器、カメラお

よび装置 
416 $158,544,686 

3D980 3A980 および 3A981 に掲げる品目

のためのソフトウェア 
413 $35,667,986 

3E980 3A980 および 3A981 に掲げる品目

のための技術 
16 $1,455,737 

4A003* コンピュータ化された指紋装置専用

のデジタルコンピュータ 
0 $0 

4A980 指紋装置のためのコンピュータ 4 $1,776,607 

4D001* 4A003 に掲げる品目専用のソフトウ

ェア 
0 $0 

4D980  4A980 に掲げる品目のためのソフ

トウェア 
8  $1,306,602 

4E001*  4A003 および 4D001 に掲げる品目

専用の技術 
0  $0 

4E980  4A980 に掲げる品目のための技術 2  $2 

6A002.c*  警察モデルの赤外線ビューアのみ 0  $0 
6E001*  6A002c に掲げる品目の開発専用の

技術 
0  $0 

6E002*  6A002c に掲げる品目の製造専用の

技術 
0  $0 

9A980  移動犯罪科学研究室 4  $1,845,662 

合計   4,146  $753,416,528 

（注）（1）規制対象品目についてできるだけ広い視野を読者に提供するために、〔図表 193〕は許 
可申請が提出されなかったものも含めてすべての犯罪防止規制理由 ECCN を掲載している。（2）ア 
タリス（*）の付いている ECCN には、犯罪規制上の理由やその他の理由で規制されている品目を含 
むが、記載した統計値はその ECCN 内の犯罪規制品目だけに対する数値である。  
 

2008 年度に商務省が却下した CC 規制品目に対する輸出許可申請は 18 件、価格にし

て 682 万 1,439 ドルだった。 
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〔図表194〕犯罪防止（CC）規制品目の申請却下件数（2008 年度）   
ECCN   対象品目    申請却下件数  総額（ドル） 

0A979  警察用ヘルメットおよび盾 4  $814,084 
0A984  散弾銃 4  $606,106 
0A985  放電型の武器（スタンガン、シ

ョック棒など）  
2  $5,383,750 

0A986  散弾銃の砲弾 2  $150 
0A987  光学式照準器 3  $4,599 
1A985  指紋パウダー、染料およびイン

ク  
1  $2,400 

3A981  
ポリグラフ、指紋分析器、カメ

ラおよび装置  
1  $10,000 

4A003  指紋装置用のコンピュータ  1  $350 
合計   18  $6,821,439 

 

2008 年度に商務省は、米州機構(OAS)164規範規制を支持して 1999 年に開始した火器お

よび弾薬に対する外交政策規制によって影響を受ける品目に対する輸出許可申請を

2,166 件（総額 2 億 4,000 万ドル）承認した。 
 

〔図表195〕 OAS 加盟国向けの火器、弾薬および照準装置の 
輸出許可申請承認件数（2008 年度） 

ECCN  対象品目 申請承認件数 総額（ドル）

0A984  
散弾銃およびバックショッ

ト散弾銃の砲弾  
727  $42,520,654 

0A986  その他の散弾銃の砲弾 215  $19,980,455 

0A987 小火器用の光学照準器 1,224 $177,054,473

合計*   2,166  $239,555,582 
* 注： 0A986 に掲げる品目は小火器条約のみを理由に規制されている。しかし 0A984 および 0A987 
の品目は小火器条約と犯罪規制の両方の理由から規制されている。この表で 0A984 および 0A987 に 
ついて示している統計値は、本章の〔図表 193〕 に示した犯罪規制品目に対する統計値の一部であ 
る165。 
 
 

4.2.2 地域安定規制（RS）の規制 

 
商務長官は、これらの規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断したが、

                                                  
164 米州機構（Organization of American States；OAS） 
165 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce , “Chapter 2. Crime 
Control/Human Rights,”2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, 
pp.11-15 
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ECCN 6A003 の対象となるカメラに対する規制は他の生産国が類似製品に課す規制を

上回っており、影響を受ける産業部門の競争力に著しく悪影響を与えている。地域安定

の理由で規制対象となっている品目は、NATO 加盟国、オーストラリア、日本、ニュー

ジーランドを除くすべての仕向国について一般に輸出許可が必要となる。ただし特定の

RS（地域安定）規制品目は、現在ミサイル関連拡散防止目的で規制されている品目や

ECCN 6A003 対象のカメラを含め、カナダを除くあらゆる仕向国に対して輸出許可が必

要となる。ECCN 6A003 対象のカメラは、地域安定の理由で規制される輸出の大きな部

分を占めている。こうしたカメラに対する規制の結果、急成長する世界市場にあって米

国企業の売上げは減少している。商務長官はこうした規制が 2010 年に及ぼす影響を引

き続き監視し、ECCN 6A003 対象カメラ品目に対する外交政策上の規制を変更すべきか

どうか決定することになる。 
 

2008 年度に商務省は、RS 規制品目に対する輸出許可申請 2,767 件、総額 9 億 3,900
万ドルを承認した。却下した申請は 7 件（ECCN 6A003 該当のカメラに対する許可申請

が 6 件、ECCN 9A018 該当の軍事用訓練機および関連装置に対する許可申請が 1 件）、

総額 79 万 1,638 ドルだった。   
 

RS 規制品目に対する許可交付件数は 2007 年度よりやや減っている。2007 年度に商

務省が承認した申請は 3,066 件だった。この減少の原因は、ECCN 6A003 で規制されて

いるカメラに対する許可申請が 2,198 件から 1,899 件に減ったことにある。RS 関連の

許可総額は、ECCN 9A018 で規制されている軍用練習機の輸出額が大幅に増加したこと

から、2007 年度の 6 億 8,100 万ドルから 2008 年度には 9 億 3,900 万ドルに増加した。

〔図表 196〕は、2008 年度に申請があった商務省が RS 規制品目に対して交付した輸出

許可証の総数と総額を、ECCN 別に示したものである。  
 

〔図表196〕地域安定（RS）規制品目の申請分の承認件数（2008 年度） 
ECCN 対象品目 承認 

件数 
ドル価値 

0A918  電力制御サーチライトおよび銃

剣  
4 $11,162 

0B999*  特定の加工装置（放射性物質用

のホットセルやグローブボック

スなど）  

0 $0 

0D999*  中性子計算などのための特定の

ソフトウェア  
0 $0 

0E918  銃剣の開発／製造のための技術 0 $0 
1B018.a  軍用の爆発物および固体推進薬

の製造のための装置 
2 $326,998 

1B999*  特定の加工装置（フッ素生産の

ための電解槽など） 
0 $0 
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1C992*  エネルギー物質を含む市販用装

薬（別項に指定されていないも

の） 

3 $24,845,160 

1C995*  
特定の混合物および検査用キッ

ト 
6 $274,519 

1C997*  硝酸アンモニウム 0 $0 

1C999*  
特定の物質（別項に指定されて

いないもの） 
0 $0 

2A983  爆発物探知装置 237 $166,371,398 
2B018  国際軍需品リストに掲載された

装置 
0 $0 

2D983  2A983 に掲げる装置用のソフト

ウェア  
31 $4,469,031 

2E983  2A983 に掲げる装置用の技術  23 $149,054 
6A002.a.1, 
a.2., a.3, c, e  

光検出器およびイメージ増強管

またはフォーカルプレーンアレ

ーを組み込んだ直視型イメージ

ング装置  

12 $3,983,600 

6A003.b.3,b.4  イメージ増強管またはフォーカ

ルプレーンアレーを組み込んだ

イメージングカメラ 

1,899 $184,155,676 

6A008.j.1  宇宙環境に適した LIDAR 装置 0 $0 
6A992*  6A002 で規制されない光センサ

ー（重力計）  
2 $273,000 

6A998.b  宇宙環境に適した気象観測用の

LIDAR 装置  
0 $0 

6D001  6A002、6A003 および 6A008 に

掲げる RS 規制品目を開発／製

造するためのソフトウェア 

0 $0 

6D002  
6A008.j を使用するためのソフ

トウェア 
0 $0 

6D991  6A002.e または 6A998.b を開発

／製造／使用するためのソフト

ウェア 

0 $0 

6E001  6A002、6A003 および 6A008 に

掲げる RS 規制品目を開発する

ための技術 

4 $13 

6E002  6A002、6A003 および 6A008 に

掲げる RS 規制品目を製造する

7 $1,650 
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ための技術 
6E991  6A998.b に掲げる品目を製造／

開発／使用するための技術 
0 $0 

7D001  7A または 7B の装置を開発また

は製造するためのソフトウェア 
5 $10,003 

7E001  7A、7B または 7D の品目を開発

するための技術 
33 $9,048 

7E002  7A または 7B の品目を製造する

ための技術 
2 $1 

7E101  7A、7B または 7D の品目を使用

するための技術 
65 $386,581 

8A918  船舶用ボイラー 0 $0 
9A018.a,b  軍用練習機および軍事用に設計

または改造された車両 
403 $551,587,427 

9E018  9A018.a.,b の品目を開発するた

めの技術 
29 $2,633,512 

合計   2,767 $939,487,833 
* 地域安定規制は対イラク輸出のみに適用され、統計値もイラク向けのものである。  
（注）一部だけが RS 規制の対象となっている ECCN については、その ECCN 全体の許可件数合計と 
ドル価値を示している。ほとんどの場合、こうした ECCN のサブカテゴリーのうち地域安定上の理由 
で規制されていないものはごくわずかである166。 
 
 

4.2.3 テロ活動防止（AT）の規制 

 
商務長官は、こうした規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。

テロ支援指定国家に対するテロ活動防止 Anti-Terrorism(AT)規制は全体として、米国産

業に一定の影響を及ぼしている。AT 規制よりも幅広いキューバ、イラン、北朝鮮、ス

ーダン、シリアに対する規制の経済的影響については、第 5 章で詳しく説明する。全体

として、テロ支援国家の支援をやめさせることは米国政府の 優先課題の一つだが、AT
規制が全体として米国産業に与える影響はあまり大きくない167。 
 

4.2.4 制裁およびその他の規制 

 
商務長官は、これらの規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。  
 
                                                  
166 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce , “Chapter 3 Regional 
Stability, ” 2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.20-23 
167 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce , “Chapter 4 Anti Terrorism 
Controls ” 2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.29 
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4.2.4.1 ミャンマー 
 

ミャンマーに対する米国の一方的輸出制裁は、米国産業にわずかな影響しか及ぼして

いない。国勢調査局の統計によると、2007 年における米国の対ミャンマー輸出総額は

870 万ドルで、中身は主に家畜飼料、食品、その他の家財道具だった。2008 年度に商務

省が受けとったミャンマー向け輸出許可申請はわずか 2 件、金額にして 28 万 5,760 ド

ルだった。申請内容は 1 件が電気通信機器で、もう 1 件はミャンマー政府機関が使用す

るための質量分析計だったが、ともに却下された。 
 

4.2.4.2 キューバ 
 

米国政府は、EAR の対象となるあらゆる米国産の物品、技術およびソフトウェアのキ

ューバ向け輸出および再輸出に対して、許可証または農業貨物許可例外通知のいずれか

の形式による認可を義務づけている。商務省がキューバ向けに承認した許可申請および

通知の件数は 1998 年から 2002 年にかけて大幅に増加したが、2003 年以降は下向いて

いる。1998 年から 2002 年にかけてキューバへの輸出許可申請の承認件数が増加した原

因は、1990 年代後半に米国の輸出政策が変化したことにあると考えられる。具体的には

直行便、医薬品および医療用品・機器の輸出ならびに食品および特定農産物の輸出の再

開や、キューバ政府向けの許可例外 AGR168に明記した手続に基づき輸出認可を受ける

資格のある農産物の対象範囲を拡大したことなどである。 
 

2003 年以降キューバ向けの許可承認および通知の件数が減少しているのは、金融取引

ルールを守る能力や意志がキューバにないことに多少なりとも原因があるといえよう。

ルールでは、物品を積んだ船が米国を出港する前に、米国の売り主はキューバの買い手

からの支払いを受領していなければならない。とはいえ、減少をもたらしたもっと大き

な要因は、キューバが特に戦略的な地政学的関係の強化を目標に掲げて輸入先の多角化

を図っていることにあると思われる。許可や通知の件数は 2003 年以後減り続けている

が、許可された輸出のドル価値は実のところ増加している。例えば、2008 年度に提出さ

れた農業貨物許可例外通知の数は 3 件減ったが、輸出のドル価値は前年を約 13 億ドル

上回った。ただし注意しなければならないのは、輸出を許可されたうち米国原産品の比

率はごくわずかであり、おそらく農産品の 10%ほどしか実際には輸出されていないこと

である。2008 年度に商務省は、キューバ向けの輸出許可申請を 203 件（総額 9 億 6,000
万ドル以上）承認した。2006 および 2007 年度に比べ、2008 年度には許可申請件数に

減少が見られた。また 2008 年度に商務省は 118 件（総額 5 億 9,300 万ドル）の許可申

請を何の措置もとらずに返却し、9 件（同 270 万ドル）の申請を却下した。この期間に

商務省はすでに有効な許可の取り消しは行っていない。さらに 2008 年度に商務省は、

145 件（総額 35 億ドル）の通知を許可例外 AGR に基づいて認可した。これらの通知に

対し商務省および審査機関に異議はなかった。 
 
                                                  
168 AGR（Agritual Commodities）、許可例外（License Expection）の一つ 
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〔図表197〕対キューバ商務省輸出許可申請の承認件数と許可例外 AGR 通知の

認可件数 
（1996～2007 年度） 

年度 申請／通知件数 総額（米ドル） 

1996 83 $592,738,313 
1997 87 $493,414,819 
1998 128 $544,659,988 
1999 181 $75,840,789 
2000 310 $737,108,231 
2001* 241 $454,908,260 
2002 582 $2,521,457,648 
2003 528 $2,801,868,688 
2004 537 $3,096,634,000 
2005 483 $3,091,221,021 
2006 452 $2,840,600,000 
2007 364 $3,523,536,224 
2008 348 $4,486, 954,924 
合計 4,324 $25,260,942,905 

*許可例外 AGR に基づく通知は 2001 年から利用可能になった。 
 

2008 年度に承認されたキューバ向け輸出許可の過半数は、ＥＡＲ99 に分類される品

目－医薬品、医療用品・器具・設備、贈答用小包を含む－が対象だった。 
 

諸外国はキューバへの輸出に対して、米国の禁輸措置に匹敵する制限を課してこなか

った。CIA の『ワールドファクトブック 2008』によれば、キューバは 2007 年（統計デ

ータが入手できる 近年）に推定 100 億 1,000 万ドルの物品を輸入し、前年の 95 億 1,000
万ドルからわずかに増加している。キューバの主な輸入品目は石油、食品、機械・設備、

化学品などだった。主な輸入先はベネズエラ（28%）、中国（13.2%）、スペイン（9.8%）、

カナダ（5.6%）、イタリア（5.5%）、米国（4.8%）、ブラジル（4.6%）だった。  
 

4.2.4.3 イラン 
 

米国政府は、CCL 掲載品目のイラン向け輸出に対する許可申請については、1992 年

イラン・イラク武器不拡散法（1993 年度国防授権法（NDAA）に含まれる）の規定と

1995 年の米国通商・投資禁止措置に一致して、拒絶政策を維持している。〔図表 199〕
に示す過去の対イラン輸出に関する統計データには、本報告書で扱っている制裁の経済

的影響が示されている。 
 

1990 年代の初頭には、イランが一部の輸入制限を解除したのに呼応し、また 1993 年

の NDAA と禁輸措置が発動される前ということでもあり、米国の対イラン輸出は急増し
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た。1991 年から 1994 年にかけて米国の対イラン輸出は総額 22 億ドル近くに達し、こ

の期間イランは米国にとって 6 番目の輸出国になった。しかしこの輸出はイランにとっ

ては総輸入高の 5%、米国にとっては輸出全体の 1%未満にしかすぎなかった。1993 年

度国防授権法で義務づけられた拒絶政策と 1995 年の米国通商・投資禁止措置の結果、

米国の対イラン輸出は激減した。2001 年には TSRA を実施した結果、米国政府は食品、

農業機器、医薬品、医療用品・機器の輸出と再輸出を認可することが可能になった。米

国国勢調査局の統計によると、2007 年には米国の対イラン輸出総額は 1 億 4,560 万ド

ルだった。イラン向け輸出の上位を占める米国産品はトウモロコシ、医薬品、木材パル

プ、プラスチック、製剤だった。 
 

1997 年以降、財務省は EAR 対象品目のイラン向け輸出／再輸出を主管し、商務省は

「みなし輸出」（規制対象の米国技術を米国内のイラン人に移転すること）を単独管轄し

ている。〔図表 198〕に示すとおり、2008 年度中に商務省はイラン人に対して 49 件のみ

なし輸出許可を承認している。 
 

〔図表198〕対イラン商務省輸出許可申請の承認件数（1991～2008 年度） 
年度 申請件数 総額（米ドル） 

1991  89  $ 60,149,182 
1992  131  $567,559,528 
1993  44  $ 63,834,952 
1994  10  $ 16,774,377 
1995  0  $0 
1996  0  $0 
1997  5  $19 
1998  6  $10,012 
1999  10  $20,408 
2000  23  $35 
2001  19  $32 
2002  10  $23 
2003  16  $36 
2004  31  $173 
2005  31  $60 
2006  38  $172 
2007  53  $286 
2008  49  $376 
合計  534  $708,349,671 

 
米国の通商・投資禁止措置は米国の対イラン貿易の内容を一変させた。〔図表 199〕か

らわかるとおり、農業、航空宇宙、石油産業などが禁輸の影響を も直接的に受けてい

る。1991 年から 1994 年にかけての米国の航空エンジン部品の対イラン輸出は総額 940
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万ドル、年平均にして 230 万ドルであり、ピークの 1994 年には 750 万ドルを超えてい

た。しかし 1996 年までには、対イランの航空宇宙輸出は事実上ゼロに落ち込んでいた。 
 

通商・投資禁止前は、米国は産業機械、自動車および自動車部品、発電機、測定・制

御装置、コンピュータ、プラスチックおよび樹脂、産業用有機薬品の輸出においてイラ

ンの主要な貿易相手国と競争していた。2007 年、イランは工業原料および中間財、資本

財、食料品その他の消費財、技術サービスを推定 537 億ドル相当輸入した。イランへの

主要供給国は中国（14.2%）、ドイツ（9.7%）、UAE（9.2%）、韓国（5.8%）、ロシア（5.3%）、

イタリア（5%）だった。 
 

〔図表199〕米国の対イラン輸出、1991～1995 年（FAS 価格）  
S.I.C.番号 物品の種類 総額（百万米ドル）

3511  タービンおよびタービン発動機 $322.5 
3531  建設機械および部品 $307.8 
3533  油田・ガス田設備 $250.1 
2044  精米および副産物 $166.3 
0115  トウモロコシ  $137.4 
2873  窒素系肥料 $124.2 
3714  自動車部品および付属品 $50.8 
2821  プラスチック材料および樹脂 $45.4 
3743  鉄道車両および部品 $42.7 
3569  一般産業機械および設備 $41.8 

 
米国のイランへの通商禁止は、米国の再輸出要件に対する外国企業の反応が影響し、

米国産業に痛手を与えている。米国の輸出者の報告によれば、彼らの製品は外国製品か

ら設計段階で外されることが多いという。外国製品を輸出する時に米国の規制対象の範

囲にかからないようにするためである。この「設計で外される」ことは、禁輸対象であ

るなしを問わずあらゆる国への米国の輸出にダメージを与える。  
 

4.2.4.4 イラク  
 

イラクのさまざまな問題の中でも特に治安状況の悪さと暴徒の存在は引き続き米国の

懸念の種であるが、同時に米国はイラクの再建と経済復興も全面的に支援している。輸

出許可に関する現在の方針と要件は、イランでビジネスをすることの複雑さと課題を反

映したものになっている。  
 

米国国勢調査局による入手可能な 新の統計データによると、2007 年における米国の

対イラク輸出は 16 億ドルに相当した。食料品に加え、米国の対イラク輸出の主力カテ

ゴリーは軍様式の物資、乗用車、掘削装置、特殊車両（防弾自動車など）、電気通信機器

などを含んでいた。  
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商務省は 2004 年 7 月 30 日に米国の対イラク輸出管理政策と規制に関して規則を設け

た。この規則の目的は、外国政策の二つの重要な目標に取り組むことだった。特に、規

制対象品目を公共インフラの再建目的で輸出および再輸出する場合は時宜を得た処理を

確保するという目標を推進している。同時にまた、該当する UNSCR と米国の外国政策

上の利益を促進するために、規則は EAR 第 746.3 節を改正し、不適切な 終需要者ま

たは 終用途向けの対イラク輸出に対してかなりの制限を保持している。 
 

イラク向けの輸出許可の管轄が商務省に戻って以降は、受けとる許可申請の大多数は

イラク復興およびイラクの警察・軍隊の訓練活動を支援するかまたはそれに使用するた

めの機器に対するものになっている。商務省は、より多くの米国企業がイラクの市民活

動に事業を拡張していくのにともない、申請の数や多様性は増すだろうと見込んでいる。 
 

4.2.4.5 北朝鮮 
 

北朝鮮経済は規模が小さいために、北朝鮮に対する米国の輸出制裁は米国産業にごく

わずかな影響しか与えていない。北朝鮮の輸入総額は年間平均約 10～20 億ドルで、主

な輸入品は鉱物、冶金製品、軍装備を含む加工品、織物、水産品である。CIA の『ワー

ルドファクトブック』は 2006 年（統計データが入手できる 近年）の北朝鮮の輸入総

額を 28 億 8,000 万ドルと推定しており、主な輸入品は石油、コークス用炭、機械およ

び設備、織物、穀類などとなっている。2006 年における北朝鮮の主な輸入先は中国（27%）、

韓国（16%）、タイ（9%）だった。 
 

米国国勢調査局の統計値に基づくと、米国の対北朝鮮輸出は他国に比べればはるかに

低い水準ながら、1994 年 10 月の米朝枠組み合意への署名にともない全般に増加した。

しかし、近年輸出は再び大幅に落ち込んでいる。国勢調査局の統計によると、2006 年の

対北朝鮮輸出は過去 10 年間の 低レベルまで落ち込み、書籍と印刷物がわずか 3,000
ドル出荷されただけだった。2007 年にはこの低水準から 170 万ドルまで持ち直し、2008
年には 初の 7 ヶ月で 2,370 万ドルまで上昇した。両年とも輸出の中身はほとんど農産

物だった。農産物は北朝鮮への許可要件を免除されている。 
 

〔図表200〕 米国の対北朝鮮輸出（百万米ドル） 

 
（出所）米国国勢調査局外国貿易課データ配布部、ワシントン D.C. 20233  
 

米国政府によって承認された北朝鮮向け輸出許可申請は、1994 年度の 6 件から 1995
～1999 年度には年間平均 38 件に増加した（図表 201 参照）。ところが、2000～2007
年度 には商務省の許可承認件数は年間 10 件未満となっている。 
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1999 年 9 月、当時北朝鮮がとった行動の結果、クリントン大統領は北朝鮮に対して維

持していた制裁を緩和する決定を発表した。2000 年 6 月には、この新たな政策によっ

て、米国の消費財は人道物資や低レベル消費財を含めてそのほとんどが、許可無しで北

朝鮮に輸出できる資格を得ることになった。この変更は、2000 年度以降北朝鮮向けの許

可申請件数が減ったことの説明になる。 
 

しかし、2006 年に北朝鮮が核実験を行ったのを受けて米国政府が同国に追加の許可要

件を課したため、2007 年と 2008 年には北朝鮮向けの輸出許可申請件数が増加した。と

はいえ、許可申請する品目のほとんどは人道的努力への支援や、人道物資を船積みする

ために一時的に逗留している船のためのものであるため、全体的なドル価値は低いまま

である。  
 

現在、食品と EAR99 の医薬品 （EAR 対象の医薬品だが CCL で規制されていないも

の）を除き、EAR 対象の品目すべてについて対北朝鮮輸出および再輸出には許可が必要

となる。 
 

〔図表201〕対北朝鮮輸出許可申請の商務省による承認件数 
（1994～2008 年度） 

年度 申請件数 総額（米ドル） 

1994  6  $66,443 
1995  27  $366,498,433 
1996  39  $209,134,369 
1997  47  $393,281,396 
1998  43  $129,113,580 
1999  32  $407,887,147 
2000  10  $31,130,643 
2001  7  $1,187,232 
2002  9  $2,947,044 
2003  0  $0 
2004  3  $140,625 
2005  3  $15,665 
2006  1  $217,519 
2007  9  $26,435,444 
2008  14  $802,248 
合計  247  $1,568,857,788 

 
2008 年度に商務省は 7 件（総額 8,800 万ドル）の許可申請を何の措置もとらずに返

却し、2 件（同 38 万 7,000 ドル）の申請を却下した。すでに有効な許可の取り消しは行

わなかった。措置なしで返却した申請のドル価値が大きいのは、ビタミンの寄付に対す

る 1 件の申請の価格が 8,600 万ドルだったためである。なおこの寄付は許可を必要とし
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ないものだった。 
 

拡散関連の活動に対する人への制裁 
今回こうした規制のターゲットとなるのは一つの組織（トゥーラ機械設計局 Tule 
Instrument Design Bureau）だけであるため、規制が米国産業に与える影響はごくわず

かである。2008 年に商務省は、トゥーラ機械設計局の関わる許可申請はいっさい受理し

ていなかった。 
 

4.2.4.6 スーダン 
 

米国のスーダンに対する一方的輸出制裁は、米国産業にわずかな影響しか与えていな

い。1997 年 11 月 4 日に米国の禁輸措置が実施される以前にスーダンが米国から輸入し

ていた少数の品目のほとんどは輸出許可を必要としなかったため、輸出規制による影響

を受けなかった。国勢調査局の統計によると、2007年の米国の対スーダン輸出額は 6,690
万ドルで、主に農産物輸出で占められていた。CIA の推定では、2007 年におけるスー

ダンの全輸入先からの総輸入額は 77 億ドルだった。スーダンの主要な輸入先は中国、

サウジアラビア、UAE、エジプト、日本、インドだった。主な輸入品は食料品、加工品、

製油所・輸送設備、医薬・化学品、織物、小麦だった。 
 

米国が 1997 年に制裁を課した後は、EAR 対象品目の対スーダン輸出および再輸出の

許可交付責任は財務省が担うことになった。とはいえ、商務省の規制はそのまま実施さ

れている。したがって現在輸出者は、CCL 規制対象品目をスーダンに輸出するために財

務省と商務省の両方から許可を得なければならない。2004 年 11 月に、両省は出荷の遅

れを 小限にとどめるために、特に非政府人道組織を中心に申請の同時処理を開始した。 
加えて、商務省はスーダン人への技術の「みなし輸出」に対する許可交付を管轄してい

る。財務省は、農産物、TSRA の規定に基づき CCL に記載されていない医用品目、そ

の他 CCL に掲載されていない品目の輸出を許可する単独責任を負っている。 
 

2008 年度に商務省は、対スーダン輸出許可申請を 103 件（総額 5,800 万ドル）承認

した。同期間、37 件（同 2,200 万ドル）の申請を何の措置もとらずに返却した。こうし

た申請の大半は、対スーダン輸出には BIS の許可を必要としない EAR99 品目に対する

ものだった。2008 年度中に商務省が却下した許可申請は 8 件（同 400 万ドル）だった。 
 

〔図表202〕対スーダンの許可承認件数（1992～2008 年度）  
年度 申請承認総数 総額（米ドル） 

1993  2  $5,404,000 
1994  0  $0 
1995  0  $0 
1996  7  $571,992 
1997  10  $7,095,973 
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1998  0  $0 
1999  1  $1 
2000  1  $1 
2001  0  $0 
2002  0  $0 
2003  0  $0 
2004  4  $10,646,641 
2005  29  $20,246,720 
2006  42  $26,955,168 
2007  64  $40,207,142 
2008  103  $58,287,788 
合計  263  $169,415,426 

 
 

4.2.4.7 シリア  
 

米国政府は、食品と特定の医薬品を除き、EAR 対象となる米国産のあらゆる物品、技

術、ソフトウェアのシリア向け輸出および再輸出に対して許可の取得を義務づけている。

2003 年から 2004 年にかけて商務省が承認した対シリアの輸出許可申請数はシリア制裁

法(SAA)169の実施を受けて減少したが、2005 年には倍増した。どうやらその理由は、特

に医療用具や電気通信機器をはじめとする特定カテゴリーの品目が、SAA の実施に際し

て行使された大統領免責に基づく承認の対象になることについて、許可申請者の理解が

進んだためのようだ。 
 

〔図表203〕対シリア商務省輸出許可申請の承認件数（1991～2008 年度） 
年度 申請総数 総額（米ドル） 

1991  8  $1,041,504 
1992  31  $46,366,527 
1993  106  $42,896,103 
1994  167  $76,379,096 
1995  139  $68,298,135 
1996  80  $81,006,877 
1997  100 $107,003,346 
1998  81  $80,707,010 
1999  100  $86,534,591 
2000  121  $141,539,669 
2001  106  $70,269,323 
2002  95  $108,101,460 

                                                  
169 Syrian Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SAA) 
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2003  127 $200,664,118 
2004  100 $246,979,100 
2005  210 $325,088,347 
2006  168  $257,417,642 
2007  231  $1,036,749,878 
2008  215  $247, 483,495 
合計  2,205 $3,224,526,221 

 
対シリアの輸出許可申請数はここ数年上昇傾向にあるが、ドル価値は 2007 年度に 1

回だけ 10 億 4,000 万ドルに急騰しているのを除き、比較的安定した状態を保っている。

2007 年度は 2006 年度から大幅な増加となっているが、その主な理由は 07 年度の初め

に特定の電気通信機器の輸出に対して行われた突出した少数の申請にある。しかし 2008
年年度には、許可数とその価値は再び一般的な価値に切り替わった。  

 
2008 年度に商務省は、87 件（総額 7,600 万ドル）の許可申請を何の措置もとらずに

返却し、4 件（同 1 万 4,000 ドル）を却下した。すでに有効な許可の取り消しは行わな

かった。   
 

シリアに対して包括的な制裁を維持しているのは米国のみである。CIA の『ワールド

ファクトブック 2008』によると、シリアは 2007 年に推定 124 億ドルの物品を輸入して

おり、2006 年比で 88%増加している。 シリアの主な輸入品には機械・輸送設備、食品・

家畜、金属・金属製品、化学物質・化学製品、プラスチック、糸、紙などがある。シリ

アへの主要供給国はサウジアラビア（12.1%）、中国（9.1%）、エジプト（6.2%）だった。 
 

4.2.4.8 指定テロリストおよびテロ集団  
 

商務省は、SDGT、SDT、FTO に対する許可申請の審査を 2008 年度には行わなかっ

た。結果的に、これらの規制の経済的影響はおそらくごくわずかだと思われる。財務省

は、指定テロ組織の関与する米国人の活動に対する制限を維持している。また指定テロ

組織に対する商務省の規制は強化されている。  
 

4.2.4.9 国連安保理の武器禁輸 - ルワンダ 
 

ルワンダに対する武器禁輸は米国産業にほとんど影響を与えていない。2007 年（統計

データの入手可能な 近年）におけるルワンダの輸入総額は、推定で約 5 億 8,500 万ド

ルだった。ルワンダの主な輸入品は食料品、機械、鉄鋼、石油、セメント、建設資材だ

った。ルワンダの主な輸入先はケニア、ドイツ、ウガンダ、中国だった。2007 年におけ

る米国の対ルワンダ輸出は 1,610 万ドルで、主な内容は食料品、寄付品、医薬品、電気

通信機器だった。2008 年度には、ルワンダ向けの武器関連品目の輸出に対する許可申請
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は商務省に提出されていない。170 
 

4.2.5 有毒化学物質、先駆体化学物質および関連機器、技術とソフトウェア 

 
商務長官は、これらの規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。  
 

2008 年度に商務省は、前駆化学物質および化学装置の輸出または再輸出に対する許可

申請を 2,876 件（総額 14 億 5,236 万 7,890 ドル）承認した。この承認申請総額の大部

分（74.2%）は、ECCN 1C350 で規制対象となる前駆化学物質に対するものだった。こ

うした化学物質にはさまざまな民生用途がある。それ以外の承認額のほぼすべて

（25.5%）は、ECCN 2B350 で規制対象の化学装置に対するものだった。これらの装置

にもやはりさまざまな民生用途がある。商務省は 4 件（同 36 万 8.943 ドル）の許可申

請を却下し、294 件（同 1 億 8,302 万 8,690 ドル）を何の措置もとらずに返却した。申

請を返却した主な理由は、取引についての情報の不備だった。輸出者はこれらの規制品

目の多くを許可なしで AG 参加国に輸出できるため、こうした規制品目の実際の貿易額

は提出された許可申請の総額を大幅に上回る171。 
 

4.2.6 生物剤および関連機器と技術 

 
商務長官は、これらの規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。 
2008 年度に商務省は、生物剤および生物剤製造装置の輸出または再輸出に対する許可申

請を 1,235 件（総額 2,485 万 2,182 ドル）承認した。この承認額の大部分（84%）は、

ECCN 2B352 で規制対象となっている生物剤の処理装置および取扱機器に対するもの

だった。商務省は 8 件（同 7 万 3,714 ドル）の許可申請を却下し、62 件（同 149 万 9,385
ドル）については何の措置もとらずに返却した。申請を返却した主な理由は、取引に関

する情報の不備だった172。 
 

4.2.7 ミサイル関連拡散防止（MT）の規制 

 

商務長官は、こうした規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。

ミサイル規制の対象となる品目は多くなく、米国の貿易全体に与える影響も限られてい

                                                  
170 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce , “Embargoes and Other 
Special Controls、"2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.51-62  
171 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, “Toxic Chemicals, Chemical 
Precursors and Associated Equipment, Technology and Software.”2009 REPORT ON FOREIGN 
POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.72 
172 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, “Biological Agents and 
Associated Equipment and Technology,”2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT 
CONTROLS, pp.79 
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る。MTCR が「抜け駆け禁止（no undercut policy）」の公約を掲げていることは、参加

国が国際市場で不公正な商業上の利益を得ないことを保証する役に立っている。 
 

2008 年度に商務省は、ミサイル関連拡散防止（Missile Technology:MT）の対象品目

の輸出または再輸出に対する許可申請を 993 件（総額 15 億ドル）承認した。加えて、

商務省は 12 件（同 860 万ドル）の申請を却下し、116 件（同 1 億 6,000 万ドル）の申

請を措置なしで返却した。MT 規制理由品目の許可申請に対する却下が比較的少ない理

由は、（1）輸出者は一般に、（適用される許可交付方針に基づいて）却下されることに

なるとわかっている取引を行わないこと、ならびに（2）申請の大半は、ミサイル拡散

の懸念のない国および 終需要者に向けた輸出に関するものだったことにある。ミサイ

ル EPCI の規制に関しては、商務省は申請のうち 20 件（総額 1,210 万ドル）を承認し、

12 件（同 850 万ドル）を却下し、25 件（同 230 万ドル）を措置なく返却した。この場

合の審査は、ミサイルの拡散管理強化構想(EPCI)上の懸念に基づいて行った173。 
 

4.2.8 暗号 

 
商務長官は、暗号規制を継続的に実施することによって、米国産業は暗号およびその

他 IT 製品の世界市場におけるリーダーシップを維持することができ、同時にまた米国

の国家安全保障および外交政策上の利益ならびに治安にとって不可欠な保護を確実に維

持することができると判断した。商務長官は、こうした規制が米国経済に与える悪影響

は、国際経済における米国の競争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対す

る利益を超えないと判断した。 
 

EU の「ライセンス・フリー・ゾーン」域外の特定の政府エンドユーザーに対して許

可が義務づけられている限られた範囲の暗号品目を除き（ハイエンドの「ネットワーク

インフラ」製品、商業用暗号ソースコード品目、政府のエンドユーザーまたは 終用途

専用に暗号法をカスタマイズまたは特注した製品など）、デュアルユースの暗号製品は、

ENC 許可例外174（15 C.F.R. § 740.17）または EAR の「市販」暗号製品規定(15 C.F.R. 
§ 742.15(b))のいずれかにしたがって技術審査を 1 回だけ行えば、カントリーグループ

E:1 以外のあらゆる仕向国に対し輸出および再輸出することができる。「マス・マーケッ

ト向け」と判断された暗号品目は規制対象となるが、規制の根拠はテロ活動防止（AT）
の規制理由であって 10、暗号規制(EI)の規制理由ではない。 
 

2008 年度に商務省は、暗号機能をもつさまざまな製品に対する輸出前の暗号審査要請

を相当数処理した。この活動は、暗号品目の貿易が拡大し続け、暗号品目が商業的に幅

広く応用できることを引き続き反映している。商務省は、規制対象の暗号製品、構成品、

ツールキット、ソースコード品目についての 3,396 件の審査要請を処理した。このうち

                                                  
173 Bureau of Industry and Security, “Missile Technology Controls,” U.S. Department of 
Commerce, 2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.86 
174 ENC; Encryption Commodities and Software、許可例外（License Exeption）の一つ 
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627 件はマス・マーケット向け製品の審査要請だった。審査した製品のタイプは、デス

クトップ／ラップトップ・コンピュータ用の商品やソフトウェア、無線携帯装置、電子

ビジネスアプリケーション、ネットワークセキュリティ、電気通信プラットフォームな

どだった。こうした暗号審査は 2008 年度に商務省の行った 6,630の該非判定のうち 51%
を占めた。  
 

加えて、2008 年度中に商務省は「制限対象」の暗号品目（ハイエンドのルータその他

のネットワークインフラ機器など）および技術（ENC 許可例外に基づいて一般に公表適

格ないわゆる「みなし輸出」を除く）に対する 2,322 件の許可申請を承認した。2008
年度には、暗号関連の許可交付方針に特有の問題に基づいて暗号商品が拒否されること

はなかった。 
 

2008 年 10 月 3 日、EAR パート 740SupplementNo.3 に掲げる国のリストに、ブルガ

リア、カナダ、アイスランド、ルーマニア、トルコが加わった。SupplementNo.3 掲載

国の政府エンドユーザーに向けた「制限対象」暗号品目の輸出は、ENC 許可例外の適用

を受けることができる。カナダへの暗号品目の輸出には許可を必要としないため、カナ

ダが加わったのは単に事実を明確にするためである。この改正により、ブルガリア、ル

ーマニア、トルコ、アイスランドの政府エンドユーザー向けに暗号製品を輸出または再

輸出するために BIS に提出される許可申請件数は、約 95%減ることになる（2007 暦年

の輸出および再輸出額はおよそ 3,700 万ドル）。
175 

 
4.2.9 ホットセクション技術（SI）176の規制 

 
商務長官は、この規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競争力

に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。2008
年度に商務省は、ECCN 9E003 の規制対象技術に対する 176 件の許可申請を承認した。

承認された 176 件の許可の大半は「ホットセクション」 の技術の輸出が関係していた

が、このうち 73 件はみなし輸出（米国内にいる外国人に「ホットセクション」技術を

移転）が絡んでいた。2008 年度に許可承認された対象品目の総額は 2,470 万ドルだった。

同年度には、エンジン「ホットセクション」技術のみなし輸出に絡んだ許可申請が 1 件

却下された。加えて、37 件（総額 2,784 ドル）の申請が措置なしで返却された177。 
 

                                                  
175 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, “Encryption, ”2009 REPORT 
ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.91-92 
176 元々USML の規制対象技術であったが EAR 規制対象技術に移行され、より厳重な規制が必要とさ

れている技術 
177 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, “Significant Items: “Hot 
Section” Technology,” 2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.96 
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4.2.10 核拡散防止（NP）178の規制 

 
商務長官は、これらの規制が米国経済に与える悪影響は、国際経済における米国の競

争力に与える悪影響も含め、米国の外交政策目標に対する利益を超えないと判断した。 
外国貿易におけるこうした装置の発送や運搬はすでに独立して刑事制裁の対象となって

いるため、こうした機器ならびに関連するソフトウェアおよび技術に外交政策に基づく

規制を課しても、目に見えるほどの経済的影響はないだろう。2008 年度に商務省は、通

信傍受（SL）179の規制理由による規制品目の輸出または再輸出に対する許可申請を 3
件（総額 61 万 9,595 ドル）承認した。加えて同省は、4 件（同 1,211 万 9,000 ドル）の

申請を措置なしで返却した。却下された申請はなかった180。 
 

4.2.11 通信傍受（SL）の規制 

 
商務長官は、こうした規制を維持する結果として産業が被るコストは、米国の外交政

策に与える利益を超えないと判断した。こうした規制は、 終用途や地理に関するあま

りに幅広い輸出許可要件を追加で課すことに代わる、効果的な代替策となる。統合リス

ト上で団体（エンティティー）名を公表することはまた、米国産業界の不安も減らす。

このように、こうした規制は産業界に対する経済的影響を 小限に抑えると同時に、BIS
が米国の輸出管理の強化を通じて米国の外交政策目標を達成することを可能にする。加

えて、エンドユーザー審査委員会（ERC: End-User Review Committee）に各省庁の代

表が入ることは、エンティティー・リストへの追加が米国の外交政策上の重要な問題を

反映して行われることを合理的に保証するものである181。 

                                                  
178 Nuclear Non-Proliferation 
179 Surreptitious Listening 
180 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, “Surreptitious 
Listening,”2009 REPORT ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.104 
181 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce , “Entity List,”2009 REPORT 
ON FOREIGN POLICY-BASED EXPORT CONTROLS, pp.109 
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５．米国が指摘する迂回輸出問題の概要 

 
米国にとって輸出規制や制裁などは、米国の外交政策であり、国家安全保障において

重要な位置づけであるが、様々な輸出規制の課題に直面している。課題の一つとして、

米国の輸出規制対象品目の外部からの調達・入手が巧妙化しており、特に迂回輸出は、

米国だけではなく、世界各国で規制対象品目の移転・拡散に拍車をかけているという。

ここでは主に、米国の迂回輸出に対する取り組みについてまとめていく。 
 
5.1 不正な調達構造 

 
 米国も含め、不正な調達構造（拡散）は貿易管理の弱点から発生する。拡散者は、代理

業者や仲介業者を通して海外ネットワークから許可証なしで、しばしば迂回などを経て

製品などを入手する。更に実際の兵器プログラム（軍事）用途を欺くために、デュアル・

ユース製品を利用するという〔図表 204〕。ここでは、2009 年 10 月 26～11 月 6 日にジ

ョージア大学国際貿易・セキュリティ・センター（CITS）で開かれた輸出管理アカデミ

ーにおいて Scott Jones 博士が解説した不正な調達構造内容を紹介する。 
 

〔図表204〕拡散者は貿易管理の弱点を攻撃  

A

B

C

供給者(サプライヤ) ・通過の迂回地点
中間荷受人(ブローカー) 

エンド・ユーザ（ 終需要者）

代理業者/仲介業者
(ブローカー)

・フロント・カンパニー –
不明な 終需要者へ迂回
・実際の兵器プログラム
（軍事）用途を欺く
デュアル・ユース製品の利用0

・海外調達ネットワークから許可証なしで
しばしば迂回などを経て製品を入手

・不法輸出を行う
サプライヤなど:

- 知識欠如
- 経済的理由
- 秘密支援

 
（出典）CITS, Presentation Material for Export Control Academy held by CITS on Oct. 29, 2009, 

Globalization and Proliferation: The Mechanics of Proliferation, Slide 29 
 
 しかし、従来の不正な調達構造〔図表 205〕に近年変化がみられる。二次サプライヤ（供

給者）による調達の構造〔図表 206〕である。 
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〔図表205〕従来の不正な調達構造  

終需要者主導で構築される
輸出管理規制を無力化する調達インフラ

A国

サプライヤ

ブローカー

フロント
カンパニー

終需要者B国

C国

サプライヤ

サプライヤ

サプライヤ

サプライヤ
ブローカー

サプライヤ

サプライヤ

 
（出典）CITS, Presentation Material for Export Control Academy held by CITS on Oct. 29, 2009, 

Globalization and Proliferation: The Mechanics of Proliferation, Slide 30 【原典】米エネル

ギー省 
 
 

〔図表206〕 近の不正な調達構造  

ブローカー主導で複数のサプライヤと連携し
バイヤーを求める

ブローカー

故意でない
サプライヤ

フロント
カンパニー
(荷受人)

終需要者サプライヤ

ならず者国家の
サプライヤ

終需要者

終需要者

終需要者

サプライヤ

 
（出典）CITS, Presentation Material for Export Control Academy held by CITS on Oct. 29, 2009, 

Globalization and Proliferation: The Mechanics of Proliferation, Slide 31【原典】米エネル

ギー省 
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CITS は、従来の不正調達と、ブローカーによる調達構造の違いを、以下のようにま

とめている。 
 

〔図表207〕従来の不正な調達構造とブローカー調達構造の違い  
 従来の不正調達： 終需要者主導 近の不正調達：ブローカー主導  
サプライヤ  数が多く、まとまりがなく故意のな

いサプライヤ 
 
従来型の技術保有者が技術、関連商

品またはその両方を供給  

数が少なく、まとまりがあり共謀す

る可能性のあるサプライヤ 
 
技術および商品の移転の分離 
 
従来型の供給国内で活動する悪徳会

社または代理人に加え、さまざまな

レジームの締約国内の非従来型サプ

ライヤ 
ブローカー 買い手の代理人として行動するトン

ネル会社と故意のない購入荷受人が

入り交じっている 

ブローカーがプロセスを主導し、サ

プライヤおよび中間商人のネットワ

ークを調整して、複数の国に技術・

設備・援助一式を提供  
終需要者と特

徴 
個別の国によるプログラムと契約  

終需要者がプロセスを主導 
ブローカー／ネットワークのサービ

スを複数の国が購入  
拡散を防ぐ上で

のポイント 
原子力供給国と技術保有国の間で効

果的な輸出管理の実施 
輸出・ブローカリング・通過管理を

従来の供給国間だけでなく全世界的

に実施  
（出典）CITS, Presentation Material for Export Control Academy held by CITS on Oct. 29, 2009, 

Globalization and Proliferation: The Mechanics of Proliferation, Slide 33 
 

従来の不正調達やブローカーによるネットワークの大きな違いは、従来の不正調達で

は「 終需要者」が、 近の不正調達では、「ブローカー」がそれぞれプロセスを主導

するという点である。 
 

更に CITS は、不正な調達ネットワークで使われる手口として以下を紹介している。 
 
•海外の大使館を体系的に利用 
•市価よりも高く買う（一般に 大 5 割増） 
•完成品一式ではなく構成要素を購入 
•提供された仕様書に合わせたカスタム部品の受託製造 
•構成要素製造用の産業施設を開発 
•多くの不要品目の中に重要な購入品を紛れ込ませて隠す 
•サンプルとそれを複製するための手段を購入する（リバースエンジニアリング） 
•供給国および仲介国のトンネル会社を利用 
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•複数のバイヤーを使って所定の品目を探す（同時に複数の仲介者） 
•複数の仲介者のルートを使う 
• 終需要者を偽装する 
•友好国の協力を頼む 
•供給国内の同国人を巻き込む／採用する 
 

自由貿易化が進み、物流の増加に伴い新たな拡散のメカニズム、二次サプライヤによ

る不正な調達構造が見られる中、2004 年 4 月 28 日に安全保障理事会で採択された決議

1540 号では、加盟国には、大量破壊兵器及びその関連物資などについても武器と同様

に、積換及び外国間の取引仲介（ブローカリング）について適切な管理(規制の対象と)
することが求められることになった。以下、国連安保理決議 1540 号における規制につ

いて抜粋である。 
 
【国連安保理決議１５４０号】 
３ また、すべての国は、関連物資*に対する適切な管理を確立することを含め、核兵器、

化学兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の拡散を防止する国内管理を確立するた

めの効果的な措置を採用し実施することを決定し、この目的のため、すべての国が、以

下を行うことを決定する。 
 
（ａ）生産、使用、貯蔵又は輸送において、そのような品目の使途を明らかにし、安全

を確保するための適切かつ効果的な措置を策定し維持すること。 
（ｂ）適切で効果的な防護措置を策定し維持すること。 
（ｃ）自らの国内法的権限及び法律に従って、並びに、国際法に合致して、必要なとき

は国際的な協力を通ずることを含め、そのような品目の不正取引及び不正仲介を探知

し、抑止し、防止し及び対処するための適切で効果的な国境管理及び法執行の努力を策

定し維持すること。 
（ｄ）輸出、通過、積換及び再輸出を管理する適切な法令、資金供与及び拡散に貢献す

る輸送といったそのような輸出及び積換に関連する資金及び役務の提供に対する管理

並びに 終需要者管理の確立を含め、そのような品目に対する適切で効果的な国内的輸

出及び積換管理を確立し、発展させ、再検討し及び維持すること。また、そのような輸

出管理に関する法令の違反に対する適切な刑事上又は民事上の罰則を確立し及び執行

すること。 
 

*関連物資：核兵器、化学兵器及び生物兵器並びにそれらの運搬手段の設計、開発、

生産又は使用のために用いることができる物資、設備及び技術であって、関係する多国

間条約及び取決めの対象となっているもの又は国内管理表に含まれているもの。182 

                                                  
182  Untied Nations S/RES/1540 (2004) Non-proliferation of weapons of mass destruction, United 
Nations Security Council Resolution 1540 (2004) Adopted by the Security Council at its 4956th 
meeting, on 28 April 2004, pp.3  
＜http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement＞ 
関連物資（Related Materials の定義は、原文の pp.1 の脚注に有）、和訳参照は、外務省、平成十六年
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5.2 米国によるブローカリング規制への取り組み  

 
米国では実際どのようなブローカリング規制の取り組みを行っているか、以下につい

て紹介する。 
 
- 輸出管理・関連国境安全保障（EXBS）プログラム  
- 拡散に対する安全保障構想（PSI） 
- 積み替え国輸出管理イニシアティブ（TECI） 

 
5.2.1 輸出管理・関連国境安全保障（EXBS）プログラム  

 
輸出管理・関連国境安全保障（The Export Control and Related Border Security ；

EXBS）プログラムは、国務省国際安全保障・不拡散局が管理する米国政府省庁間プロ

グラムであり、外国政府が国際基準を満たす効果的な輸出管理システムを確立して実施

するのを援助することによって、大量破壊兵器（WMD）、そのミサイル発射システム、

通常兵器および関連品目の拡散防止に資することを目的としている。 
 
【EXBS プログラムに参加する組織】 
EXBS プログラムは、国際機関や非政府組織、外国政府、民間部門、そして以下に挙げ

る米国政府機関の専門知識を利用して実施されている。 
 
• 商務省 
• 国防省 
• エネルギー省 
• 国土安全保障省 

・税関国境保護局（CBP） 
・移民税関執行局（ICE） 
・アメリカ沿岸警備隊（USCG） 

• 司法省 
 
【EXBS の対象国と活動】 

EXBS プログラムが当初注目していたのは、旧ソビエト連邦の WMD「仕出国」（ロシ

ア、ウクライナ、カザフスタン）だった。しかし拡散の脅威の変化に対処するため、プ

ログラムは注目の範囲を拡大して東欧・中欧、バルカン半島、中央アジア、カフカス（コ

ーカサス）の潜在的密輸ルートを抱える国々や、南アジアの潜在的「仕出国」ならびに

地中海、中東、東南アジアの主要な積替え拠点を有する国々も含めるようになっている

183。 
                                                                                                                                                  
四月二十八日 国際連合安全保障理事会決議第千五百四十号（大量破壊兵器等の不拡散等に関する決

議）に関する件、外務省告示第二三九号、pp.5、平成十六年六月七日掲載

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/un_cd/gun_un/pdfs/anpori_1540.pdf> 
183 元々1990 年初期に関連プログラムなどが設立された。 
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EXBS プログラムは世界中の国々にそれぞれのニーズに合った多種多様な実用的援助

を提供することにより、その国が危険な品目・技術の出荷を防止および阻止する能力を

高めるのに役立っている。EXBS プログラムが主に力を注ぐ 5 つの根幹の活動とその成

功例などを挙げる。EXBS プログラムの 5 つの根幹の活動とは、① 法規制、② 許可付

与、③ 執行、④ 産官協力、⑤ 政府間省庁間協力、である。  
 
① 法規制 

国別の輸出管理システムを多国間レジームなどの国際基準と調和させ、国家間の情

報共有協定を円滑化するために、地域的および国際的アプローチをとっている。 
 

成功例：旧ソ連諸国に輸出管理法規制の導入を促した 
 

また 1540 号に関する国際協調に関しても、オーストラリア、EU、日本などとの協働

（1540 に関する国連主導の地域ワークショップ）の開催や、実施を支援している。 
 

さらにまた、国の政策立案者や技術専門家を一堂に集める地域フォーラムもいくつも

主催している。具体的には次のような会合があった。 
 

 第 8 回輸出管理に関する国際会議（ International Conference on Export 
Controls）、2007 年 3 月 6～8 日、ブカレスト（ルーマニア） 

 グローバル積替え・執行セミナー（The Global Transshipment and Enforcement 
Seminar）、2006 年 7 月 18～21 日、バンコク（タイ） 

 APEC 経済のための輸出管理の効果的要素に関する会議（Effective Elements of 
Export Control for APEC Economies Conference）、2005 年 11 月 1～3 日、ホ

ノルル（ハワイ）  
 第 7 回輸出管理に関する国際会議、2005 年 9 月 20～23 日、ストックホルム（ス

ウェーデン） 
 
② 許可付与 

関係官庁と協働で、基本的／高度な執行技術および能力を身につける訓練を支援し

ている。具体的には以下のカリキュラムである。 
 

• 該非判定や許可申請（国別デュアルユース規制品目リストや、キャッチオール規制

とリスト非掲載品目など） 
• 国際的禁止 
• ターゲティングとリスクマネジメント 
•  WMD の調査 

 
成功例：バルト諸国の当局者に訓練を提供し、懸念国内の疑わしい 終需要者宛の

                                                                                                                                                  
＜http://www.exportcontrol.org/library/1073/EXBSslideShow.pdf＞ 
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積荷に対する許可申請を却下する能力を身につけた。 
 
③ 執行 

国境などに近代的で高性能な設備や機器を設置し、国境および税関の職員の密輸活

動摘発・阻止能力の向上に努めることによって、国境管理の改善を実施している。 
 

具体的には以下の設備や機器を提供／配備している。 
 

• 東欧およびバルカン諸国に X 線撮影車、車両、通信設備を提供 
• 中央アジアの国境沿いに、モジュラービルディングを配備 
• オマーンをはじめ、多数のパートナー国に国境監視センサーを配備 
• 様々なアフガン国境検問所に貨物審査機器、大型クレーン、フォークリフトを供給 
・ 8 カ国の主要な陸上国境地点および海港における放射線ポータルモニターの設置等 

 
成功例：中・東欧政府に訓練および装置を提供し、放射性物質および機微品目の盗

品の押収に役立っている。  
 
④ 産官協力 

政府／産業間フォーラムや社内自主管理規定（ICP）ワークショップの開催を行っ

ている。また、ロシア産業界に国家の輸出管理プロセスのコンプライアンスを助長

することを目的とした野心的なプログラムも開始している。 
 
⑤ 政府省庁間協力の調整 

省庁間連携の強化や地域協力の促進に努めている。具体的には、パキスタンの税関

員および国境警備隊員に対し、米・メキシコ国境検問所で合同車検研修を実施して

いる。 
 

EXBS プログラムは将来に向け、現地の能力の構築、税関学校のカリキュラム策定の

支援指導者養成研修などをの援助を検討している。  実際に、セルビアの VINCA 
Institute と共同で、税関職員および警察官向けに核物質・化学物質の密輸に関する訓練

コースも開発した184。 
 

 

 

 

                                                  
184 EXBS に関する活動などは以下を参考。Yvette Wong, Director, Office of Export Control 
Cooperation, Bureau of International Security and Nonproliferation, U.S. Department of State, 
The Export Control and Related Border Security (EXBS) Program 10TH International Export 
Control Conference, Istanbul 2009, June 25 – 27, 2009 
<http://exportcontrol.org/library/conferences/2705/F11_Wong_New_EXBS_PowerPoint_2.pdf> 
ExportControl.org,The Export Control and Related Border Security Assistance (EXBS) Program  
<http://www.exportcontrol.org/links/1371c.aspx> (2009/08/20) 
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5.2.2 拡散に対する安全保障構想（PSI）  

 
5.2.2.1  PSI の発足と取り組み 

 
拡散に対する安全保障構想(Proliferation Security Initiative: PSI）は、元々2002 年

12 月に米国のブッシュ前政権下において、北朝鮮、イランをはじめとする、いわゆる拡

散懸念国等の大量破壊兵器・ミサイル開発を強く懸念して出された、大統領指令

NSPD-17/HSPD-4「大量破壊兵器と闘う国家戦略（National Strategy to Combat 
Weapons of Mass Destruction）」185に端を発している。同大統領指令では、1）拡散対

抗 2）不拡散 3）大量破壊兵器使用の結果への対処の包括的アプローチを提唱した。 
 

その後、2003 年 5 月 31 日、「拡散に対する安全保障構想(Proliferation Security 
Initiative；PSI ）」がブッシュ大統領の訪問先のポーランドにて公表された。米国は当

初 10 カ国（日本、イギリス、イタリア、オランダ、オーストラリア、フランス、ドイ

ツ、スペイン、ポーランド、ポルトガル）に参加を呼びかけた186。平成 21 年 5 月 27 日

現在、当初の 10 カ国を含めた 95 か国187が、PSI の目的や取り組みなどに支持を表明し、

PSI に参加・協力している。 
 

PSI は、参加国が国際法や各国国内法の範囲内で共同して、国際社会の平和と安定に

対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の移転及び輸送を通し

た拡散を阻止するための措置を検討し、実践する取り組みである。対象領域は、自国の

領域を越える範囲でも、他の参加国と連携することを方針として示している。更に自国

内においても、法執行機関、軍・防衛当局、情報機関等、関係機関の間の連携を重視し、

当該関連物資の取り締まりにあたる188。 
 

5.2.2.2  PSI の問題 
 

米ジョージア国際貿易・セキュリティ・センター（CITS）の Anupam Srivastava 博

士は、PSI の問題についていくつか問題点を指摘している。まず PSI の取り組みにおい

て、運用上の連携は同盟国の間でさえ困難になる可能性があるという。また、情報の共

有において、特に一刻も争う状況において参加国間で情報共有が迅速に行えるのかとい

う懸念もあるであろうし、更に参加国によって、違反の重大さに関する認識が異なるた

め、PSI の実施の連携に困難を来すと分析している。 

                                                  
185 NSPD とは National Security Presidential Directives、HSPD とは Homeland Security 
Presidential Directive の略。原文 National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction,  
＜http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-wmd.pdf＞ 
186 外務省、外交政策、軍縮不拡散、拡散に対する安全保障構想（PSI）＜

http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/fukaku_j/psi/psi.html＞ 平成 21 年 12 月 9 日 
187 Bureau of International Security and Nonproliferation 、U.S. Department of State, Proliferation 
Security Initiative Participants ＜http://www.state.gov/t/isn/c27732.htm＞  
188 外務省、外交政策、軍縮不拡散、拡散に対する安全保障構想（PSI） 
＜http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/fukaku_j/psi/psi.html＞ 平成 21 年 12 月 9 日 
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特に、多国間輸出管理レジームへ参加をしていない国または規制リストがない国と共

同作業は困難である。Srivastava 博士は、以下の点を参加国間で協議し、合意する必要

があると述べている。 
 

‐規制とは何か？ 
‐何故規制/禁止するのか？ 
‐人材や技術的資源はどこか？ 
‐他国からのこれらの資源を自国内での活動を容認できるか？189 

 

5.2.3 積み替え国輸出管理イニシアティブ(TECI)  

 
積み替え国輸出管理イニシアティブ  (Transshipment Country Export Control 

Initiative ：TECI)についは、①概要、②通過、積替、デュアル・ユース品目の再輸出

における輸出者/再輸出者および仲介/フォワーダ業者にとってのベストプラクティス、

③米国内でのブローカーやフォワーダへの問題およびその規制、④アラブ首長国連邦

（UAE）- TECI が取り組む 9 つの積替え拠点、についてまとめていく。 
 

5.2.3.1  TECI の概要 
 

国際通商における物品・技術の違法な積替え、再輸出、および迂回は、米国の貿易協

定および輸出管理法の有効性を弱める。またその際にこうした違法積替えは米国の産業

に損害を与え、米国の国家安全保障を脅かし、国際貿易体制への信頼を損ね、貿易自由

化に向けた国際努力を台無しにする。こうした脅威と対抗するために、商務省（DOC）

は積替え国輸出管理イニシアティブ（ Transshipment Country Export Control 
Initiative: TECI）を 2002 年秋から開始している。 プログラムでは主要な積替え拠点

として以下の 9 カ所を選定している。 
 
キプロス、香港、マレーシア、マルタ、パナマ、シンガポール、台湾、タイ、アラブ

首長国連邦 
 
【積替国特有のリスク】 
積替国には特有のリスクがあり、以下の要件を満たしている場合が多い。 
 
・かなりの貿易量があるために違法積荷が偽装しやすい。 
・迂回の容易化に利用できるインフラがある。 
・懸念エンドユーザーに地理的に近い。 

                                                  
189 Slide 7-9, A Presentation by Dr. Anupam Srivastava, Proliferation Security Initiative, August 
19, 2008 held at University of Georgia, Export Control Academy 
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・積替え国自体は懸念国ではなく、きわめて寛大な輸出許可待遇を享受する傾向がある。 
 
【TECI の活動】 

TECI には主に 政府対政府（Government to Government）の協力が根幹になってい

る。特に貿易や輸出管理を管轄する複数の関係省庁の連携が重要である。連携によって

以下を支援し違法積替を防止・摘発を目指している。 
 
a. 特定国に合わせて策定した輸出・積替え管理レジーム 
b. 米国および積替え国の貿易管理の運営をより効率的で円滑にするためデータを共有 
c. 執行協力を強化 
 

更に、DOC は政府間だけではなく、非政府、特に積替え国の拠点を通じた物品の輸送

に関わる国の企業、係る拠点に所在する主要な荷受人および物品の 終需要者とも協力

し、違法な積替えの防止に対する支援を求めている。TECI は、政府と協力することに

よって非政府の企業などに更なる負担を避けるように要請している。TECI は、2003 年

から 2008 年にかけて TECI 対象国の関わる二国間および多国間イベントを 50 回以上開

催しているという。 
 
【TECI とその他の関係省庁との連携】 

DOC 内では TECI は BIS や国際貿易局（ITA: International Trade Adinistartion）
と協同するよう推奨されている。BIS は、DOC やエネルギー省、税関などとも緊密に協

力しながら、EXBS プログラム、CSI190、C-TPAT191、オペレーション・シールド・ア

メリカ192などの活動を促進している193。 
 

5.2.3.2  通過、積替、デュアル・ユース品目の再輸出における輸出者/再輸

出者および仲介/フォワーダ業者にとってのベストプラクティス 
 

BIS は TECI の活動促進の一環として、積替え拠点での規制対象品目の不法な迂回の

可能性のリスクを少なくするために、2003 年 5 月 16 日に連邦公報（FR）で「通過、

積替、デュアル・ユース品目の再輸出における輸出者/再輸出者および仲介/フォワーダ

業者にとってのベストプラクティス (Best Practices for Exporters/Re-Exporters and 
                                                  
190  Container Security Initiative；コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ；CSI は、米国向け海

上コンテナ内に大量破壊兵器等を隠匿し米国内で爆発させるテロを未然に防止するため、米国向けコ

ンテナ貨物を船積みする米国外の港に米国税関職員を派遣し、当該国の税関当局と協力して、ハイリ

スク・コンテナの特定・検査を実施する取組  
＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/trade_07.html＞ 
191 Customs-Trade Partnership Against Terrorism；米国土安全保障省（DHS）が示す貨物輸送の安

全強化のための基準を、船会社、通関業者、輸入者、輸出者、物流事業者等に対してその遵守を要請

するもの＜http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/beikoku.pdf＞ 
192 Operation Shjeld America；テロリストがテロ攻撃のための武器を入手できないようにする目的と

している米関税局が促進しているプログラム 
193 Department of Commerce, Department of Commerce Transshipment Country Export Control 
Initiative (TECI) < http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/executivesummary.html> 
(2009/08/20)  
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Trade Facilitation/Freight Forwarding Companies Regarding the Transit, 
Transshipment, and Reexport of Dual-Use Items)」を公表した。 
 
 公表されたベストプラクティスは 12 あり、「企業の方針と企業経営」、「コンプライアンス

活動：全般」、「コンプライアンス活動：積替え拠点194－限定」、「不審な取引への対応」の 4 つ

に分けられているが、以下抜粋して紹介する。 
 
【企業の方針と企業経営】 
1. 各企業は、その輸出またはサービスがテロや拡散の懸念のあるプログラムに貢献し

ないようにするための明文化された方針を策定すべきである。 
 
2. 各企業は、自社の輸出管理コンプライアンス・プログラムの 終的監督責任者を 1
人指名し、 高経営責任者、相談役またはその他の上級管理役員（営業または販売担当

役員は除く）の直属とすべきである。 
 
3. 各企業は、輸出管理コンプライアンス・プログラムを設けるべきである。企業はこ

のコンプライアンス・プログラムを、全体的な法規制遵守、セキュリティーおよび倫理

プログラムに統合すべきである。 
 
4. 各企業は、然るべき職員が輸出管理コンプライアンスの責任に関して定期的に訓

練・教育を受けることを確保し、従業員に各自の輸出管理責任のコンプライアンスを促

す誘因（および不遵守を防ぐ負の誘因）を提供することを検討すべきである。 
 
5. 輸出者／再輸出者は、ここに示すベストプラクティスを守る貿易仲介業者／フォワ

ーダのみを活用するように努めるべきである。 
 
【コンプライアンス活動：全般】 
6. 輸出者／再輸出者は、輸出管理規則（EAR）、15 CFR パート 730-774（2003）の要

件にしたがって取扱い製品をそれぞれ分類し、各輸出に該当する規制品目分類番号

（ECCN）またはその他の分類情報を、当該輸出に関わる貿易仲介業者／フォワーダお

よび 終需要者に伝えるべきである（EAR 許可例外により出荷が行われた場合も同じ）。

取引に関わる各企業は、輸出ごとに係る分類の記録を維持すべきである。 
 
7. 企業はすべての取引当事者をあらゆる関連リスト（違反者リスト、未証明リスト、

エンティティー・リスト、米国政府制裁対象者リストなど）に照らして審査し、係る審

査の記録を維持すべきである。 
 
8. 企業はすべての輸出／再輸出を通商禁止国リストに照らして審査し、係る審査の記

録を維持すべきである。 
                                                  
194 室 5 章の 5.2.3.1 参照。 
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【コンプライアンス活動：積替え拠点－限定】 
9. 積替え拠点を仕向先、発送元、または通過点とする取引に関して、輸出者／再輸出

者は誰が 終需要者なのかを把握し、当該品目が再輸出されるかまたは再輸出される品

目に組み込まれるかどうかを判断するために、適切な措置を講じるべきである。許可を

受けたデュアルユース品目の輸出者／再輸出者は、 終需要者、流通業者、または当該

品目のその他の当該受取人に対し、係る輸出の許可の条件を知らせるべきである。 
 
10. 積替え拠点を仕向先、発送元、または通過点とする取引に関して、企業は窃盗また

は不正配送に即応するためのコンプライアンスおよび／または業務手続を整備するべき

である。これには、輸出した品目が正しい 終需要者に届いたことを確認するための手

続――書類による確認を含む――も含む。 
 
11. 積替え拠点を仕向先、発送元、または通過点とする取引に関して、企業はレッドフ

ラッグ指標――BIS のウェブサイト上

（http://www.bis.doc.gov/Enforcement/redflags.htm）および EAR パート

732Supplement3 に規定する「顧客を知るためのガイダンス」の中に掲載――に特に注

意を払うべきである。 
 
【不審な取引への対応】 
12. 企業が不審な取引に遭遇した場合、出荷を停止して自社の輸出管理コンプライアン

ス専門家に相談すべきである。取引に潜在的または実際の EAR 違反が絡んでいると判

断された場合、企業は BIS またはその他の米国法執行機関に直ちに連絡し、関連するす

べての記録を維持すべきである195。 
 
「通過、積替、デュアル・ユース品目の再輸出における輸出者/再輸出者および仲介/フ
ォワーダ業者にとってのベストプラクティス」から TECI の活動と米国でのフォワーダ

業者などによる不正な取引、輸出などに深刻な懸念であると思われる。 
 

5.2.3.3  米国内でのブローカーやフォワーダへの問題およびその規制 
 
 TECI も言及している米国内でのブローカーやフォワーダへの問題およびその規制に

ついて本稿では、2009 年 10 月 26～11 月 6 日にジョージア大学 CITS で開かれた輸出

管理アカデミーに CITS の Scott Jones 博士および同センターの Anupam Srivastava
博士の解説を紹介する。 
 
 

                                                  
195 BIS, DOC, “Best Practices for Exporters/Re-Exporters and Trade Facilitation/Freight 
Forwarding Companies Regarding the Transit, Transshipment, and Reexport of Dual-Use Items” 
Federal Register  16 May 2003, pp.26567 - 26568 
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5.2.3.3.1  武器輸出管理法における武器ブローカリング活動の規制 

 
米国は、武器輸出管理法（AECA）に基づき、1996 年に武器ブローカリング活動の規

制を開始した。 
 

国際武器取引規則(ITAR)セクション 129.2 の定義で、(a)「(武器)ブローカー」とは、

「手数料、報酬またその他の対価と引き替えに、防衛物資または防衛サービスの契約、

購入（調達）、販売もしくは移転の交渉または手配において他者の代理人として行為する

者」をいう。またブローカリングとは(b) 前述(a)項に定義されたブローカーとして行為

することを意味し、その原産地の如何に関わらず、防衛物資または防衛サービスに融資

し、搬送し、貨物取り扱いを行い、または製造、輸出または輸入などを幇助する如何な

る行為も含まれる196。 
 

更にブローカーは、国際武器取引規則（ITAR）に定める具体的なルールと手続にした

がい、国務省防衛取引管理局（DDTC）に登録するよう要請され、この規則は居住場所

に関係なく全ての米国市民と、米国内に所在する全ての「外国人」に適用されるという。 
しかしブローカーに対してはそれほど堅固な規制がないとの指摘もある。 

 
一方、CITS の Jones 博士によると、米国の輸出管理の規制が厳格であることや、

手続きが繁雑であるとして米国の防衛産業界は国内ではなく海外にビジネス・パー

トナーを求める傾向も見られているという。更に、ブローカー自身が品目の所有者に

なることがないが、小売業者を含むサプライヤから 終需要者までの「拡散の橋渡し」

になっているのが現実である。2008 年にタイで逮捕された武器商人 Victor Bout や、「核

の闇市場」を構築した A.Q. Khan などが良い例である。 

 

5.2.3.3.2 フォワーダの問題と違反事例 

 

CITS の Jones 博士によると、昨今サプライ・チェーンが非常に活発になっているた

め「拡散者は通過や積替の中間地点で懸念品目などを入手する試みをしている。貨物の

流れは国境を越えるため WMD 関連だけではなく通常兵器などの拡散防止を目的とした各

国同士の協力体制が必須である」という。しかし、意外にもサプライチェーンで重要な

役割を担っているフォワーダやブローカーへの教育が行われていないため、彼らに以下

を行うことを推奨している。 

 

‐規制対象品目を扱うあらゆるエンティティの情報の記録 

‐許可申請を行ったり、 終用途の審査や企業によるコンプライアンスの強化 

                                                  
196 § 129.2 Definitions., 129—REGISTRATION AND LICENSING OF BROKERS, 
SUBCHAPTER M--INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATIONS, CHAPTER 
I--DEPARTMENT OF STATE, TITLE 22--Foreign Relations 
<http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e1e38ecc383cdc75d5cdad97ca1a2e98&rg
n=div8&view=text&node=22:1.0.1.13.68.0.32.2&idno=22> 
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‐登録制度の設置を行うことも重要 
 

近の米国の輸出管理の動向として、違反者はフォワーダや税関ブローカーが対象と

なっているという。 
 
以下、代表的な事例として DSV 社と DHL 社を紹介する。 
 
【代表的な事例 1：DSV 社197】 
企業名 DSV Samson Transport, Inc（以下 DSV） 
制裁内容 2003 年 7 月 17 日に DSV 社は、BIS と和解し、刑事罰金 25 万ドル、

民事罰金 39 万 9,000 ドル、特別負担金（Special Assessment）800 ド

ル、5 年間の保護観察処分に同意した。核不拡散を意図する商務省の輸

出規制に違反することとなると政府捜査官が３回に渡り警告したにも

拘わらず、DSV 社は無許可で Entity List に掲載されているインドの

組織へ合計 36 回に渡って貨物を不正輸出した。 
経緯/処罰の

詳細 
BIS 
違反期間：  1998 年 12 月 23 日 －2001 年 5 月 12 日 
違反の詳細：EAR 規制対象品目を Entity List 掲載の組織に貨物を不

正輸出し、幇助した 33 件 
処罰の根拠：EAR §764.2（ｂ）(違反の招来、幇助又は促進) 
 
違反期間：  1999 年 11 月 13 日 －2001 年 5 月 12 日 
違反の詳細：発送元の許可が必要であったことを知りなが Entity List

掲載の組織に無許可で貨物を送付 23 件 
処罰の根拠：EAR §764.2（ｅ） (違反の認識の下での行為) 
 
違反期間：  1999 年 5 月 26 日 －2001 年 5 月 12 日 
違反の詳細：輸出申告書に品目が NLR（許可不要）であると虚偽の申

告 3 件 
処罰の根拠：EAR §764.2（ｇ） (虚偽表示、事実の秘匿) 

政府関係者

コメント 
リサ・プレガー(Lisa Prager）商務次官補代行（輸出執行担当）が次の

ような声明を公表した。 
 
・ BIS は、フォワーダに対しても輸出管理の執行を求めることが明確

になった 
・ フォワーダは、グローバルサプライチェーンで重要な役割を果たし

                                                  
197 CISTEC 輸出管理ガイダンス 米国輸出管理規則(EAR)違反制裁事例解説 2005 年 3 月 pp. 
154-155 原本 < http://efoia.bis.doc.gov/exportcontrolviolations/e763.pdf>、および”FRIGHT 
FORWARDER PAYS $650,000 IN FINES FOR EXPORTS TO INDIA, ” The Export Practitioner, 
Auigust 2003, Vol.17, Num 8 参照。  
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ている。従って、フォワーダも輸出管理義務に極度の注意を払うこ

とが非常に重要だ 
 
 

【代表的な事例 2：DHL 社198】 
企業名 DPWN Holdings (USA), Inc., 旧 DHL Holdings (USA), Inc. および

DHL Express (USA), Inc. （両社まとめて DHL 社と呼ぶ） 
制裁内容 2009 年 8 月 6 日、DHL 社は BIS および OFAC 両機関と和解をし、民

事罰金 944 万 4,744 ドルの支払いに同意した。DHL 社は当初 3 億 5,000
万を超える罰金額支払いの可能性があった（OFAC の訴状では罰金額

が 3 億 3,309 万 8,000 ドル、BIS からは罰金額の公表なし）。更に、イ

ラン、シリア、スーダンへの輸出関連取引に対して、2007 年 3 月 31
日から 2011 年 12 月まで外部監査の実施受け入れも合意した。 
BIS 
違反期間：  2004 年 6 月 15 日－2004 年 9 月 20 日 
違反の詳細：EAR 規制対象品目を米国からシリアに計 8 件輸出した際

に EAR で禁止する行為を行うとともに幇助した 
処罰の根拠：EAR §764.2(b) 8 件 EAR 規制対象品目を 幇助 
 
違反期間：  2004 年 5 月 15 日－2004 年 11 月 4 日 
違反の詳細：90 件の輸出に関して、EAR パート 762 に基づき義務づ

けられている航空貨物運送状およびその他の輸出管理書

類の保管義務を怠った 
処罰の根拠：EAR §762.2(i) 90 件 記録保存の怠り 

経緯/処罰の

詳細 

OFAC 
違反期間：  2002 年 12 月 17 日－2007 年 3 月 30 日 
違反の詳細：スーダン向け無許可輸出 4 件 
処罰の根拠：Sudanese Sanction Regulations  

§§538.205、538.206、and/or 538.211  
 
違反期間：  2002 年 12 月 17 日－2007 年 3 月 30 日 
違反の詳細：イラン向け無許可輸出入 64 件(内 1 件は輸入) 
処罰の根拠：ITAR §§560.203、560.204、and/or 560.206 （輸出）

ITAR §§560.201、560.204、and/or 560.206 （輸入）

 
違反期間：  2002 年 8 月 15 日から 2006 年 4 月 17 日 

                                                  
198 E2119 EDL、Export Violations、EFOIA(Electronic Freedom of Information Act) Documents 
Index, BIS, DOC ＜http://efoia.bis.doc.gov/exportcontrolviolations/e2119.pdf＞ および ”DHL 
Reaches Settlements with BIS, OFAC for Exports to Sanctioned Countries, ” The Export 
Practitioner, September 2009, pp. 10-11 参照。  
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違反の詳細：イラン向け輸出記録保存の漏れ 32,228 件 
処罰の根拠：ITAR §§560.601、501.601 
ケビン・A・デリコリ（Kevin A. Delli-Colli）商務次官補代行（輸出管

理担当）が次のような声明を公表した。 
 
・制裁対象国に対する輸出を阻止し、輸出関連取引の記録を保存する

ことは、有効なコンプライアンスとして基本的な要素の一つである。

 
・ コンプライアンスでは詳細な規定の遵守も制裁を行う上で重要な

要素である。結果、フォワーダに対し、自主コンプライアンスの責

任を負うことになり、必要な対策の導入や維持を促すことになるで

あろう。 

政府関係者

コメント 

ゲーリー・ロック（Gary Locke）商務長官が次のようにコメントした。

 
・本件（BIS および OFAC が対応した DHL 社事例）は、厳格な輸出

管理制度の維持に向けて政府関係諸機関が協同したことを示す良い

例である。また、米国の国家・経済安全保障の利益を保護する輸出

規制を産業界が遵守することがいかに重要かを示した事件でもあ

る。 
 
DHL 社の事例によって、イラン向け輸出のほとんどが OFAC 規制免除対象の情報資

料(Information materials)であったにも関わらず、処罰の対象となったことを受けて、

法執行分野における記録保存要件違反も（優先度は低いが）考慮される必要があること

が明らかになった。しかし、BIS 輸出執行部の元部長であり現在 Baker&McKenzie 法

律事務所所属のマーク・D・メネフィー弁護士などは、本当に処罰に値するのか疑問視

もしている199。 
 

                                                  
199 Mark D/ Menefee ”Recordkeeping and Forgiveness, ” The Export Practitioner, September 2009, 
pp. 20-21 参照。  
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5.2.3.4  アラブ首長国連邦 ‐TECI が取り組む 9 つの積替え拠点 
 

TECI では、キプロス、香港、マレーシア、マルタ、パナマ、シンガポール、台湾、

タイ、アラブ首長国連邦の 9 つの積替え拠点において、不正な迂回輸出が行われないよ

うにするための取り組みが行われている。しかし、ここではアラブ首長国連邦の戦略地

政学上の立地条件―イランに近接―と主要な積替え拠点（ハブ）であり、欧米からの機

微なデュアルユース品のイランへの迂回における違反事例が多数発生しているため、ア

ラブ首長国連邦の迂回事例について 2009 年 6 月 2 日、米国の NPO 研究機関ウィスコ

ンシン核兵器管理プロジェクト（Wisconsin Project on Nuclear Arms Control）によっ

て提出された「核兵器のことなら当研究機関で －アラブ首長国連邦を浮かした 25 年の

積み替え（NUKES ‘R’ US Twenty Five Years of Transshipments Through the United 
Arab Emirates）」報告書200を基に紹介する。 
 

同研究所では四半世紀におよぶ UAE を迂回した危険な積替事例などをまとめている

〔図表 208〕。積替事例で判明していることは、事例の大部分の貨物が大量破壊兵器製造

を支援するものであり、UAE が不正輸出を行う違法業者にとって 終仕向地を偽証する

ための拠点となっていることである。 
 

1980 年代にはインドが UAE 経由で重水などを入手した例などがある。1990 年代に

入り、イラク・イランなどが UAE を通して生物・化学剤やミサイルの部品など武器調

達を行うようになった。2003 年にリビアは遠心分離機を入手している。更に UAE 積替

拠点は、パキスタンの科学者 AQ カーン博士や、博士率いる核密輸組織に悪用された。

結果、「核の闇市場」が構築された。 
 

〔図表208〕UAE を迂回した危険な積替事例  
 事例内容 
1982 年 ある西ドイツ人は、中国から 70 トンの重水を発送し、UAE を経由

して、60 トンが核兵器を開発中のインドに、10 トンが核兵器開発

に興味を示しているアルゼンチンに輸出。 
1983 年 同じ西ドイツ人がノルウェーから 15 トン、ソ連から 6.7 トンの重

水を UAE 経由でインドに輸出。 
1985 年 ドイツ税関の書類によると、「あるドイツ企業の従業員たちがウラ

ン濃縮部品を製造し、それがドバイに送られている」とのことであ

る。フランスの捜査当局は、「 終受取国はパキスタンだ」と主張。

1985-1986 上記の西ドイツ人がソビエトの重水 6.8 トンを UAE 経由でインド

に送る。原子爆弾用プルトニウム製造専用のドルーバ原子炉の稼動

に使用された可能性がある。 

                                                  
200 NUKES ‘R’ US Twenty Five Years of Transshipments Through the United Arab Emirates, June 
2, 2009, Wisconsin Project on Nuclear Arms Control  
< http://www.wisconsinproject.org/countries/dubai/uaedangerousretransfers-060209.html> 
(2009/08/21) NUKES ‘R’ US Nukes are us 元々米国玩具メーカーTOYS "Я" US (Toys are us.;おもち

ゃのことなら当店での意から。幼児が R を逆向きに書くため R を鏡文字) 
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1989 年 3 月 インド政府所有の企業が 60 トンの塩化チオニルをドバイ経由でイ

ランに出荷。塩化チオニルはマスタードガスおよび神経ガスの製造

に使用可能。 
1989 年 5 月-6
月 

遠心分離機に利用可能なのマルエージング鋼 100 トンがベルギー

からドバイ経由でイラクに供給されたとの疑惑が浮上。 
1990 年 A・Q・カーンの代理と称するギリシャ人の仲介人が、イラクに原

子爆弾の設計図を提示し、必要な材料はすべてドバイ経由で輸送で

きることを約束。 
1994-1995 年 ドバイを本拠とするあるスリランカ人が、A・Q・カーンの代理と

して、遠心分離機の構成要素の入ったコンテナ 2 基をドバイで積替

えイランに輸出。300 万ドルが支払われる。 
1996 年 ドイツ政府は国内の輸出者に対し、武器調達の罪で告発されている

イラン企業がドバイで活動していることを警告。 
1996 年 6 月 米国の裁判所において、あるドバイ企業が含浸アルミナをイランに

向けて出荷したと認定される。含浸アルミナは神経ガスの製造に使

用可能。     
1997-1998 年 ある米国企業が 2 台の STX ガスモニターを UAE 経由でイランに不

正輸出。このモニターは化学・生物兵器の製造に使用可能。 
1998 年 米国商務省によると、あるドバイ企業が米国産のフェログラフィー

実験装置を許可なくイランに輸出。 
1998 年 3 月 米国政府のイラク調査グループ（ISG）によると、イラク諜報機関

がドバイの税関検査を逃れるために賄賂を提供。 
1998 年 9 月‐

2001 年 2 月 
あるインド企業が、ロケット推進薬とミサイルの製造に用いる材料

の積荷 10 個を、必要な輸出許可なくドバイとヨルダンに送ったと

されている。インドの裁判所文書によると、「積送品は、イラクの

武器製造計画を助けるために迂回してイラクに輸出された形跡が

ある」という。 
1998 年 11 月- 
2001 年 2 月 

米国のある起訴状によると、あるドバイ企業が米国のコンピュータ

ー品目をイラン防衛省向けに輸出しようとした。イラン防衛省はミ

サイル開発に関与。 
2001 年 ISG によると、韓国からイラクへの光ファイバーおよび軍事通信契

約の分納に UAE 企業が仲介役を果たしている。 
2001 年 9 月 米国司法省によると、ある UAE 企業が 1 万 6,000 ドルの軍事レー

ダー部品を米国から購入し、パキスタンに不正に輸出。 
2001 年 9 月- 
2003 年 3 月 

ある UAE 企業がスーパーサーバ、マザーボード、コンピュータシ

ャーシを米国で発注し、イランに輸出。 
2001 年 10 月 ISG によると、ある UAE 企業が中国からイラクへの弾道ミサイル

関連品の取引の便宜を図る。 
2001 年 12 月- 
2002 年 3 月 

米国商務省によると、ドバイのある企業が輸出規制対象の電気通信

装置を米国から UAE 経由でイランに輸出。 
2002 年 2 月- 
2008 年 11 月 

米国のある起訴状によると、米国内在住の 2 人のイラン人が実験装

置と燃料電池システムを UAE 経由でイランに輸出。 
2002 年 5 月 ドイツ政府は自国の輸出者に対し、1998 年以降イラクがドバイを

通じて品目の調達を行っていると警告。 
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2003 年 米国司法省によると、ある米国企業が UAE に向けて、原子炉およ

び弾道ミサイルのノーズコーンに使用できる規制対象の黒鉛製品

を不正輸出。この製品はその後パキスタンに不正に輸出された。 
2003 年 5 月- 
2004 年 2 月 

米国のある起訴状によると、ある UAE 企業が必要な許可なしで米

国の衛星通信システムをイランに輸出。 
2003 年 6 月 報告によると、ドバイの港を経由したイランとの貿易額は、1997

年の 43 億ディルハムから 2001 年には 120 億ディルハムに増加。

2003 年 10 月 ドバイ経由でパキスタンに向かう米国製トリガー火花間げき（核兵

器トリガーとなりうる）66 個の不法出荷を引き留めるようにとの米

国の要求を、UAE の税関長が拒否。 
2003 年 10 月 遠心分離機の部品の入ったコンテナ 5 基が、ドバイを経由してリビ

アに向かう途中で押収される。これらの品目は 2002 年から 2003
年の間にドバイ向けに発送された 4 回の積荷の一部。 

2003 年 10 月 遠心分離機の部品の押収から 2 週間後、あるスリランカ人が A・Q・

カーンの友人の代理として、電気キャビネットと動力供給装置・電

圧調整器のドバイ経由でのリビアへの積替えを手配。 
2003 年 12 月 米国のある起訴状によると、あるドバイ企業が米国製圧力センサー

のイランへの輸出を試みた。 
2004 年 1 月- 
2006 年 11 月 

米国のある起訴状によると、ある UAE 系企業のマネージャー2 人

が、簡易爆発物（IED）に使用可能な電子部品を米国から UAE に

輸入した後、イランに輸出した。 
2004 年 1 月- 
2008 年 5 月 

米国のある起訴状によると、米国在住のイラン人 1 人とその他 10
人の被告が、13 種類の軍用機部品を UAE 経由でイランに輸出。 

2004 年 9 月 ISG は、サダム・フセイン時代にイラクのトンネル会社の役を果た

していた疑いがあるとして UAE 企業 20 社をリストアップし、UAE
は禁制品の通過場所だったとした。ISG はまた、イラクが も頻繁

に石油を密輸した仕向国は UAE とイランだったとも結論づけた。

2004 年 9 月 米国移民税関執行局によると、あるアメリカ人が 100 台以上の米国

製圧力センサーを UAE 経由でイランへの出荷を試みた。 
2005 年 300 社を上回るイラン企業が、ドバイのジュベルアリ自由貿易地区

で活動していたことが知られている。 
2005 年 7 月 ドイツ政府は自国の輸出者に対し、ドバイ内の貿易会社が特にイラ

ンをはじめとする拡散活動の手配および資金調達に利用されてい

ることを警告。 
2005 年夏 2007
年春 

米国のある起訴状によると、ドバイに拠点を置くあるイラン人が軍

用機部品を米国から UAE、タイその他の場所に輸出させ、イラン

への積替えを行った。 
2006 年 8 月- 
2007 年 2 月 

米国のある起訴状によると、あるアイルランド企業が 32 個の米国

産航空機用ボルトをドバイに出荷。送り状にはそれらボルトの 終

仕向先はイランと記載されていた。 
2006 年 10 月- 
2007 年 6 月 

米国のある起訴状によると、2 人の帰化米国市民が米国製軍用機部

品を調達し、ドバイ内のある会社宛てに輸出後イランに転送させ

た。 
2007 年 8 月 UAE は、軍装備品、化学・生物由来物質、デュアルユース品目を
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含む戦略物資の輸出入の管理に関する法律を発表。 
2007 - 2008 年 米国商務省および米国司法省は、規制対象品目の UAE からイラン、

パキスタン、インドへの積替えに関わる約 20 件の輸出違反事件を

立件。 
2009 年 4 月 カナダ当局は、ウラン濃縮に使用可能な米国製圧力変換器 10 台を

米国からドバイ経由でイランに出荷しようとした罪で、あるトロン

ト居住者を告訴。 
（出典）NUKES ‘R’ US Twenty Five Years of Transshipments Through the United Arab Emirates, 

June 2, 2009, Wisconsin Project on Nuclear Arms Control 
<http://www.wisconsinproject.org/countries/dubai/uaedangerousretransfers-060209.html> 
(2009/08/21) 

 
 
このような多数の事例からウィスコンシン核兵器プロジェクトは、提出した報告書に

おいて、米国が UAE との原子力協力協定を結ぶことに反対している。いずれにせよ大

量破壊関連の品目が UAE で積替られていることは事実であり、UAE は米国によるブロ

ーカリング規制において、今後も重点的に取り組まれるハブ拠点の一つであると思われ

る。 
 
 



 252

６．米 BIS による５軸制御工作機械の輸出規制緩和勧告 

 
米商務省産業安全保障局（BIS）は 2009 年７月、「同時５軸制御工作機械に関する重

要技術評価201」を発表、５軸制御工作機械の中国など規制国への輸出規制緩和を勧告し

た。この報告書は、中国の工作機械関連誌「数控机床市場」2009 年９月号でも紹介され

るなど規制対象国である中国側の関心も高い。我が国産業界にとっても世界第１位の工

作機械消費国となった中国への５軸工作機械の輸出規制緩和は関心の高いテーマであろ

う。本章では、この BIS の報告書の要点を紹介する。 
 
6.1  同時５軸制御工作機械の用途202 

 
同時５軸制御工作機械は典型的なデュアルユース品目であり、民生用途では、主に航

空機部品と構成要素、ガソリン／ディーゼルエンジン（例えば、航空機、ヘリコプター、

鉄道、自動車）、及び自動車部品の製造に使用される。その他の 終用途には、研究、医

療、繊維、石油、ガラス、重機、工具などの産業における各種の用途が含まれる。これ

らの高機能工作機械は従来、航空産業や医療産業のような工作機械の 5 軸すべてを同時

に制御することが重要な意味を持つ産業で主に使用されていたが、その他の多くの産業

も高機能工作機械の有用性を理解しつつあることは明らかである。 
 

一方、軍事用途では、例えば、巨大な航空機体、潜水艦と艦船のプロペラ（特に静音

プロペラ）及びタービンとコンプレッサのブレードから、ジャイロスコープ用の小型部

品、エンジン部品、また核兵器に至るまで様々な製造に用いられる。また、研削盤は、

ステルス用途、精密誘導兵器、センサ、暗視装置、レーザ反射鏡、レドームとソナード

ームの金型、及び前方監視赤外線（FLIR）機能、ジャイロスコープ、慣性航法及び高性

能エンジン部品などのミサイル用途の部品の製造に使用される。今日就航中のほとんど

すべての航空機には、精密に研削された部品が必要となっている。 
 
6.2  米 BIS による同時５軸制御工作機械の規制緩和勧告 

 
BIS の「同時５軸制御工作機械に関する重要技術評価」報告書は、「輪郭制御」のため

の同時５軸制御可能な５つ以上の軸を有するフライス加工及び研削用の工作機械（すな

わちフライス盤、研削盤、ターニングセンタ、マシニングセンタ）に及ぼす輸出規制の

影響を調査するために実施した技術評価報告書である。調査は、「輸出規制品目分類番号

（ECCN）2B001.b.2 と 2B001.c.2 の規制の適用及び関連の許可運用」「対象となる工作

機械に関する外国の輸出規制の運用」「同時 5 軸制御フライス盤、研削盤、ターニング

                                                  
201 “Critical Technology Assessment : Five Axis Simultaneous Control Machine Tools”, Office of 
Technology Evaluation Bureau of Industry and Security U.S. Department of Commerce, Jennifer 
Watts, Trade and Industry Analyst, Jason Bolton, Trade and Industry Analyst, Ashley Miller, 
Trade and Industry Analyst 
202 U.S. Department of Defense. Military Critical Technologies List, Section 12.5, September 2007, 
p. MCTL-12-47. 
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センタ及びマシニングセンタに関する域外調達（すなわち、米国以外の調達先から、同

程度の品質のものを十分な数量、実際に入手できる可能性）」「米国における 5 軸工作機

械の経済状況と産業基盤の健全性と競争力」「重要な防衛システムの支援に不可欠な調達

に関連する問題点」に焦点を当てて実施された。 
 

ここでは以下、この BIS の「同時５軸制御工作機械に関する重要技術評価」の報告書

を一部抜粋して紹介する。 
 
6.2.1 EAR による５軸工作機械の輸出規制状況 

 
米国は、輸出管理規則（EAR）の規制品目リスト（CCL）に掲載されている規制分類

番号（ECCN）2B001.b.2（フライス盤）と 2B001.c.2（研削盤）に基づいて５軸工作機

械を規制している。これら 2 つの品目に対する規制は、ワッセナーアレンジメント（WA）

のデュアルユース品目・技術リストのカテゴリー2、及び NSG ガイドラインのパート 2、
「核関連のデュアルユース装置、材料、関連技術の移転」に由来するものである。これ

らの工作機械の輸出は国家安全保障（NS）、拡散防止（NP）及び反テロリズム（AT）
の理由で規制されており、許可例外（LE）は適用されない。〔図表 209〕は、これらの

品目について、前述の規制（すなわち、NS 2、NP 1 及び AT）に基づく許可を必要とし

ない国々のリストである。 
 

〔図表209〕ECCN 2B001.b.2 及び 2B001.c.2 に基づく NS 2、NP 1、 
または AT の理由で輸出許可を必要としない国 

オーストラリア フランス ルクセンブルク スロバキア 
オーストリア ドイツ オランダ スロベニア 
ベルギー ギリシャ ニュージーランド スペイン 
ブルガリア ハンガリー ノルウェー スウェーデン 
カナダ アイルランド ポーランド スイス 
チェコ共和国 イタリア ポルトガル トルコ 
デンマーク 日本 韓国 英国 
フィンランド ラトビア ルーマニア  
（出所）米国輸出管理規則（EAR） 

 
 
6.2.1.1 BIS による輸出許可状況 

 
BIS は 2001 年から 2007 年までの間に、ECCN 2B001 で規制される工作機械の輸出

許可申請を 588 件処理した。これらの輸出許可申請のうち 217 件が（ECCN 2B001 の

b.2 と c.2 で規制される）5 軸工作機械（フライス盤、研削盤、ターニングセンタ及びマ

シニングセンタ）についてであり、BIS はそのうちの 184 件（84.8%）を承認した。申

請 217 件のうちの 30 件は申請者に「処理されず返却（RWA）」された。申請の処理時
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間が原因で販売機会を逸したために申請書の返却を求めたのは、申請者中 2 名だけであ

った。残り 3 件の申請（1.6%）は、工作機械の転用リスクもしくは制裁措置のために却

下された。これらの輸出許可申請に対する BIS の決定の内訳の推移を示すと〔図表 210〕
のようになる。 

 
〔図表210〕BIS によって処理された ECCN 2B001.b.2 及び 2B001.c.2 で 

規制される輸出許可申請（2001～2007 年） 

許
可
申
請

 

◆ 受理 
● RWA 
▲ 却下 
■ 合計 

 
（出所）ECASS 

 
BIS はこれらの工作機械を 27 の異なる国々へ輸出することを許可した。既にそのう

ちの 4 カ国（チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア）への輸出は、国家

安全保障、拡散防止もしくは反テロリズムの理由による許可は不要となっている。当該

種類の工作機械について発行された許可総数の 68%に相当する、許可承認件数上位 5 カ

国の詳細を〔図表 211〕に示す。「その他」のカテゴリーで表されている残り 22 カ国に

ついて、輸出許可が承認されたのは各国につき 5 件もしくはそれ以下のみであった203。 
 
〔図表211〕 ５軸工作機械の輸出許可承認件数上位 5 カ国（2001～2007 年） 
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203 他の 22 の目的地は以下を含む：アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、チ

ェコ共和国、香港、ハンガリー、レバノン、マレーシア、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、ロ

シア連邦、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、台湾、タイ、ウズベキスタン及びベトナム。 
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6.2.1.2 許可申請の処理に要した日数 
 
ECCN 2B001.b.2 と 2B001.c.2 で規制される工作機械に関する 2001～2007 年の輸出

許可申請の平均処理時間は、45 大統領令（EO）日（70 暦日）であった。これはこの期

間中に BIS が受け付けたすべての輸出許可申請の平均処理時間である 32 EO 日よりも

著しく長い。上位 5 カ国それぞれと（その他の 22 カ国を表す）「その他」のカテゴリー

について、2001～2007 年の輸出許可申請の処理に要した EO 日と暦日の平均を〔図表

●〕に示す。 
 

〔図表212〕 2001～2007 年の上位 5 カ国における当該工作機械輸出許可申請の 
処理に要した大統領令日数もしくは EO 日の平均 
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BIS は当該種類の工作機械の輸出許可を、大部分の輸出先については、申請が提出さ

れてから平均 2.5 ヶ月後に発行している。但し、〔図表●〕に示すように中国向けの許可

が発行されたのは、申請が提出されてから平均約 3.5 ヶ月後であった。事実、2001～2007
年に発行された中国向け輸出許可 33 件のうち 11 件（33%）は、輸出申請が提出されて

から 5 ヶ月もしくはそれより後に発行された。 
 
6.2.1.3 輸出許可の使用状況 

 
BIS は、輸出許可申請者が輸出許可の発行に先だって発注書を取得することを求めて

いない。したがって、許可の発行数とこれらの許可に示されたドル価額は、実際に輸出

される 5 軸工作機械の数量を正しく表すものではない。〔図表 213〕に示すように、BIS
が 2004～2007 年に発行した 5 軸工作機械の輸出許可の多くは、利用されなかったか、

未だに利用されていない204。実際、この期間に BIS が発行した許可のうち利用されたの

                                                  
204 BIS は、2004 年より前に発行された輸出許可については部分的な出荷データ統計しか保持してい

ない。したがって、2001～2003 年に発行された許可のデータは含まれていない。BIS の許可は多くの

場合、2 年間有効である。これは 2004 年 6 月 1 日に発行された輸出許可によって 2006 年 6 月 1 日ま

で出荷できるということである。したがって、図表 213 に反映されている 2006 年及び 2007 年に BIS
が発行した許可の一部は 2008 年もしくは 2009 年に期限が切れるまで、まだ輸出業者によって利用さ

れるとも考えられる。しかし、過去の履歴によると、時間が経過するにつれて、そして許可の有効期

限が近づくにつれて利用の見込みが減少する傾向がある。 
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は 23%のみである。これは認可された総額 6,260 万ドルのうちの輸出実績 2,340 万ドル

（37.4%）に相当する。 
 
〔図表213〕BIS が 2004～2007 年に発行した 5 軸工作機械の輸出許可数と 

輸出業者が使用した許可数の推移 
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2004～2007 年に認可された輸出許可 148 件のうち 90 件（60.8%）は同一企業に対し

て発行されているが、当該企業は 90 件のうちの 6 件しか利用しなかった。「発行された

許可」対「利用された許可」の比較に当該企業を含めない場合、利用率は 48%に上昇し、

BIS が物品に対して発行する輸出許可すべての利用率とほぼ同程度であるが、依然とし

て申請者が輸出許可を取得した工作機械のうち輸出されたのは半分以下であることを意

味する。 
 

BIS は米国の 5 軸工作機械のメーカーと流通業者について調査を行い、上述のように

大量の許可が利用されなかった理由を尋ねた。回答者の多くは、「顧客が輸出許可取得後

に購入をキャンセルしたか、競合他社の製品を購入したためである」と答えたとされる。

中国の顧客の 1 社は、米国企業が輸出許可を取得するのに 7 ヶ月を要し、かつ顧客の見

解によれば結局は許可条件が厳しすぎたため、購入をキャンセルしたという。 
 
【中国向け輸出】 
 

BIS が 2004～2007 年に発行した 5 軸工作機械の中国向け輸出許可数と輸出業者が使

用した許可数（実際の出荷数）の推移を〔図表 214〕に示す。2004～2006 年までは許

可の発行数は増加していたが、2006 年には工作機械の出荷数が減少し始め、中国向けに

発行された許可は 2006 年の 9 件に対して、2007 年は 3 件のみであった。GAO は、「こ

のデータは、長期にわたる許可申請処理時間と厄介な許可条件が販売機会の喪失につな

がっているという輸出者の申し立てに一致しているのみならず、米国の輸出者にこれら

の 新工作機械の輸出許可の取得の試みさえも思い止まらせているように思われる」と

指摘している。輸出した企業のうちの 1 社は、「取得が不透明な許可に付随するコスト、
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［及び］時間のかかる処理過程と対顧客関係に及ぼす影響が、［5 軸］ビジネス追求の経

済的メリットを相殺してしまう」と述べているという。 
 

〔図表214〕BIS が 2004～2007 年に発行した 5 軸工作機械の輸出許可数と 
輸出業者が使用した許可数の推移（中国向けのみ） 
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6.2.1.4 輸出規制の影響 

 
米国 5 軸工作機械メーカー数社は、「（米国の）輸出規制は当該機械を輸出し国際競争

力を維持する能力に影響を及ぼしている」と述べた。BIS は「外国の競合他社の多くが、

米国製工作機械と同程度もしくは優れた品質の 5 軸工作機械用の許可を、欧州や日本の

政府から、米国企業よりよりも遙かに短期間に、時には半分の期間で、多くの場合はよ

り少ない制限の輸出許可条件で取得することができる」と指摘している。BIS が調査し

た米国の 5 軸工作機械メーカー中 1 社は、「同時多軸制御工作機械産業の知識を有する

外国企業は、米国の輸出規制政策と要件を、米国の多軸工作機械メーカーと取引する場

合に検討すべき追加の負担と見なしていると思う」と述べたという。したがってこの既

知の追加の負担を相殺するためには、米国の多軸工作機械メーカーの製品は、市場にお

いて並はずれた魅力もしくは卓越性を備えていなければならない。今日まで（この米国

メーカーは）、同時多軸制御工作機械市場におけるシェアを回復しようといまだに戦って

いるとされる205。 
 
調査した米国の 5軸工作機械メーカーの 75%は、特に中国に輸出しようとする場合に、

米国の輸出規制によって不利な影響を受けたと述べた。米国の輸出規制によって喪失し

た 5 軸工作機械の売上額の推定を求められたとき、調査対象となった米国のメーカーは、

2005 年から 2008 年までの間に売上総額で 9,580 万ドルの喪失と概算した。1 社は、こ

の期間中の損失を 6,500 万ドルと報告した（メーカーが推定した販売喪失合計の 68%）。

BIS は「これらの喪失した潜在的売上の大部分は中国とロシア向けであり、多くの場合

ドイツとフランスの工作機械メーカーが代替供給者であることが判明している」として

                                                  
205 2008 年 BIS 工作機械調査 
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いる。 
 
 
6.2.2 外国における５軸工作機械の輸出規制の運用状況 

 
WA 及び NSG もしくはそのいずれかの加盟国は、有効な輸出規制システムと、対応

するリストに記載される（例えば、許可による）規制品目を有していなければならない。

このリストは規制品目の不正な移転と再移転の防止を目的としたものである。各国の輸

出規制システムを機能させる方法の詳細については、加盟国の自由裁量に任されている。 
 
BIS は、工作機械展示会での輸出者、外国貿易団体及び外国政府官僚との面談によっ

て、その他の制度加盟国が導入し執行している輸出規制が、米国の輸出規制と比較して

も遜色のないものであることが確認されたとしている。その他の制度加盟国も、同様の

情報を輸出許可申請者に求めており、決定を下す前に複数の政府機関（例えば防衛、通

商、外務及び情報）を通じて輸出許可申請を照会することを含めて、BIS の輸出許可担

当官とほぼ同様の標準的運用手順に従って実施している。米国と他の加盟国が劇的に異

なる点は、輸出者と規制当局間の情報交換の開放性、及び各国政府が輸出許可申請それ

ぞれの処理に要する時間にあるという。 
 
BIS は、米国と米国以外の工作機械企業の複数の代表の話を踏まえ、許可申請の処理

に要する時間の内外格差について次のようにコメントしている。 
 

外国の競合他社は特定の輸出許可申請について、政府の認可見込みに関する予備情報

を（公式か非公式かにかかわらず）輸出規制当局から提供されている可能性がある。こ

れにより、輸出許可が受けられることを販売時に自信を持って顧客に保証することがで

きる。米国企業と米国の輸出許可担当官の間にはこの関係は存在しない。これは米国の

輸出者は許可申請が承認されるか否かについての目安を持たず、彼らが顧客に伝えるこ

とができるのは許可申請が提出されたことだけであることを意味する。顧客は許可が承

認されなかったり、追加情報が必要なことが分かるまでに、数ヶ月待つ場合もある。 
 
許可申請に関する決定に米国政府が要する時間は、次の 2 つの重要な例外を除いて、

その他の制度加盟国と比べても遜色はない。1) スイスの処理時間との比較において、

及び 2) その他の制度加盟国の中国向け輸出許可の処理時間との比較において。スイス

は輸出許可申請の処理では群を抜いて迅速であり、確かに一部には処理により多くの時

間を要するものもあるが平均処理時間は 2～4 週間である。ドイツのハノーバーで開催

された 2007 年欧州国際工作機械見本市（EMO: Exposition Mondiale de la Machine 
Outil）で質問を受けた米国の輸出者は、スイスの許可処理が迅速なことが理由でスイ

スの競合他社に負けることに苛立ちを示した。 
 
BIS は、中国向け許可に関しては、その他の制度加盟国に比べると、米国の 5 軸工作
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機械輸出者が も不利益を被っていると主張している。前記の〔図表 212〕を参照する

と、米国の 5 軸工作機械の中国向け輸出許可は、申請が提出されてから平均でおよそ 3.5
か月後に発行されている。これらの輸出許可の 33%は 初の申請が BIS に提出されてか

ら 5 ヶ月以上経過してから発行されており、 近の事例では、米国企業の 1 社が 1 件の

輸出許可を取得するのに 12 ヶ月、もう 1 件は 18 ヶ月待たされたという。スイス企業の

待ち時間 2～4 週間、欧州と日本の企業の待ち時間 3 ヶ月に比べると、過去 4 年間の中

国向けの販売数の少なさ（すなわち 5 軸工作機械 14 台）の背後要因は米国輸出規制で

あると BIS は分析している。 
 
更に外国政企業は、政府から非公式に大量の情報をフィードバックされている上、許

可取得に要する時間も米国企業に比べて短い。これに対して、米国企業は政府から非公

式情報をフィードバックされておらず、許可取得に要する時間も長いため、更に大きな

不利益を被っている可能性があるという。（スイスなどの）外国企業は、（米国企業より

も）短期間で（中国等への）輸出許可を取得できる点を販促活動にも利用しているが、

こうした点は、中国企業等が米国ではなく外国の競合他社から工作機械を購入する理由

にさえなっているという。 
 
 
6.2.3 域外調達可能性の分析 

 
BIS は、米国の輸出規制の有効性を評価するため、域外調達可能性（フォーリン・ア

ベイラビリティ）を調査・分析した。分析にあたっては、ある国が米国の輸出規制を無

意味なものにするのに十分な数量の規制品目を米国以外の調達先から「実際に入手可能」

であることを基準に設定した。具体的には、1）当該規制品目が現地生産されている、2）
当該規制品目の輸出を規制していない別の国から当該品目を入手可能である、3）輸出

規制が有効でないか、もしくは当該品目の輸出許可申請の処理が形だけの国からその品

目を入手することが可能である206、という３つの基準を設定した。分析対象品目は、

ECCN 2B001.b.2 で規制される同時 5 軸制御フライス盤、ターニングセンタ及びマシニ

ングセンタである。なお、ECCN 2B001.c.2 による規制を受ける研削盤について、BIS
は域外調達可能性の評価に必要なデータを特定できなかったとしている。 

 
6.2.3.1 規制対象国における５軸工作機械の生産状況 

 
BIS は、輸出許可取得が必要な国（LRC：license required countries）における現地

生産状況を調査した結果、計 183 のモデルの同時 5 軸制御フライス盤、ターニングセン

タ及びマシニングセンタを生産する現地企業を有する LRC５か国と現地企業 44 社を特

定した。具体的には、台湾 22 社〔図表 215●〕、中国 19207社〔図表 216〕、ブラジル１

                                                  
206 BIS は、「WA もしくは NSG 加盟国が効果のない輸出規制方針を導入しているという証拠を BIS
が有しているわけではない」と付け加えている。 
207 BIS の報告書の原文では 20 社と表記されているが、Jier Machine Tool と Jinan No. 2 Machine 
Tool Group Co., Ltd.はいずれも済南二機床集団のことであることから本報告書では 19 社としている。 
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社（Taurus Wotan）、インド１社（JYOTI CNC）及びロシア１社（JSC Sterlitamak）
が挙げられている。 

 
 

〔図表215〕台湾の 5 軸工作機械メーカー 
1) Arix     2) 亜崴機電（AWEA：Awea Mechatronic Co.Ltd.） 
3) Dah Lih   4) Eumach  5) 台湾欧馬集団中徳合資欧馬科技（EUMA-Spinner）
6) FEMCO   7) First Long Chang  8) Fortune  9) Fulland Machinery 
10) Gentiger  11) Hartford She Hong  12) Johnford  13) KAFO 
14) L&W Machine  15) Leadwell CNC  16) OR Victor  17) Quaser Machine
18) Shenq Fang Yuan  19) Takumi Seiki 
20) 東台精機（Tongtai: Tongtai Machine & Tool CO. LTD.） 
21) Viper  22) 永進機械（Yeong Chin：Yeong Chin Machinery industries Co. Ltd.,）
（出所）BIS「Critical Technology Assessment:Five Axis Simultaneous Control Machine Tools 

2009.7」で５軸機を製造しているメーカーとして挙げられた企業 
 

〔図表216〕中国の 5 軸工作機械メーカー 
1) 北京機床所精密機電有限公司 
Beijing Machine Tool Institute (BMTI) Precision Mechatronics Co. Ltd. 

2) 北京第一機床廠 Beijing No. 1 Machine Tool (BYJC) 

3) 北京機電院高技術股份有限公司 BMEI Co. Ltd. 

4) 大連機床集団有限責任公司 Dalian Machine Tool Group Corp. (DMTG) 

5) 桂林機床股份有限公司 Guilin Machine Tool Company, Ltd. 

6) 漢川機床集団有限公司 

Hanchuan Machine Tool Group Co. (HANLAND MACHINE TOOL GROUP CO., LTD) 

7) 江蘇多棱数控機床股份有限公司 Jiangsu Duoleng CNC Machine Tool Co. 

8) 江蘇新瑞機床（集団）有限公司/江蘇新瑞机械有限公司 Jiangsu Shinri Machinery Co., Ltd. 

9) 済南二機床集団有限公司（JIER） Jier Machine Tool (Jinan No. 2 Machine Tool Group Co., Ltd.) 

10) 北京精雕科技有限公司 Jingdiao (Beijing) 

11) 南京四開電子企業有限公司 Nanjing Sky CNC Electronic Enterprise Co., Ltd. 

12) 成都寧江機床（集団）股份有限公司 Ningjiang Machine Tool Group Co., Ltd. 

13) 青海一機数控機床有限責任公司 Qinghai No. 1 CNC Machine Tool Co., Ltd. 

14) 斉二機床集団有限公司 Qier Machine Tool Group Co., Ltd. 

15) 上海重型機床廠 Shanghai Heavy Duty 

16) 瀋陽機床（集団）有限責任公司 Shenyang Machine Tool Co., Ltd. 

17) 深圳福斯特数控機床有限公司 Shenzhen First CNC Machine Tool Co., Ltd. 

18) 山東魯南機床有限公司 Shandong Lunan Machine Tool Co.,Ltd 

19) 自貢長征機床有限責任公司 Zigong Changzheng/Zigong Long March Machine Tool Co. 

（出所）BIS「Critical Technology Assessment:Five Axis Simultaneous Control Machine Tools 
2009.7」で５軸機を製造しているメーカーとして挙げられた企業 
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6.2.3.2 規制対象国における米国以外の調達先 
 
調達先が米国以外であると見なすためには、対象品目は以下の条件をすべて満たす必

要がある。 
 
1）輸出規制対象の米国原産品であってはならない。 
2）米国技術資料の直接製品である外国製品目であってはならない。 
3）所定のしきい値を超える米国原産の部品、構成要素、または材料を組み込んでい

る外国製品目であってはならない208。 
 
BIS が特定したブラジル、中国、インド、ロシア、台湾の同時 5 軸制御工作機械メー

カーは、EAR パート 734 に定義するしきい値を超える米国技術、部品、構成要素また

は材料を組み込んでいない。BISは許可データを調査して、ECCN 2B001、2D001、2D002、
2E001、2E002、2E201 に基づく輸出許可が、これらの企業のいずれにも発行されてい

ないことを確認したという。 
 
BIS は「LRC の工作機械メーカーは、外国企業とのジョイントベンチャーと外国企業

の買収によって、生産能力を向上させ、5 軸工作機械について米国の輸出許可を必要と

しない国（NLRC: non-license required countries）31 カ国の工作機械メーカーから技

術ノウハウを取得した」と指摘している。なかでも注目に値する 1 つの協力関係として、

5 軸工作機械の生産を目的とした中航工業北京航空製造工程研究所（BAMTRI）209とフ

ランスの Forest-Line とのジョイントベンチャーを挙げている210。 
 
この他、インドの JYOTI CNC Automation 社によるフランスの 5 軸技術のパイオニ

ア“Huron 社”の買収や北京第一機床（BYJC）による Waldrich-Coburg（以前の Ingersoll 
International の欧州部門）の取得など、その他の戦略的関係にも注意する必要があると

しながらも、「外国企業との関係構築で も利益を享受している企業は、大連機床集団

（DMTG）である」と BIS は指摘している211。 
 
DMTG は 2005 年、ドイツの Zimmerman の 70%を取得した。BIS は「DMTG によ

る Zimmerman 買収の目的は、先進的な技術の導入と研究開発・訓練の海外拠点として

の活用にある」と指摘する212。Zimmerman は 5 軸ガントリー型フライス盤の有力企業

                                                  
208 詳細については、EAR パート 734 及び 772 を参照のこと。 
209 Beijing Aeronautical Manufacturing Technology Research Institute 
210 American Chamber of Commerce Export Compliance Working Group, Machine Tool Industry 
in China (Beijing: Larkin Trade International, 2007), 17. 
211 Machinist, Jyoti CNC acquires French machine manufacturer – Huron Graffenstaden, 11 Dec 
2007 
<http://machinist.in/index2.php?option=com_content&task=view&id=658&pop=1&page=0&Itemi
d=2>. 
212 Auto-Asia, Dalian Machine Tool Acquires Zimmerman AG, 20 Apr 2005 
<http://www.indiacar.net/news/n9663.htm>. 
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であり、中国の航空産業と自動車産業で優れた販売成績を上げてきた213。DMTG は 2002
年に Ingersoll Production Systems を取得し、2003 年には Ingersoll CM Systems を取

得した。両社とも以前は Ingersoll International Inc.の 1 部門である（これらは Ingersoll
の 5 軸工作機械製造部門ではない）。DMTG はこれらの買収によって米国市場進出に必

要な知識を獲得したという。しかし、DMTG は米国ではまだ 5 軸工作機械を販売してい

ないとみられるとの見方を BIS は示している。 
 
外国企業とのジョイントベンチャー、外国企業の買収、及び LRC における NLRC 工

作機械メーカーの存在すべてが、LRC に従来から存在する同時 5 軸制御工作機械メーカ

ーの数と能力の大きな伸びに寄与した。BISは、「許可データを調査して、ECCN 2B001、
2D001、2D002、2E001、2E002、2E201 に基づく輸出許可が、これらの LRC におい

て同時 5 軸制御工作機械を現地生産する全ての企業に発行されていないことを確認し

た」とし、「これらの工作機械は米国以外からの調達と見なされる」と結論付けた。 
 
6.2.3.3 十分な量を調達可能 

 
域外調達が可能であるかどうかのもう 1 つの判断基準は十分な数量を調達できるかど

うかという点である。BIS は、「企業が各国に 1 社しかないブラジル、インド及びロシ

アには、十分な数量の 5 軸工作機械を生産する固有の能力は無いかもしれないが、中国

と台湾は共に現地の 5 軸工作機械メーカーが 20 社以上存在し、輸出規制法による規制

が WA 加盟国よりも少ないので、内需を満たすのに十分な数量の当該工作機械を生産で

きるばかりでなく、その他の LRC 諸国に輸出するのに十分な数量を生産可能である」

と結論付けている。なお、中国については次のように指摘している。 
 

中国には各社それぞれが 7 つ以上の異なるモデルの 5 軸工作機械を生産する現地の工

作機械メーカーが 6 社存在し、そのうちの 1 社は 24 の異なるモデルを生産している。

中国現地の 5 軸工作機械メーカーの多くは現在国有であるか、過去の一時期に国有であ

ったことがあり、中国製工作機械の多くが現在各種の国家プロジェクトで使用されてい

る。これは、中国政府にとって、国内で製造するこの種の工作機械を民生用から軍用へ

と転用することは他国に比べて容易であることを示すと考えることができる。BYJC は

そのホームページで同社が製造する工作機械の 終用途の 1 つに兵器製造を挙げ、

DMTG 代表はハノーバー（ドイツ）の EMO 2007 工作機械見本市にて、中国人民解放

軍が 5 軸工作機械の顧客の一角を占めたことを示唆している214。 
 
済南二機床集団は、現地の工作機械メーカー中 大ではないにしても、中国人民解放

軍と航空宇宙産業の以下を含む主要メーカーに複数の 5 軸工作機械を販売している。 
 

                                                  
213 Auto-Asia, Dalian Machine Tool Acquires Zimmerman AG, 20 Apr 2005 
<http://www.indiacar.net/news/n9663.htm>. 
214 DMTG Booth, EMO 2007 Machine Tool Show, Hannover, Germany 
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（1）北京航天技術研究院（2.5m×12m の門型高速 5 軸マシニングセンタ、3.5m × 4m
の高速 5 軸ガントリー形 NC 中ぐりフライス盤）。 
（2）中国運載火箭技術研究所（5.5m×12m の高速 5 軸ガントリー形 NC 中ぐりフライ

ス盤）。 
（3）上海航天技術研究院（4.5m×8m の 5 軸高速ガントリー形中ぐりフライス盤）。 
 

中国人民解放軍関連企業、スペースシャトル及びその他の航空宇宙関連資機材の製造

に関わる中国企業は現在、国家安全保障上の理由から、5 軸工作機械を含め中国製工作

機械を全面的に使用していると言われている215。 
 

在中国米国商工会議所の輸出規制遵守ワーキンググループは、「既存の中国企業とジョ

イントベンチャーによる開発及び高性能工作機械の域外調達可能性を考慮すると、米国

企業は中国の軍事近代化に実質的に寄与することは無かった。中国の軍需産業は米国以

外の国内外の供給で既に充足している216」と指摘している。実際、2005～2007 年にか

けて米国は 5 軸工作機械を 515 台輸出したが、中国に発送されたのはそのうち 12 台だ

けであったという。 
 
BIS はまた、「中国と台湾は一定の 5 軸工作機械（フライス盤、ターニングセンタ、

マシニングセンタなど）を現地で量産できており、それを別の LRC に輸出している」

とも指摘している。 
 
6.2.3.4 米国製に匹敵する規制対象国製の工作機械の品質 

 
BIS は、LRC の企業が生産する 5 軸工作機械（フライス盤、ターニングセンタ、マシ

ニングセンタ）の品質を直線軸の移動量によって、1）すべての直線軸の移動量が 2 メ

ートル未満のもの。2）任意の直線軸の移動量が 2 メートル以上 3 メートル以下のもの。

3）任意の直線軸の移動量が 3 メートルを超えるもの、の３つに分類し、LRC の機械と

米国の機械の位置決め精度を比較している〔図表 217〕～〔図表 219〕。 
 

〔図表217〕すべての直線軸の移動範囲が 2 メートル未満の一定の 
同時 5 軸制御工作機械における直線軸の位置決め精度の範囲 

直線軸の位置決め精度（ミクロン） 

国 
企業

数 

モデ

ル数 
ISO 

230-2 

VDI/DGQ

3441 

JIS B 

6192 

JIS 

6338 

JIS 

6336 

ANSI 

B5:54 

ブラジル 1 1  20     

中国 5 8 8-12 8-10 8    

インド 1 1  4     

                                                                                                                                                  
215 Larkin Trade International (LTI), Data Collected on Machine Tool Production in China by 
LTI's Beijing Office, November 3, 2008. 
216 Cross Sector Report, 18. 
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ロシア 1 4  10     

台湾 7 17 8-10 4-14 4 5 4 40 

米国 11 91 3-35 2-10   4-50 28 

〔出所〕各社ウェブサイト、会社概要、工作機械展示会、2008 年 BIS 工作機械調査 
 
 
〔図表218〕任意の直線軸の移動範囲が 2 メートル以上 3 メートル以下の一定の 

同時 5 軸制御工作機械における直線軸の位置決め精度の範囲 
直線軸の位置決め精度の範囲（ミクロン） 

国 企業数 
モデル

数 
ISO 

230-2 

VDI/DGQ

3441 

JIS B 

6192 

JIS 

6338 

JIS 

6336 

ANSI 

B5:54 

ブラジ

ル 

1 1 19 20     

中国 3 4 16-25 12     

台湾 1 1   10  

米国 11 91       

〔出所〕各社ウェブサイト、会社概要、工作機械展示会、2008 年 BIS 工作機械調査 
 

〔図表219〕任意の直線軸の移動範囲が 3 メートルを超える一定の 
同時 5 軸制御工作機械における直線軸の位置決め精度の範囲 

直線軸の位置決め精度の範囲（ミクロン） 

国 企業数 
モデル

数 
ISO 

230-2 

VDI/DGQ

3441 

JIS B 

6192 

JIS 

6338 

JIS 

6336 

ANSI 

B5:54 

中国 4 11  7-35 3 +/-    

台湾 2 2 8 15     

米国 6 25 3-127   50-50.8 6 25 

〔出所〕各社ウェブサイト、会社概要、工作機械展示会、2008 年 BIS 工作機械調査 
 

BIS はこの比較を実施するに際して、独自の調査、ウェブサイト、会社概要、工作機

械展示会を通じて米国のメーカーと流通業者からデータを収集したという。BIS は 112
の異なるモデルの 5 軸工作機械を製造する中国の企業 20 社と、64 の異なるモデルの 5
軸工作機械を製造する台湾の企業 22 社を特定したが、ISO や JIS など精度の規格を特

定した企業だけを抽出して比較したという。 
 

BIS はこの分析結果を以下のようにまとめている。 
 
すべての直線軸の移動量が 2 メートル未満で位置決め精度が（ISO 232-1997 にした

がって）8 ミクロンよりも大きい（劣る）か等しいある種の同時 5 軸制御工作機械は、

任意の 1 つの直線軸の移動量が 2 メートル以上で位置決め精度が（ISO 230-2 にしたが

って）16 ミクロンよりも大きい（劣る）ある種の同時 5 軸制御工作機械同様に、LRC
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市場で入手可能である。任意の直線軸の移動量が 3 メートルに等しいかそれよりも大き

く、位置決め精度が（ISO 230-2 にしたがって）8 ミクロンに等しいかそれよりも大き

い（劣る）同時 5 軸制御工作機械が台湾にわずかに存在するが、別の企業からの追加の

情報がなく、このレベルの精度の工作機械が LRC で広く入手可能であるかどうかは確

実ではない。 
 
現在のところ、輸出許可を必要とする 5 軸工作機械はすべて、同時に制御できる 5 つ

の軸が存在するという単純な事実によって、輸出規制の対象となっている。BIS はこの

NC 装置について以下のようにまとめている。 
 

NC 装置は 1 台の工作機械の複数の軸を同時に制御する機能を提供する装置であり、

当該工作機械に連結した技術と一体となった部品である。現時点では、NLRC 及び LRC5
軸工作機械の両方のメーカーに も広く使用される NC 装置は、シーメンス 840D であ

る。BIS はシーメンス製 NC を使用した中国製工作機械の再輸出に関して、外国の NC
メーカーがかける規制を認識していない。加えて複数の LRC は独自の NC を製造する

能力を有するか、または既に現地で独自の NC を製造している。中国企業の中には 5 軸

同時制御が可能な CNC を現地で製造しているものがある。それには、武漢華中数控股

份有限公司、大連高金数控有限公司、北京航天数控系統有限公司（CASNUC）、大連大

森数控技術発展中心有限公司（Dalian Dasen）が含まれる。 
 
このデータは、複数の LRC には既に 5 軸同時制御フライス盤、ターニングセンタ、

マシニングセンタを現地で製造する能力があり、米国に匹敵する CNC を利用もしくは

製造していることを肯定するものである。したがって BIS は、中国と台湾では輪郭制御

用に同時に連携可能な 5 つ以上の軸を有する、米国輸出規制品目を無効化するほど十分

な数量の同等な品質の、米国産でないある種のフライス盤、ターニングセンタ、マシニ

ングセンタが「実際に入手可能」であると見ている。 
 
6.2.4 結論および勧告 

 
BIS は調査の結果、「中国等は米国製に匹敵するような位置決め精度の同時５軸制御

の工作機械を製造できる固有の能力を有する」とした上で、輸出管理規則（EAR）を改

正し、「一定の精度を持つ同時５軸制御御フライス盤、フライス／旋盤及びマシニング

センタ及びマシニングセンタの、許可例外もしくは同様の権限で規制される規制国への

輸出を促進する」ことを米政府に勧告した。BIS の結論と勧告は次の通りである。 
 

【結論】 
・ ECCN 2B001.b.2 による規制を受ける 5 軸同時制御のフライス盤、ターニングセン

タ、及びマシニングセンタ（ECCN 2B001.c.2 による規制を受ける研削盤を除く）

のフォーリン・アベイラビリティは、中国と台湾に存在する。この両国はともに、

直線位置決めの精度で米国製に匹敵するような、同時 5 軸制御工作機械を製造でき
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る固有の能力を有している。 
・ 米国の輸出許可処理手続の所要時間は、特に中国に対して、その他の WA 加盟国よ

りも長く、米国の輸出者は競争力において不利な立場に立たされている。 
・ 当該技術のその他の輸出国と比べて、米国は欧州及びアジアの競合国、すなわち韓

国にその市場シェアを奪われつつある。 
・ 米国の同時 5 軸制御工作機械メーカーにとって、5 軸工作機械の製品ラインは、現

在は採算が取れているとしても、輸入が国産の販売を凌ぎ、（商用及び米国政府調達

用）の外国製工作機械に対する顧客需要が増加しているなか、将来の見通しは不透

明である。 
・ 米国における訓練プログラムの不備により、工作機械産業の熟練工不足が生じてお

り、これが工作機械を生産し複雑な製品を製造する米国の能力を阻害する恐れが生

じている。 
・ インターネットに接続された工作機械の CNC に格納される機密データ（例えば、設

計）に関しては、潜在的脆弱性が存在する。 
 

【勧告】 
・ フォーリン・アベイラビリティが存在し ECCN 2B001.b.2 で規制される、一定の精

度を持つ同時 5 軸制御フライス盤、ターニングセンタ及びマシニングセンタの、許

可例外もしくは同様の権限で規制される規制国への輸出を促進するために、EAR を

改正する。またこの技術のより優れた性能指標（例えば容積測定精度）の基準制定

に向けて努力すると同時に、（例えば WA と NSG を通じて）国際的パートナーと協

力して、同時 5 軸制御工作機械に関する既存の多国間輸出規制を改正して、直線位

置決め精度の制御パラメータを追加する。 
・ 要注意国向け輸出許可申請の省庁間審査を容易にするために、工作機械が輸出後に

悪用もしくは転用されるという懸念の軽減に役立つ、工作機械の不正改造防止用機

能及び転用防止機能をメーカーと流通業者が特定もしくは開発することを奨励す

る。 
・ 中国向け輸出の許可申請処理時間を短縮するために、米国の企業と輸出許可行政間

の意志疎通を改善する。 
・ 重要な産業基盤ニーズを支援するために、米国の工作機械メーカーの競争状態を日

常的に監視する。 
・ 工作機械を設計、構築、使用する熟練工の不足という問題が深刻さを増しており、

この問題に対処するために教育機関用の訓練提案を決定する。 
・ NC データへの不正アクセスと流出の危険性について、米国政府 終需要者と（特

に防衛関連構成要素の部品の）請負業者の意識を高める。 
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７．米国の輸出規制の見直し動向と我が国の外為法改正  

 
米商務省の 2009 年の BIS の主な動きとして、ETRAC が本格的に活動を始めたことで

あろう。ETRAC は、2007 年 12 月のみなし輸出諮問委員会（DEAC） の勧告によって、

2008 年 5 月 23 日に商務省において設立された。本稿では ETRAC の設立後から 2009 年

までの動きをまとめ、DDTC や OFAC の 2009 年の主な動向も紹介する。更に 後に、

2009 年に 1987 年以来 12 年ぶりに改正された日本の外為法の概要に触れたいと思う。 

  
7.1  BIS (ETRAC の活動) の動向  

 

7.1.1 設立から 2008 年までの動き  

 
ETRAC は、2007 年 12 月のみなし輸出諮問委員会（DEAC）217 の勧告によって、2008

年 5 月 23 日に商務省において設立された。輸出規制、とりわけ「みなし輸出規制」の

対象とすべき「米国の国家安全保障に脅威を脅かす可能性がある先端技術（emerging 
technology）」を識別するための方法論を米国政府に提案することなどが求められており、

同年 9 月 23 日から会合が重ねられている。同委員会は、学界や産業界のトップ、国の

研究機関を率いる研究者など 28 名218から構成されている。同委員会では、カーネギー

メロン大学で研究担当副学長を務めるリチャード・マックロー博士とロスアラモス国立

研究所のプロジェクトリーダーであるマス・ティアニー四世博士が共同委員長を務めて

いる。 
 
2008 年 9 月 23 日の 初の会合からメンバーはいくつもの課題に直面した。まずメン

バーにとってそれらの課題に対して専門外であるということが明らかになった。更にメ

ンバーによっては、DEAC の調査結果や勧告に賛成出来ないとして、DEAC の報告書を

再検討したいという声も上がった219。 2 度目の会合が 2008 年 12 月 8 日に開かれたが、

メンバーからは 初の会合と同様の質問や懸念が提示された。多くのメンバーは、みな

し輸出規則やその責任が大学や研究所では共有されていない、又は、認知されていない

と批評した。更に BIS 技術評価部のケビン・カーランド部長は、現行の規制対象技術と

先端技術の評価を行うため、規制品目リスト（CCL）のゼロベースの見直しに懸念を示

した。カーランド部長は「現在 458 の規制品目番号（ECCN）がみなし輸出規制の対象

である。これらの品目は国際研究の実施にどのような影響を与えるのだろうか。私たち

は経済の安全保障を国家の安全保障と替えることは出来ない。」と述べた。会合中に共同

                                                  
217 DEAC は、米国内の企業が持つ情報や知識が外国籍の学生、研究者などを通して外国人の母国への輸出とみな

される「みなし輸出規制」に関して助言する商務省で設置された委員会の一つである。2006 年 5 月 22 日に設立

され、ETRAC 設立の勧告も含めたみなし輸出規制に関する 終報告書、“The Deemed Export Rule in the Era of 
Globalization”を 2007 年 12 月 20 日に商務省産業安全保障局（BIS）に提出した。  
218 2010 年 1 月現在で公開されている 2009 年 4 月 6 日に開催された ETRAC 会合の議事録で確認可能 < 
http://tac.bis.doc.gov/2009/040609etracmin.htm>｡ 
219 Minutes of Inaugural Meeting , EMERGING TECHNOLOGY AND ADVISORY COMMITTEE, held at U.S. 
Department of Commerce, Room 4830 – Hoover Building, Washington, DC on September 23, 2008 
<http://tac.bis.doc.gov/2008/092308etracmin.htm> 
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委員長であるマックロー博士は、以下の 6 つの項目に沿った小委員会を設置し見直しを

提案した。 
 
1) バイオ、医療 
2) 化学、材料 
3) 通信、スパコン応用 
4) 原子力技術 
5) 航空宇宙、リモートセンシング技術 
6) ナノテクノロジー220 

 
7.1.2 2009 年における規制品目識別方法論考案の動き  

 
ETRAC 設立後から ETRAC のメンバーは、方法論を確立するための議論を続けてい

た。しかし方法論を考案するため「みなし輸出規制」を主に含めた「米国輸出管理規制」

を理解する必要があった。そのため ETRAC メンバーは、2009 年 2 月 10 日に開かれた

3 回目の会合において、米国輸出管理規制を管轄している関係省庁の商務省の BIS、国

務省の DDTC からの担当官と米国輸出管理規制について意見を交わした。しかし、意見

を交わすことによって ETRAC と米国政府の間において理解よりも対立が生じ、ETRAC
メンバーは米国輸出管理規制に対し、嫌悪感を露にするようになった。 
 

ETRAC のメンバー内で規制対象品目の識別方法論の議論を進めていくにあたり、4
回目の会合となる 2009 年 6 月 11 日に ETRAC メンバーのバードック氏は、ターゲット・

モデル案を提出した。ターゲット・モデルとは、質問に対し「Yes」か「No」で回答す

るゲーム理論を基にしているが、米国内の外国籍保有者に対するみなし輸出規制対象と

すべきか否かを質問し、回答を加重分析によってスコア化するというものである。スコ

ア化とは、信用調査機関（credit agencies）が定める消費者信用スコア（consumer credit 
scores）の概念を基にしているとのことである。 
 

更に 2009 年 10 月 1 日に開かれた会合で ETRAC は、バードック氏が提案したターゲ

ット・モデルおよび加重分析などの手法を含めた 3 段階のスクリーニング手法を考案し

た。対象品目はゼロの状態から既存の技術および潜在的な技術のすべてのスクリーニン

グを目指しているという。第 1 段階のスクリーニングは、技術の適格性について 6 つの

質問から成り、一つでも回答が「Yes」の場合は、第 2 段階のスクリーニングへと進め

られる。第 2 段階のスクリーニングは、7 つの質問から成り、回答に対し加重分析手法

が行われスコア化されるという。 後に第 2 段階スクリーニングの結果によって、第 3
段階のスクリーニング、「みなし輸出規制リスト（DECL）」に掲載するか否か審査され

る。「掲載の必要がない」と判断されれば DECL から除外され、「必要がある」と判断さ

                                                  
220 “Emerging Technology Panel's Second Meeting Still Shows Doubts about Assignment” Inside BIS, Export 
Practitioner, January 2009, Volume 23 Number 1, pp.23 
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れれば DECL に掲載されることになる〔図表 220〕。 
 

〔図表220〕ETRAC による規制品目識別方法論考案の動き  

（出典）ECN2009 年 1 月号から 10 月号など各種資料を基に CISTEC 作成   
 
 

7.1.3 ETRAC が考案した 3 段階スクリーニングの概要221  

 
 3 段階から成るスクリーニング案は以下の通りである。 
 
【第 1 段階：技術の適格性に関する 6 つの質問】 

・  当該技術は、該非判定されていますか 
・ 当該技術の輸出は、米国務省の国際武器取引規則（ITAR）などに基づいて他の

米政府機関によって規制されていますか 
・ 当該品目は、軍事機関又は国家情報機関への用途のみに用いられますか 
・ 当該技術または製造工程は、公知（publicly available）なものですか 
・ 当該技術は、自在にデュアル・ユースに適用できますか 
・ 当該技術は、無制限に海外から調達できますか 
 

                                                  
221 「ETRAC、『みなし輸出規制リスト』の策定に向けて 3 段階の“フィルター”を計画」Export Control Nerws 
(ECN), 2009 年 10 月号､pp.14-16 を基に編集。なお、原典は“ETRAC Plans Three-Tiered ‘Filter’ to Draft Deemed 
Export Control List,”Inside BIS, The Export Practitioner, October 2009, Volume 23 Number 10, pp. 22-23 で

ある。 
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第 1 段階の 6 つの質問で、いずれかの質問の回答が「Yes」の場合は、みなし輸出規

制対象品目としての検討対象から除外される。しかし、「No」の場合は、7 つの質問か

ら成る以下の第 2 段階へと進む。 
 
【第 2 段階：加重分析によるスコア化する 7 つの質問】 

・ 当該技術は、統合された敵意のあるシステム（integrated hostile system）の一

部ですか 
・ 重要な統合技術へのアクセスが限定されていますか 
・ 当該品目が海外の個人や組織の（入手の）関心が高い証拠がありますか 
・ 当該品目は、生命および／または健康に対してリスクが大きいですか 
・ 当該技術は、重要なインフラに対してリスクが大きいですか 
・ 当該技術は、米国経済回復に対してリスクが大きいですか 
・ 当該技術に対して効果的な対抗策（技術）はありますか 
 
第 2 段階の 7 つの質問に対する回答にはマイナス 5 からプラス 5 までのスコアが付与

される。7 つ全ての質問に対する回答に付与されたスコアの合計によって 終スコアが

出され、みなし輸出規制リスト(DECL) 掲載か否か決定第 3 段階へと進む。第 3 段階で

は、以下の 3 つの結果が出る可能性がある。 
 
【第 3 段階：第 2 段階スコアによる 3 つの結果の可能性】 

1) スコアが低：リスクが高いと判断され規制対象となる 
2) スコアが中：更なる評価や勧告が必要なため BIS の諮問委員会に提出 
3) スコアが高：リスクは 小または皆無と判断され、規制対象外となる 

 
例えば、仮に統合された敵意のあるシステム(integrated hostile system)の技術が重要

で軍事に転用が可能であり、かつ、システム運用上必須である場合は「マイナス 5」と

して付与される。そのため低いスコアでリスクが高く、規制対象と判断される。また逆

にシステムの技術が代替可能であり、システム運用上必須でない場合は「プラス 5」と

して付与され、高いスコアのためリスクは小さく、DECL 掲載、つまり規制対象外と判

断される。 
 
ETRAC のメンバーは、スクリーニング上の各質問に回答する専門家の知識が必要で

あることや、技術による米国経済へのメリット、政治的な理由から質問の見直しおよび

質問を無視する必要性が生じる可能性についても挙げた。そのため 3 段階スクリーニン

グ手法は引き続き検討されている。 
 
なお 2009 年 12 月 9 日の会合では、ETRAC のメンバーは BIS に、 終報告書を提出

する前に、BIS に 3 段階スクリーニング手法のテスト実施を要請しているとされる222。 

                                                  
222 “Emerging Technology Panel Ready to Test Methodology for Imposing Deemed Export,” Export 
Practitioner, January 2010, Vol 24 Num1 
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7.2  その他政府関係機関の動向  

 
7.2.1 BIS（VEU プログラム）  

  
VEU プログラムとは、米商務省が米国の国家安全保障上の利益を阻害する恐れがない

と認定したエンドユーザ（適格エンドユーザ［VEU: Validated End-User］）に対し、認

定された仕向地、認定品目に限り、輸出、再輸出、国内移転を許可する制度（VEU 制度）

いわゆる包括許可制度である。米国は、2007 年 10 月 19 日に 初の 5 社を発認定した。 
 
  VEU の初認定受けた企業は、以下の 5 社であり全て中国所在の会社である。 
 
(1) 応用材料中国公司（米国の Applied Materials の子会社） 
 
(2) 波海航空複合材料部件有限責任公司（BHA Aero Composite Parts）で波音公司旗下

合資企業 (Boeing Hexcel AVIC I Joint Venture)  

 
(3) 北京、上海および深川の国家半導体公司 (National Semiconductor Corporation) の
施設 
 
(4) 中 芯 国 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  (SEMC: Semiconductor Manufacturing 
International Corporation)  
 
(5) 上海華虹 NEC 電子有限公司 (HHNEC: Shanghai Hua Hong NEC Corporation) 
の集積回路製造工場223 
 

米国政府は当初、中国からインドおよびその他の複数の国の企業に対するプログラム

であると説明していた。VEU 要件の内の一つは米国による現地監査であったが、公式発

表に先立って VEU 認定を受ける中国企業名が明らかになった時点で、中国商務省

（MOFCOM）が、VEU 認定企業となるために中国企業は、先ず MOFCOM の承認を

得なければならない旨を公表した。しかし初認定された 5 社以降、VEU に認定された

企業の発表がなく、GAO や米議会などはプログラムそのものに否定的であった。 
 
  GAO は、米国政府と中国政府間において、現地監査実施規定で合意を得られていない

状況を鑑み、新たな合意が必要を認識していた。そのため、新たな現地監査の合意が得

られるまで米国政府に VEU 制度の停止を勧告した。一方、米議会、特にエドワード・

マーキー議員らは、疑問や懸念が多く BIS など米政府に反発していた。VEU 認定制度

                                                  
223 社名は、Federal Register / Vol. 72, No. 202 / Friday, October 19, 2007, pp.59165 - 59166 
“Approved End-Users and Respective Eligible Items for the People’s Republic of China (PRC) 
Under Authorization Validated End-User (VEU)” から英表記および各企業の中国サイトで中国語

表記も確認。 また以下も参照。10/19/07 72 FR 59164 “ Approved End-Users and Respective Eligible 
Items for the People's Republic of China (PRC) Under Authorization Validated End-User (VEU)” 
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における認定プロセスや認定評価などの詳細に不明な点が多かったためである。更に、

米国政府と中国政府において 2009 年 4 月 29 日に新たに追加された VEU 認定企業は、

「亜微納技術公司（Aviza Technology China）」224 であり、米 NPO 研究機関ウィスコ

ンシン核兵器プロジェクト(Wisconsin Project on Nuclear Arms Control) が提出した

報告書225では、同中国企業が米国務省の取引禁止対象エンティティである疑惑があると

指摘されたことを受けて、マーキー議員らは強く批判した226。 
 
  一方、亜微納技術公司（Aviza Technology China） が新たな VEU 認定企業となった

と公表された折に、既存の VEU 認定企業にも変更があった。応用材料中国公司（Applied 
Materials）については、認定された製品カテゴリー、承認品目が追加された。波海航空

複合材料部件有限責任公司（BHA Aero Composite Parts）は、天津波音複合材料有限

責任公司（Boeing Tianjin Composite）へと社名変更および社名変更による製品カタゴ

リーの追加などがあった。更に 2009 年 7 月 2 日には、非中国企業、インドの GE イン

ディア社がインド企業として発の VEU 認定企業となった227。 
 
  しかし、2010 年 1 月の時点で亜微納技術公司（Aviza Technology China）と GE イ
ンディア社は認定された VEU が保留中である。米連邦広報（Federal Register）による

と保留の理由は両企業の認定された品目の変更であるという。しかし情報筋によると、

亜微納技術公司（Aviza Technology China）は破産保護申請を行っており、GE インデ

ィア社は仏企業に買収されたとのことであり、それが主な原因であるとのことである228。  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
224 04/29/09 74 FR 19382 “Additions and Revisions to the List of Approved End-Users and 
Respective Eligible Items for the People’s Republic of China (PRC) Under Authorization Validated 
End-User (VEU)” http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-9817.pdf , Aviza 社の中国サイトから中

国語表記を確認。 
225 報告書の詳細は、Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, Newest Designation Reinforces 
Concerns About Validated End-User Program, June 10, 2009, 
http://www.wisconsinproject.org/export-control/documents/avizareport-061009.pdf  
226 Wisconsin Project on Nuclear Arms Control , Rep. Markey Slams New Export Rule Favoring 
Chinese Company , June 10, 2009, 
http://www.wisconsinproject.org/pubs/editorials/2009/markeyslamsnewrule-061009.htm  
227 07/02/09 74 FR 31620 “Authorization Validated End-User (VEU): List of Approved End-Users 
and Respective Eligible Items for India” http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-15649.pdf    
228 12/23/09 74 FR 68147 “Authorization Validated End-User: Amendment to Existing Validated 
End-User Authorizations in the Peopls’s Republic of China (PRC) and India”  
http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-30487.pdf  また以下も参照。“BIS Suspends VEU’s for 
GE Facility in India and Aviza in China, Citing  ‘Material Changes’ ,” Export Practitioner, 
January 2010, Vol 24 Num1 
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〔図表221〕米国と VEU プログラム認定企業  

 
（出典）Export Control News (ECN), 2009 年 6 月号､pp.30-35 の左側の(注 10) および各種資料を基

に CISTEC 作成。ただし、2010 年 1 月 15 日に新たに VEU として追加承認された中国の上海

宏力半導体製造有限公司(GSMC: Grace Semiconductor Manufacutring Corporation) は反映

されていない229 
                                                  
229 BIS, Department of Commerce, “Addition to the List of Validated End-Users in the People’s 

(注1) 2010年1月現在、承認品目（製品カテゴリー）の追加 
(注2)社名変更(天津波音複合材料有限責任公司; Boeing Tianjin Composite社）及び社名変更による承認品目（製

品カテゴリー）の追加 
* 2010年1月時点亜微納技術公司は、破産保護申請でVEU認定一旦保留中 
**2010年1月時点GE インディア社は、仏企業による買収でVEU認定を一旦保留中 
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BIS その他の動向- エンティティ・リスト掲載企業取り消し 
海外の企業がエンティティ・リストに掲載された場合、米政府への協力、輸出管理体制

の改善などを実際に行ったとしても、当該企業は直接米政府にリスト上の自社名の除外

を請求する必要があった。しかし 2009 年からは、エンドユーザー審査委員会（ERC: 
End-User Review Committee）が、エンティティ・リストの年次審査を本格的に開始す

ることによって、リスト掲載企業名の除外がより早まると期待されている。 
 

BIS は 2009 年 3 月 18 日、EAR を修正してアラブ首長国連邦の以下の 2 つの事業体

をエンティティー・リストから除外する 終規則を公表した。 
 

Bazaar Trading Co., No. 212, Baniyas Tower, Dubai, U.A.E. 6708 
Elmstone Trading L.L.C., P.O. Box 24896, Sharjah, U.A.E. 

 
同 2 社は、ERC の年次審査の結果に基づき、リストから除外された230。 
 

7.2.2 米国務省防衛取引管理局（DDTC）  

  
近の輸出管理関連における米国務省(DOC)の防衛取引管理局（DDTC）の主な動向

は以下の通りである。 
 
DDTC の品目管轄判定（CJ）231に関する新たなガイドライン（2009 年 5 月 14 日に発

表） 
CJ 関連のガイダンスが 後に更新されたのは 1996 年であった。 
 
  DDTC がまず 2009 年 5 月 14 日に新ガイドラインを発表したが、Export Practitioner 
2009 年 8 月号などでは、関連機関による CJ 決定審査プロセスの説明がされている〔図

表 222〕。CJ の確認が必要な場合に輸出者は、DDTC に要請し、DDTC が受理した後に

DTSAとBISに審査と回答を 20日以内に求める。3機関が意見を一致すれば（特にDDTC
が他 2 機関の助言を受け入れれば）CJ 要請者に DDTC から回答が出される。しかし不

一致であった場合、各機関の課長または副次官補による会合が 30 日以内に開催され協

議される。この時点で DDTC が助言を受け入れない場合、省庁間政策会議（IPC：

Interagency Policy Committee）が開かれ次官補が出席し、協議される。これらのプロ

セスの期限は 65 日以内の営業日数とされている。 
 
 
                                                                                                                                                  
Republic of China (PRC), ” Federal Register, Vol. 75, No. 10, January 15, 2010, pp. 2435 < 
http://www.access.gpo.gov/bis/fedreg/pdf/75fr2435.pdf > 
230 BIS, Department of Commerce, “Removal and Modification of Certain Entries From the Entity 
List: Persons Removed or Modified Based on ERC Annual Review,” Federal Register, Vol. 74, No. 
51, March 18, 2009, pp.11472 < http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-5860.pdf> 
231 CJ; Commodity Jurisdiction とはある品目やサービスが商務省か国務省の管轄かを判定するプロ

セス 
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〔図表222〕関連機関による CJ 決定審査プロセス 

 

（出典）“New Commodity Jurisdiction Guidelines Cut Review Times and Set Interagency Process ”, 
Export Practitioner, August 2009, Vol 23 Num8, pp.30 および DDTC, DOS, GUIDELINES 
FOR PREPARING COMMODITY JURISDICTION (CJ) REQUESTS  
＜http://www.pmddtc.state.gov/commodity_jurisdiction/documents/cj_guidelines.pdf＞ 
updated as of May 14, 2009 など 各種資料を基に CISTEC 作成   

 
  2009 年 7 月の時点で各機関課長または副次官補による会合は 2 回開催された。 
 
その他の主な動き（2009 年 1 月以降） 
日時 主な動き 
2009 年 5 月 14 日：品目管轄判定（CJ）のガイドラインが更新（前述参照） 
2009 年 6 月 15 日：タイ向火器輸出を制限232 
2009 年 7 月 6 日：特定の申請者にオンライン電子防衛輸出許認可システム D-Trade 

2 アプリケーションを介し、合意書及びその修正の提出の電子申請を開

                                                  
232 Restriction on Thailand Firearms Imports  
 < http://www.pmddtc.state.gov/licensing/documents/WebNotice_ThaiFirearms.pdf > 
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始（2010 年春にはすべての申請に対して電子メールによる合意書の提

出を義務付けられる見込み）233 
21 日： ITAR 規制対象の米国原産品目を含む衛星の部品などをインド

から打ち上げに関する許可申請などを発表234（米印両国による技術保

障措置協定調印）。 

 

10 日：ITAR の軍事物資およびサービスの取引や契約における各種要

件に対する韓国の取扱いが、NATO 加盟国、日本、オーストラリア、

ニュージーランドと同様の扱いに変更235  
14 日：USML Category XIV(f)(5)の CARC（耐化学剤皮膜）塗料に

DSP-83236が不要と通告237 
2009 年 9 月 

30 日：米国人に雇用されている外国籍保有者への許可申請手続き変更

の通告 (外国籍保有者へ規制対象技術を”移転” する折には技術支援合

意書（TAA）と DSP-5238の両方の取得が必要であったが、DSP-5 のみ

の取得で関連作業が承認され、手続きが簡素化される239) 
2009 年 11 月 25 日：ITAR§126.6 の外国が所有する軍用機及び海軍艦艇、並びに有

償軍事援助プログラムの特定の状況下において許可不要とする変更を

提案240 
（出所）DDTC, DOS, Announcements Archives: 2009 および Announcements Archives: 2010 で 

<http://www.pmddtc.state.gov/archives2009.html>、
<http://www.pmddtc.state.gov/archives.html> から主な動きを抜粋。 

 
 

7.2.3 米財務省外国資産管理局  

  
米財務省の外国資産管理局(OFAC)の 2009 年の主な動向は、親族訪問、親族送金、電

気通信、農業製品及び医療機器の主要分野における規則の緩和を目的とした 2009 年 3
月からオバマ大統領の施策を実施するための「キューバ資産管理規則（CFR）」を修正

しているため、ここに紹介する。 
 

                                                                                                                                                  
233 “Mandatory D-Trade for TAA and MLA Applications Coming spring 2010, ” Export Practitioner, 
August 2009, pp.30-31  
234 Licensing Satellite Components for Launch from India  
< http://www.pmddtc.state.gov/licensing/documents/WebNotice_IndiaLaunch.pdf > 
235 DOS, “Amendment to the International Traffic in Arms Regulations: Congressional 
Certification Regarding South Korea,” Federal Register, Vol.74, August 10, 2009, pp. 38342   
236 ITAR §120.28(a)のライセンスなどの各種様式の一つ。特別既製品（SME: Significant Military 
Equipment）などの輸出時に非移転/非転用証明書。 
237 DSP-83 Requirements for Licensing of Chemical Agent Resistant Coatings (CARC) Paint – 
Category XIV(f)(5)  
< http://www.pmddtc.state.gov/licensing/documents/WebNotice_CARCpaint.pdf> 
238 ITAR §120.28(a)のライセンスなどの各種様式の一つ。主にハードウェアと技術データを対象と

する輸出ライセンス 
239 Licensing of Foreign Persons Employed by a U.S. Person – UPDATED 
<http://www.pmddtc.state.gov/licensing/documents/WebNotice_LicensingForeign.pdf> 
240 DOS, “Amendment to the International Arms Traffic in Arms Regulations: U.S. Government 
Transfer Programs and Foreign-Owned Military Aircraft and Naval Vessels,” Federal Register, Vol. 
74, November 25, 2009, pp. 61586  
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オバマ米大統領は 3 月 11 日、2009 年オムニバス (包括的 )歳出法（Omnibus 
Appropriations Act of 2009; H.R. 1105）に署名し、4 月 13 日には米国の対キューバ政

策への一連の変更を発表し、大統領のイニシアティブを実施するため、OFAC は CFR515
を修正した。 

 
①親族への訪問‐キューバの近親者の訪問に関する一般許可 
 
公表された一般許可により、米国管轄下に置かれてる個人には、キューバに渡航し、

期間の定めなしにキューバの近親者(近親者とは、叔母、叔父、従兄弟、再従兄弟も含む)
を尋ね、渡航時において国務省が定める実質「 高日割り額」まで渡航に関する取引を

行なうことができるようになった。 
 

②キューバ国民である「近親者」への送金（相続封鎖勘定からの送金を含む） 
 
送金制限を緩和する一般許可も公表されており、上記の修正は、「禁止対象のキューバ

政府関係者」や「禁止対象のキューバ共産党員」への送金禁止規定に影響するものでは

ない。 
 
③一部の通信サービス、契約、関連の支払い、渡航関連取引 
 
一般許可により一部の通信サービス、契約、関連の支払い、渡航関連取引も認められ

ている。2000 年貿易制裁改革輸出促進法（TSRA）を修正した 2009 年オムニバス歳出

法に基づき、以上の修正は TSRA に基づく農業・医療関連販売に関する渡航関連取引を

認めている241。 
 

  米国の対キューバ政策の変更が盛んに議論され様々な法案が提出されているが、実施

時期は依然不透明のままである。しかしながら 50 年近く貿易・渡航制裁対象国である

キューバに対し、もし提出されている法案が施行された場合、制裁を担当している OFAC
が管轄している法律も大幅に変更される可能性はある。以下、対キューバ政策変更によ

る関連法案の概要である〔図表 223〕 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
241 OFAC, DOT,  “Fact Sheet: Treasury Amends Cuban Assets Control Regulations To Implement 
the President’s Initiative on Family Visits, Remittances, and Telecommunications,”Press Room 
September 3, 2009 
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〔図表223〕対キューバ政策変更による関連法案の概要 
 

（出典）Roszel C. Thomsen II, Antoinette D. Paytas, and Maher M. Shomali, Thomsen and Burke 
LLP U.S. EXPORT CONTROLS PAST, PRESENT AND FUTURE (2009Edition)),THOMAS, 
The Library of Congress, “List of Bills Introduced in the 111th Congress, ” Bills, 
Resolutions  < http://thomas.loc.gov/home/c111bills.html> など各種資料を基に CISTEC 作

成   
 
 
 

2009 年オムニバス歳出法 
（Omnibus Appropriations Act of 2009） 

（公法 111-8） 

2000 年貿易制裁改革・輸出促進法 
（TSRA：Trade Sanctions Reform and 
 Export Enhancements Act of 2000） 

下院法案(H.R.)1531 IH 
2009 年対キューバ米国農

産物・医療品輸出促進法

（Promoting American 
Agricultural and Medical 
Exports to Cuba Act of 
2009） 

オバマ米大統領 

修正 

下院法案(H.R.)1737 IH 
2009 年キューバへの米国

農業製品の販売を促進す

るための法案

（Agricultural Export 
Facilitation Act of 2009） 

上院法案(S.)1089 IS 
2009 年対キューバ米国農

産物・医療品輸出促進法

（Promoting American 
Agricultural and Medical 
Exports to Cuba Act of 
2009） 

署名 

下院法案(H.R.)1528 IH 
2009 年対キューバ自由貿

易法- 米国・キューバ間渡

航許可（Export Freedom 
to Cuba Act of 2009 to 
allow travel between the 
United States and Cuba) 

下院法案(H.R.)1530 IH 
2009 年対キューバ自由貿

易法 ‐対キューバ禁輸し

措置解除（Export 
Freedom to Cuba Act of 
2009 To lift the trade 
embargo on Cuba, and for 
other purposes） 

オバマ米大統領施策 

継続中の主な

関連法案 

明確化 
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その他の主な動き（2009 年 1 月以降） 
【イランまたはスーダンに輸出された医療機器に関する指針】 
OFAC は 10 月 7 日、OFAC の許可に基づき「合法的にイランまたはスーダンに輸出さ

れた医療機器の保守を目的とした医療部品の輸出に関する指針」を以下のように発表し

た。 
 
① 医療機器そのものの輸出許可の有効期限（1 年）内に部品の交換が必要になった場合、

その部品を輸出することはできるが、一対一の交換に限る。 
 
② 当該許可の有効期限が切れた後に部品の交換が必要になった場合、その交換部品の

輸出には新たな OFAC 許可が必要である。 
 
③ 修理のために医療機器を米国に返送するには許可が必要であり、修理完了後の再輸出

の際も許可が必要である。 
 
①と②は、交換部品は BIS から EAR99 判定を必ず受けていなければならず、③は、提

出書類には、「医療機器が故障した状況に関する文書」なども必要となる242。 
 
【4 つの新しい制裁帰国】 
OFAC は 2009 年、大統領令を実施するために、以下の 4 つの新しい制裁規則を連邦規

則集に追加した。 
 
4 月 13 日に追加された新しい制裁規則： 

1) コートジボアール制裁規則－31 CFR Part 543 (大統領令 13396 号「コートジボ

アール紛争を助長する特定人物の資産を封鎖」を遂行すると表明)243 
2) 大量破壊兵器拡散者制裁規則－31 CFR Part 544 (大統領令 13382 号「大量破壊

兵器を拡散する者とこれを助ける者の資産を封鎖」の遂行するため追加) 244  
 

5 月 28 日に追加された新しい制裁規則： 
3) ダルフール制裁規則－31 CFR Part 546 
4) コンゴ民主共和国制裁規則－31 CFR Part 547 の 終規則を追加 (2 つの新たな

                                                  
242 OFAC, DEPARTMENT OF THE TREASURY, OFAC is issuing guidance on exporting or 
reexporting replacements parts pursuant to the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement 
Act of 2000 (TSRA) < http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/faq/answer.shtml#119> を
基に、作成された Roszel C. Thomsen II, Antoinette D. Paytas, and Maher M. Shomali, Thomsen 
and Burke LLP U.S. EXPORT CONTROLS PAST, PRESENT AND FUTURE (2009Edition), pp.15
を参照。 
243 OFAC, DEPARTMENT OF THE TREASURY Office of Foreign Assets Control 31 CFR Part 543 
Persons Contributing to the Conflict in Coˆ te d’Ivoire Sanctions Regulations, Federal Register , 
Vol. 74, No. 69, April 13, 2009, pp. 16763 <http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-8338.pdf> 
244 OFAC, DEPARTMENT OF THE TREASURY Office of Foreign Assets Control 31 CFR Part 544 
Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, Federal Register , Vol. 74, No. 
69, April 13, 2009, pp.16771  <http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-8336.pdf> 
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規則は、資産および資産の利益が凍結されている人物が株式を 50％以上所有し

ている事業体の場合、その事業体が特別指定国民リスト（SDN）に掲載されて

いなくとも、その資産および資産権益は封鎖されるという規則を追加245。 
 
【米国制裁対象国との取引でクレディ・スイス銀行が 5.36 億ドルの罰金】 
2009 年 OFAC が関与した着目すべき違反事例では、チューリヒに本拠を置くスイスの

クレディ・スイス銀行への罰金である。同銀行は、20 年にもおよび米国人246を介した電

信送金や証券取引を隠蔽する数多くのイランやスーダンなど米国制裁対象国との違法取

引を行っていた。5 億 3,600 万ドルの罰金（没収）は、国際緊急経済権限法（IEEPA）、

対敵通商法(TWEA)、大統領令、OFAC 規則の違反疑惑に関する世界的な調停であり、

ニューヨーク郡地区検察局、米国司法省との間の訴追延期合意に基づいて、クレディ・

スイス銀行は支払いに合意した247。 
 
 
7.3  外為法改正の概要  

 
日本での輸出管理は、外国為替及び外国貿易法（以下外為法）によって、一定の品目

について輸出許可取得が義務づけられており、外為法の規制は、国際的な輸出管理に関

する合意‐原子力供給国会合（NSG）、オーストラリア・グループ（AG）、MTCR(Missile 
Technology Control Regime)、ワッセナー・アレンジメント（WA）‐ に基づいている。 

 
2009 年 4 月 21 日の衆院本会議で、改正外為法と改正不正競争防止法が可決、成立し

た。改正外為法は、属性248を問わずすべての者による機微な技術情報の海外への持ち出

しを規制することとなったほか、居住者による国内及び海外での技術情報の提供・仲介

を規制する。改正不正競争防止法には、不正目的による企業の機密（トレード・シーク

レットなど）の使用・開示に加えて、横領・複製についても罰則を適用することなどが

新たに盛り込まれている249。 
                                                  
245 DEPARTMENT OF THE TREASURY Office of Foreign Assets Control 31 CFR Part 546 Darfur 
Sanctions Regulations, Federal Register, Vol. 74, No. 101, May 28, 2009, pp. 25430 
<http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-11952.pdf>  および 31 CFR Part 547 Democratic 
Republic of the Congo Sanctions Regulations, Federal Register , Vol. 74, No. 101, May 28, 2009, 
pp.25439 <http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-11953.pdf>  「ダルフール制裁規則」は、ダル

フール紛争と関係のある特定人物の資産および資産権益の封鎖を目的に発令された大統領令 13400 号

を、「コンゴ民主共和国制裁規則」は、コンゴ民主共和国において武力紛争を永続させ、人権侵害を犯

している主体に対して経済制裁を課すことを目的に発令された大統領令 13413 号をそれぞれ遂行する

ための制裁規則である。 
246 OFAC が定義する「米国人」とは、場所を問わず米国人及び米国の永住権保有者、米国内に物理的

に居る個人および米国法に基づいて設立された組織、米国の全ての非米国支部である。OFAC の制裁

対象国の法律に基づいて設立された組織であっても、米国人がその設立や活動に関与した場合は、米

国の規制対象となる場合がある。 
247 OFAC, Department of the Treasury, SETTLEMENT AGREEMENT MUL-47923, December 16, 
2009 < http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/civpen/penalties/12162009.pdf >   
248 居住者および非居住者の判定は、経済産業省、居住性の判定基準について（外国為替法令の解釈及

び運用について）（蔵国第 4672 号 昭和 55 年 11 月 29 日）より抜粋 を参照。< 
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kyojyusei.htm> 
249 The detail for the revisions from METI as follows, 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につい
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これらの改正は、日米の主要企業や大学等において外国人従業員・留学生等による技

術情報の海外持ち出し事件が多く発生していることに起因している。2006 年 8 月に警

視庁は、長距離光通信の波長を安定させる機密扱いの「可変光減衰器（ＶＯＡ）素子」

を持ち出し、東京のロシア通商部の部員に提供した容疑で、光学機器 A 社の元職員らを

書類送検した。部員は、 先端技術の情報も元職員に要求していたという250。また 2007
年 3 月、自動車関連 B 社の中国人職員がセンサーや産業ロボットのような製品の図面、

およそ 13 万の企業の情報をダウンロードしたノートパソコンを持ち出した疑いで逮捕

された。13 万の情報の中には、トレード・シークレットも含まれていると考えられてい

た251 。しかし、いずれの事例も不起訴処分となった。また、防衛庁関連の地対空ミサ

イルのシミュレーションソフトの発注を受けた C 社が、その関連ソフト会社に下請発注

したところ、Z 国関連団体を通じて、Z 国本国に持ち出された模様である252。これらの

一連の事件を踏まえて、機微技術の流出を防ぐための制度整備を求める声が相次いだ。 
 
2009 年 4 月 21 日に可決された今回の外為法の輸出管理関連条項の改正は 1987 年以

来であり、今回の改正では、技術移転規制、仲介取引規制の改正、輸出者等遵守基準の

導入、罰則強化など重要な内容が盛り込まれている。改正法の施行は 2009 年 11 月 1 日

（輸出者等遵守基準部分は、2010 年 4 月 1 日）と決まった。 
 
制度改正のポイントを整理すると以下のようになる253。 

 
(1) 従来の法規制では対応が不十分だった規制の見直し（外為法改正） 
  ①技術取引に係るボーダー規制の導入 

・従来の「居住者→非居住者」間取引のみの規制体系を見直し、移転元、移転先、移

転先の属性を問わず、国外持ち出しを許可対象とするボーダー規制を導入。 
・またその確実な実施を図るための保管措置として、特定技術を記録した媒体の国外

持ち出しや、海外への送信行為も規制対象化。 
 

  ②仲介取引規制の見直し 
・安保理決議 1540 号対応を踏まえ、仲介取引規制を、貨物の売買に基づくもの以外

                                                                                                                                                  
て(Revision of the Parts in the Japanese Export Control Laws), 27 February 2009,  
< http://www.meti.go.jp/press/20090227002/20090227002-1.pdf > and 不正競争防止法の一部を改正する法律案

について(Revision of the Parts in the Unfair Competition Act) , 27 February 2009, 
<http://www.meti.go.jp/press/20090227001/20090227001-1.pdf> 
250 For the Industrial Espionage at Company A, see Kyodo, 10 August 2006, 
<http://www.47news.jp/CN/200608/CN2006081001001246.html>, and Kyodo, 22 February 2007, 
<http://www.47news.jp/CN/200702/CN2007022201000845.html>  See also Mainichi, 10 August 2006, 
<http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060811k0000m040108000c.html>   
251 For Company B, see The Japan Times, 18 March 2007, 
<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20070318a3.html> 
252 “Japanese Authorities Target Illicit North Korean Technology Procurement,” WMD Insights, November 
2007 Issue, <http://www.wmdinsights.com/I20/I20_EA4_JapaneseAuthoritiesTarget..htm>  
253 制度改正の内容ポイントは CISTEC、安全保障貿易管理に関する 平成２１年改正外為法の解説、

平成 21 年 9 月、pp.4 から抜粋。  
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に、贈与、賃借にも拡大。 
・技術取引に係る仲介取引規制も併せて導入。 
 
③輸出者等遵守規準の導入 
・輸出者が遵守すべき事項を経済産業大臣が定め、当該事項に従って輸出等を行うこ

とを求める仕組みを導入。 
・遵守されていない場合には、指導・助言、勧告・命令がなされ、それに従わない場

合には、罰則適用（間接罰の仕組み）。 
 
④罰則強化等 
・従来の輸出、技術取引の無許可等違反に対する罰則水準を引上げ。 
・法人の事項機関を、個人の事項機関に合わせて延長。 

 
(2) 規制のリバランス・合理化 

①海外子会社向け包括許可制度の導入 
  海外の 100%子会社と本邦親会社間の輸出・技術取引について、包括許可制度を導

入し、企業の海外展開に伴う手続きを合理化・簡素化。 
 
 ②貨物等リストの記述のあり方の見直し 

     規制リストの品目分類のあり方について、国際的な動向を踏まえて検討。 
 
 外為法の改正前と改正後の比較をまとめると〔図表 224〕のようになる。 
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提

供
す

る

こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
」
に
該
当
。

 
国

内
の

短
期

滞
在

・
一

時
入

国
外

国
人

が
、

技
術
資
料
を
海
外
に
持
ち
出
す
場
合

 
規
制
対
象
外

 
（
非
居
住
者
→
非
居
住
者
）

規
制
対
象

 
「

特
定

国
に

お
い

て
技

術
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る
取
引
」
に
該
当
。
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国
外
で
の
提
供

 
 

 
 

日
本

か
ら

技
術

者
を

派
遣

し
て

国
外

で
海

外

子
会

社
や

海
外

顧
客

等
に

技
術

指
導

を
す

る

場
合

 

規
制
対
象

 
規
制
対
象

 
「

特
定

国
に

お
い

て
技

術
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

取
引

」
又

は
「

特
定

国
の

非
居

住
者

に
提

供
す

る

こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
」
に
該
当
。

 
日

本
人

（
個

人
）

が
週

末
に

海
外

に
行

き
技

術
指
導
等
す
る
場
合

 
規
制
対
象

 
規
制
対
象

 
 
 
 
 
同
上

 

退
職
し
海
外
に
転
居
・
転
職
し
た
日
本
人
（
個

人
）

な
ど

日
本

人
の

非
居

住
者

が
技

術
指

導

す
る
場
合

 

規
制
対
象
外

 
（
非
居
住
者
→
非
居
住
者
）

規
制

対
象

と
な

り
得

る
 

出
国

時
に

技
術

資
料

等
を

持
ち

出
す

場
合

は
規

制
対

象
。
 
 

 
 

退
職

し
た

外
国

人
や

留
学

生
が

母
国

に
帰

国

し
て
技
術
指
導
等
す
る
場
合

 
規
制
対
象
外

 
（
非
居
住
者
→
非
居
住
者
）

規
制

対
象

と
な

り
得

る
 

 
 
 
 
同
上

 

 
 

 
 

海
外

出
張

し
て

い
る

国
内

の
同

一
企

業
の

社

員
同

士
で

技
術

資
料

の
や

り
と

り
を

す
る

場

合
 

規
制
対
象
外

 
規
制
対
象
外

 
社
内
で
の
や
り
と
り
で
あ
り
、「

取
引
」
に
当
た
ら
な
い
。 

 

海
外

出
張

し
て

い
る

複
数

の
国

内
企

業
の

社

員
同

士
で

、
技

術
資

料
の

や
り

と
り

を
す

る

場
合
（
海
外
で
の
契
約
履
行
が
な
い
場

合
）

 

規
制
対
象
外

 
規
制
対
象
外

 
国

内
で

の
「

居
住

者
→

居
住

者
」

の
取

引
に

当
た

り
、

海
外
で
契
約
履
行
目
的
も
な
い
た
め
。

 

日
本

の
本

社
か

ら
電

子
メ

ー
ル

で
技

術
資

料

を
送

っ
て

も
ら

っ
た

出
張

者
が

、
そ

の
地

の

他
人
に
示
す
場
合

 

規
制
対
象

 
規
制
対
象

 
「

特
定

国
に

お
い

て
技

術
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

取
引

」
又

は
「

特
定

国
の

非
居

住
者

に
提

供
す

る

こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
」
に
該
当
。

 
海
外
出
張
し
て
い
る
社
員
が
外
国
で
提

供
を
 
 
規
制
対
象
外
 
 
 
 
 
 
 
一
部
規
制
対
象
 
 
 
非
ホ
ワ
イ
ト
地
域
相
互
間
で
あ
っ
て
大
量
破
壊
兵
器
等

 
受
け
た
技
術
を
そ
の
ま
ま
外
国
で
他
人
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
開
発
等
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
規
制

 
提
供
す
る
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対
象
。（

２
～
１
６
項
技
術
の
場
合
。
１
項
技
術
の
場
合

は
地
域
・
用
途
に
か
か
わ
ら
ず
規
制
対
象
。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

284



 
国
内
で
の
提
供

 
 

 
 

海
外

子
会

社
へ

の
出

向
者

と
国

内
で

会
議

し

て
技
術
提
供
さ
れ
る
場
合

 
規
制
対
象

 
規
制
対
象

 
「

特
定

国
の

非
居

住
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
取

引
」

に
該

当
。

た
だ

し
、

海
外

子
会

社
包

括
許

可

の
対
象
と
な
る
可
能
性

 
国

内
で

外
国

人
（

非
居

住
者

）
に

提
供

す
る

場
合

 
規
制
対
象

 
規
制
対
象

 
「

特
定

国
の

非
居

住
者

に
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
取
引
」
に
該
当
。

 
中

長
期

滞
在

の
外

国
人

留
学

生
や

研
修

生

（
居

住
者

）
に

対
し

て
技

術
指

導
等

を
す

る

場
合

 

規
制
対
象
外

 
規
制
対
象
外

 
 

た
だ

し
、

そ
れ

ら
の

留
学

生
、

研
修

生
が

本
国

の
他

人
に

技
術

資
料

を
送

信
し

た
り

、
帰

国
の

際
に

持
ち

出

し
て
他
人
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
規
制
対
象
。 

※
「

特
定

国
に

お
い

て
技

術
を

提
供

す
る

こ
と

を
目

的

と
す

る
取

引
」

又
は

「
特

定
国

の
非

居
住

者
に

提
供

す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
」
に
該
当
。

 
（
出
典
）

CI
ST

EC
、
安
全
保
障
貿
易
管
理
に
関
す
る
平
成

21
年

 改
正
外
為
法
早
わ
か
り
、
平
成

21
年

9
月
、

pp
。

37
 - 

39
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今回の外為法改正では特に技術取引規制の改正に着目すべきであろう。経済産業省に

よると、改正前は、居住者から非居住者に対して技術提供を行う場合が規制対象であり、

改正後はこれに加えて、誰から誰に対する提供であっても、外国に向けて技術を提供す

る場合は規制対象となる。また、技術を提供するために国外に技術を持ち出すこと自体

が新たに規制対象となる254、であるとのことである。  
 
また米国を含めた主要国でも、技術について、貨物と同様に、国外持出しを規制する

体制を既に採用している。以下、米国における技術移転規制をまとめたものである。 
 
 

〔図表225〕米国における技術移転規制 
国内 → 国外 国内 → 国内 国外 → 国外 

［誰から］ → ［誰へ］  
何人も 

［誰から］ → ［誰へ］  
何人も 米国人（市民権・永

住権を有する者を含む）以外

の者 

［誰から］ → ［誰へ］ 
 何人も 第三国又は第三国

国籍者 

[対象技術・要件］  
以下の場合には許可が必要。 
 
① リスト（CCL）技術を国

外に移転する場合  
② 非リスト技術（EAR 99）

を禁輸国を仕向地として

移転する場合等  
 

［対象技術・要件］  
以下の場合には許可が必要。

 
①リスト（CCL）技術を上記

の者に移転する場合 
②非リスト技術（EAR 99）

を禁輸国の国籍を有する

者に提供する場合等  
 
※「みなし輸出」  
組織内における外国人従業

員等への技術移転も「みなし

輸出」として規制。  
※みなし輸出の許可要件の

一つに内部管理規程

（Technology Control Plan）
の作成を義務付け。  

［対象技術・要件］  
以下の場合には許可が必要。

 
① 米国産リスト技術の第三

国への「再輸出」、第三国

国籍者への「みなし再輸

出」  
② 米国産技術を一定割合以

上組み込んだ外国産技術

の再輸出、海外からの輸

出  
③ 米国産技術を直接用いて

生産された外国産技術の

再輸出、海外からの輸出。

（出典）CISTEC、安全保障貿易管理に関する平成 21 年 改正外為法の解説、平成 21 年 9 月、pp16  
から米国の部分のみを抜粋し、編集。原典は「欧米における技術移転規制」平成 19 年 11 月

貿易管理課  
 

米国と日本では輸出管理における法制度が異なり、かつ規制対象について解釈、運用、

                                                  
254 経済産業省、貿易管理部、安全保障貿易管理について 平成 21 年 11 月、スライド 22 
<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/topics/anposetsumeikai/setsumeikaisiryou/21fy3tekikak
usetumeikaisiryou1gaiyou.ppt> 
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用語の定義なども異なるため単純な比較は困難である。しかし、今回の改正法によって

日本も技術移転規制に本格的に取り組みを始め、米国などを含めた主要国との制度の調

和（ハーモニザーション）の更なる前進であろう。 
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８．まとめ 

 
中国やイラン等は依然として様々な調達方法を駆使して先進国から機微なデュアルユ

ース品目・技術を獲得しようとしており、米国もこうした動きに危機感を抱いている。

米会計検査院（GAO）による調査では、デュアルユース品目や軍事品目が容易に国内で

購入でき海外に輸出することも可能なことが判明するなど現行制度の問題点も指摘され

ている。一方で、米商務省産業安全保障局（BIS）が５軸制御の工作機械の輸出規制緩

和を勧告するなど規制緩和の動きも見られる。こうした中、先端技術研究諮問委員会

（ETRAC）は、輸出規制の対象にすべきデュアルユース品目の識別方法としてターゲ

ット・モデルおよび加重分析などの手法を含めた３段階のスクリーニング手法を考案し

た。我が国機械産業界は、米国の輸出規制緩和等に遅れを取って国際競争力を失わない

ようにするためにも、こうした米国の輸出規制動向を注視する必要がある。 
 



 289

９. 参考資料 

 
9.1 団体提言 

 
9.1.1 米国輸出入業者協会（AAEI） 

 
9.1.1.1 下院外交委員会に宛てた輸出管理レビューに関する提言 

 
米国輸出入業者協会（AAEI） 

－1921 年より国際貿易業界の声を代表して－ 
 
下院外交委員会に宛てた輸出管理レビューに関する米国輸出入業者協会の提言255 
 
2010 年 1 月 8 日 
 
1.  序と概要 
 
米国輸出入業者協会（AAEI）は、輸出管理レビューに関する提言を下院外交委員会に

提出できることに感謝している。輸出管理レビューは現在、同委員会において立法化に

向けて審議がされているところである。 
 
AAEI は 1921 年以来、米国の国際貿易業界の声を代表してきた。製造業者、輸入業者、

卸売業者、小売業者、ならびに仲介業者、フォワーダー、貿易アドバイザー、保険業者、

警備業者、交通運輸業者、港湾事業者等のサービス事業者まで、幅広い業界が会員とな

っており、貿易業界を代表するという独特の役割を支えている。これら企業の多くは、

外国市場への輸出を狙う中小企業である。AAEI は公平で開かれた貿易方針と取り組み

の推進を基本に、国際貿易、供給網の安全確保、輸出管理、非関税障壁、輸入安全と税

関、国境警備について、法的、技術的および政策主導の視点から発言している。 
 
国家安全保障、国際貿易、貿易円滑化および法定コンプライアンスのコストに関する動

向に直接関わり、またその動向から直接的な影響を受ける業界を代表する業界団体とし

て、米国の現行輸出管理レジームに存在する政策およびプログラムが事業運営にもたら

す影響を知り尽くしている。 
 
2.  賛同・支持できる分野 
 
米国が 2 年間積極的に関わってきたこの難しい分野を貴委員会が取り上げたことを我々

                                                  
255 AAEI, Recommendations of the American Association of Exporters and Importers to the House 
Foreign Affairs Committee on the Export ControlReview 
<http://www.aaei.org/LinkClick.aspx?fileticket=x%2b7LMGiodVo%3d&tabid=36>  
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は高く評価する。全米科学アカデミーは 近発表した『Beyond “Fortress America”（ア

メリカ要塞を越えて）』の中で世界の現状を描写しているが、我々はこの現状の捉え方を

心より支持する。軍用規格の大規模兵器システムを政府の委託を受けた業者が開発する

流れから、世界中の民間企業が急速に開発を進めている 新情報技術に依拠した「ネッ

トワーク中心の戦い」への移行が進んでいるが、これはこれまでとは全く異なる環境で

あり、国家安全保障管理に対してアプローチの変革が求められている、というのが AAEI
の見解である。 
 
競争力ある世界レベルの国内産業基盤を技術力で実現することにより米国の国家安全保

障を強化するという、貴委員会の目標を AAEI は支持する。この目標に向け、AAEI と

しても輸出管理作業グループや安全保障と競争力に関する企業連合の他のメンバーとと

もに、貴委員会に提出した「基本的な考え方と提言」を支持するものである。 
 
改革に向けてどのような取り組みを行なうにしても、その中心には官民パートナーシッ

プ・プログラムとしての「信頼できる貿易事業者」構想を据えるべきという考え方を強

く支持する。これは、貿易の安全保障の諸問題について、米国税関国境保護局と連携し

てきた AAEI の長年の経験、ならびに製品の安全性について、各種パートナー・プログ

ラムを活用し、他省庁と連携を図るという 近の経験に基づくものである。 
 
特に、「簡潔性、透明性、効率性」を備えた国家安全保障管理制度を実現するため、新し

いレジームには次の性質を有することが不可欠であると考えている。 
 
・ リスクベース 
・ 多国間 
・ 意思決定階層構造における階層の削減 
 
3.  賛同できず、問題ありと思われる分野 
 
これらの目標を達成しようとするにあたって AAEI が他のメンバーと異なるのは、政治

の 高レベルに位置する一人の意思決定者が、特定の物品を管轄する省庁をとりあえず

決定することが必要であり、それなしには意思決定の効率性も説明責任も有り得ない、

と考えているところにある。（単一省庁に一本化するなど）体制を大きく変えなければ、

どのような省庁間プロセスでも（いかに工夫しようとも）、外部の権限なしに現行プロセ

スを大幅に効率化することは不可能である。 
 
管轄をめぐる省庁間の対立において、国家安全保障担当補佐官が 終的な判断を下すべ

きという点では、他のメンバーと意見を一にするが、AAEI としては、 終的な意思決

定者は、途中からプロセスに参加して対立を解消しようとするのではなく、プロセスの

初めから関与することを提言する。そうしなければ、省庁間プロセスをいかに改革しよ

うとも、現行体制に戻ってしまうのは避けられず、そうなれば、機微技術を一番多く管
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轄する省庁が管轄範囲の拡大を主張するようになるだろう。 
 
したがって、国家安全保障担当補佐官の指示により、国家安全保障事務局が省庁間の品

目管轄プロセスに 初から 後まで関与することを義務づけることを提言する。省庁間

で対立がある場合は、国家安全保障担当補佐官が 終的な仲介を行なうことはできるが、

国家安全保障事務局をプロセスの 初から関与させれば対立の早期解消につながり、

終決定の迅速化が可能と考えている。 
 
国家安全保障に関しては筆頭の大統領補佐官である国家安全保障担当補佐官がこの重要

な役割を担当することになれば、様々な技術の輸出による脅威に敏感となる一方、自ら

が下す決定が国家安全保障にどのような影響を与えるのか、その全体像が把握できるよ

うになるだろう。その結果、国家安全保障か、産業競争力か、という誤った二者択一論

を根絶とはいかないまでも、弱めることができるであろう。 
 
省庁のあり方の改善策 
 
AAEI は、複数省庁による現行の輸出管理プロセスを維持すべきという他メンバーの見

解を支持することから、省庁のあり方をいくつかの点で改善し、許可プロセスの効率性・

有効性を高めることを強く主張する。 
 
● 商務省産業安全保障局 

・ BIS は「specially designed」の定義を改善する必要がある。市販されて広く使

われている基本的な機械部品等の品目が、規制対象の装備機器の動作には無関

係にもかかわらず、規制対象品目になってしまうことが多い。 
 

・ BIS が品目分類自動追跡（CCAT）システムにより不服申し立てを処理する期限

を設けるべきである。 
 
● 国務省防衛取引管理局（DDTC） 

・ 防衛品目ないし軍事品目とは何か、DDTC はその定義を再検討すべきである。

部品レベルの品目の多くが、常に国際武器取引規則（ITAR）の対象となってし

まうからである。その結果、問題のない物品、特に一般に流通している部品が

過度な規制を受けている。 
 

・ 終用途として民生が主である品目は、米国輸出管理規則（EAR）のみの適用

を受けるようにすべきである。DDTC は、22 CFR. § 120.3(b)に基づいて 終

用途として民生が主であることが示されている場合でも、管轄を主張すること

が多い。 
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● 財務省海外資産管理局（OFAC） 
・ OFAC の管轄は物品ではなく、国別制裁に限定すべきである。 

 
・ OFAC に対しては、許可証を標準的な書式とすること、許可の処理については

厳格なスケジュールを徹底することを義務づけるべきである。 
 
企業情報（アカウント）の管理 
 
AAEI は 2006 年、会員を対象にした調査を実施し、この中で「貴社の位置づけで も

ふさわしいものを以下から選んでください」という設問を出して 5 つの選択肢256を用意

したところ、58.8％が「輸出入業者」と回答した。他の回答と合わせると、会員の 70％
以上が輸出業、輸入業、製造業の組み合わせに関わっていることがわかった。AAEI で

は 2002 年にベンチマーキングを実施し、企業の代表者に対して「輸入業務と輸出管理

業務を担当するのは同じ部署ですか、それとも違う部署ですか？」という質問をしたと

ころ、参加企業の 50％が輸入と輸出を一緒に扱っていることがわかった。2009 年 5 月

のベンチマーキングでも同じ質問をしたところ、同一部署で扱っている企業の割合は

68％に伸びた。以上の調査結果は、先に触れた全米科学アカデミーの報告書が論じてい

る傾向を裏付けるとともに、「国際貿易コンプライアンス」を業務に加えた米国企業の国

際的性質を反映している。 
 
米国企業が税関コンプライアンス、供給網および製品の安全性について開発したリスク

ベースのコンプライアンス･プログラムを活用するため、貴委員会は法的枠組みを整備す

べきであると考える。そのようなプログラムにより、連邦省庁は取引ではなく企業を管

理する上で資源の有効活用をできるため、より効果的な結果が期待できる。このような

改革は、米国の国家安全保障を強化する上で絶対的に必要だと考える。 
 
アカウントベースのマネジメントとは、連邦省庁が個々の取引を管理するのではなく、

企業を管理することでリスク管理を行なうという「信用するが検証する」方法である。

この方法では、当該省庁が具体的なリスクを特定し、当該企業の内部統制を評価するこ

とで、特定された一部のリスクが企業の全体的なリスク特性となることをなるべく回避

することが必要となる。企業のリスク評価は取引のサンプリング調査により「検証」し、

企業の内部統制の弱点を明らかにする。 
 
米国の国家安全保障を真に強化するため、輸出管理関連法を管理する省庁はより良い手

段を用いて、規制対象製品を輸出前に管理することが求められる。輸入のアカウント管

理に関する AAEI の経験から、輸出管理の効果的な手段としてこのようなシステムが採

用されてよいと考える。 
 

                                                  
256 「輸出業者」、「輸入業者」、「輸出入業者」、「輸出入業者兼サービス事業者」、「その他（具体的に記

入）」の 5 つ。 
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貴委員会が検討すべきモデルは、世界税関機構の加盟国が「国際貿易の安全確保及び円

滑化のための基準の枠組み」（「SAFE 枠組み」）に基づき 2005 年 6 月に採用した「認定

事業者（AEO）」制度である。「SAFE 枠組み」は、国家安全保障を念頭に設計されてお

り（国際供給網を通じて大量破壊兵器が輸送されるリスクを軽減する設計）、多国間ベー

スで受け入れられていることから、米国輸出管理にとって採用できるモデルと考える。

AEO のプログラムは 1） 政府間の規約、2） 自主的なプログラムだが参加企業にとっ

て具体的な利益をもたらす官民パートナーシップ、という二つの基本的な特徴を有する。 
 
日本の輸出管理団体である財団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）とも協議し

た結果、企業が AEO プログラムに参加するインセンティブとして次のことを検討する

よう、貴委員会に提案する。 
 
・ 企業内移転許可例外（ICT） 
・ 適用範囲を拡大した一般許可（品目、国） 
・ 個別許可申請の迅速化(Fast Track Review) 
・ AEO 認定企業間の輸出に対する許可例外 
 
このようなインセンティブは具体的な利益として適切である。なぜなら、AEO プログラ

ムに参加する企業は、その内部統制について政府による審査を受けることで、企業のリ

スク管理手順が決定するからであり、また、世界中の AEO 認定企業との貿易で企業利

益にもつながるからである。 
 
調和化 
 
米国の輸出管理レジームは、貿易相手国間の調和化がない限り、米国の国家安全保障を

強化することはできない。したがって、AAEI は貴委員会が以下を検討することを提案

する。 
 
・ 各国が同一の規制リストと同一の規制品目分類番号（ECCN）を使用すること 
 
・ 規制対象外の項目に掲載されている規制対象品目の解釈の調査化 
 
・ 「許可不要（NLR）」の資格、許可例外、使用用途証明書を有する国について許可方

針の調和化（証明書の文面や発行対象等） 
 
ECCN については、世界税関機構の管理対象の輸入品目に関する米国関税率表と同様な

統一解釈ルールを有する国際的に認められたシステムとして利用することを提言する。

当該品目の ECCN は、国際供給網のあらゆる当事者（輸出業者、輸入業者、仲介者、取

次人等）で共有化し、違法な積み替えや迂回を回避すべきである。 
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事前開示 
 
AAEI は、輸出管理関連法を所管する省庁が民事罰、刑事罰を中心とする執行手段を有

する執行機関であることを理解している。コンプライアンスの徹底にはそのような手段

が必要であることは認めるが、それが必ずしも 良の方法とは限らない。なぜなら、企

業にコンプライアンスを徹底させるには、相当な資源と時間が省庁に必要となるからで

ある。したがって、執行措置が取られる前に企業が違反事実を省庁に開示することを認

めることを法案に盛り込むよう、貴委員会に提言する。 
 
今のところ、商務省と国務省防衛取引管理局（DDTC）が違反事実の「自主開示（VSD）」

を受け付けている。残念なことに、VSD の扱いについては省庁間でバラツキが激しく、

予測がつかないというのが現状であると認識している。開示が効果的なコンプライアン

スおよび執行の手段となるためには、開示を行なう企業に対する扱いを規定した法律の

裏付けが不可欠である。法律で開示を規定すれば、統一された扱いの徹底、罰則事案の

国際的な調停の促進、技術的な違反事実に関する時間の短縮、企業の内部統制が機能し

なくなった場合における取引の自己管理の促進、省庁資源のハイリスク輸出者への再配

分等のメリットがある。 
 
貴委員会は、モデルとして輸入法令などの現行連邦法、特に 19 U.S.C. § 1592(c)(4)に目

を向けることを提案する。したがって、輸出管理法の民事罰規定（50 U.S.C. App. § 
2401(C)）を輸出者の有責性に基づいた体制に置き換え、その有責性の程度（過失、重

大な過失、詐欺等）に合わせた罰則を与えるようにすることを提案する。貴委員会が法

案に盛り込むことを推奨する法律文（案）は別紙のとおりである。 
 
不服申し立て手続き 
 
規制対象物品の輸出に関する法令に基づいて発生する問題は、国際通商裁判所を通じて

司法的判断を下すこと強く推奨する。以下に示すような「国際通商裁判所改善法」の導

入を求める。 
 
第 301 条 合衆国に対する民事訴訟 
合衆国法典第 28 編第 1581 条を以下のとおり修正する。 
 
(1) (g)項において 
(A) (1)号を以下のとおり修正する。 
(1) 「1930 年関税法第 641 条に基づいて財務長官が下す、税関仲介者の許可または認

可の一時停止、取り消しもしくは拒否する決定、またはこれに代わる罰金刑を課す決

定」 
(B) (2)号を削除。 
(C) (3)号を(2)号に変更する。 
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(2) (h)号において、「回復不可能なほど被害を受ける。ただし、」を削除し、「同時者が以

下のようになることに正当な理由がある」を挿入する。 
 
(3) (i)項および(j)項をそれぞれ(j)項および(k)項に変更する。 
(4) (h)項の後に以下を挿入する。 

「(i) 以下のいずれかに法律により合衆国、その政府機関または公務員に対して起こさ

れた民事訴訟は、合衆国国際通商裁判所の管轄に専属するものとする 
(1) 1979 年輸出管理法（50 U.S.C. App. 2401 以下）   
(2) 国際緊急経済権限法（50 U.S.C. 1701 以下） 
(3) 対敵通商法（50 U.S.C. App. 1 - 44） 
(4) 武器輸出管理法（22 U.S.C. 2778, 2797a, 2797b, 2798）の 38、72、73、81 条 
(5) 1990 年イラク制裁法（50 U.S.C. 1701 note） 
(6) 外国麻薬中心人物指定法257（21 U.S.C. 1901 以下） 
(7) クリーンダイヤモンド取引法（19 U.S.C. 3901 - 3913） 

(5) (j)項において、本条(4)号により変更 
(A) 「本条(a)-(h)項ならびに(j)項が規定する例外を条件として」を削除し、「(a)項から

(i)項までならびに(k)項が規定する例外を条件として」を挿入する。 
(B) (1)号において、「輸入または」を削除する。  
(C) (2)号において、 
(i) 「関税」の後に「税金または」を挿入する。 
(ii) 「またはその他の税金」を削除する。 
(iii) 「輸入」の後に「または輸出」を挿入する。 
(iv) 「収益の引き上げ以外の理由により」を削除する。 

(D) (3)号において、 
(i) 「輸入」の後に「または輸出」を加える。 
(ii) 「公衆衛生の保護以外の理由により、または」を削除する。 

(E) (4)号を(6)号に変更する。 
(F) 以下を新しい(4)号として挿入する。 
「(4) 商品の輸入または輸出に関するいかなる禁止または条件」 
(G) 以下を新しい(5)として挿入する。 
「(5) 商品の輸入もしくは輸出に対するその他適用可能な関税、手数料もしくはその

他税金、またはその関税、手数料もしくはその他税金の猶予のない輸入もしくは輸出、

または」 
(H) 細目(E)による番号変更後の(6)号において、「および本条(a)-(h)項」を削除し、「本

条の(a)項から(i)項まで、ならびに本編第 1582 条の(a)項および(b)項」を挿入する。 
(6) 本条(4)号による番号変更後の(k)項において、句点前に「または、1930 年関税法第

337 条（19 U.S.C. 1337）に基づくいかなる民事訴訟のうち、その間管轄が合衆国国際

貿易委員会または合衆国連邦巡回控訴裁判所にあるもの」を挿入する。 
                                                  
257 Foreign Narcotics Kingpin Designation Act 
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第 302 条 合衆国が起こす民事訴訟 
(a) 総則－合衆国法典第 28 編第 1582 条を以下のとおり修正する。 
 
§ 1582 合衆国が起こす民事訴訟 
(a) 以下の目的のために合衆国が起こした民事裁判は、合衆国国際通商裁判所の管轄に

専属するものとする。 
(1) 以下のいずれかの規定に基づき民事罰を回復すること 

(A) 合衆国法典第 13 編第 304 条または第 305 条  
(B) 合衆国法典第 18 編第 2339B(b)条 
(C) 1930 年関税法のいずれかの規定  
(D) 2000 年度情報授権法258第 1906 (b)条（21 U.S.C. 1906(b)） 
(E) 武器輸出管理法第 38 条(e)項、第 39A 条(c)項または第 40 条(k)項（22 U.S.C. 
2778(e), 2779a(c), 2780(k)） 
(F) 1992 年キューバ民主化法（22 U.S.C. 6001 以下） 
(G) 1954 年原子力法第 234 条（42 U.S.C. 2282）（罰則が同法の 53、57、62、81、82、
101、103、109 条のいずれかの違反事実についてのものであり、かつ輸入または輸出

に関係がある限りにおいて） 
(H) 国際緊急経済権限法（50 U.S.C. 1701 以下） 
(I) 1990 年イラク制裁法（50 U.S.C. 1701 note） 
(J) 対敵通商法第 16 条(b)項（50 U.S.C. App. 16(b)） 
(K) 1979 年輸出管理法第 11 条(c)項（50 U.S.C. App. 2410(c)） 

(2) 商品の輸入または輸出に関する禁止または条件に起因した民事罰の回復 
(3) 合衆国の法律または財務長官が求める商品の輸入に関する証文による回復 
(4) 関税の復活 
(5) 1930 年関税法第 510 条（19 U.S.C. 1510）に基づく召喚状の執行 
 
(b) 以下のいずれかの規定に基づき、麻薬またはその他の規制対象物質の押収を除くあ

らゆる押収は、合衆国国際通商裁判所の管轄に専属するものとする。 
(1) 1930 年関税法のいずれかの規定  
(2) 対敵通商法（50 U.S.C. App. 1 以下） 
(3) 1917 年 6 月 15 日法第 6 編第 1 条（22 U.S.C. 401、40 Stat. 233） 
(4) 商品の輸入または輸出に関するいかなる禁止または条件を定めるいずれかの規定 
 
(c) 合衆国が起こす民事訴訟のうち、州法の規定またはその適用がそのような訴訟を起

こす根拠となる国際協定に反するため無効と宣言することを目的としてものについては、

合衆国国際通商裁判所の管轄に専属するものとする。 
 
 
 
                                                  
258 Intelligence Authorization Act 
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4.  結語 
 

後に、この重要な法案について AAEI の提言を検討していただくことに感謝する。米

国の国家安全保障の強化と我が国の国家安全保障に資する米国企業の競争力強化を目的

としてこの輸出管理改革の取り組みにおいて、必要なリーダーシップを発揮するため、

貴委員会が継続的に努力されてきたことを高く評価する。AAEI は貴委員会に協力し、

この努力を積極的に支えていく決意を示せるように願っている。 
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9.1.1.2 下院外交委員会に宛てた輸出管理レビューに関する提言(別紙) 
 
下院外交委員会に宛てた輸出管理レビューに関する米国輸出入業者協会の提言(別紙)259 
 
2010 年 1 月 8 日 
 
過失、重大な過失、詐欺に対する罰則 
 
(a) 禁止 
 

(1) 一般規定 
本法律の各規定ならびに本法律に基づいて交付される規則、命令または許可を遵守

するにあたっては、十分に注意を払うものとする。何人も過失、故意の過失または

詐欺により以下の行為をすることはできない。 
(A) 規則に違反して、または法律が求める許可を取得せず、または該当する輸

出権限付与の条件を遵守することなく、商品、技術またはソフトウェアを合衆

国から輸出すること、またはそのような輸出を試みること。 
(B) 共謀して細目(A)を違反するよう他の者を教唆すること 

 
(2) 例外規定  

重大な瑕疵または事実の誤認は、過失行為を構成するものでない限り、上記(1)号
に違反したことにならない。 

 
(b) 手順 
 

(1) 警告 
(A) 一般規定  
商務長官は、本条(a)項の違反事実があったと判断する妥当な理由があり、さら

なる行政手続きが必要と判断した場合、該当する者に対して、罰金刑の告訴状

（Charging Letter）を交付する意思があることを書面で通知するものとする。

その書面は以下の条件を満たすものとする。 
(i) 該当商品の内容を明らかにすること 
(ii) 問題となる輸出、輸出未遂、輸出の幇助共謀の詳細を提示すること 
(iii) 違反したとされるすべての法令を、その商品が許可またはその他の輸出

制限を必要とする根拠も含めて明らかにすること 
(iv) 犯したとされる違反を証明するすべての重要な事実を開示すること 
(v) 犯したとされる違反の原因が過失、重大な過失、詐欺のどれに該当する

                                                  
259 AAEI, Attachment to the Recommendations of the American Association of Exporters and 
Importers to the House Foreign Affairs Committee on the Export Control Review 
<http://www.aaei.org/LinkClick.aspx?fileticket=qXPn3biTz5c%3d&tabid=36> 
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かを示すこと 
(vi) あらゆる状況を考慮し、罰金の額を提示すること 
(vii) 罰金の請求額が不適切な理由について、口頭または書面により異議申し

立てを行なう妥当な機会を与えられることを当人に通知すること 
(B) 例外規定 
以下の場合は、上の細目は適用しないものとする。 

(i) 本条(a)項の違反が関係する輸出が、商務長官が所管する規則、命令また

は許可の対象外のとき 
(ii) (2)号に基づいて請求される罰金の額が 1,000 ドル以下の場合 

 
(2) 民事罰の告訴状 
(1)号に基づいて交付した警告について当人が異議申し立てを行なった場合、異議

申し立てを受けてから 30 日以降において、商務長官は警告にあるとおり、本条(a)
項の違反事実があったかどうかを判断するものとする。商務長官は、違反事実はな

かったと判断した場合、当該の警告を撤回する文書を速やかに交付し、その中で警

告を送付した当人に対してその判断の根拠を明らかにするものとする。商務長官は、

違反事実があったと判断した場合、罰則、輸出特権の一時停止または取り消しの処

分を含めた告訴状を当人に交付する。告訴状では、(1)号(A)の(i)から(v)までの内容

に変更があればすべて明らかにするものとする。当人には、罰金刑や輸出特権の一

時停止または取り消しの免除または軽減を求める異議申し立てを口頭または書面

により異議申し立てを行なう妥当な機会を与えるものとする。本条に基づく法的手

続きが完了する際、商務長官は当人に対して、 終的な判断、事実認定、判断の根

拠となった法律判定を明らかにした文書を交付するものとする。 
 
(c) 高罰則 
 

(1) 詐欺 
本条(a)項を詐欺的に違反した者は、25 万ドル以下の民事罰に処する。 

 
(2) 重大な過失 
本条(a)項を意図的な過失で違反した者は、12 万 5,000 ドル以下の民事罰に処する。 
(3) 過失 
本条(a)項を過失で違反した者は、5 万ドル以下の民事罰に処する。 

 
(4) 自主的情報開示 
当人が本条(a)項違反の状況を開示し、その違反事実の正式な捜査が始まる前か、捜

査の着手を知らずにその開示が対象とする積荷を特定する文書を提出した場合、そ

の違反について、本条(c)項に基づいて課する罰金刑は、詐欺による違反の場合は 5
万ドル以下、過失または重大な過失による違反の場合は 1 万ドル以下とする。 
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正式な捜査の着手を知らなかったと主張する者は、それを立証する責任を負う。本

条において、違反事実の正式な捜査は、情報開示者および開示された情報に関して、

事実と状況が発覚した日または、商務長官が本条(a)項違反の可能性があると信じる

根拠となった情報を受理した日として商務長官が書面により記録した日に開始され

たと見なす。商務長官は、当人が正式な捜査の着手を知らなかった主張する根拠と

なる事実を反証するため、正式な捜査の着手を示す証拠書類を作成するものとする。 
 
(d) 国際貿易裁判所の手続き 
本法律の他の規定に妨げられることなく、国際貿易裁判所改善法260（___ P.L. ____、28 
U.S.C. § 1581）第 301 条に基づき、合衆国が罰金刑の回復、本条に基づいて請求された

輸出特権の一時停止または取り消しを求めて国際通商裁判所において起こした法的手続

きにおいて、 
(1) 罰金の金額、輸出特権剥奪の根拠を含むあらゆる問題は、あらためて初めから

審理するものとする。 
(2) 詐欺として罰金刑を課する場合、犯したとされる違反を明確かつ説得力ある証

拠で立証する責任は合衆国が負うものとする。 
(3) 故意の過失として罰金刑を課す場合、犯したとされる違反のあらゆる要素を立

証する責任は合衆国が負うものとする。 
(4) 過失として罰金刑を課す場合、違反を構成する行為または不作為を立証する責

任は合衆国が負うものとし、他方、過失の結果としてその行為や不作為は生じなか

ったことを立証する責任は違反を犯したとされる者が負うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
260 Court of International Trade Improvement Act 



 301

9.1.2 国家安全保障及び競争力のための企業連合（CSC） 

 
9.1.2.1  CSC から大統領への手紙 

 
国家安全保障及び競争力のための企業連合（CSC）から大統領への手紙261 

 
2010 年 1 月 11 日 
 
拝啓 
 
大統領殿 
 
国家安全保障及び競争力のための企業連合（CSC）は、米国輸出管理制度の徹底的なレ

ビューを実施するという大統領の決定を高く評価いたし、私どもでまとめた提言を同封

させていただきましたので、省庁間タスクフォースが取り組みを進める中、ご検討いた

だければと存じます。 
 

この提言は、当 CSC が 2009 年 10 月に貴政権に提出しました基本的な考え方に次ぐも

のです。基本的な考え方と合わせてご検討いただければ、機微技術の保護、我が国の国

家安全保障の確保、技術革新の推進、経済成長の促進につながる 21 世紀の輸出管理レ

ジームを確立することが可能となります。 
 

広く米国産業界を代表する高度技術企業の諸団体からなる CSC は、米国輸出管理レジ

ームの改善を図ることを目的に 2007 年に設立された連合組織です。現行の体制を変革

し、我が国安全保障上のニーズとグローバルな技術環境の現実に合致させるとともに、

現実の問題として、その運用上の予測可能で、透明性、効率性の向上を図ることが不可

欠である、というのが私どもとの立場です。 
 

レビューが進められる中、私どもは貴政権に協力させていただければと考えており、こ

の重要な問題に関する当連合の考え方をお伝えさせていただいたことに感謝しておりま

す。 
 

敬具 
 

安全保障と競争力に関する企業連合（CSC） 
 

同封：21 世紀の技術管理レジームに向けた提言 
                                                  
261 CSC, CSC Letter to the President  < 
http://www.securityandcompetitiveness.org/resources/show/2254.html> または< 
http://www.securityandcompetitiveness.org/files/100111-letter-to-president.pdf> からダウンロー

ド可能 
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9.1.2.2  21 世紀の技術管理レジームに向けた提言 
 

21 世紀の技術管理レジームに向けた提言* 262 
 
はじめに 
 
米国の輸出管理制度は、ここ 20 年あまり大幅な改正を見ていない。その結果、我が国

の国家安全保障をもはや十分に確保できず、加速度を増す技術的変化に追随できず、グ

ローバルな市場において米国の競争力維持に必要な効率性や透明性に欠く制度になって

しまった。 
 
現政権が進めている輸出管理レビューは、まもなく提出される法案と合わせて、我が国

の安全保障の強化、産業界が規則の遵守と競争力の維持に必要な曖昧さの排除と指針の

提示という目標を達成する契機となる。 
 
国家安全保障及び競争力のための企業連合（CSC）としては、上記の目標を短期的に達

成するためには、以下の５つのテーマを中心にした改革を構築することが 適であると

の立場である。 
 
1) 省庁間の管轄分担を明確化  デュアルユース品目・軍事品は、様々な省庁が様々な基

準に基づいて適切に管理されている。しかし、省庁間の対立とそれに伴う行政および産

業界の混乱は克服しなければならない。権限・責任の範囲を明確にするためにできるこ

とは多い。 
 
2) 規制リストを改訂・縮小  技術の急速な変化に対応できないことは、もはや技術的な

先端性はなく、世界各地で広く入手できる多くの品目が、不適切なレベルの規制を受け

ることを意味する。それ以外にも、機微性は低いが商品価値は高い技術で米国しか調達

できないものが輸出管理制度に阻まれ、米国企業の競争力を削ぎ、その市場シェアを不

必要に阻害することになっている。 
 
3) エンドユーザー中心の制度への完全移行  許可可否の決定は個別エンドユーザーの

受容性に依拠する比重が高まってきたのが、ここ 15 年の傾向である。エンドユーザー

の信用証明を確認し、エンドユーザーによる輸出後の用途を監視するための手続きはす

でに整備されている。信用できるエンドユーザーおよび輸出者については、より効率的

な手続きを開発し、エンドユーザー中心の制度へ完全移行する時期に来ている。 
 
4) 同盟国との連携強化  安全保障が 大限保証されるのは、国同士が共通の目標に向か

                                                  
262 CSC, 2010 CSC Recommendations to Create a 21st Century Technology Control System, 
<http://www.securityandcompetitiveness.org/proposals/show/2253.html> または 
<http://www.securityandcompetitiveness.org/files/control-regime-rec.pdf>からダウンロード可能。 
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って連携し、輸出管理に関する共通の定義と手続きを用いる時である。この目的達成の

ために多国間の協定はすでに存在するが、米国はこれまで十分な注意を払ってこなかっ

た。 
 
5) 財界との連携強化  特に、中小企業については、申請手続きやしっかりとしたコンプ

ライアンス･プログラムの開発について支援が必要である。中小企業は支援がないことや

線引きが不明確であることから、輸出に消極的であり、過度のリスクや責任を負うこと

になる。すべての輸出者は、それぞれの客先から、米国の執行当局や諜報当局にとって

重要かもしれない情報を定期的に受けている。我が国の制度が敵対的な性格を有するこ

とから、そうした情報の共有化が困難となっているのが現状である。 
 
次に示す個別の提言は、上記のテーマについて詳しく述べたものである。二つの管理（国

の安全保障の強化、産業界が規則の遵守と競争力の維持）の両方に当てはまるものあれ

ば、いずれか片方に当てはまるものもある。 
 
* 本文書に掲載した提言は、現行の法的承認の枠内で近代的な輸出管理制度を整備する

ための短中期的改革である。 
 
提言１ 品目管轄プロセスにおける責任分担の明確化 
 
国家安全保障会議（NSC）は 2008 年、国務省、国防総省、商務省に対し、品目管轄（CJ）
プロセスの省庁間連携を強化するとともに、その推進計画を提出するよう指示した。

2009 年の半ばには新しい指針が合意され、NSC が上記の各省に示されていたが、品目

管轄プロセスは、特定の製造物、サービス、技術について、管轄権の主張や精緻な該非

判定をめぐっていまだに省庁間対立が続いている。これでは、慢性的な遅滞、混乱、機

会損失という結果が続くことになる。CSC は政府に対して以下の措置を取ることを提言

する。 
 
1) 管轄権をめぐる省庁間の対立については、NSC が 終的な仲介者であるとの位置づ

けを確立すること。 
 
2) 省庁間の連携における透明性の向上、新技術に関するノウハウの強化、技術専門家の

併置の検討。 
 
3) 防衛物資・サービスの指定・決定に関する ITAR§120.3 基準が品目管轄の第一義的な

政策指針であることの確認。 
 
4) 軍事および諜報上の機微性、転用リスク、民生品および防衛品の生産ラインへの影響

など、個別の基準を品目管轄未決の USML 品目を引き続き商務省規制対象品目として

扱う根拠として位置づけること。 
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5) 個別の ITAR 基準を満たしていないなど、個別の軍事または諜報の能力につき管理を

必要としない品目については、2010年 7月 1日までに USMLから規制品目リスト（CCL）
に移行させること。 
 
6) 品目管轄を申請する者に対しては、USML 管理を維持する国家安全保障上や外交政

策上の理由を説明した詳しい回答を行なうこと。これには、重要な軍事機能の説明、市

販されていないことの認定、USML 分類番号を含める。 
 
7) 品目管轄の結果をまとめたマスターリスト（専有情報への言及を削除したもの）をあ

らゆる関係者が閲覧できるウェブサイトを設立し、品目管轄に関する決定が個別の品目

管轄申請者にしかわからない現状を改善すること。 
 
8) ワッセナー・アレンジメントをはじめとする国際レジームの参加者と連携し、技術の

該非判定や管理に対するアプローチの調和化を図ること。 
 
9) 商業衛星の構成要素や技術の許可権限を決定する行政府の権限を復活させる法案を

採択するよう、議会に要請すること。同法案が成立したら、妥当な品目を洗い出し、

USML から CCL に移行させるよう迅速な措置を取ること。 
 
提言 2 実効的なコンプライアンスと執行の推進 
 
輸出管理規則の遵守は制度全体の基本である。米国の各企業は広範なコンプライアンス･

プログラムを整備して品目や技術の国益に反する輸出の阻止を図るとともに、引き続き

政府と連携して各自のプログラムを 高水準のものにしてきた。 
 
CSC は政府に対して以下の措置を取ることを提言する。 
 
1) 企業に対する国内外のアウトリートを強化すること。 
 
2) 次の方法により、自主開示（VSD）プロセスを改善すること。 
 
a) 自主開示を処理する人員の補強 
b) 自主開示事案の解決と終結について妥当な時間軸の設定 
c) 自主開示事案の罰則発令について具体的な基準の設定 
d) 自主開示事案の開示における裁量の考慮 
 
3) デュアルユース品目については、EAR 第 766 章付則 1「行政執行事案の調停におけ

る告発および罰則の決定に関する指針」を用いた行政処分決定に関する正規の交渉手順

を確立するとともに、ITAR 品目については同等の指針を策定・公表すること。 
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提言 3 中小企業を中心とした米国産業界へのアウトリーチと諸資源の改善 
 
現在の輸出管理制度は中小企業にとって過度に不利益なものとなっている。大企業のよ

うにコンプライアンス担当者を置くような余裕はない上、ワシントンに事務所がない中

小企業がほとんどなので、許可付与権限を有する省庁と直接的なパイプを持たないこと

がほとんどである。許可を得るのに長い時間がかかる上、プロセスが透明性のため、特

に中小企業の国際市場における競争力を阻害する結果となっている。 
 
すべての輸出者、特に、商務省の中小企業の定義に当てはまる企業について、同省産業

安全保障局（BIS）、財務省海外資産管理局（OFAC）、国務省防衛取引管理局（DDTC）

は次のことを実施すべきである。 
 
1) 中小企業を中心した産業界の視点から BIS および DDTC のアクセス性、迅速な対応

力、利便性を高める方法について 60 日以内に提言をまとめるため、省庁間タスクフォ

ースを設立すること。 
 
2) 中小の輸出関連企業の諸問題を専門に担当するアドバイザーないし許可担当官を配

置すること。 
 
提言 4 同盟国・パートナー国との多国間協力の推進 
 
国家安全保障を確保するためには、共通の戦略的目標、方針および取り組みの協働的な

策定・推進を可能にする実効的な多国間協力が必要である。多国間協力は、米国の輸出

者に公平な競合の舞台を提供するとともに、輸出管理の連携強化や調和化を通じて米国

および世界をより安全なものにする。多国間協力は、管理リストに関する合意にとどま

らず、許否裁量権の適切な行使における協力の拡大も含むものでなければならない。

CSC は政府に対して以下の措置を取ることを提言する。 
 
1) 多国間レジームに対し、規制措置の執行について信頼できる国まで参加資格範囲を広

げるように要請すること。 
 
2) 参加していない国を含めた諸国に対し、多国間レジームが提唱する規制措置を制定す

るよう働きかけること。 
 
3) すべての多国間規制グループに参加することはできないが、コンプライアンスの確か

な実績を有する国については、CCL に新たなカントリーグループを創設すること。 
 
4) 兵器ペイロードの運搬する設計にはなっていない無人航空システム（UAS）のミサ

イル技術管理レジームにおける取扱いなど、 新鋭技術の適切な取扱いに関する多国間

交渉に参加すること。 
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デュアルユース品目輸出管理の提言 
 
提言 5 許可制度の改善と透明性の向上 
 
米国が国家安全保障の確保、科学技術における主導的立場の維持、パートナー国および

同盟国との相互運用性の促進、国際競争力の維持を実現するのであれば、許可手順やそ

の根底にある方針の変更が不可欠である。透明性と情報アクセスの向上は行政と産業界

双方にとって利益となる。CSC は政府に対して以下の措置を取ることを提言する。 
 
1) 国家安全保障を阻害することなく産業界の負担が 小限となるよう、きめ細かな行政

の要件となるような方法で、企業内移転（ICT）に関する提案を承認・実施すること。 
 
2) 特に多国間レジームの参加国を対象に、現行の許可例外を拡大して、対象品目を増や

し、国家安全保障（NS）以外の規制理由も含めること。たとえば次のようなことが考え

られる。 
 
a) 許可例外 GBS（カントリーグループ B への出荷）を拡大し、規制理由が国家安全保

障および独自規制（犯罪防止規制、地域安定規制等）の規制品目分類番号（ECCN）を

増やすこと。 
 
b) 許可例外 APR（再輸出の許可例外）を拡大し、国家安全保障を規制理由とする ECCN、

ならびに APR の対象となる仕向国が関連レジームの参加国でもある場合はそれ以外を

規制理由とする ECCN を増やすこと。 
 
3) コンプライアンスの確かな実績を有する信頼できる国については、次の方法により許

可プロセスを迅速化（Fast Track 化）するという商務省の提案を実施すること。 
 
a) 見本を顧客に送付するために申請する際の待ち時間の短縮 
b) 輸出者が以前のライセンス認証を根拠にできるようすることによる再許可の迅速化 
c) 許可の有効期限を 2 年から 5 年に延長 
 
4) 米国の外交政策および安全保障目標に合致した高い輸出管理基準を維持している主

要同盟国およびその他の国との間の輸出および再輸出についてはラインセンス・フリ

ー・ゾーン（License Free Zone）を設けるという商務省の提案を実施すること。 
 
5) 簡略化ネットワーク申請手続き（SNAP-R）のインターフェースを整備し、各企業が

それぞれの許可付与の作成と実施システムから許可申請をオンラインでできるようにす

ること。 
 
6) みなし輸出については規制対象の品目・技術の限定リストを作成し、みなし輸出の対
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象となる品目・技術については新たな一般許可規定を設けること。 
 
7) 現行技術の段階に合わせて、資料や通信サービスの受信・送信に関する例外規定を更

新すること。ダウンロード版のソフトウェアや制限なしで自由に入手できる技術等の製

品は、暗号を含むか否かにかかわらず、規制対象からは除外すべきである。 
 
8) 禁輸国については、民間航空機の飛行安全装備機器の例外規定を設けること。 
 
9) LVS（少額特例）の限度額を引き上げること。 
 
10) 適格エンドユーザー（VEU）制度による輸出の対象となる国や品目・技術を拡大す

ること。 
 
11) 許可の条件については、明確かつ具体的な言葉を用いるともに、米国の外交政策お

よび安全保障の目標に整合した方法で、許可の適用範囲への影響を抑制すべく狭く制限

すること。 
 
12) 関係省庁に対しては、具体的な許可条件を課す理由の提示ならびに同許可条件と関

係省庁の任務との関連を納得できる形で明らかにすることを求めるとともに、申請者に

対しては、許可の交付前に関係省庁のこうした主張を検討し、不服申し立てをする権利

を認めること。 
 
13) 次の方法により諮問委員会（TAC）の改善を図ること。 
a) 現行の制限が阻害要因となっている場合は、構成員を拡大すること 
b) 変更や新しい問題が議題になる場合は、公開する作業部会を増やすこと 
c) 作業部会について、ならびに関係者が TAC のメンバーにならずに参加する方法につ

いて、より詳細に公表すること 
 
14) 製品または技術に関する CCATS の提出には、相手先商標製品製造業者（OEM）が

提出元ではない場合、OEM の承認を要件とするが、提出に際し、その要件の履行が不

可能な理由を確実に明らかにできる場合はその限りではない、とする条件を課すること。

申請者が OEM でない場合、BIS は CCATS の決定を申請者と OEM に提示しなければ

ならない。 
 
15) EAR 第 772 章「用語の定義」を検討・改正し、用語のさらなる明確化を図ること（「特

別に設計した」の定義等）。 
 
提言 6 域外調達可能性の視点を強化した規制品目リストの系統的レビュー 
 
新技術のライフサイクルは半年から１年程度のものが多いが、米国の輸出規制は数十年
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前とまではいかないが、数年前に導入されたものが多い。規制対象技術の多くはもはや

機微な技術ではなくなっている一方で、機微技術が規制から除外されている。BIS では、

規制品目リスト（CCL）の系統的なレビューを開始しているが、さらに腰を据えたレビ

ューを実施すべきである。すなわち、規律があり、定期的に実施するレビュー、CCL に

継続して掲載するための文書による十分な根拠の提示がない限り、規制対象から除外す

るという仮定に立ったレビューが必要である。 
 
域外調達可能性の評価は、米国に対する脅威を絶えず再検討し、国益に も重要な技術

を見極めるダイナミックな輸出管理レジームに組み込むべきものである。域外調達可能

性の評価を実施することにより、政府は他国の能力を関する理解を深めるとともに、限

りある行政資源をより効率的に活用することができる。CSC は政府に対して以下の措置

を取ることを提言する。 
 
1) CCL 品目について、現状維持の根拠が示されない限り、所定の時期に規制の対象か

ら除外する「Sunset Rule」の制定。 
 
2) 次の方法による域外調達可能性評価の改善。 
a) 調達性調査局の復活 
b) 産業界と連携し、域外調達可能性評価に関する調査研究を実施する省庁間研究会の設

立に必要な基準、プロセス、データを整備すること 
c) 域外調達可能性を認める証拠の 低基準を明らかにすること。申請する企業・業界は、

特定の品目・技術の域外調達可能性を立証する責任を負うべきである。海外で入手でき

るという推測が成立したら、海外では入手できないことを説得力ある明確な証拠により

立証する責任は政府にある。 
d) 域外調達可能性の判断を求める要請の処理について、時間軸を設定すること 
 
3) 改善した域外調達可能性判断基準を CCL のあらゆる品目・技術に対して適用するこ

と。域外調達可能性が認められた場合、その品目はリストから除外するか、相殺する外

交政策や国家安全保障上の懸念やその他国内外の公共政策イニシアティブの必要がない

限りにおいて、許可例外の対象とすべきである。 
 
4) CCL 規制品目と国内外のその他政策イニシアティブとの整合性を確保すること。 
 
5) 海外で入手可能とされた品目を公表するシステムを整備し、同一品目・技術のレビュ

ーの重複を回避すること。 
 
6) 海外で入手可能か、国内で生産されている、あるいは世界各地で広く生産されており、

独自規制では当該品目・技術へのアクセスを効果的に制限できない場合、当該品目を規

制対象から除外すること。ただし、外交政策上の規制を実施する理由（テロ対策、非拡

散、ミサイル技術管理等）がある場合）、この限りではない。 
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提言 7 暗号 
 
暗号技術の急速な進歩と遍在性により、米国輸出規制の多くは時代遅れとなり、それを

継続することは多くの米国製造業者の競争力を削ぐことにしかならない。暗号の規制は

複雑・難解過ぎて、我が国輸出者にとって理解も遵守も困難である。ハードウェア製品

およびソフトウェア製品は、主要な機能ではないことが多いものの暗号機能が商品の一

機能として組み込まれることが急増していることから、「暗号品目」として判定し直され、

輸出管理規制対象となることが増えている。このことは、大きな混乱を招きかねない許

可・義務的な製品のレビュー、エンドユーザーへの制限、輸出後報告義務を課すことに

より、多くの製品に対する輸出規制の強化につながっている。この該非判定見直しの傾

向は、BIS における暗号許可事案の増加、処理遅滞という問題を引き起こしている。不

必要な制限・負担を生み、米国国家安全保障の柱の一つである国際競争力を阻害しない

よう、暗号関連の規則を抜本的に見直すべきである。CSC は政府に対して以下の措置を

取ることを提言する。 
 
1) 暗号技術を中核機能としていない製品については、暗号規制を撤廃すること。 
 
2) 暗号のマスマーケット品等の一般的な製品およびその構成要素については、レビュー

義務を撤廃すること。 
 
3) 暗号のマスマーケット品向け等、広く入手できる構成要素については、マスマーケッ

ト品として扱うこと。 
 
4) 輸出後報告義務の撤廃。 
 
5) 公開暗号インターフェース263関連で使用する暗号に対するものを含め、基本的に独

自規制を解除すること。 
 
6) 市販のソフトウェアのみを使用した製品に対する規制を撤廃すること。 
 
 

軍事品輸出管理向上のための提言 
 
提言 8 米国軍事品目リスト（USML）の重点化・改善 
 
「米国軍事品目リスト廃止」の議論は必ず、リスト内容の規定し、技術「攻略」の基礎

となる戦略的要素の問題から取り組まなければならない。米国政府は、防衛品目とは何

かを明らかにし、適格な品目を特定し、USML に何を掲載するのか、しないのかを徐々

に調整するダイナミックなプロセスを採用することから始めなければならない。 
                                                  
263 Open Cryptgraphic Interface 
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1) 防衛物資/サービス/ 終品目の客観的な定義づけ。多国間で軍事品として規制対象と

なっているか、米国の中核的軍事能力に寄与する品目のみを USML 規制対象とする方

針を反映して、中核的な軍事機能の問題および一般市場および海外で入手できるか否か

を決定の根拠とすべきである。そのため、貿易関係者全体との適切な協議を経て、防衛

貿易諮問グループ（DTAG）が提案している ITAR の§120.3 および§120.4 の改正案お

よび ITAR 用語の明確化案を確認・採択する。 
 
2) USML のカタゴリー構造を改善して具体性を強化する。サブ・カタゴリーでは、一般

的な用語で明確に示されている場合でも、何が規制対象なのか、「派生的な」規制に言及

するのではなく、明確に指し示すべきである。 
 
3) 国防総省の産業諮問機関を公式な機関とし、防衛ハードウェア・技術の世界的動向、

域外調達可能性、マーケティング、および関連の USML 修正提言について 新情報を

提供する。この 新情報は、新規品目の追加、規制対象品目の技術パラメーターの更新、

ならびに USML の定期的レビューに関する決定において考慮し、軍事上または諜報上

特に重要ではない品目や商務省で十分管理できるデュアルユース品目を適切に対象外と

する決定を行なうべきである。 
 
提言 9 輸出許可事案管理の改善 
 
国務省および国防総省は、許可処理時間について改善が見られるが、レビューの効率化

と輸出許可申請認定のための新しい戦略を欠く中、処理件数の増加が制度に対する負荷

を増大させている。特に、米国は許可プロセスの合理化による主要な防衛計画に関する

国際協力の促進、「See Through Rule」の改革、現行の免除規定の使用、議会通告プロ

セスの更新、国務省における近代化促進イニシアティブに対する十分な資金の割り当て

を図らなければならない。CSC は政府に対して以下の措置を取ることを提言する。 
 
1) 許可プロセスの合理化による主要な防衛計画に関する国際協力の促進。 
米国政府にとって重要な防衛・国家安全保障計画について協力している同盟国・パート

ナー国との間で技術の共有化を図る実際的な枠組みを整備する。このような枠組みを整

備すれば、以下の方法により、上記の防衛・国家安全保障計画に対する許可要件を大幅

に減らすことができるはずである。 
 
a) 計画で使用する技術、システム、構成要素、素材・原料の個別分類について保護要件

を規定・調整すること 
b) 同盟国・パートナー国の企業について事前資格審査を行ない、規制対象の防衛物資と

関連技術データの受理・共有を許可すること 
c) 事前資格審に合格した企業の人材のうち、二重国籍および第三国国籍を有する者を対

象とした適格審査を整備すること 
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d) すべての参加者の間で ITAR 遵守の責任を分担し、様々な米国産業界関係者が同一の

許可の下で同じ外国関係者と同様の（輸出管理の）規制内で参加することで、申請者か

らの申請の重複を回避すること 
 
2) 「See Through Rule」に基づき、USML 品目が他の品目に組み込まれた場合、その

USML 品目の機微性が低い、あるいは組み込まれている 終品目が大きい品目であって

も、その輸出および再輸出に ITAR を例外なく適用する、と解釈されている。この規定

により、民生品および軍事品の供給網に支障をきたすことが多くなっているが、それに

見合う国家安全保障上の利益は全くない。政府は、ITAR の管理規制対象ではあるが他

の品目に組み込まれた後の輸出・再輸出が政策課題とならない品目については、新しい

管理規制の体制を整備すべきである。 
 
3) ITAR 免除規定の一層の使用を促進する。ITAR の免除規定は適切な記録保持・通知

措置と組み合わせた場合、許可提出の代わりに使用することができる。残念ながら、こ

れらの規定の多くは、その規制の文言・構造や関係省庁の保守的な実施により、効果的

な使用には至っておらず、適切な明確が必要である。明確な可能な規定の例を以下に示

す。 
 
a) 126.4(c)(3)－輸出が米国政府に寄与する場合、許可は必要としない。「企業は適切な

輸出許可または積荷証券が遅滞なく取得できなかったことを証明しなければならない」

とあるが、企業としては、事実上不可能なのでこの免除規定を放棄することになる。 
b) 123.16(b)(2)－500 ドル未満の品目に適用される免除規定は、該当する構成要素（部

品）が少ないため、あまり使用されていない。大半の構成要素（部品）にとって、基準

は 1 万ドルが適切である。 
c) 123.4(a)(1)－以前の輸出許可を受けた品目の交換・修理に適用される免除規定。交

換・修理部品が輸入書類に正しき記載されずに米国に戻ってきた場合、米国企業は自主

的情報開示を提出し、当該品目の再輸出許可申請をすることになる。 
 
4) 議会通告プロセスの更新 
国務省と議会は、議会通告を必要とする対外有償軍事援助（FMS）や直接商業売却（DCS）
に関する許可と協定のレビュー手順の改善版を閉会中通告の手順書も含めて策定すべき

である。 
 
5) 国務省の輸出管理機能の財源は、高い登録料と標準的な予算配分の差額で賄うべきで

ある。国務省は高い登録料の徴収を続けるのであれば、次の措置を取るべきである。 
 
a) 防衛取引管理局（DDTC）の業務運営の近代化に用途を限定し、財源の使い方につい

て毎年報告すること 
b) 支払いのための電子資金振り替えと電子登録確認証発行を含む自動電子登録システ

ムを開発すること 
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c) 電子許可システムの今後の更新において政策の調整・レビューその他品質管理ツール

を活用し、許可の指針と条件の適用の統一化を推進し、透明性の向上を図ること 
 
提言 10 輸出管理における国防総省の取得・技術・兵站（AT&L）機能の確保 
 
国防総省の輸出管理方針策定・実施への参画において、中心的となるべき部署が技術安

全保障局（DTSA）である。取得・技術・兵站（AT&L）担当次官室は、輸出管理プロ

セスの一部、特に技術移転に関する対外開示プロセスに参画している。国防総省に対し

ては、対外開示（Foregin Release）プロセスだけでなく、DTSA の意思決定においては

防衛産業基盤内の重要な能力・技能の健全性評価を含めた AT&L の評価を参考にするよ

う、要請するものである。 
 
提言 11 国防総省の開示決定について、透明で規律のあるプロセスを整備すること 
 
国防総省の各委員会では、機密扱いまたは機微に触れる米国発防衛物資・サービスの開

示を求める初期申請をレビューする。このレビューは、輸出許可申請の提出前にも実施

されているが、予測性、効率性、透明性を高めて輸出許可の近代化を図らなければなら

ない。CSC は政府に対して以下の措置を取ることを提言する。 
 
1) 米国企業と競合する外国企業は、海外から注文を受けるには十分な

．．．．．
製品を製造する能

力を有しているため、安全保障および経済のパートナーシップにおける米国の機会を阻

害していることを認識すること。 
 
2) 冗長の排除と効率性の向上を視野に、国防総省の各レビュー委員会の任務、プロセス、

資源要件、時間軸を検討すること。 
 
3) 委員会によるレビューは、一つのレビューの終了を待って次のレビューを開始するの

ではなく、同時進行的に実施するとともに、包括的でバランスの取れた政策的・技術的

なインプットを考慮すること。 
 
4) 導入、検討（必要に応じ専門の「ブルーチーム（Blue Teams）」の投入も含む）、拡

大、終了の各手順について厳格な方針・時間軸で望むこと。 
 
5) 長官レベルの様々なアウトプットの調整手続きのほか、国防総省・産業界の申立人に

対しては期間を区切った結果報告・懸念申し立ての手続きを整備すること。 
 
6) 先例となる対外開示事項に関する長官または副長官の決定に先立って委員会が次官

や各省レベルで行なう勧告の適時性と質について、適切な監視と説明責任を確実な履行。 
 
7) 産業界と連携して継続した諮問プロセスを整備し、米国の輸出に関する適切な国防副
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長官の技術的な閾値を策定すること。 
 
8) 各委員会のレビューが終了次第、関連の契約企業に通知すること。 
 
9) 計画のインパクトの把握、直接商業売却（DCS）および DCS と対外有償軍事援助

（FMS）の複合事案の支援、米国の発明でない技術開示事案の資金援助、技術安全保障

局（DTSA）による輸出許可評価における整合性の確保を通じて、検討において国防調

達と国防産業基盤を配慮すること。 
 
10) 政策決定後 90 日以内に、対外開示方針の先例となる個別レビューの結果を含めた

国防総省通達を出すこと。 
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9.2 米国違反事例 2009 年 1 月－2010 年 1 月 

 
9.2.1 輸出管理関連一般 

 
2009/01/12 【中国系米企業社長、半導体チップの違法輸出で告発される】  

中国系米企業社長が１月 12 日、 新の通信・レーダー装置に使用される

可能性のある半導体チップを中国に違法輸出した罪で告発された。告発さ

れたのは、Cheerway Inc.社の William Chai-Wai Tsu 社長で、米カリフォ

ルニア州のサンノゼの会社から少なくとも 200個の半導体チップを購入し、

中国に違法輸出したとされている。罪が確定すれば、同被告には懲役 20
年が科せられるという。(Fudzilla) (MISC 2009/01/15) 

2009/01/20 【米企業社長、中国への電子部品違法輸出で逮捕】   
米企業社長２人が 1 月 20 日、中国への電子部品違法輸出で逮捕された。

逮捕されたのは J.J. Electronics 社の M・M・Zhang 社長と Sereton 
Technology 社の P・C・Gamboa 社長。両者は偽の電子部品を違法に購入

した罪にも問われている。違法輸出された品目の中には、米軍の戦車にも

搭載される Vetronix Research 社製部品も含まれていたという。(Imperial 
Valley News) (MISC 2009/01/22) 

2009/01/26 【イラン系米国人、F-14 等の部品をイランへ違法輸出】   
イラン系米企業社長が 1 月 26 日、F-14 戦闘機や他の軍用機の部品をイラ

ンへ違法輸出したことを認めた。容疑を認めたのは、 Kesh Air 
International 社の Hassan Saied Keshari 社長。判決は 4 月 8 日に言い

渡される予定で、同社長には 大で懲役５年と罰金 25 万ドルが、Kesh Air 
International 社には罰金 50 万ドルが科せられるという。  (REUT 
2009/01/26) 

2009/01/28 【イラン系米企業、軍用・商用航空機部品のイランへの違法輸出容疑に関

する起訴事実を認める】  
米商務省や米移民関税執行局、米国防総省等は 1 月 29 日、「軍用・商用の

航空機部品をイランへ不法に輸出した容疑に対し、Hassan Saied Keshar
被告及び被告が代表を務める Kesh Air International 社が、起訴事実を認

めた」と発表した。起訴内容によると、被告は禁輸先となるイランへ該当

の米国産品目を輸出しようとしたことや、国際緊急事態経済権限法、米武

器輸出管理法に違反した事実があるという。 (ICE 2009/01/28) 
2009/2/2  【米国、中国・北朝鮮・イラン企業を違法輸出で制裁へ】   

米オバマ政権は、武器輸出規制に違反したとして中国企業４社、北朝鮮企

業３社、イラン企業２社に対して制裁を科している。これら企業は、ミサ

イル技術等を違法に輸出したという。なお、企業名、違法行為の内容につ

いては不明である。 (ASP 2009/2/2) 
2009/2/3  【米国、中・朝・イランの違法輸出企業を制裁】  

米国は、武器輸出規制に違反してミサイルや武器装備品を違法輸出した中
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国、北朝鮮、イランの企業に制裁を科すと発表した。制裁対象企業は、

Bellamax、Dalian Sunny Industries（以上、中国）、Shahid Bakeri 
Industrial Group、Shahid Hemmat Industrial Group（以上、イラン）、

そして Mokong Trading Corp、Korea Mining and Development Corp.、
Sino-Ki（以上、北朝鮮）である。 (GSN 2009/2/3) 

2009/2/6   【独企業とドイツ人、遠心分離機用機器をイランへ違法輸出】   
米移民税関執行局（ICE）は２月６日、遠心分離機用のポンプをイランに

違法輸出したとして、ドイツ人の Hans Werner Schneider 容疑者と 
Christof Schneider 容疑者および独 Schneider GMBH を告発したことを

明らかにした。同容疑者らは、遠心分離機の硫酸ポンプ等に用いられるポ

ンプ用部品 26 点（20 万ドル相当以上）を米国からドイツに輸出した後、

Schneider GMBH を使ってイランに再輸出したという。 (ICE 2009/2/6) 
2009/2/18 【中国系米国人女性、UAV の部品を中国に密輸】 

中国系米国人女性が、無人飛行機（UAV）の部品を中国に密輸したとして

逮捕・告発された。米コロンビア地区連邦地方裁判所によると、この女性

は中国の航空大学を卒業している Yaming Nina Qi Hanson 容疑者（51 歳）

で、これまでに UAV50 機分を中国西安の Yu Fang という人物と契約を結

び中国に輸出したという。容疑者の夫は、妻と中国諜報機関との関わりを

否定したものの、Fang という人物が中国の複数の軍高官とつながりがあ

ることを認めた。(The Blog of Legal Times) (MISC 2009/2/18) 
2009/2/23 【赤外線カメラを中国に違法輸出しようとした中国人に有罪判決】 

米連邦大陪審は２月 23 日、中国に赤外線カメラを違法輸出しようとした

中国人に有罪判決を下した。有罪判決を受けた Zhi Yong Guo 被告と共犯

者の Tah Wei Chao 被告は 2008 年にロサンゼルス空港で赤外線カメラ 10
台を中国行きの飛行機に持ち込もうとしたところを逮捕されていた。Guo
被告は 大で懲役 40 年の刑が科せられるという。なお、Chao 被告は 2008
年夏に容疑を認めている。(Mercury News) (MISC 2009/2/24) 

2009/3/6  【米連邦判事、暗視装置をイランに違法輸出しようとしたイラン人女性に実

刑判決】  
米フロリダ州フォートローダーデールの連邦判事は 3 月 6 日、イランへ米

製暗視装置を違法輸出しようとした罪で起訴されたいた Sharhazad Mir 
Gholikhan 被告(31)に対し、5 年 3 か月の実刑判決を下した。罪状によれ

ば同被告は、前夫とともに 3,500 セット以上もの軍用暗視装置をイランに

輸出するため違法に入手したとされており、2008 年 4 月に一部の罪を認

めていた。 (MISC 2009/3/6) 
2009/3/13 【シンガポール企業責任者、イランへの無許可輸出認める】  

シンガポールの Monarch Aviation 社の Director であった Laura 
Wang-Woodford 容疑者は 3 月 13 日、米国の民生用と軍事用の航空部品を

20 年以上にわたりイランなどに無許可輸出を行っていたことをブルック

リン米国連邦裁判所で認めた。米国製航空部品は、1998 年 1 月から 2007
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年 12 月の間に米国からシンガポールやマレーシアに輸出され、更にイラ

ンへ無許可で再輸出されていたとのことである。同容疑者は、2007 年 12
月 23 日に香港から米国に入国する際に逮捕されたが、同様に告訴されて

いる容疑者の夫で英国籍保有の Brian D. Woodford 容疑者は、現在逃亡中

であるという（news.prnewswire.com）。 (PRN 2009/3/13) 
2009/3/17 【中国等への炭素繊維違法輸出事件で、被告人が容疑を認める】  

米連邦裁判所は、シンガポール人の Jian Wei Ding(50)が 2007 年 3 月 23
日から 2008 年 4 月 6 日にかけて、シンガポール、香港、中国へ、高弾性

炭素繊維を輸出許可を申請せずに違法に輸出していた容疑を認めたと発表

した。本犯行では、米国人の Ping Cheng（46）とシンガポール人の Kok 
Tong Lim(36)の計 3 名が起訴されており、両被告人については、既に容疑

を認めていたという。違法輸出しようとした高弾性炭素繊維は、ロケット、

人工衛星、宇宙航空機、ウラン濃縮に適用可能であったとされている。 
(MISC 2009/3/23) 

2009/3/17 【米当局、軍用ヘリ・エンジン等の違法輸出容疑でイラン人を逮捕】  
米司法省（DOJ）は３月 16 日、軍用ヘリコプター・エンジン等をイラン

に違法輸出した容疑でイラン人を逮捕したと発表した。逮捕されたのは、

Hossein Ali Khoshnevisrad 容疑者（55 歳）で、同容疑者が勤務するイラ

ン企業「Ariasa」も告発された。Khoshnevisrad 容疑者は、アイルランド

の貿易会社を通じてロールス・ロイス社製の軍用ヘリのエンジンを購入し

た他、F4E ファントム戦闘機用のパノラマカメラを購入し、イランに違法

輸出したとされている。(San Francisco Gate) (MISC 2009/3/17) 
2009/3/23 【ホンジュラス向け武器輸送の共同正犯でナポリ人の女に有罪判決】  

米連邦検察は 3 月 23 日、ホンジュラスへ高性能火器を違法輸出した共同

正犯で、ナポリ人の Jenny Mejia de Hernandez に対して有罪判決が下さ

れたと発表した。米当局は、既に起訴されている女の兄と弟についても捜

索中であり、訴状によると、同被告人は被疑者 2 人とともに 2006 年 12 月

から 2008 年 3 月までの間マイアミで、数回にわたって AR-15 アサルトラ

イフル他の高性能火器を入手、その後は法外な金額でホンジュラスに売り

渡していたという。女に対する判決は 5 月 29 日に下される予定。 (MISC 
2009/3/23) 

2009/3/25 【米 BIS、英企業とその関連企業に対する暫定的禁止命令（TDO）を継続

更新】  
米商務省産業安全保障局（BIS）は 3 月 25 日、イラン向けに米国航空機を

違法輸出したとして、EAR 英国の Balli Group PLC とその関連会社であ

るアルメニアの Blue Airways とイランの Mahan Airways に対し、暫定

的禁止命令(TDO :Temporary Denial Order)を継続更新すると発表した。3
企業については、EAR の再輸出規制に違反したとして既に TDO の 180
日間延長が課されたいた一方、今回の継続更新においては、同社等の Blue 
Sky Avitation4、Blue Sky Avitation5、Blue Sky Avitation6 が、適用外
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になるという。 (BIS 2009/3/25) 
2009/3/26 【イラクへの違法輸出事件で米国人女性に実刑判決】  

米移民関税執行局（ICE）は 3 月 26 日、通商停止中であった前政権時代の

イラクへ、移動体通信ネットワークや GPS の部品を違法輸出したとして、

ミシガン人の女、Dawn Hanna(34)に実刑判決 6 年が下されたと発表した。

被告人は、暗号特性を有する遠距離通信機器を違法に輸出した他、マネー

ロンダリング等により約 950 万ドルを受け取ったとされている。 (ICE 
2009/3/26) 

2009/4/2   【カリフォルニア在住の男、イスラエルへ軍用ジェット戦闘機部品を違法輸

出した罪で有罪を認める】 
AP 通信は４月３日、「カリフォルニア在住の男が、米政府へ虚偽の申告を

行い、違法にイスラエルへ軍用ジェット戦闘機部品を輸出したとして起訴

されていたが、２日に有罪を認めた」と報道した。同被告人 Stuart Wax
（51）は 2003 年５月に、F-4 戦闘機部品を配管用部品と偽って輸出した

疑いがあり、本判決の結果、2009 年９月 10 日にも、実刑及び罰金刑が言

い渡される見通しだという。 (ASP 2009/4/3) 
2009/4/2  【ルーマニア系米国人、イランへの違法輸出事件で罪を認める】 

米フロリダ州南部米連邦地裁は、F-14 などの軍用機等部品をイランに違法

輸出したとして、ルーマニア系米国人で元 Orion Aviation 社長の Traian 
Bujduveanu 被告が出廷、本人及び同社元社長として罪を認めたことを明

らかにした。これら部品は、2009 年１月に同様に有罪を認めた Hassan 
Keshari 被告が経営する Kesh Air International 社がイランのために購入

しドバイへ向け輸出、Bujduveanu 被告は Kesh Air International 社に同

部品を販売したことにより、共謀罪に問われていた。 (PRN 2009/4/2) 
2009/4/8  【軍事品卸業者、イランへ軍用航空機部品を輸出した事件の共同正犯で逮

捕・起訴】 
米司法省は 8 日、在米イラン人の Baktash Fattahi 被告が共謀し、アラブ

首長国連邦を経由してイランに米製軍用航空機部品を違法に輸出した容疑

で逮捕・起訴されたと発表した。米司法省は同件に関し 10 人を起訴して

いるが、今回の Baktash Fattahi 被告に対する起訴状によれば、同被告人

らはイランからの要求に応じ、米国内における軍用機部品の見積取得、ド

バイの仲介者への輸出の準備等を計画・実行、計 13 種の軍用機部品を違

法に輸出したとされている。 (BIS 2009/4/8) 
2009/4/9  【中国、輸出管理規制の正当な履行を主張】 

中国外交部の姜瑜（Jiang Yu）報道官は４月９日、米国側が起訴した「中

国の Limmt Economic and Trade社がイランと核兵器およびミサイル関連

品目を 118 回にわたって不正に輸出や不正活動に従事した件」に対しては

コメントを控える一方、「中国政府は輸出管理を厳格且つ実行的に運用して

おり、不正輸出に関与した個人や企業は、法に基づきその裁きを受ける」

と述べたという。中国の Limmt Economic and Trade 社は、複数のフロン
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ト企業を設立し、米銀行を通じ代金の支払いを受け、イラン軍と密接な

Defense Industries Organization と取引を行い、イランの核兵器及びミサ

イル開発計画に転用可能な資材等を輸出していた、とのことである。 (JP 
2009/4/9) 

2009/4/10 【中国にマイクロ波増幅技術を違法輸出した男が起訴される】 
米商務省産業安全保障局（BIS）は 4 月 10 日、中国へマイクロ波増幅器を

違法輸出したとして、Fu-Tain Lu(61)及び Fushine Technology, Inc.
（Fushine）と Everjet Science and Technology Corporation （Everjet）
が起訴されたと発表した。同被告人が米商務省の許可申請を行わず中国へ

輸出しようとしたマイクロ波増幅技術は、米国家安全保障上の観点から機

微な技術とされているという。 (BIS 2009/4/10) 
2009/4/14 【BIS、モーターボートの再輸出を停止させるため企業関係者らに TDO を

追加適用】 
米商務省産業安全保障局(BIS)は 4 月 14 日、イラン海軍向けに使用される

懸念があるパワーボート“Bradstone Challenger”の輸出を禁止するため、

企業関係者 4 人（ Ghasem Nabipour、Ahmad Sarkandi、 Shawn Hugo 
de Villiers 、Gunther Migeotte）と企業 2 社（Starry Shine International 
Limited、 Icarus Design）に暫定的禁止命令(TDO ：Temporary Denial 
Order）を追加適用したと発表した。米国製技術を多用する本ボートは、

ロケット・ランチャーや対艦ミサイルを配備する等して、イスラム革命防

衛隊に悪用される懸念が高まっているという。 (BIS 2009/4/14) 
2009/4/15 【日米、国連安保理に北朝鮮企業制裁リストを提出】 

日米は４月 15 日、北朝鮮のミサイル発射を踏まえ、制裁対象となる北朝

鮮の企業リストを国連安保理に提出した。対象となるのは同国の兵器プロ

グラムと関わりがあると見られる企業で、この企業リストは国連安保理の

制裁委員会で検討される。 (BBC 2009/4/16) 
2009/4/30 【韓国系米国人、露製ロケットブースターの違法輸出仲介で法廷に召喚】 

韓国系米国人 Juwhan Yun（68 歳）は、露製ロケットブースターの韓国へ

の違法輸出を仲介しようとした容疑で４月 30 日に法廷へ召喚される。同

容疑者は、かつてイランに致死性の神経ガスをイランに売却しようとした

罪で服役したことがある。４月上旬にフォートローダーデール・ハリウッ

ド国際空港で逮捕され、その後の調べで、同容疑者のコンピュータからレ

ーダーシステム、赤外線カメラ、レーザー誘導爆弾の部品、ミサイルラン

チャーの売買交渉を行っていたことを示す 1,700 通の E-mail が発見され

たという。(McClatchy) (MISC 2009/4/30) 
2009/5/1 【違法輸出に対する民事刑罰として、米企業に罰金 800,000 ドル】  

米商務省産業安全保障局(BIS)は５月 1 日、ヒューストンの企業「B.J. 
Services Company」が 2003 年から 2007 年にかけて生物・化学兵器の製

造に転用可能なテフロン加工のバルブやポンプ用品を様々な国に違法輸出

していた事件に対し、同社が民事罰金 800,000 ドルの支払いに合意したこ
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とを発表した。 (BIS 2009/5/1) 
2009/5/12 【米地裁、暗視照準器等を違法輸出した男に執行猶予付き罰金刑】  

米地方裁判所は５月 12 日、Rigel Optics 社の社長である Donald Wayne 
Hatch(37)が同社製ライフル用暗視照準器等の違法輸出の事実関係を認め

たとして、執行猶予 2 年と罰金 5,000 ドルの判決を命じた。Rigel Optics
社はアイオワ州に本社があり、本事件に関して 90,000 ドルの罰金が課さ

れたという。 (AP 2009/5/13) 
2009/5/13 【米裁判所、イランへの違法輸出でイラン系米国人に禁固 17 か月】  

米マイアミ地方裁判所は５月 13 日、ドバイ経由でイランに戦闘機部品等

を不正輸出したイラン系米国人 Hassan Saied Keshari 被告に禁固 17 か月

を言い渡した。Keshari 被告は、Traian Bujduveanu 被告と共に、F-14
戦闘機や AH-1 コブラ・攻撃ヘリコプターなどの部品を UAE のドバイ経

由でイランに不正輸出した容疑で告訴されていた。 (REUT 2009/5/15) 
2009/5/18 【米裁判所、中国への軍用部品違法輸出で被告に禁固５年の判決】  

軍用エレクトロニクス部品等を中国に違法輸出した米国人男性 Joseph 
Piquet 被告に禁固５年と監督付釈放２年の判決が言い渡された。Piquet
被告は、米軍の早期警戒レーダ等に利用するために設計された高出力増幅

器やデュアルユースの低騒音増幅器などを Northrop Grumman 社から購

入し、無許可で香港や中国に輸出したとされている。 (ASP 2009/5/18) 
2009/6/10 【香港在住の中国人、米製赤外線カメラの違法輸出容疑で起訴】  

香港在住の中国人が、米製赤外線カメラ 12 台を中国に違法輸出しようと

したとして米国で起訴された。起訴されたのは、“Victor Lau”として知ら

れる Hing Shing Lau 容疑者で、６月３日にカナダで逮捕された。起訴状

によると、Lau 容疑者はオハイオ州デートンにある会社に接触し、テキサ

ス州で製造された赤外線カメラを購入しようとしたという。同容疑者はカ

メラ購入代金の一部として 39,514 米ドルを香港から米国に送金したとさ

れ、２件の輸出管理法違反と４件のマネーロンダリング罪に問われている。

(Dayton Daily News) (MISC 2009/6/10) 
2009/6/30 【米財務省、北朝鮮のミサイル開発支援疑惑で２社に制裁発動】     

米財務省は６月 30 日、北朝鮮の核およびミサイル開発を支援した疑いの

ある企業２社に金融制裁を発動、両社の米国内の資産を凍結した。制裁が

発動されたのは、北朝鮮の南川江貿易(Namchongang Trading Corp)とイ

ランに拠点を置く香港エレクトロニクスの２社。南川江貿易は約 10 年間

にわたり、北朝鮮に輸出すべくアルミ管や他のウラン濃縮関連設備を購入

したと見られている。また、香港エレクトロニクスはミサイル拡散関連資

金数百万ドルを北朝鮮に送金したとされている。 (GSN 2009/7/1) 
2009/7/1  【米テネシー大元教授、UAV 関連技術の見なし輸出で４年の実刑判決】  

米ノックスビル連邦地裁は、テネシー大学の元教授 J・R・ロス被告に対

し、武器輸出管理法（AECA）違反の罪で禁固４年と２年の監視付き釈放

の実刑判決を言い渡した。ロス被告は米空軍（USAF）と無人航空機（UAV）
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に用いるプラズマ技術の開発契約を結んでいたが、2005 年から 2006 年に

かけてこの関連技術情報を中国人らに違法に開示し移転したとされている。

FBI が本事件の調査を主導し、移民・税関取締局(ICE)、空軍特別調査局、

商務省輸出執行事務所（OEE）も調査に協力した。 (DOJ 2009/7/1) 
2009/7/1  【米地裁、軍用暗視装置を違法輸出しようとした中国人に実刑判決】  

米地裁は、米製軍用暗視装置を中国に違法輸出しようとした中国人被告に

22 か月の実刑判決を下した。AP 通信が 7 月 1 日に報道したもので、判決

によると 2007 年 10 月に逮捕された中国人の徐泳（Xu Bing）被告（38
歳）は、南京に拠点を置く Everbright Science and Technology の幹部で、

輸出許可申請が却下されたにもかかわらず、米製軍用暗視装置を中国に違

法輸出しようとしたという。 (ASP 2009/7/1) 
2009/7/8  【米航空会社、軍用航空機部品の違法販売で罰金刑】  

米航空会社の Air Shunt Instruments Inc.の従業員が軍用航空機部品をタ

イやアラブ首長国連邦（UAE）に違法輸出していた事件で、米当局は 7 月

8 日に、同社が民事罰金 100,000 ドルの支払いに合意したと発表した。ま

た Air Shunt Instruments Inc.は社内コンプライアンスの見直しに 70,000
ドルを既に割り当てた他、第三者による監査体制及び職員の社内教育に

30,000 ドルを割り当てることに同意したという。 (AP 2009/7/9) 
2009/7/14 【マカオ在住の男、軍用デジタル無線通信機の違法輸出を企てたとして起訴

される】  
マカオ在住の Chi Tomg Kuok は 7 月第 2 週、輸出規制されている軍用デ

ジタル無線通信機 PRC-148 を中国に向けて違法輸出しようとした罪で米

当局により起訴された。本事件の背景には中国による米国の技術に関する

諜報活動があると見られており、被告人は 2006 年から米当局の監視・捜

査対象になっていたという。（Macau Daily Times） (MISC 2009/7/14) 
2009/7/30 【米国、対北制裁対象企業・個人の拡大へ動く】  

米国務省で北朝鮮制裁を担当するゴールドバーグ調整官は７月 30 日、北

朝鮮の核及びミサイルプログラムと関係がある企業・個人を国連が新たに

認定し、制裁リストに追加する可能性があると語った。ゴールドバーグ調

整官は、30 日に国連関係者とこの問題を協議したことを明らかにすると共

に、制裁リストへの追加については協議中であると語った。米国は 30 日

に、国連の対北制裁対象企業の子会社である Korea Hyoksin Trading 
Corporation を制裁対象企業に追加していた。 (GSN 2009/7/31) 

2009/8/5  【米地裁、中国への違法輸出で中国人３人に有罪判決】  
米カリフォルニア中央地方裁判所は、軍事転用可能な部品・製品を中国に

違法輸出したとして中国人３人に有罪判決を言い渡した。集積回路（IC）

400 個以上を違法輸出した Cheerway Trading 社副社長の William 
Chi-Wai Tsu 被告（61）に禁固 40 か月、赤外線カメラを中国に密輸しよ

うとした Tah Wei Chao 被告（53）に禁固 20 か月、赤外線カメラを中国

に密輸した Zhi Yong Guo 被告（50）に禁固５年がそれぞれ言い渡された。 
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(Computer World) (MISC 2009/8/5) 
2009/8/6  【イラン、シリア、スーダンへの違法輸出で米企業に民事罰金 944 万ドル】 

米商務省産業安全保障局（BIS）と米財務省外国資産管理局（OFAC）は、

米企業の DPWN Holdings（前身は DHL Holdings, Inc）と DHL Express, 
Inc がイラン、シリア、スーダンへ物資を違法輸出していた事件について、

同社が民事罰金約 944 万ドルを支払うことで合意したと発表した。DPWN 
Holdings グループは、罰金を支払う他、200７年 3 月から 2011 年 12 月ま

での間、イラン、シリア、スーダンへ向けた輸出に対しては、外部監査を

設けなければいけないという。 (BIS 2009/8/6) 
2009/9/2  【国際武器商、米製戦闘機部品をイランに輸出しようとしたとして、起訴さ

れる】  
Examiner 報道。在仏ベルギー人 Jacque Monsieur 被告は、米製 F-5 戦闘

機エンジン J85-21 と部品をイランに違法輸出を企てたとして、米アラバ

マ州モービル市連邦地裁で起訴された。起訴状によると、在仏イラン人

Dara Fotouhi (別名 Dara Fatouhi)被告と共謀し、武器輸出管理法及び国

際緊急事態経済権限法に違反、資金洗浄、密輸等を企てたとされている。

起訴状によると、６月に Monsieur 被告が米おとり捜査官に電子メールを

送信、カザフスタン Trast Aero Space 社にエンジンを発注し、貨物を UAE
経由でイラン向けに輸出を企て、また７月に Monsieru 被告はドバイから

米アラバマ州の銀行口座に代金を送金したとされる。同被告は８月 28 日

に訪米したところで逮捕された。 (MISC 2009/9/2) 
2009/9/2  【米、イラン武器禁輸違反を取り締まり】  

米司法省は、在仏ベルギー人 Jacques Monsieur 被告が在仏イラン人 Dara 
Fotouhi 被告と共謀、米製 F-5 戦闘機用エンジンと部品をイランに輸出し

ようとしたとして、Monsieur 被告を拘束したことを明らかにした。米捜

査官によるおとり捜査で摘発、コロンビア向けと偽り輸出する計画を立て

たとされ、武器輸出管理法と国際緊急経済権限法に違反、密輸、資金洗浄

を企てたとされている。 (ASP 2009/9/2) 
2009/9/8  【米国、北朝鮮の２機関等を新たに制裁リストに追加】  

米国務省は９月８日、北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）プログラムに関与

したとして、北朝鮮の原子力総局（GBAE）と朝鮮タングン貿易会社

（Korean Tangun Trading Corporation）を新たに制裁リストに追加した

と発表した。これにより、これらの米国の資産が凍結されると共に、これ

らの機関・企業との取引が禁止される。GBAE は、北朝鮮の核プログラム

を監督し、寧辺の原子力研究センターを管理・運営しているという。また、

朝鮮タングン貿易会社は、大量破壊兵器の研究・開発を行う北朝鮮第２自

然科学アカデミー傘下の貿易会社で、北朝鮮の軍事研究プログラムに関わ

る物資や技術の調達を行っているとされている。 (YH 2009/9/8) 
2009/9/11 【米 BIS、イラン Mahan Airways 社に対する一時的輸出禁止命令を延長】 

米商務省産業安全保障局(BIS)は 9 月 14 日、イラン Mahan Airways 社に
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対する一時的輸出禁止命令(TDO：Temporary Denial Order)を延長したと

発表した。BIS は、Mahan Airways 社が TDO の期間中（180 日間）に

EAR で規制される取引に直接・間接的に関与しなかった可能性もあるとす

る一方で、同社が EAR に違反し続けていることを裏付ける証拠を入手し

たとしている。なお、Balli Group PLC, Balli Aviation, Balli Holdings, 
Vahid Alaghband, Hassan Alaghband, Blue Sky One Ltd., Blue Sky Two 
Ltd., Blue Sky Three Ltd., Blue Sky Four Ltd., Blue Sky Five Ltd., Blue 
Sky Six Ltd, Blue Airways, and Blue Airways FZE については、TDO 延

長の適用対象外となった。 (BIS 2009/9/11) 
2009/9/15 【米企業の国外子会社、赤外線追尾装置の違法輸出で民事罰金の支払いに合

意】  
米商務省産業安全保障局（BIS）は 9 月 15 日、Thermon Manufacturing 
Company（テキサス州）系列の国外子会社 5 社が、赤外線追尾装置をイラ

ン、シリア、リビア、インドへ違法に輸出・再輸出していたことを認め、

総額 176,000 ドルの民事罰金の支払いに合意したと発表した。BIS による

と、罰金の支払いに合意したのは Thermon Europe B.V., Thermon Far 
East Ltd., Thermon Heat Tracers Pvt. Ltd., Thermon Korea Ltd., 
Thermon (U.K.) Ltd.の 5 社で、2002 年 10 月から 2006 年の 6 月にかけ、

米 Thermon Manufacturing Company が製造する赤外線追尾装置 （米輸

出管理規則（EAR）対象品目の EAR99 に該当）を BIS や米財務省外国資

産管理局（OFAC）に許可を申請せず違法に輸出・再輸出したという。 (BIS 
2009/9/15) 

2009/9/15 【台湾企業と米企業、圧力変換器の中国向け違法輸出で民事罰金が課される】 
米商務省産業安全保障局（BIS）は 9 月 15 日、米輸出管理規則（EAR）

で輸出許可が必要と定められている圧力変換器をBISへの申請なしに中国

へ違法輸出したとして、台湾の半導体メーカーFoxsemicon Integrated 
Technologies, Inc. (FITI)に 250,000 ドル、また FITI が所有する米カリフ

ォルニア州の Foxsemicon LLC に 160,000 ドルの民事罰金を課したと発表

した。BIS によると、2005 年 8 月から 2006 年 5 月にかけて、FITI は輸

出許可が必要であることを知りながら、核兵器開発に転用可能な圧力容器

の中国への違法輸出を 15 回繰り返したという。また Foxsemicon LLC は、

無許可輸出と虚偽報告を FITI へ幇助・教唆したとされている。  (BIS 
2009/9/15) 

2009/9/24 【オランダの航空機部品供給会社社長と営業部長、イランへの迂回輸出で有

罪判決】  
米商務省の輸出執行事務所（OEE）、米移民税関執行局（ICE）、米連邦捜

査局（FBI）等は 9 月 25 日、米国製航空機部品をイランへ迂回輸出したと

して、オランダの航空機部品供給会社社長と営業部長に 大で 5 年の実刑

と 25 万ドルの罰金を課す有罪判決が下されたと発表した。Aviation 
Services International, B.V. （ASI）の社長 Robert Kraaipoel（66）と彼
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の息子で販売部長の Robert Neils Kraaipoel（40）は 2005 年 10 月から

2007 年の 10 月にかけて、国際緊急事態経済権限法（IEEPA）やイラン取

引制限法（Iranian Transactions Regulations）に該当する米製航空機部

品等を、許可申請せずにイランへ違法に迂回輸出したとされている。両被

告はエンドユーザ証明書の偽造を行っており、一旦同社の拠点があるオラ

ンダ、UAE やキプロス他で貨物を受け取った後、イランへ再輸出していた

という。 (BIS 2009/9/24) 
2009/10/5 【中国人・企業、電子部品等の中国への違法輸出で起訴】  

中国人・３人と中国系企業２社が、兵器や電子部品の中国への違法輸出（米

武器輸出管理法：AECA 違反）や資金洗浄罪などで起訴された。起訴され

たのは、Zhen Zhou Wu 容疑者、Yufeng Wei 容疑者、Bo Li 容疑者の３人

と、Chitron Electronics、深セン市馳創電子有限公司の２社。Wu 容疑者

と Wei 容疑者及び２社は、戦術ミサイルやロケット及び衛星の開発製造を

手がける上海航天技術研究院へ電子部品を違法輸出した罪でも起訴された。

(Boston Herald) (MISC 2009/10/5) 
2009/10/19 【米科学者、イスラエル情報機関への機密情報売却容疑で逮捕】  

米連邦捜査局（FBI）は 10 月 20 日、イスラエル情報機関へ機密情報を売

却しようとしたスパイ容疑で、メリーランド在住の科学者を逮捕した。司

法省のプレスリリースによると、逮捕されたのは、Stewart  Nozette（52
歳）で、2009 年 9 月 3 日、イスラエル情報機関員に偽変した FBI の覆面

捜査官に対し、米国の衛星に関する情報の違法提供に同意し、その見返り

に謝金を要求したとされている。同容疑者はかつて、米エネルギー省・ロ

ーレンス・リバモア国立研究所に約 10 年間在籍したほか、米航空宇宙局

（NASA）、米国防高等研究計画局（DARPA）の研究にも参加していたこ

とがあり、機微な核技術情報を取り扱う等、核関連の 重要機密情報を入

手することも可能であったという。また 1998 年から 2008 年にかけては、

イスラエル政府全額出資企業の技術顧問を勤めていた。  (GSN 
2009/10/20) 

2009/10/26 【米国の大学、機微技術の輸出管理を強化へ】  
米国の大学の輸出管理関係者などが 10 月第 3 週、ワシントンで開催され

た全米大学研究管理者評議会(NCURA)の会合において、大学の輸出管理強

化について言及したという。バージニア工科大学の輸出・研究管理の担当

責任者である David Brady 氏は、「（テネシー大学）ロス教授の（留学生に

対する見なし輸出）事件は、大学の教職員にも周知されている。彼らは告

発は免れたいと思っており、（輸出管理に関する）大学の支援を望んでいる」

と述べた。一方、テネシー大学から参加した輸出管理責任者 Robin 
Witherspoon 氏は、同大学の新しい輸出管理システムを紹介した。 (MISC 
2009/10/26) 

2009/11/5  【イランへ航空機制御部品を再輸出したシンガポール商社取締役に、実刑判

決】  
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米商務省産業安全保障局（BIS）は 11 月 5 日、禁輸対象となっている航空

機制御部品をイランへ迂回輸出した罪で、米国籍の女に懲役 46 ヶ月の実

刑判決が下されたと発表した。実刑判決が下されたのは、シンガポールの

商社である Monarch  Aviation Pte 社（通称 Monarch）の Laura 
Wang-Woodford 取締役で、米財務省から 50 万ドルの罰金も科された。ま

た彼女の夫で英国籍を有する Brian D. Woodford 同社会長も本事件への関

与で、2003 年 1 月 15 日に告発されているが、現在逃亡中である。被告人

らは 1998 年から 1 月から 2007 年 12 月の間、シンガポールやマレーシア

にある Monarch の拠点を経由して米国製の航空機制御部品をイランのテ

ヘランにある企業へ再輸出していた。輸出に必要な政府への許可申告はし

ておらず、 終仕向地を自社拠点にする等、輸出書類の偽造も行っていた。 
(BIS 2009/11/5) 

2009/11/25 【戦闘機用エンジン部品のイランへの違法輸出未遂事件、被告のベルギー人

が罪を認める】  
ベルギー人の国際武器商人 Jacques Monsieur が 11 月 25 日、米アラバマ

南部地区地方裁判所で戦闘機用エンジン部品のイランへの違法輸出未遂の

罪を認めた。同被告人は、共犯者でフランス人の Dara Fotouhi（別名 Dara 
Fatouhi）とともに 6 件の罪で刑事告訴されていた。Jacques Monsieur ら

がイランへ持ち出そうとしたエンジン部品は F-5 戦闘機の装備品で米軍事

品目リストに該当しており、米国務省への許可申請なしに輸出することは

禁じられていた。Jacques Monsieur 被告は、 長で 5 年の禁固刑と 大

で 250,000 ドルの罰金が科されることになる。（News Room America） 
(MISC 2009/11/25) 

2009/12/17 【イランへの産業用カメラ制御機器の違法輸出事件で被告が罪を認める】 
米移民・関税執行局（ICE）は、国際緊急事態経済権限法（IAEPA）を犯

してイランへ産業用カメラの制御機器を輸出した事件で、被告の James 
Larrison（40）は 12 月 17 日に罪を認めたと発表した。同被告人は、 長

10 年の懲役、保護観察 3 年等が科される見通しであるという。 (ICE 
2009/12/21) 

2010/1/3  【豪企業製造のラジオ受信機がミャンマーで軍事に転用】  
オーストラリア・パースに拠点を置く Barrett Communications 社は、同

社が製造した高性能なラジオ受信機(Model 2050)をミャンマーに供給して

いたが、ミャンマー国内で軍事に転用されていたという。高周波ラジオ受

信機は、シャンおよび他の反政府らに対する長年にわたる軍事作戦の展開

のため、ミャンマー・ネピドーの陸軍本部、中央軍、東方軍および北東軍

に配備されているとのことである。同製品の周波数では、米国国家安全保

障局（NSA）や、オーストラリア国防監督局（Defence Signals Directorate：
DSD）などでも傍受が困難であるという。 オーストラリア国立大学（ANU）

デズモンド・ボール （Desmond Ball） 教授は、同大学の戦略防衛研究所

で「Model 2050」のミャンマー軍への導入を聞き及んでおり、「ミャンマ



 325

ー軍が高性能なデュアルユース技術を民間企業から入手することは、以前

から常に発生していた」と述べた。 (SMH 2010/1/4) 
2010/1/15 【イランへの違法輸出容疑で、３人の男が起訴】   

米当局は、「３人の男が国際緊急事態経済権限法(IEEPA)や対イラン制裁に

違反し、米国からイランへの違法輸出を策謀していた」と発表した。イラ

ン生まれでカリフォルニア州で XVAC 社を経営する Jiraiir Avanessian
（56）は、Farhoud Masoumian（42）及び Amirhossein Sairafi と共謀

して、2008 年から 2009 年にかけて、真空ポンプやその関連部品を UAE
のアラブ自由貿易地域経由でイランへ迂回輸出しようとしたという。３人

のうち、Avanessian と Masoumian は 2009 年 12 月 30 日に起訴されてお

り、他の Sairafi についても、１月第３週の初め、二人への違法輸出教唆

の罪で逮捕・起訴されている。(Ethiopian Review) (MISC 2010/1/15) 
2010/1/22 【イラン人エンジニア、米製電子部品の迂回輸出で逮捕】  

イラン人エンジニアが、米国製品をマレーシア経由でイランへ違法に輸出

しようとしたとしてフランスで逮捕された。米当局発表によると、逮捕さ

れた Majid Kakavand（35）とその同僚二人は、米製電子部品（コンデン

サー、インダクター等）の輸出許可申請をすることなく、マレーシア企業

（Evertop Services）を経由してイラン企業へ輸出したとされている。AP
通信が入手した資料によると、このイラン企業は Iran Electronics 
Industries、Iran Communication Industries であるという。米国はこれ

ら 2 社をイランの核・弾道ミサイルの開発計画に関与していると見なして

いた。 (ASP 2010/1/22) 
 

9.2.2 通常兵器関連 

 
2009/3/6  【中国に米製マイクロ波増幅装置等を違法輸出しようとした被告に有罪判

決】  
米輸出執行事務所(OEE)、米移民関税執行局(ICE)等の政府機関は、先端技

術を利用した軍事用電子部品を、武器輸出管理法(AECA)や国際緊急事態

経済権限法(IEEPA)に違反して香港や中国へ輸出しようとした Joseph 
Piquet 被告に有罪判決が下されたと発表した。同被告に対する判決は、

2009 年 5 月 14 日に言い渡される予定である。同被告が違法輸出しようと

した品目には、早期警戒レーダーやミサイル目標補足システムに使用可能

なノースロップ・グルマン社のマイクロ波増幅装置が含まれていたという。 
( 2009/3/6) 

2009/3/16 【国際武器密売グループ一味、テロ支援で有罪】  
米麻薬取締局（DEA）は 18 日、コロンビアの反政府左翼ゲリラであるコ

ロンビア革命軍（FARC）へ大量の武器を供給したとしてテロ犯罪に問わ

れていた、Al Ghazi Ghazi 被告（62）に対し、有罪が立証されたと発表

した。同被告は、国際武器商人 Monzer Al Kassar が率いる国際武器密売
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グループの一味であり、2006 年 2 月から 2007 年 6 月の間に、大量の機関

銃や弾薬、RPG（ロケット推進擲弾）及び地対空ミサイルシステム（SAM）

を FARC へ引き渡そうと共謀した罪で起訴されていた。判決は、6 月 16
日に下される予定。 (MISC 2009/3/18) 

2009/4/2  【ルーマニア系米国人、イラン向け米製軍用航空機部品を不正輸出した罪を

認める】 
AP 通信は４月３日、「ルーマニア系米国人男性が、イランへ米製軍用航空

機部品を共謀し不正輸出したとして、２日有罪を認めた」と報道した。被

告人は、ルーマニア出身でフロリダ在住の Traian Bujduveanu で、イラン

系米国人の Hassan Keshari（2009 年１月に同容疑の罪を認める）と共謀

して、F-14 Tomcat 戦闘機や C-130 輸送機、AH-1 攻撃ヘリコプターのよ

うな航空機に組み込まれる米製部品を、アラブ首長国連邦を経由して、イ

ランへ不正に輸出したとされている。 (ASP 2009/4/3) 
2009/5/26 【武器不正輸出の関与、インドネシア人ら 6 名が禁固刑】  

武器や軍関連技術をインドネシア軍及びスリランカの武装組織、タミル・

タイガー等に密輸しようとしていたインドネシア人などを含む 6 名が、

2006 年にグアムで逮捕されていた。米裁判所の資料によると、6 名全てが

自動小銃、暗視ゴーグル、ホログラフ照準器 などの武器不正輸出やマネー

ロンダリングに関与したとして起訴され禁固刑の判決が下されたという。

後の容疑者への判決は 2008 年 10 月であった。(www.guampdn.com) 
(MISC 2009/5/26) 

2009/6/11 【イラン向け軍用機部品輸出事件で判決】  
イランに向け軍用及び汎用の航空機部品を違法に輸出したとして起訴され

ていた、Keshari 被告と代表を務める企業 Kesh Air International 社の判

決が５月に出たのに加え、Bujduveanu 被告の量刑が言い渡された。米司

法省、商務省、国防総省等の合同捜査の結果摘発したもので、F-14 戦闘機、

AH-1 コブラ攻撃ヘリ、CH-53A 軍用ヘリの部品が、ドバイ経由で違法輸

出されたもので、国際緊急経済権限法(IEEPA)と武器輸出管理法(AECA)
違反で起訴されていた。Bujduveanu 被告は４月に有罪を認めており、こ

の度禁固 35 か月の判決を受けた。 (PRN 2009/6/11) 
2009/6/26 【イラン制裁における独輸出管理上の課題】  

大統領選後の混乱が続くイランで、政府が反対派のインターネット・アク

セスや携帯電話の使用、Twitter の使用を厳しく取り締まるために独シー

メンス社やノキア社の技術を使っているという。独の技術がイラン政府の

活動と存続に大きな影響を持っており、ドイツ政府の対イラン制裁執行が

不十分で、ドイツがイランにとって西側 大の貿易相手である実態が浮か

び上がった。 (MISC 2009/6/26) 
2009/9/30 【米ＤＯＤが武器禁輸措置違反業者と契約－アムネスティ・インターナショ

ナルが告発】  
米人権団体のアムネスティ・インターナショナルは９月 30 日に公表した
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報告書で、米国防総省（DOD）が国連の武器禁輸措置に違反した民間請負

業社と契約を結んでいたと告発した。DOD は Aerocom （モルドバの航空

貨物会社）、 Petr Bernatik （チェコの兵器仲介業者）、Irbis（カザフス

タンの航空貨物会社） Henrich Thomet (スイスの兵器仲介業者)、Bao 
Ping Ma／Poly Technologies（中国の兵器仲介業者／兵器製造企業）、 
Tomislav Damnjanovic（セルビアの武器仲介・貨物輸送業者）と業務契約

を交わしているが、この中にはアンゴラやリベリアに対する国連の武器禁

輸措置の違反業者がいたとされている。政府間の物資移送を請け負う民間

契約の場合、米国務省防衛通商管理部（DDTC）の軍需品目録の確認が義

務付けられていないため、DOD 契約担当部門も違法な兵器取引の関与の

有無について、全受託先を調べていないという。(amnestyusa.org) (MISC 
2009/9/30) 

2009/11/1 【スリランカ外相、米滞在中のスリランカ軍司令官への聴取の却下を要請】

スリランカのボゴラガマ（Bogollagama）外相は 11 月 1 日、米国土安全

保障省がスリランカ軍司令官のサラス・フォンセカ（Sarath Fonseka）大

将に、「ゴタバヤ・ラジャパクサ（Gotabhaya Rajapaksa）国防長官によ

る 25 年に及んだスリランカ内戦中の犯罪の嫌疑」について聴取を行うこ

とを却下するよう求めた。米国永住権を持つフォンセカ大将は、現在米国

大学に籍を置く娘のため、米オクラホマを訪問中であるという。スリラン

カは現在西欧諸国から「内戦当時の人権侵害の嫌疑」によって多大な圧力

がかけられているとのことである。 (REUT 2009/11/2) 
2009/11/2 【シンガポールビジネスマン、不正輸出の仲介で米国に送還】 

シンガポールのビジネスマン Balldev Naidu Ragavan (47)被告は、11 月 2
日、2006 年 2 月から 6 月にわたって米国からスリランカのタミル・イス

ラム解放の虎（LTTE）に武器などを不正に輸出していたとして､米国に引

き渡されることになった。同被告は現在米国で服役中であるシンガポール

人 Haniffra Osman (57)と共謀したとされている。Ragavan 被告は武器製

造会社、購入者、 終需要者との取引において仲介を行っていたという

（www.isria.com）。 (MISC 2009/11/3) 
2009/12/2 【イラン向け武器輸出事件】  

COMTEX 報道。米デラウェア連邦地検、米移民税関執行局(ICE)、米国防

総省監察総監は、イランの武器調達エージェント Amir Hossein Ardebili
被告の起訴状を公開した。起訴状においては、米武器輸出管理法(AECA)、
国際緊急経済権限法(IEEPA)に違反し、密輸、共謀、資金洗浄を行ったと

されている。３年間に及ぶ捜査の結果、QRS-11 ジャイロ・チップ・セン

サー、MAPCGM0003 位相変換器、F-4 戦闘機に搭載されている DADC-107
デジタル飛行データコンピューター等軍用品等のイラン向け輸出をおとり

捜査官と協議、2007 年 10 月に中央アジアにおいて協議中に逮捕、2008
年１月に米に引き渡されていた。 (MISC 2009/12/2) 
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2009/12/14 【米連邦地裁、イラン人武器商に対し禁固５年の判決を出す】  
Politico 報道。米デラウェア州の連邦地裁において、イラン人の Amir 
Hossein Ardebili 被告に対し禁固５年の判決が下された。被告はイラン国

内でイラン政府のため調達活動を行っていたが、グルジアの首都トビリシ

で米移民税関執行局(ICE)のおとり捜査により逮捕され、その後米に移送

されていた。被告は判決の直前に検察側が起訴状を公開するまで、他捜査

のため 19 か月間拘留されていた。 (MISC 2009/12/14) 
2009/12/15 【米がイラン人武器商に対し有罪判決－イランは反発】  

Tehran Times 紙報道。米連邦地裁が、イラン人武器商に対し禁固５年の

判決を出したことについて、イラン外務省報道官は違法で容認できないも

のと反発した。本件の Ardebili 被告は、イラン国外で拉致された 11 人の

内の１人であり、英国で拘留されている人もいると報じている。 (MISC 
2009/12/15) 

2009/12/18 【シンガポール・ビジネスマン、LITE に武器供給で米国送還】  
シンガポール・ビジネスマンであり、現シンガポール政権に反対する小政

党の創設者でもあった Balldev Naidu 被告は 12 月 18 日、「スリランカの

独立武装勢力『タミル・イーラム解放のトラ（LITE）』に不正に武器を供

給していた」として米国に送還されたという。同被告は、2006 年 2 月か

ら 6 月にわたって武器製造会社や LITE との取引において仲介を行ってお

り、米国からスリランカへの不正輸出に関与していたとのことである。

LITE は、米国でテロリスト・グループとして指定されている。

（www.radioaustralianews.net.au） (MISC 2009/12/28) 
2010/1/14 【独国防産業専門家、独兵器輸出にも問題があると指摘】  

独国防産業専門家は、「大規模な兵器輸出案件においては贈収賄が絡むこと

は稀ではない。艦船等総額が大きいものであれば数百万ユーロを潜ますの

は容易だ」と指摘した。SIPRI によると、独は米露に次ぐ世界第３位の兵

器 輸 出 国 で 、 ThyssenKrupp Marine Systems 、 Rheinmetall 、

Krauss-Maffei Wegmann の各社は、高性能の潜水艦、艦船、装甲車、戦

車等を製造しており、航空機やヘリを製造する多国籍の EADS 社も独の存

在が大きいという。 (UPI 2010/1/14) 
2010/1/25 【テロ組織 LTTE への武器密輸容疑者に実刑判決】  

米ブルックリンの連邦裁判所は１月 25 日、テロ組織「タミール・イーラ

ム解放の虎(LTTE)」への武器供給を企てた Sathajhan Sarachandran 容疑

者に 26 年、Nadarasa Yogarasa 容疑者に 14 年の実刑判決をそれぞれ言い

渡した。両容疑者は 2006 年８月、地対空ミサイル、ミサイル発射台、500
丁のアサルトライフル AK-47 を LTTE に供給するために購入しようとし

たとして逮捕されていた。(Rush PR News) (MISC 2010/1/25) 
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9.2.3 核兵器関連 

 
2009/01/12 【米財務省、闇市場に関与したとみられる個人・企業を制裁】  

米財務省は 1 月 12 日、闇市場を構築したパキスタンのカーン博士を含め

た計１３人と民間企業３社に、イランやリビア、北朝鮮へ核開発に必要な

情報などを渡し核拡散に関与したとして、米国資産の凍結や米国人との取

引禁止などの制裁を科すと発表した。米財務省によると、制裁対象者 13
人は、イギリス、ドイツ、スイス、トルコ、スリランカの国籍保有者も含

まれているという。 (AP 2009/01/12) 
2009/3/24 【アイルランド企業、イラン向け輸出で起訴】  

アイルランド企業、Mac Aviation Group と同社社員３人が米司法省により

起訴された。マレーシア、UAE 企業を経由する形で調達した、米製ヘリエ

ンジンや航空機部品等をイランに向け輸出したとされており、輸出先には

米政府によりイランの核・弾道ミサイル開発に関与しているとされるイラ

ン軍事企業も含まれるという。 (ASP 2009/3/24) 
2009/8/12 【米証券取引委員会(SEC)、米 AMD 社及び米 Intel 社の禁輸国との取引を

調査か】  
米証券取引委員会(SEC)は、米半導体大手 Intel 社及び AMD 社のテロ支援

国家との取引に関し調査を実施している模様。SEC は５月に AMD 社に対

し書簡で、イラン、シリア、スーダンとの商取引に関し質問、また 2007
年 12 月のイランが AMD 社製チップを用いスーパーコンピューターを製

造しているとの記事にも触れたとされている。Intel 社へは、同社の Form 
10-K 報告に記載があった、同社の中東における活動と、2008 年５月に報

じられたキューバにおける同社製 Celeron プロセッサ搭載の PC について

調査がなされている模様。両者は米輸出管理法令の順守と当局への協力に

関する声明を出す一方、SEC は声明を出していない。専門家はイラン等へ

の提供は馬鹿げているとする一方、高性能遠心分離機製造に必要な機械類

等を北朝鮮が入手できる中、高性能 PC 等の入手も同様との見方を示して

いる。 (DJNW 2009/8/12) 
2009/9/17 【マレーシア、イランへの迂回輸出の中継地点との懸念払拭に向け、米への

全面的な協力を表明】  
マレーシアのナジブ政権は、同国がイランへの軍用品迂回輸出の中継地点

になっているとの懸念を払拭するため、米国に全面的に協力すると発表し

た。マレーシア国内に設立された企業が外国の支配下にあるフロント企業

として、イラン向け軍用品・技術の迂回輸出に利用されていることを米国

が懸念していることを認め、貿易管理の違反等について調査する姿勢を示

した。米では 2008 年８月以降、マレーシア経由の輸出案件の少なくとも

６件が起訴あるいは有罪とされており、更に多くのマレーシア経由の輸出

が調査中とされる。その中でマレーシア企業、Evertop Services 社と株主

のイラン人、Majid Kakavand 氏の名前が浮上、米企業から大量の軍・民
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生用品を購入、マレーシアを経由してイランに違法輸出しているとされる。

同氏は３月に仏で逮捕され、米が現在身柄引き渡しを求めている。（The 
Malaysian Insider） (MISC 2009/9/17) 

2009/10/2 【イラン、加経由の密輸ネットワークを構築】  
加国境警備局は、イランは加を含む西側諸国を重点的に狙い、核兵器開発

等に転用するための機微な資機材の調達を図っているという。イランは過

去何年にもわたり調達ネットワークの構築を進めていたとされ、同様に米、

英、豪も対象となっている模様。９月末には、航法用に使用可能とされる

チップの輸出がイラン向けであったとされて差し止められたが、他にも米

ボストンからトロント、ドバイ経由で振動子の輸出未遂事件があり摘発さ

れている。国連制裁発効後、イランは迂回路の構築を試みているとされ、

一定の「成功」をおさめているとの見方が示されている。 (TS 2009/10/2) 
2010/1/27 【オバマ米大統領、一般教書演説において核不拡散に言及、イランと北朝鮮

に対し警告】  
オバマ米大統領は一般教書演説において、政権の核不拡散への取り組みを

強調、イランと北朝鮮に対し警告を発した。「米国は現在、２つの戦争を実

行しているなかで、米国人に対する 大の脅威、核兵器の脅威に直面して

いる」と述べると共に、「核不拡散の流れを逆転させ核廃絶を目指す」とし

た。また４月に米が 44 か国を集めた核安全保障サミットを開催し、今後

４年程で世界の核物質の保安対策を取るとも述べた。 (GSN 2010/1/28) 
 

9.2.4 ミサイル関連 

 
2009/4/21 【国連安保理制裁委員会、対北朝鮮追加制裁リストを作成中】 

国連安保理制裁委員会は４月 21 日、北朝鮮の核開発やミサイル開発を支

援した企業・団体等を制裁するためのリストを作成するため会合を持った。

米国は、制裁対象に 11 の企業・団体を指定し、日本はこれらを含む 14 の

企業・団体を制裁対象とする制裁リストを提出した。ロシアの外交関係者

は、これら日米の制裁リストを関係当局に精査させる必要があるとしてい

るという。 (GSN 2009/4/22) 
2009/12/11 【米国、タイ当局による北朝鮮製兵器押収を歓迎】  

タイ当局は 12 月 11 日、バンコクのドンムアン空港で貨物機から北朝鮮製

のミサイル等を押収したことを明らかにした。北朝鮮製兵器が国連安保理

の制裁決議に基づいて押収されるのは今回が初めてである。貨物機のパイ

ロット（ベラルーシ人）と乗員４人（カザフスタン人）が拘束されたとい

う。米クリントン国務長官は、タイ当局による北朝鮮製兵器の押収に歓迎

の意を表明、「今回のケースは、制裁が武器拡散を防止できることを示すも

のだ」と述べた。 (AFPR 2009/12/14) 
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