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経済安全保障とは何か

• 国家安全保障 National security

• 軍事的安全保障 Military security

• 経済安全保障 Economic security

• 石油危機（1973年）⇒エネルギー安保（石油備蓄、石油自主開発、シーレイン確保）
（注1）

• ウルグアイラウンド合意（1994年）⇒食糧安保（食料の安定供給の確保）食料・農
業・農村基本法（1999年）（注2）

• 米中デカップリング（2017年）⇒経済安保（外為法改正、新産業政策）

（注1）オイルショックのきっかけは当時中東地域で勃発した紛争が要因。第1次オ
イルショックの場合、1973年10月にイスラエルとアラブ諸国による４度目の戦
争である第4次中東戦争が勃発している。原油価格は3ヵ月で約4倍に高騰

（注2）1993年冷夏による米作不振で海外から緊急輸入、結果、コメの輸入自由化
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我が国の経済安全保障をめぐる論議 （めぐる動向）

<安全保障貿易管理（外為法関連）>

• 2017年5月外為法改正（事業の国際化の加速等に伴い、安全保障に関連する技術

又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、貨物の無許可輸出及
び技術の無許可取引に対する罰則を強化するとともに、貨物の輸出入及び技 術取
引の禁止措置並びに対内直接投資に関する規制を強化する措置を講ずる。）

• 2019年8月韓国向け輸出規制政令

• 2019年9月対内直接投資等に関する政省令の一部改正

• 2020年５月 外国為替法に基づく対内直接投資等及び特定取得の事前届出につ
いて、審査に際して考慮する要素を公表
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我が国の経済安全保障をめぐる論議 （めぐる動向）2

<安全保障貿易管理（外為法関連以外）>

• 2020年4月、国家安全保障局に経済班を設置

• 2021年6月、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、

• 経済安全保障に係る戦略的な方向性として、基本的価値やルールに基づく
国際秩序の下で、同志国との協力の拡大・深化を図りつつ、我が国の自律
性の確保・優位性の獲得を実現することとし、

• こうした観点から重要技術を特定し、保全・育成する取組を強化するとと
もに、基幹的な産業を強靱化するため、今後、その具体化と施策の実施を
進める。

• 2021年10月、経済安全保障担当大臣が置かれ、経済安全保障を推進するための
法案の策定を表明。

• 2021年11月、第１回経済安全保障推進会議において、経済安全保障法制準備室
を設置、有識者会議 4



経済安全保障の契機はなにか

中国の台頭

• 現在の米国の安全保障をめぐる政策動向は、すべからく中国を念頭に置いている。

• 中国は、経済力で世界第二位の地位を確立。「中国製造2025」

• 2028年ごろには、米国を抜いて、GDP世界第一位になると予想されている。

• 国際政治・経済の中では、民主主義的資本主義ではない専制主義的国家資本主
義体制の下で影響力を強めており、米国のヘゲモニーを脅かしている。

• 軍事力を支える生産力・技術力においても、米国の絶対的優位は失われつつある。

• 従来の米国優位の製品および技術を規制するという体制から、インテリジェンス技
術における米国のvulnerabilityに関心が移ってきている。

• 従来型の軍事力から、情報通信や宇宙空間へと移りつつあり、中国の台頭は無視
できない状況になってきた。
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国家安全保障概念の拡大

• デカップリング（米中対立）

• Extraterritorialな措置を講じてみたら、個別企業は存立のために、米国リスクを考
慮してsupply chainの再構築を模索。

• COVID 19のsupply chainへの影響（生産地域および輸送）

• 結果は、ミドルエンド需要のハイエンドシフトの動きもあり、にわかに半導体産業の
安全保障上の重要性が認識された。 半導体産業の地理的偏在を懸念

• 民主主義、人権を錦の御旗にした貿易投資制限（economic sanctions)
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自由経済・自由貿易体制（貿易の自由化・多角化こそが経済安全保障）
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• １９４４年 ブレトンウッズ体制

• １９４５年 IMF、世銀

• １９４８年 GATT

• １９４９年 COCOM対共産圏輸出統制委員会（NATO＋日本・豪州）

• １９５２年 １９５７年に統合 CHINCOM（対中国輸出統制委員会）

• １９９１年１２月 ソビエト連邦消滅

• １９９６年 ワッセナー・アレンジメント（Wassenaar Arrangement）

• 中国を除く主要国（ロシア含む）参加



日本の安全保障貿易管理関連貨物規制（キャッチオール規制）
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１．武器

２．大量破壊兵器関連汎用品

３．通常兵器関連汎用品

• １９９５年 WTO（ウルグアイラウンド→マラケッシュ協定）

• 自由貿易（関税引き下げ、サービス貿易、貿易関連投資、知的財産権）

• ２００１年 ドーハラウンド（中国加盟）



RCEP
(ASEAN10カ国＋日中韓豪NZ)

発効(22年1月)

カナダ
発効(18年12月)

コロンビア
交渉中

EU
発効(19年2月)

スイス
発効(09年9月）

TPP(12)
Signed （Feb. 2016)

チリ
発効(07年9月）

メキシコ
発効(05年４月）
改正（12年4月）

トルコ
交渉中

モンゴル
発効(16年6月)

日中韓
交渉中

タイ
発効（07年11月）

シンガポール
発効(02年11月)
改正Sep.2007)

インドネシア
発効（08年7月）

フィリピン
発効（08年12月）

マレーシア
発効(06年7月)

ブルネイ
発効(08年2月)

ミャンマー

インド
発効

(11年8月)

カンボジア

ラオス

豪州
発効（15年1月)

NZ

ペルー
発効(12年3月）

中国

ASEAN
発効（08年12月）

GCC
交渉延期

ＧＣＣ（湾岸協力理事会）：
サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦、
バーレーン、カタール、
オマーン

発効

署名

交渉中

交渉延期

CPTPP
発効 (18年12月)

米国

TPPから離脱 (17年１月)

米国
日米貿易協定、日米
デジタル貿易協定
発効 (20年１月）

韓国

ベトナム
発効(09年10月)

英国
発効(21年1月)

ＴＰＰ
署名(16年2月)

現在（2２年1月）、我が国は50
カ国との間で21の経済連携協定を
署名・発効済 9

日本の経済連携の進捗状況
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• ２００１年９月１１日 アメリカ同時多発テロ

• ２００１年１０月 対テロ戦争 アフガニスタン侵攻

• ２００３年３月２０日 イラク戦争

• ２０１０年１２月１８日 チュニジア・ジャスミン革命

• ２０１１年１月２６日 シリア内戦

• ２０１３年９月 米国議会 シリアへの軍事攻撃を承認
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• ２０１２年 下院諜報委員会 Huawei とZTEの製品を政府調達から排除勧告

• ２０１４年 韓国・台湾でHuaweiの基地局禁止

• ２０１６年 Huawei 反米国家（イラン、シリア、北朝鮮）への輸出規制違反

• ２０１８年 Huawei 副会長をイラン関連詐欺容疑―バンクーバーで逮捕

• ２０１８年 Huawei、ZTE、ハイクビジョン等の製品の米国政府調達から除外

• ２０１８年８月 国防権限法（NDAA）

ECRA（輸出管理改革法）→emerging and foundational technologies

FIRRMA→CFIUS

• ２０１９年５月 Huaweiをエンティティリストに掲載（現在は、１０社以上が禁輸リスト
に掲載されている）

• ２０２０年５月 半導体関連の輸出強化

中国の台頭脅威
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• DECOUPLING

• 多角的貿易体制は消えた

• 米国を中心とする諸国連合対中国、そしてロシアへの分断

• 2022年2月 ロシアがウクライナに侵攻

西側はただちにロシアに経済・金融制裁



主要国による対ロシア経済・金融制裁措置（22年3月15日時点）
米国 EU 英国 豪国 日本

資産凍結等 ・ロシア関係者等のSDNリ
ストへの追加
・ロシア特定銀行との金融
取引の制限
・ロシア中央銀行等との取
引禁止

・指定されたロシア関係者
等の資産凍結やこれらの
者に対する資金供与等の
禁止
・ロシア政府、中央銀行そ
の他一定の団体との金融
取引禁止

・指定されたロシア関係者
等の資産凍結等
・英国金融機関による一定
の金融取引禁止
・ロシア中央銀行等への一
定の金融サービス供与の
禁止

指定されたロシア関
係者や銀行等に対
する、特定の経済制
裁及び渡航制限

・指定されたロシア関係
者に対する支払や金融
サービス供与の禁止
・ロシア政府や中央銀
行等による証券発行等
の禁止

輸出規制 ・半導体等の製品に係る
新たな輸出許可
・ロシア向け軍事エンドユ
ース、軍事エンドユーザー
規制の拡大
・ロシア向け外国直接製品
ルールの強化

以下の製品・技術の輸出
禁止
・特定のデュアルユース
品・技術やロシアの軍事・
技術強化につながる製
品・技術
・エネルギー分野・航空分
野製品
・半導体等電子製品
・海運運航品
・石油開発・生産品
・奢侈品

重要な産業品・技術、デュ
アルユース品及び軍事品・
技術の広範な輸出禁止。重
要な産業品・技術には、電
子製品、コンピューター、通
信機器及び情報セキュリテ
ィなどが含まれる。

・指定49団体への輸出
禁止
・ロシアの軍事能力等
の強化に資する汎用品
の輸出禁止
・ロシア向け石油精製
用装置等の輸出禁止
・外国エンドユーザーリ
ストへのロシア関係10

団体の追加

輸入規制 ロシア産原油等及び水産
物の輸入禁止

ロシア産鉄鋼品等の輸入
禁止

ロシア産原油の段階的輸
入禁止

ロシア産原油等の
輸入禁止

ロシア機等の飛行
禁止

米国内の空域への進入及
び使用禁止

EU領域の離着陸や上空
飛行の禁止

アエロフロート・ロシア航空
による英国離着陸運航の
禁止

SWIFT VTB、オトクリティ、ノビコム、PSB、バンクロシア、ソブコム及びVEBをSWIFTから排除 13



新しい戦争の形態

偽情報

キャンペー
ン

金融、交通

その他の

システム

諜報

情報戦

兵器システム

GPS

コミュニケーシ
ョン

経済封鎖
ネットワーク基
盤攻撃

宣伝外交
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武力攻撃

香港北朝鮮・アフガニスタン・ミャンマー・ロシア 中国 平時 イェーメン・シリア・リビア・イラン

経済制裁

社会不安
情勢工作

通信、
電波妨害

軍事的圧力

サイバー
攻撃

ゲリラ攻撃



経済安保推進法案の概要
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供給網の強化

半導体など戦略物資の国内調達を財政支援

調達先や保管状況を国が把握

施行：公布後9か月以内

• サプライチェーンは半導体、医薬品、希少鉱物、大型磁石を安定供給と確保の
必要な物資に指定する。事業者に計画を作成してもらい、国が認定すれば補助
金などで支援する。

➢国内の供給網強化も同法案の柱だ。半導体やレアアース、蓄電池、医薬品な
ど特定重要物資の海外依存リスクを下げるため、国は原材料の調達先や在
庫を調査する権限を持つ。
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基幹インフラの安全確保

電気や金融など14業種で設備導入前に安全性を国が審査

サイバー攻撃の危険があれば排除を勧告・命令

施行：公布後1年6か月～1年9か月以内

• 基幹インフラは国民生活や経済活動の基盤となる事業を指す。サイバー攻撃など
を受けて機能が停止すれば甚大な被害が生じる。政府が指定した基幹インフラ事
業者が他の企業から機器やシステムを導入する際、計画を事前に提示してもらう。
所管省庁が審査して導入の可否を決める。

• 対象は、情報通信や電力、ガス、金融などの事業者のうち大企業に限る。大企業の
定義は従業員数や売上高などをもとに今後詰める。法案成立後、業界を所管する
閣僚が対象の個別企業をしてする。

➢基幹インフラの安全確保では、電気や金融、鉄道など14業種を指定し、企業が

導入する機器の概要や仕入れ先、部品の詳細を事前に報告させる。安保上の
脅威となる海外製品を排除する。
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先端技術の官民協力

先端技術の研究開発に政府が資金支援

官民協議会を設け機密情報を共有

施行：公布後9か月以内

• このほか、人工知能（AI）や量子などの先端分野で技術開発を後押しする。

• 先端技術の官民開発で秘密を漏らせば罰則を与えることも検討している。
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特許の非公開

軍事転用の懸念がある技術の流出を防ぐため、特許の情報を非公開に

施行：公布後2年以内

• 特許の公開制限は企業や研究者が発明や技術を出願する際、海外で軍事転用さ
れる可能性があるか国が審査する。安保に関わる技術と判断すれば出願内容を非
公開にする。海外で特許を得るのも認めない。審査のため国家安全保障局（NSS）
や防衛省など省庁横断でチームを作る。日本国内で1年間に出願される特許は30

万件ほどあるため対象分野を絞る。核兵器開発につながるウラン濃縮技術などの
軍事関連や量子といった先端技術になる。

➢同法案には違反した場合の命令や罰則も明記され、企業に情報管理の強化を
促す。例えば、重要設備の非開示や虚偽報告がされた場合は2年以下の懲役か
100万円以下の罰金が科される。



日本における輸出管理
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日本における輸出管理－監督官庁、法制度等

• 主な監督官庁は経済産業省

• 外為法を根拠法令としつつ、下位
の政省令・通達を通じて経産省に
よる実質的な規制が行われてい
る。

（右図は「安全保障貿易管理関連貨物・
技術リスト及び関係法令集[改訂26版]」
日本機械輸出組合（令和3年）15頁より
抜粋）。
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日本における輸出管理－外国ユーザーリスト

• キャッチオール規制の実効性を向上させ
るため、輸出者に対し、大量破壊兵器等
の開発等の懸念が払拭されない外国所
在団体の情報を参照用として提供するも
の。 輸出者は、輸出する貨物等のユー

ザーが本リストに掲載されている場合に
は、当該貨物が大量破壊兵器等の開発
等に用いられないことが明らかな場合を
除き、輸出許可申請が必要となる。

• 米国のEntity Listと同じではない。

21
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日本における輸出管理－輸出管理の目的

• 「安全保障貿易管理」としての輸出管理（経済産業省）

• 「国際的な平和及び安全の維持」（外為法48条1項、25条1項）

• 武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅か
す国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐ
ため、先進国を中心とした国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）を作
り、国際社会と協調して輸出等の管理を行う（経産省HP）

• 「経済制裁」としての資本取引等の制限（財務省）

• 「条約その他の国際約束」の履行、「国際平和のための国際的な努力」へ
の寄与、「我が国の平和及び安全の維持」のための閣議決定などが要件
（外為法21条1項等）

• 国連安保理決議や国際平和のための国際的努力への寄与（米、EU等との協
調）を根拠に、資産凍結等の措置が行われている。
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日本における輸出管理－規制品目

• リスト規制とキャッチオ
ール規制

• リスト規制は、基本的に
四つの輸出管理レジー
ムによる規制品目が対
象

• WAの総会に併せ、政省

令等の改正が毎年行わ
れている

23

品目 外為法 米国法

兵器 リスト規制品目
輸出貿易管理令別表第1の

1～15の項
＋

外国為替令別表
1～15の項

武器輸出管理法

汎
用
品

兵器の開発に転用
可能なハイスペッ

ク品
ECRA及びEAR

上記以外

キャッチオール規制品目
＝16項

米国独自規制品目
（AT規制等）

リスト外規制品目
（＝EAR99）非規制品目

（食料、木材等）

CISTEC「米中緊迫下における米国諸規制についての QA 風解説」
（2020年9月2日）6頁



日本における輸出管理－属地主義・属人主義

• 日本の輸出管理は、①本邦内（若しくは本邦から）の行為、又は②居住者による行為を対象と
する（純粋な域外適用の否定）

• 貨物の輸出許可は、日本から特定の地域の仕向地への輸出のみが対象（外国における
再輸出は規制の対象外）（外為法48条）

• 技術移転は、①海外における技術移転、又は②国内における居住者から非居住者への
技術移転（みなし輸出管理制度）が規制の対象となる（外為法25条）

– 外国で提供を受けた技術の提供は、技術文書等の日本からの持ち出し、本邦内の
電気通信設備からの電気通信による送信等の場合でない限り、規制の対象外（貿
易関係貿易外取引等に関する省令9条2項5号）

→ 純粋な外－外の技術取引は、原則として規制の対象外（但し居住者が行う一定
の取引は規制の対象）

– 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買等は居住者による行為のみが規制対象
（外為法25条4項）
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日本における輸出管理－属地主義・属人主義（承前）

25

＊技術の提供に係る規制の概要（安全保障貿易管理ガイダンス［入門編］第一版｜令和 3 年 3 月（15

頁）より）



日本における輸出管理－居住者・非居住者の定義

26

• 「居住者」の定義は通達（外国為替法
令の解釈及び運用について）により広
く定義されている。

• 外国人でも、入国後6カ月以上経過し

ていれば無条件に居住者と扱われる
など、居住者の範囲が広い

→ みなし輸出規制強化の動きにつな
がる（後述）

安全保障貿易管理ガイダンス［入門編］
第一版｜令和 3 年 3 月（16頁）



輸出管理分野における最近の動き

27



輸出管理分野における最近の動き－2019年韓国向け輸出規制の強化

• 経産省は、令和元年7月1日、「大韓民国との信頼関係の下に輸出管理に取り組む

ことが困難になっていること」及び「大韓民国に関連する輸出管理をめぐり不適切な
事案が発生したこと」を理由に、「輸出管理を適切に実施する観点」から、フッ化水
素、フッ化ポリイミド、レジストの３品目について、個別許可申請を必要とする措置を
講じると発表した。

• 表向きは飽くまで輸出管理に係る「信頼関係」の欠如を理由とするものであったが、
韓国側は歴史問題、とりわけ2016年に韓国の最高裁判所である大法院が出した
徴用工判決の撤回であると考えた。

→ 歴史問題の解決（徴用工判決の撤回）に向けたEconomic Statecraft？
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輸出管理分野における最近の動き－みなし輸出規制の見直し

• 21年6月10日付産業構造審議会 通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会
中間報告（以下「中間報告」）では、 外国政府等に対する機微技術の流出を防止す

るという観点からは、現行のみなし輸出管理制度では、居住者の定義が広く、十分
な対応ができていないという指摘があった。

→省令・通達の一部が改正され、①外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約

等を締結しており、その指揮命令に服する等の者、②外国政府等から多額の金銭
その他の重大な利益を得ている者又は得ることを約している者、③本邦における行
動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者は、居住者であっても「非居住者」
と扱い、みなし輸出管理制度の対象にするとされた（令和4年5月1日施行）

29



輸出管理分野における最近の動き－半導体等に係る有志国連合

• 中間報告では、近時における米中独自の輸出規制等の措置の結果、わが国企業が板挟みとな
り、ビジネス上の予見可能性が損なわれる事態に発展しているという状況認識を前提としたうえ
で、①これまでの国際輸出管理レジームに基づく管理のみでは、機動的かつ柔軟性ある管理
が難しいこと、他方で②各国が独自措置をとったとしてもビジネス上の予見可能性のさらなる低
下を招く可能性があり、輸出管理の実効性も低いことから、我が国のイニシアチブの下、技術を
保有し、政策目的を共有する少数の国が参加する枠組みを、技術分野毎に組成し、共通のル
ールの下に輸出管理を実施すべきである、としている。

• 報道によれば、政府は、米国やドイツ、英国、オランダなど欧州の主要国と連携し、半導体技
術やAI、バイオなど幅広い分野での輸出規制を協議する新たな枠組みをつくるとのこと（日経
2021年6月1日）。2021年度中の実現をめざすとされていたが、現時点でかかる枠組みが実現
したという話はない。

• 経済安全保障目的の輸出規制が、現行法上の輸出規制の目的（＝ 「国際的な平和及び安全
の維持」）に合致するか？
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輸出管理分野における最近の動き－人権侵害を阻止するための輸出規制

• 2021年12月10日、米国、オーストラリア、デンマーク及びノルウェー四か国により

「輸出管理及び人権イニチアチブ」が公表（カナダ、フランス、オランダ及び英国も支
援）

→ 専制国家による技術の不正使用の阻止等を目的としたものであり、「重要な新興
技術」（critical and emerging technologies）が民主主義国家のために使用される
ことを確保。今後一年かけて、他国政府等と連携する。EUとの貿易技術評議会の

ほか、日本及び韓国との「重要な新興技術」に関する新たな二国間連携パートナシ
ップにも言及されている。

• 「今後の議論を踏まえて対応ぶりを検討していきたい」（岸田総理答弁）

• 人権侵害防止という輸出規制が、現行法上の輸出規制の目的（＝ 「国際的な平和
及び安全の維持」）に合致するか？
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米国における輸出管理
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輸出管理の基本

• 米国の輸出管理とは、以下のような規則:

• 輸出、再輸出、転送

• 米国人および外国人による

• 商品、技術、ソフトウェア、サービスの

• 目的地、最終用途、最終ユーザーまで

• 国家安全保障や外交政策上の様々な目的を達成するため

33



米国国防権限法(NDAA)

34

• 2018年8月13日、NDAAが法制化された。 その中には

• 2018年外国投資リスク審査現代化法（FIRRMA）」と

• 2018年輸出管理改革法（ECRA）」を含む。

• FIRRMAは、財務省が主導する対米外国投資委員会（CFIUS）が管理する。

• ECRAは、商務省に属する産業安全保障局（BIS）が管理しており、EARの権限を持っ
ています。

• ECRA は現在、50 U.S.C.セクション4801-4851 で成文化されています。

• EAR は現在も 15 C.F.R. part 730-774 に収録されています。



米国における輸出管理－監督官庁、法制度等

デュアル・ユース品
（機微度の低い武器品目を含む）

軍事品目

監督官庁 商務省産業安全保障局（BIS） 国務省貿易取引管理局（DDTC）

根拠法 輸出管理改革法（ECRA）
The Export Control Reform Act of 2018

武器輸出管理法
The Arms Export Control Act of 1976

規則 輸出管理規則（EAR）
The Export Administration Regulations

国際武器取引規則（ITAR）
The International Traffic in Arms Regulation

規制リスト 商務省規制リスト（CCL）
Commerce Control List

米国軍事品目リスト（USML）
U.S. Munitions List

35

小野純子「第1章 米国における輸出管理の歴史 EAAからECRAまで」41頁（編著者村山裕三
「米中の経済安全保障戦略 新興技術をめぐる新たな競争」芙蓉書房出版（2021年））より抜粋

（注）他にも、原子力関連の製品・技術の輸出管理を担当するエネルギー省・原子力規制委員会や、外交・
安全保障の観点から取引禁止や資産凍結等の経済措置を実施する財務省外国資産管理局（OFAC）
などがある。



米国における輸出管理－輸出管理等に係る規制リスト

36

CISTEC「米中緊迫下における米国諸規制につい
ての QA 風解説」（2020年9月2日）15-16頁
（一部修正）

リスト 内容 管轄省庁

Unverified List ・未検証ユーザーリスト。米国政府が許可前のチェックや、許可証を使用した輸出の出荷後検
証を実施することができないため、最終用途・需要者に懸念があるユーザーのリスト。
・EAR対象品目の輸出・再輸出・同一国内販売に許可が必要な場合に許可例外が使えなくな
る。許可が不要な品目を輸出・再輸出・同一国内販売する場合にも、相手方からUVL文書と
呼ばれる制約文書の取得が必要になる。

商務省
Entity List ・米国の安全保障・外交政策上の利益に反する者や、WMD拡散懸念者等のリスト。

・EAR対象品目の輸出・再輸出・同一国内販売の禁止。EAR99（リスト規制対象外）品目も許
可要の場合がある。

Denied Person List (DPL) ・EARの悪質・重大な違反を犯し、輸出等特権をはく奪された者のリスト。
・EAR対象品目の輸出・再輸出・同一国内販売の禁止。掲載者によるEAR対象品目の取引
停止。
・掲載者の所有・支配の下にある品目につき、EAR対象品目を利用して据付、保守、その他
のサービスを行う行為の禁止。

Non-SDN Chinese 

Military-Industrial Complex 

Companies List（中国軍産
複合企業リスト）

・米国企業・人による株式等の売買・保有を禁止

財務省（OFAC）
Specifically Designated 

Nationals List (SDNリスト)

・米国各種制裁法令のいずれかにより制裁され、米国内資産を凍結された者のリスト。
・在米資産の凍結、ドル取引の禁止等。米国人の関与禁止。
・イラン・ロシア・北朝鮮等制裁違反の場合→非米国企業・人によるEAR対象外品目の取引も
含め禁止＝二次制裁
・グローバルマグニツキー違反での場合（深刻な人権侵害・腐敗行為関与）→非米国企業・人
によるEAR対象外品目の取引も含め禁止＝二次制裁



米国における輸出管理－輸出管理の目的

• 米国の輸出管理の目的は、安全保障にとどまらず、米国の外交方針の実現や国際
的責務の達成等を含む（§4811(1)(B) of 50 USC Ch. 58: EXPORT CONTROL 

REFORM）。

• さらに、大統領は、輸出管理法のみならず、国際緊急経済権限法（The 

International Emergency Economic Powers Act）その他の個別法を根拠に、禁
輸や経済制裁、輸出入管理に関する広範な権限を有している。

→ Economic Statecraftとしての輸出管理
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2019.9 No.183 CISTEC Journal, 117頁

米国における輸出管理－規制品目

• 四つの輸出管理レジーム（NSG、AG、MTCR及びWA）に基づく規制品目のほか、ECRAは、
Emerging and Foundational Technologiesの特定及び技術移転の規制を要求する。

• Emerging Technologies分野では、BISによれば、2021年9月時点で既に37の新興技術
がCCLに追加されており、うち36の技術は、国際輸出管理レジームでも規制の対象と
なっている。

• Foundational Technologies分野では、2020年8月に事前意見募集を実施。

38

1) バイオテクノロジー
2) AI・機械学習
3) 即位技術
4) マイクロプロセッサー
5) 先進コンピューティング
6) データ分析
7) 量子情報・量子センシング技術

8) 輸送関連技術
9) 付加製造技術（３Dプリンタ等）
10) ロボティクス
11) ブレインコンピュータインターフェース
12) 極超音速
13) 先端材料
14) 先進セキュリティ技術

Emerging Technologiesの技術分野の例示



米国における輸出管理－域外適用

• 「EAR対象品目」（subject to the EAR）であれば、非米国居住者が米国外で再輸出する行為も
規制の対象となる（域外適用）。Entity Listに含まれる対象者向けの輸出はリスト外規制品目
（EAR99）でも輸出許可が要求される。

• 「EAR対象品目」は以下のものを含む。

– 米国内に存在する製品（米国内で製造された製品、米国の自由貿易地域にある製
品、米国を介してトランジットする製品）

– 米国源泉の製品（場所を問わない）

– 外国で生産された製品で、規制対象たる米国原産の内容物を一定数量以上含有し
ているもの（デミニマスルール）

– 外国で生産された製品で、米国原産の技術等により直接生産された製品等（ダイ
レクトプロダクトルール）

• 厳格責任の原則－過失による違反であっても民事上の過料や行政罰（輸出特権のはく
奪など）の対象となり得る。故意があれば刑事罰（懲役刑を含む）の対象に。
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米国における輸出管理－域外適用の例

• 2020年8月17日付EAR改正で、ファーウェイ及びその関連会社に対する再輸出・国内移転に対
する規制が大幅に強化された。

• 米国原産かつ EAR 対象の一定の ECCNの技術又はソフトウェア（一定のエレクトロ
ニクス、コンピュータ、通信の技術・ソフト）から米国又は米国外で直接製造された
プラント又はプラント主要部分から米国外で製造された製品等が対象（汎用製品も含
まれる）

• 主観要件の追加（直接の取引先でなくても、例えばファーウェイによって注文された
製品等に組み込まれることを知り又は知り得る場合は対象）

• 但し、過度な萎縮は不要であり（2020年11月17日梶山経済産業大臣（当時）発言）、規制の無
理解から起こる過剰反応が逆に（米国規制以外の）法的責任を生じさせることもある。
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コンタクト
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