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○輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第 三百七十八号）
（輸出の許可）

外国為替及 び外国貿 易法（昭和二 十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。）第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地

法第四 十八条第一項の規定による許可を受け ようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなけ ればならない。

域を仕向地とする 特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地 域を仕向地とする輸出とする。

第一条
２
（輸出の承認）

次の各 号のいずれか に該当する 貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受け なければ
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出

別表第二の 二に掲げる貨 物（別表第二の一、三六、三九から四一ま で及び四三から四五までの項の中欄に 掲げる貨物を除く。）の北朝

鮮を仕向地とする輸出

外国にあ る者に外国で の加工を委 託する委託加工貿易契約（当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工

（以 下「指定加 工」という 。）に該当す るものに限る。）による貨物（当該委託加工貿易契約 に係る加工で指定加工に該当するものに使用さ

れる加 工原材料 のうち、経済 産業大臣が指 定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。）の輸
出

経済産 業大臣は、 別表第二の三 〇及び三三の項の中欄に掲げる貨 物について前項第一号の規定による承 認をするには、あらかじめ、農林水産

経済産業大 臣は、別表第 二の三五の 二の項（二）及び 四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認 を受けて

大臣の同意を得なければならない。

二

一の二

一

ならない。

第二条

２
３
削除

いる場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
第三条

法 第四十八条第 一項の規定は 、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中 欄に掲げる貨物については、この限り

（特例）
第四条

仮に陸揚げし た貨物の うち、本邦以 外の地域を仕向地とする船荷証券（航空貨物 運送証その他船荷証券に準ずるものを含 む。）により運送

でない。
一

された もの（第 三号及び第四 号において「 外国向け仮陸揚げ貨物」という。）を輸出しようとするとき（別表第三に掲げる地域以外の地域を
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二

三

四

その貨物が 核兵器、軍 用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若

仕向地として輸出しようとする場合にあつて は、次に掲げるいずれの場合にも該当 しないときに限る。）。
イ

しく は無人航空 機であつてそ の射程若しく は航続距 離が三百キロメートル以上のもの（ロ、 第三号及び第十四条において「核兵器 等」とい

う。） の開発、製造 、使用又は貯 蔵（ロ及 び同号において「開発等」という。）のために用いられるおそれがある場合と して経済産業省令
で定めるとき。

その貨 物が核兵器等 の開発等の ために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

ロ
イ

航 空機の部分 品並びに航空 機の発着又は航行を安全にするた めに使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修

次に掲げる貨物を輸出しようとす るとき。
ロ

ホ

ニ

ハ

無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

無償で輸出すべきものとして無 償で輸入した貨物であつて、経済産業 大臣が告示で定めるもの

本邦の大使館、公使館、領事館その他こ れに準ずる施設に送付する公用の貨物

国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結 した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

理を要するものであつ て無償で輸出するもの

ヘ

別表 第一の一六 の項に掲げる 貨物（外国向け仮陸揚げ貨物を除 く。）を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であ

つて、次 に掲げるいず れの場合にも （別表第三の二に掲げる地域以外の地 域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニ
イ

その貨物が 核兵器等の 開発等のために 用いられる おそれがあるものとして経済産業大臣か ら許可の申請をすべき旨の通知を受け たとき。

その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済 産業省令で定めるとき。

のいず れの場合にも）該当しないとき。
ロ

そ の貨物が別 表第一の一の 項の中欄に掲 げる貨物（核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。）の開発、製造 又は使用のために

その貨 物が別表第一 の一の項の 中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるも のとして経済産業大臣から許

用いられるおそれがあ る場合として経済産業省令で定めるとき。

ハ
ニ

可の 申請をすべき旨の通知を受けたとき。

別表第一の五 から一三 まで又は一五 の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が 百万円（別表第三の三に掲げる貨物にあ つては、五万円）

以下の もの（外 国向け仮陸揚 げ貨物を除く 。）を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき（別表第三に掲げる
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２

３
４

地域以外の地 域を仕向地 として輸出 しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合 にも（別表第三の二に掲げる地域（イ

ラク 及び北朝鮮 を除く。） を仕向地とし て輸出しよう とする場合にあつては、同号のイからニ までのいずれの場合にも）該当しないときに限
る。）。

第二 条の規定は 、次に掲げる 場合には、適用しない。ただし、別表第二の 三七から四一まで及び四三から四五ま での項の中欄に掲げる貨物に

別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に 掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。

別 表第二の一 の項の中欄、 三五の三の項 （一）及び（六）並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物（同表の三 五の三の項（一）
別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の 三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの

及び（六）に掲げる貨 物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）
ロ

別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物 のうち、別表第二の二に掲げる貨物で あつて、北朝鮮を仕向地とするもの

別表 第六上欄に掲 げる者が本邦 から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上 別送して、輸出しようとする

（一）及び（六）に掲げ る貨物（経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）を輸出しようとする場合 を除く。

項（同 法第十五 条の四の七第 一項において 準用する場合を含む。）に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項

別表第二の三 五の二の 項（二）に掲 げる貨物であつ て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第 十条第二

ハ

イ

び三五の二の項（一）に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるもの を除く。）を輸出しようとする場合を除く。

仮に陸 揚げした貨物を 輸出しよう とするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄 に掲げる貨物（同表の一の項の中欄及

ついては 、この限りでない。
一
二

三

四

とき。ただ し、別表第二 の一の項の 中欄、三五の三の項（一）及 び（六）並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物（同表の三五の三の項（一

） 及び（六）に 掲げる貨 物にあつては 、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者

が同 表の三六の 項の中欄に 掲げる貨物（経 済産業大臣 が告示で定めるものを除く。）を輸出し ようとする場合並びに船舶又は航空機 の乗組員
が別表第二の二に掲げる 貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しよう とする場合を除く。

前項に 規定する 場合のほか、 第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同 表下欄に掲げる金額以下の貨
物を輸出 しようとする場合には、適用しない。

第二項に規定する場合のほか、第二 条第一項第二号の規定は、総価額が百 万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

税関は、経 済産業大 臣の指示に従 い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八 条第一項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定に

（税関の確認等）
第五条
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２

よる承認を受けていること又は当該許 可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
削除

税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定 めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

第六条

経 済産業大臣は、第十一条の規定による 報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するもの とする。

（輸出の事後審査 ）
第七条
（許可及び承認の有効期間）

法第四十八条第一項の規定による許可及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認 をした日から六月とする。

経済産業大臣 は、特に必 要があると認 めると きは、前項に規定する許可又は承認に ついて、同項の期間と異なる有効期間を 定め、又はその有

第八条
２
効期間を延長することができる。

経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたとき は、その旨を遅滞なく税関に通知するも のとする。

（法令の違反に対 する制裁の通知）
第九条
（使用人）
営業所又は事務所の業 務を統括する者その他これに準ずる者と して経済産業省令で定める者

法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は 、使用人のうち、次に掲げる者とする。

一

法第 五十三条第 一項又は第二 項の規定により禁止された業務を 統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者（前号に掲

第十条
二

経済 産業大臣は、 法（第六章 及び第六章の三に 限る。）及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする 者、貨物

げる者を除く。 ）
（報告）
第十一条

を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
（権限の委任）
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。

価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限

次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの

めるものを除く。）に係る第二条第一項の規 定による承認の権限

別表第 二の三九から 四一まで及び 四三の項の中欄に掲げる貨物 （同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定

第十二条
一
二
イ
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ニ

ハ

ロ

第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有 効期間を延長する権限

法第六十七条第一項の規定によ りイ又はロの承認に条件を付する権限

保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入 された貨物であつて、保税地域から積 み戻す貨物に係る第二条第一項の規定に よる承認の権限

（政府機関の行為 ）
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合 は、この政令の規定は、適用しない。

第五条の規定は、前項の場合に準用 する。

第十三条
２

法第六 十九条の六 第二項第二号 に規定 する政令で定める貨物は、別表第一の 一の項（（五）、（六）及び（十）から （十二）までを除

（核兵器等の開発等に用いられるおそ れが特に大きい貨物）
第十四条

く。）及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物（核兵器等を除く。）とする。
則

この政令は、公布の日から施行する。

附
１

この政令 施行前に貿易 等臨時措置令 （昭和二十一年勅 令第三百二十八号）に基く命令の規定に よる輸出の許可を受けた者は、第一条 第一項の

平 成三十一年四 月十三日 までの間は、 第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に 掲げる貨物（別表第二の一、三六、三九から四一まで及び

承認を受けたものとみなす。

２
３

四三から 四五までの 項の中欄に掲 げる貨物を除く。）の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物（別表第二の一、一九

から二一 の三まで、二 五、三〇、三 三、三五から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。 ）の」と、第四条第二項第二

号ハ中「及 び第三号」と あるのは「に 掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と 、同条第三項中「適用しない」とある

全地域

地域

の は「適用しな い。ただし 、北朝鮮を 仕向地とする貨物 については、この限りでない」と、別表 第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第
四条」と読み替えるものとする。
貨物
（一）

銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾（発光又は発煙のために用いるものを含む。）若しくはこれらの附属品又は

別表第一（第一条、 第四条関係）
一

爆発物（銃砲弾を 除く。）若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれら

これらの部分品
（二）

の部分品
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二

（八）

（七）

（六）

（五）

（四）

（三）

軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品

軍用船舶若しくはその船体若しくは 附属品又はこれらの部分品

軍用車 両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品

運動エネルギー兵器（銃砲を除く。）若しくはその発射体又はこれらの部分品

指向性エネルギー 兵器又はその部分品

火薬又は爆薬の安定剤

火薬類（爆発物を除く。）又は軍用 燃料

装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの 部分品

（九）
（十一）
軍用 探照灯又はその制御装置

防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん

（十二）

軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探 知若しくは識別のた めの

（十）

（十三）
装置若しくはその部分品

軍用の細菌製剤、化 学製剤又は放射性製剤の浄化のために 特に配合した化学物質の混合物

軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製

（十三の二）
（十四）

剤の浄化 若しくは分解のた めの生体触媒 若しくはその製造に 必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若し

（十六）

（十五 ）

軍用人工衛星又はその部分品

兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

軍用火薬類の製造設備若しくは試 験装置又はこれらの部分品

くは細胞株

（十七）

（四）

（三）

（二）

（一）

放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若し

人造黒鉛（四の項の中欄に 掲げるものを除く。）

重水素又は重水素化合物

原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置

核燃料 物質又は核原料物質

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様の もの

（五）

全地域
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（六）

ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品（（三十一

リチウムの同位元素の分離 用の装置又は核燃料物質の成型加工用 の装置

くは制御装置
（七）
（八）
ニッケルの粉又はこれを用いて製造 した多孔質金属

ガス遠 心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品

）に掲げるものを除く 。）
（九）

重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置

三酸化ウラン、六ふっ化ウラン 、二酸化ウラン、四 ふっ化ウラン、金属 ウラン、四塩化ウラン、二酸化プ

（十）
（十の二）

ルトニ ウム、しゅう酸 プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しく

ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品（四の 項の中欄に掲げるも のを

は金属プルトニウムの 製造用の装置若しくはその附属装置又 はこれらの部分品
（十一）

核兵器の開発又は製造に 用いられる工作機械その他の装置であ つて、次に掲げるもの
数値制御を行うことができ る工作機械
測定装置（工作機 械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。）

アルミニウム合金
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除く。）
（十二）
２

アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置（四の項の中欄に掲げるものを除く。）

誘導 炉、アーク炉若しく はプラズマ若しくは 電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装

（十四）

ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこ れらの制御装置
防爆構造のもの
振動試験装置又はその部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）

放射線による影響 を防止するように設計したもの

（十六）

ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの（四の項の中欄に掲げるものを除
１

く 。）

（十七）

２

１

（十五）

置

（十三）

１

２

炭素繊維、アラミ ド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊
マルエージング鋼

維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
３
チタン合金

ベリ リウム若しくはベリ リウム合金の地金若 しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若し

４
（十八）

くは一次製 品（電子機器の部分品に用いるベリリウ ム酸化物の半製品及び一次製品を除く 。）

核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質（（一）に掲げるものを除く。）
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用い られる物質

（十九）
（二十一）

ア クチニドに対して耐食性のある材料を用 いたるつぼ

ほう素一〇

（二十二）

ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合 物又はこれらの半製 品若

（二十）

（二十三）

リチウム若し くはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又は

しくは一次製品
（二十四）

タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品（円筒形のもの、半球形のもの又

これらの半製品若しくは一次製 品
（二十五）

ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半

はこれらを組み合わせたものに限る。）
（二十六）

（二十八）

（二十七）

遠 心力式釣合い試験機（一面釣合い試験機 を除く。）

ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の 装置又はその部分品

ふっ素製造用の電解槽

製 品若しくは一次製品

（二十九）
（三十一）

核燃料物質の分析に用 いられる質量分析計又はイオン源

ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器

フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置

（三十二）

六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁（三の項の中欄に掲げるものを

（三十）

（三十三）
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ソレノイドコイル形の 超電導電磁石

除く。）
（三十四）

ウランの同位 元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ（三の項の中欄に掲げるものを除く。）

スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの（（三十五

（三十五）
（三十五の二）

（三十七）

（三十 六）
発射体を用いる衝撃試験機

電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置（四の項の中欄に掲げるものを除く。）

電圧又は電流の変動が少ない直 流の電源装置

）及び三の項の中欄に掲げるものを除く。）

（三十八）

高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品

流体 の速度を測定するための干渉計、圧力測 定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器

（三十九）
（四十）
１
トリガー火花間げき

三個以上の電極を有する冷陰極管

核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの

２

高速度で大電流のスイッチ ングを行う機能を有する組立品

（四十一）

３
パルス用コンデン サ

陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管

４

（四十二）

トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静 電加速型の中性子発生装置

パルス発生器

（四十三）

放 射線被ばくの防止のために用いられる遠 隔操作のマニピュレーター

５

（四十四）

放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠

キセノ ンせん光ランプの発光装置

（四十五）

放射線による影響を防止するよ うに設計したテレビカメラ又はそのレンズ

６

（四十六）

トリチウム、トリチウ ム化合物又はトリチウム混合物

雷管の部分品

（四十七）

トリチウムの 製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品

７

（四十八）
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三

三の二

（四十九）

重水からトリチウムを回収する ため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
ヘリウム三
レニウム、レ ニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品

（五十）
（五十一）
防爆構造の容器

軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒 性を有する物質若し くはその原料となる物質

（五十二）
（一）

次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるも

として経済 産業省令で定めるもの
（二）

４

３

２

１

充てん用の機械

蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品

熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品

貯蔵容器

反応器

全地域

全地域
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ののうち経済産業省令で定める仕様のもの

５
弁又はその部分品

かくはん機又はその部分品

７
多重管

６
８

ポンプ 又はその部分品
焼却装置
空気中の物質を検知する装置又はその部分品

（二）１又は２に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省 令で定める仕様

軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業

次に掲げる貨物で あつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品である
もののうち経済産業省令で定め る仕様のもの

（二）

省令で定めるもの

（一）

のもの）

（三）

９
11 10

四

４

３

２

１

凍結乾燥器

クロスフローろ過 用の装置又はその部分品

遠心分離機

発酵槽又はその部分品

物理的封じ込めに用いられる装置

核酸の合成又は核 酸と核酸との結合を行うための装置

噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品

粒子状物質の吸入の試験用の装置

物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置

噴霧乾燥器

５

９

ロケット又はその製造用の装置若しくは工具（型を含む。以下同じ。）若しくは試験装置若しくはこれらの部

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定 める仕様のもの
（一）
分品

無人航空機又 はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれら

（一の二）
（二）

推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多

の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれ らの部分品
（三）

段 ロケットの切離 し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置 若しくは工具若しく は試験装置若しくは これ

推進薬の制御装置に用いら れる貨物であつて、次に掲げるもの

しごきスピニング加工機又はその部 分品

スジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン

ターボジェットエ ンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パル

ロケット推進装置

らの部分品

（四）
（五）

サーボ弁

全地域
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８ ７ ６ ５
の
２
２ １
１

ポンプ
ガスタービン
（五）

に掲 げる貨物に使用することができる軸受

ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品

連続式若しくはバッチ式の混合機（ 液体用のものを除く。）又はその部分品

（六） に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分 品

推進薬又はその原料となる物質

（五の二）
（六）
（七）
（八）
（九）

（十二）

（十一）
アイソスタチックプレス又はその制御装置

ロケ ット推進装置のノズル若しくは再突入機 の先端部の製造用の装置又はその制御装置

ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物 質を基材に定着させるためのもの

複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装 置又はその部分品若しくは附属品

（十三）

炭素及び炭素繊維を用いた複合材 料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置

（十）

（十四）

ロケット又は無人航空機 に使用することができる構造材料であ つて、次に掲げるもの

ロケット若しくは無人航空機に使用することができる 装置であつて次に掲 げるもの若しくはその部分品又は

チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

マルエ ージング鋼

タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉

人造黒鉛

複合材料又はその成型品

（十五）

（十六）

これらの製造用の装置若しくは 工具、試験装置、校正装置若しくは心 合わせ装置若しくはこれらの部分品
加速度計
に掲げる貨物を用いた装置

ジャイロスコープ
又は

2

磁気方位センサー

航法装置

1
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２

３ ２
５ ４ ３ ２ １
５ ４ ３ ２ １

五

（十七）

ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若

ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池（一の項の中欄に掲げるものを 除く。）

アビオニクス装 置又はその部分品

しくは心合わせ装置
（十八）
（十八の二）

ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置

航空 機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計

（二十一）
ロケット搭載用の電子計算機

（十九）

（二十二）

ロケット又は無人航空機に使用することができるア ナログデジタル変換器

ロケット又は無人航空機の発射台 又は地上支援装置

（二十三）

振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることがで

（二十 ）

（二十四）

きる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装 置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
ロケット設計用の電子計算 機

音波（超音波 を含む。以下同じ。）、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置

（二十四の二）
（二十五）

ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム

又はこれらの試験装置
（二十六）

ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計し

次に掲 げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
（一）

（四）

（三）

（二）

ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの 粉又

チタン 、アルミニウム又はこれらの合金を超塑 性成形又は拡散接合するための工具

芳香族ポリイミドの製品

削除

た もの

（五）
（六）

ウランチタン合金 又はタングステン合金（二の項の中欄に掲げるものを除く。）

金属性磁性材料

はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品（二の項の中欄に掲げるもの を除く。）
（七）

全地域
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六

（十）

（九）

（八）

潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェ

削除

超電導材料

ニレンチ オエーテル、アル キルフェニレ ンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分

振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオ

とするもの
（十一）

冷媒用に使用することができる液 体であつて、パーフ ルオロポリアルキル エーテルトリアジンのモノマー、

ロ エチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
（十二）

パーフ ルオロアリファ ティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン
（十三）

セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくは

チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末

又はパーフルオロアル カンを主成分とするもの
（十四）

ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレ

ポリジオルガノ シラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン

ほう素の炭化物若しくは窒化物であるも の
（十五）
（十六）
（十七 ）

有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは（十六）に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリ

ふっ化ポリイミド又はふっ化ホス ファゼン

ンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレン エーテルスルホン
（十八）

プ レグ、プリフォーム 若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品（二、四及び

ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン（二及

一五の項の中欄に掲げるものを 除く。）
（十九）

び四の項の中欄に掲げるものを除く。）
（一）

数値制御を行うこ とができる工作機械

軸受又はその部分品（四の 項の中欄に掲げるものを除く。）

次に掲げる貨物（二の項の中欄に掲 げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
（二）

全地域
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七

（六）

（五）

（四）

（三）

測定装置（工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。）であつて、次に掲げるも

コーティング装置 又はその自動操作のための部分品

アイソスタチックプレス又 はその部分品若しくは附属品（四の項 の中欄に掲げるものを除く。）

歯車製造用の工作機械又はその部分 品、附属品若しくは制御装置

フィードバック装 置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるス

高い高度で使用することができるように設計したもの

放射線による影響を防止するように設計したも の

防爆構造のもの

ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若し くは制御装置

表面粗さを測定することができるもの

直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの

電子計 算機又は数値制御装置によつて制御され るもの

の又はその部分品

（七）

（八）
絞りスピニング加工機

ピンドル
（九）

パルス出力の 切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール

エンコーダ又はその部分品 （四の項の中欄に掲げるものを除く。）

高電圧用コンデンサ（二の項の中欄 に掲げるものを除く。）

一次セル、二次セル又は太陽電池セル

超電導 電磁石（二の項の中欄に掲げるものを除 く。）

超電導材料を用いた装置

弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部 分品

マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品

集積回路（四の項の中欄に掲げるも のを除く。）

次に掲 げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）

（八の二）

全地域
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３ ２ １
３ ２ １

八
九

（八の四）

（八の三）
電気光学効果を利用す る光変調器

電力の制御又は電気信号の整流 を行う半導体素子又は半導体モジュール

（十一）
信号発生器

デジ タル方式の記録装置

サンプリングオシ ロスコープ

（十二 ）
周波数分析器

（九）

（十三）
ネットワークアナライザー

アナログデジタル変換器（四の項の中欄に掲げるものを除く。）

（十四）
原子周波数標準器

（十）

（十五）
スプレー冷却方式の熱制御装置

マスク若しくはレチクル 又はこれらの部分品若しくは附属品

半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこ れらの部分品若しく は附

（十五の二）
（十六）
属品
（十七）

マスクの製 造に用いられる基材

半導体基板

（十七の二）
（十八）
レジ スト

ひ

（十九）

アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合

りん

（二十）
ひ

燐、砒素又はアンチモンの水素化物

りん

（二十一）

炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板（（ 十八）に掲げる

物
（二十二）

多結晶の基板（（十八）及び（二十二）に掲げるものを除く。）

ものを除く。）又はイ ンゴット、ブールその他のプリフォー ム
（二十三）

電子 計算機若しくはその附 属装置又はこれらの部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令
で定める仕様のもの
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

全地域

全地域
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一〇

（三）

（二）

（一）

削除

通信用の光ファイ バー

電子式交換装置

伝送通信装置又はその部分品若しく は附属品（一五の項の中欄に掲げるものを除く。）

監視用の方向探知機又はその部 分品

（四）
（五の 二）

無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品

フェー ズドアレーアンテナ

（五の三）

電波その他の電磁波を発信する ことなく、電波その 他の電磁波の干渉を 観測することにより位置を探知す

（五）

（五の四）
ることができる装置

イ ンターネットを利用する方法による通信 の内容を監視するための装置又はその部分品

（一）から（三）まで若しくは（五）から（五の五）までに掲げる貨物の設計用の装 置、製造用の装置、 測定

（五の五）
（六）
暗号装置又はその部分品

装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
（七）

情報を伝達する信 号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
削除

（八）
（九）

盗聴の 検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品

（七）、（八）若しくは（十）に 掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装 置又は測定装置

（十）
（十一 ）

音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若 しくは船舶用の対地 速力の測定装置又はこれらの部分

次に掲げる貨物であつて、経済産業 省令で定める仕様のもの
（一）

光 検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置（二及び一五の項の中欄に掲げるもの

品（一五の項の中欄に掲げるも のを除く。）
（二）

（四）

（三）

反射鏡

電子式のカメラ又はその部 分品（二の項の中欄に掲げるものを除く。）

センサー用の光ファイバー（九の項 の中欄に掲げるものを除く。）

を除く。）

（五）

全地域
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一一

一二

（七）

（六）
光学器械又は光学部品の制 御装置

光学部品であつて、セレン化亜鉛若 しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
非球面光学素 子

レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置（二の項の中欄に掲げるものを除く 。）

（七の二）
（八）
こう

レ ーザー光を利用して音声を探知する装置

こう

水中において磁場又は電場を検知する装置（磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。）

磁力計、水中電場センサー若しくは 磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又 はこれらの部分品

（八の二）
（九）
（九の二）

（十二）

（十一）
重力計の製造用の装置又は校正装置

光の 反射率の測定装置又はレンズ若しくは反 射鏡の表面の形状の測定装置（非接触型のものに限る。）

レーダー又はその部分品（四及び一五の項の中欄に掲 げるものを除く。）

重力計又は重力勾配計（四の項の中欄に掲げるものを除く。）

（十三）

光検出器その他の光学部品の材料 となる物質又はレーザー発振器用の結晶

（十）

（十四）

次に掲げる貨物（四の項の 中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
（二）

慣性航 法装置その他の慣性力を利用する装置

ジャイロスコープ又はその部分品

加速度計又はその 部分品

（三）

ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装

（一）

（四）

置 、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用 の高度計

水中ソナー航法装置又はその部分品（一〇及び一五の項の中 欄に掲げるものを除く。）

（一）から（四の二）までに掲げるものの試験装置、校 正装置、心合わせ装置又は製造用の装置

（四の二）
（五）

（三）

（二）

（一）

水中用の照明装置

水中から物体を回収するた めの装置

船舶の部分品又は附属装置（一及び 一五の項の中欄に掲げるものを除く。）

潜水艇（一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。）

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

（四）

全地域

全地域
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一三

一四

（十）

（九）

（八）

（七）

（六）

（五）

音波を利用して人の水中における活 動を妨害する装置

閉鎖回 路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具

浮力材

回流水槽

大気から遮断された状態で 使用することができる動力装置

水中用のロボット（二及び六の項の 中欄に掲げるものを除く。）

ガスタービンエンジン又はその部分品

次に掲げる貨物（四の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産 業省令で定める仕様のもの
（一）

人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分 品

人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、

（二）
（二の二）

（四）

（三）

（一）から（四）まで若しくは一五の項（十）に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置

無人航空機又はその部分品 若しくは附属装置

ロケット推進装置又はその部分品

地上に設置されるもの

（五）

粉末状の金属燃料（アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲 げるものを除く。） であつて、経済産業 省令

若しくは工具又はこれ らの部分品
（一）

（四）

（三）

（二）

自 給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの（一二の項の中欄に掲げるものを

削除

非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて 、経済産業省令で定める仕様のもの

火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの

で定める仕 様のもの

（五）
（六）

ロボット若しくは その制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの（二、六及び

航空機で輸送することができるよう に特に設計した土木機械又はその部分品

除く。）
（七）

一二の項の中欄に掲げるものを 除く。）

全地域

全地域
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一五

一六

（九）

（八）

催涙剤若しくはく しゃみ剤（個人護身用のものを除く。）又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のため

電気制動シャッター（カメラ用に設 計したものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定め

の装置若しくはその部分品であ つて、経済産業省令で定める仕様のもの
（十）

爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様

る仕様のもの（一五の項の中欄に掲げるものを除く。）
（十一）
の もの

（二）

（一）

核熱源物質（二の項の中欄に掲げるものを除く。）

電波の 吸収材又は導電性高分子（四の項の中欄 に掲げるものを除く。）

無機繊維又は五の項（十六）に掲げる貨物を用いた繊維 を使用した成型品

次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの

（三）

チャネルの数が一、〇〇〇を超える デジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品

（八）

（七）

（六）

（五）

排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音 装置（一の項の中欄に掲げるものを除く。）

潜水艇であつて、単独で航行できるもの（一の項の中欄に掲げるものを除く。）

送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以 下のレーダー又はその部分品

宇宙用 に設計した光検出器

音波を利用した水中探知装置又はその部分品

簡易爆発装置 を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属

（四）
（四の二）

（九）

ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれら の部分品（四の

装置

（十）

全地域

全地域

関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、

（別表

項の中欄に掲げるもの を除く。）

第六八類から第九三類まで又は第九五類に該 当する貨物（一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。）

第三に

掲げる
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二

一
削除

削除

ダイヤモンド（経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）

別表第二（第二条、第四条、第十二条関係）

三
削除

貨

四

物

削除

削除

一〇
削除

五

一一
削除

削除

一二
削除

六

一三
削除

削除

一四
削除

七

一五
削除

削除

一六
削除

八

一七
削除

削除

一八

安全な 血液製剤の安定供給の確保等に関する 法律（昭和三十一年 法律第百六十号）第二条第一項に規定する血液製剤で

九

一九

あつて、経済産業大臣が告 示で定めるもの

地域を

域

除く。

）

地

全地域

全地域
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二〇

核原 料物質及び核燃料物質 （使用済燃料（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律
第百六十六号）第二条第十項に規定 する使用済燃料をいう。以下同じ。） を含む。以下同じ。）
（一）
使用済 燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物

核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物

次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
（二）

放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物（機器に装備されているこれらのものを含

二二

三

二一の

二

二一の

削除

削除

精神薬の原材料となる化学物質として経済産 業省令で定めるもの

麻薬及び向精神 薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向

射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるも の

放射性 同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第二条第二 項に規定する放

二一

（三）

二三
削除

む 。）並びにこれらによつて汚染された物（（一）及び（二）に掲げるものを除 く。）

二四

船舶（ろかい又 は帆のみをもつて運転するものを除く。 ）であつて、次のいずれかに該当する もの

削除

二五

二六
削除

漁ろう設備 を有するもの

二七
削除

イ

二八
削除

漁 獲物を原材料とする製品の製造設備を 有するもの

二九

しいたけ種菌

ロ

三〇

削除

漁獲物の保蔵の設備を有するもの（漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。）

三一

削除

ハ

三二

全地域

全地域

全地域

全地域

全地域

全地域
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三三

うなぎの稚魚

アメリ

全地域

全地域

く。）

海を除

北の公

の線以

六十度

（南緯

全地域

全地域

国

カ合衆

冷凍のあさり、はまぐり及 びいがい

オゾン 層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書Ｂ、附属書 Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質

三四

三五
（一）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄 物（（一）に掲げるものを除く。）

国際貿易の対象となる特定の有害な 化学物質及び駆除剤 についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関す

農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二条第一項に規定する農薬（次のいずれかに該当するものに限

るロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質

（一）

（二）

廃棄物等

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成四年法律第百八号）第二条第一項に規定する特定有害

三五の
二

三五の
三

薬

農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに

第九条第二 項（同法第三十四 条第六項において準用する場合を含む。）の規定に基づきその登録が 取り消された農

農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法

項（同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。）の規定に基づきその登録を拒否された農薬

用 する場合を含む 。２から４までにおいて同じ。）のいずれかに該当 すると認められるも のとして同法第四条 第一

農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号（これらの規定を同法第三十四条第六項において準

る。）の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示 で定めるもの

（二）
１

２

３

至 つた場合において同 法第九条第三項（同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。）の規定に基づきそ
の登録が取り消された農薬
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４

農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止す

毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第三項に規定する特定毒物（（一）に掲げるもの

るため必要がある場合において同法第十 八条第二項の規定に基づきその販売を禁 止された農薬
（三）
を除く。）

医薬品 、医療機器等の品質 、有効性及び安全性 の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二

医薬品 、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の 確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものと

して同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬 部外品に該当する殺虫剤

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものと

に 限る。）の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

条第一項に規 定する医薬品又は 同条第二項に規定す る医薬部外品に該当する殺虫剤（次のいずれかに該当するもの

（四）

１
２

して同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその 承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤

労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に

水銀に関する水俣条約第三条１

全地域

全地域

全地域
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（五）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第二条第二項に規定する第一

掲げる物（（一）に掲げるものを除き、 同号に掲げる物にあつては経済産業大臣 が告示で定めるものに限る。）
（六）

種特定化学物質（（一 ）に掲げるものを除く。）
（一）

に規定する水銀

三五の

水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成二十七年法律第四十二号）第二条第一項に規定する特定水銀

一に掲 げる種に限る。）の同法第六条第二項第四号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品（四三の項の中

種に あつては、絶滅のおそ れのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令（平成五年政令第十七号）別表第二の表

動植物種（同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五号）第四条第二項に規定する希少野生

び四三の項の中 欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が 告示で定めるものに限る。）

これら の個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生し た物（次の項及

絶滅の おそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する 動物又は植物、

使 用製品及びこれを部品として使用する製品

（二）

三七

三六

四

（ａ）

四一

四〇

三九

三八

削除

風俗を 害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物

反乱を主張し、 又はせん動する内容を有する書籍、図画 その他の貨物

偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙

かすみ網

全地域

全地域

全地域

全地域

欄に掲げるものを除く。）

四二

四

三

二

一

製造たばこ及び製造たばこ代用品

アルコール飲料

キャビア及び魚卵から調製したキ ャビア代用物

魚のフィレ（冷凍したものであつて、経済 産業大臣が告示で定めるものに限る。 ）

牛の 肉（冷凍したものに限る。）

全地域

全地域

全地域

国宝、 重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品（特別天然記念物及び天然記念

関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物（同法第六十九条

物であつて、経 済産業大臣が指定するもの

仕向国にお ける特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨

物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）

四三
四四
四五

の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第五項の規定により同法第六十九条の十一

第一 項第九号又は第十号に 掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条
の二十第十一項の規定によ り認定手続が取りやめられたものを除く。）

五

香水類及びオ ーデコロン類

別表第二の二（第二条、第四条関係）

六

美容用 、メーキャッ プ用又は皮膚 の手入れ用の調製品（日焼止 め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。）及びマニキュア用又は

トランク、ス ーツケー ス、携帯用化 粧道具入れ、エ グゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器（ 外面が革

ペディキュア用の調製品

七
八

製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。）
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十

九

財布その他の ポケット 又はハンドバ ッグに通常入れ て携帯する製品（外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製 のものに

ハンドバッグ（外面が革製、コン ポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。）

十一
毛 皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品

衣類及び衣 類附属品（革製又はコンポジションレザー製のものに限る。）

限る。）
十二
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷 物
つづれ織物（経済産業大臣 が告示で定めるものに限る。）

十三
十三の二

ガラス製品（鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）

磁器製の食卓用品（経済産業大臣が告示で定めるものに 限る。）

十四

天然又は養 殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属（ 銀、金、白金、イリジウム、オスミウム 、パラジウム、ロジウム及びルテニウ ムをいう。

十三の三
十五
十六

マイクロホ ン及びそ のスタンド、 拡声器、ヘッド ホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅 器並びに

携帯用のデジタル式自動データ 処理機械（少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。）

以下同じ。）及び特定金属を張つた金属並びにこれら の製品
十七
十八

録 音その他これに類する記録用の媒体（写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。）

音声再生機 、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

電気式音響増幅装置
十九

ラジオ放送用受信機（無線電 話又は無線電信を受信することができ るものを含む。）

ビデオカメラレコーダー及びデジタルカ メラ

二十一

テレビジ ョン受像 機器（カラーの ものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）並びにビデオモニター（カラーのものに

二十
二十二

二十四

ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー

モーターサイクル（モペットを含む。）及び補助原動機付きの自転車

乗用自動 車及び雪上走行用に特に設計した車両 （雪上走行用に特に設計した車両にあつ ては、経済産業大臣が告示で定めるも のに限る。

限る。）及びビデオプロ ジェクター
二十三

二十五

写真機（一眼レフ レックスのものに限る。）

）

二十六
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二十八

二十七
映写用又は投影用 のスクリーン

投影機、写真引伸機及び写真縮小機（映画用のものを除く。）

映画用の撮影機及び映写機

楽器並びにその部分品及び附属品

腕時計、懐 中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含む。）

二十九
三十
三十一
万年筆

運動用具並びにその部分品及び附 属品（経済産業大臣が告示で定めるも のに限る。）

三十二
美術品、収集品及びこつとう

三十一の二
三十三
別表第三（第四条関 係）

アルゼ ンチン、オー ストラリア、 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、

ギリシャ、 ハンガリー、 アイルランド 、イタリア、大韓民国、ルク センブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポル
トガル、スペイン、スウェーデン、ス イス、英国、アメリカ合衆国
別表第三の二（第四条関係）

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダ ン、スーダン
別表第三の三（第四条関係）

別表第一 の五の項（十 四）若しくは （十八）、七の項 （十五）、八の項の中欄、九の項（一） 若しくは（六）、一〇の項（一）、（二）、（

四）、（六 ）、（七）、 （九）、（九 の二）若しくは（十一）、一二の項（一）、（二）、（五）若しく は（六）若しくは一三の項（五）に掲
げる貨物であつて、経済産業大臣が告 示で定めるもの又は同表の一五の項の 中欄に掲げる貨物
別表第四（第四条関係）
イラン、イラク、北朝鮮
一

総価額二 〇〇万円以下 の無償の商 品見本又は宣伝用物品（別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該 当するも

無償 の救じゆつ品

別表第五（ 第四条関係）
二

の であつて、同 表下欄に掲 げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲
で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。）
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国際郵便 により送附さ れ、且つ、 受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若
外国貿易船又は航空機 が自己の用に供する船用品又は航空機用 品

三
四

航空 機の部分品 並びに航空機 の発着又は航行を安全にするため に使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理

しくは小包郵便物又はその他の方法 により送附される同様の小包
五

七

六

本邦に派遣さ れた外国の 大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館（外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる

本邦に来遊した外国の元首及びそ の家族並びにその従者に属する貨物

国立国会図書館が国際的交換の用に供する 出版物

を要するもので あつて無償で輸出するもの

八

外国にある者 に贈与される勲章、賞はい、記章その 他これに準ずるもの

施設をいう。以下同じ。 ）の館員の個人的使用に供される貨物並 びに外国公館が送付する貨物
九

本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

本邦 の公共的機関から外国の公共的機関に 友好を目的として寄贈される貨物

十一

本邦に輸入 された後 無償で輸出さ れる貨物であつて、その輸入の際の性質及び 形状が変わつていないもの（経済産業大 臣が告示で定める

十
十二

十四

十三

無償で輸入すべきものとして無償で輸出 する貨物であつて、経済産業大臣が告 示で定めるもの

無 償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

本邦に入国 した巡回興行者が輸入した興行用具

ものを除く。）

十五

永住の目的をもつて出

び一時的に入国して出国

一時的に出国する者及

二

一

二

一

引越荷物

職業用具

携帯品

職業用具

携帯品

別表第六（第四条関係）

国する者（一時的に入国

三

する者

して出国する者を除く。
）
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員

本人の私用に供すると認められる 貨物

「 携帯品」とは 、手荷物、衣 類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の 私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨

船舶又は航空機の乗組
備考
一
物をいう。

分

金

額

「 職業用具」とは、本人の職業の用に供 することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

区

二

の

「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供するこ とを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
物

三
別表第七（第四条関係）
貨

三〇万

五万円

別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産 業省令で定めるもの
別表第二の一九及び三三の項の中欄 に掲げる貨物

三万円

一
二

別表第二の三〇及び三四の 項の中欄に掲げる貨物

円
三

総則

○外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十 八号）
第一章

この法 律は、外国為 替、外国貿 易その他の対外取 引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調 整を行う

（目的）
第一条

こと により、対外 取引の正常 な発展並びに 我が国又は国 際社会の平 和及び安全 の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとと
削除

もに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条から 第四条まで

この 法律は、本邦 内に主たる事 務所を有する法人 の代表者、代理人、使用人その他の従業 者が、外国においてその法人の財産又は業務に

（適用範 囲）
第五条

つ いてした行為に も適用する 。本邦内に 住所を有する 人又はその代 理人、使 用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務につい
てした行為についても、同様とする。
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（定義）

三

二

一

「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨を いう。

「本 邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。

「外国」とは 、本邦以外の地域をいう。

「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済 産業省令で定めるその附属の島をいう 。

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四

「居住者」 とは、本邦内 に住所又 は居所を有す る自然人及び 本邦内に主 たる事務所を有する法人をいう。非居住 者の本邦内の支店、出張所

第六条

五

その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

六
イ

小切手（旅行小切手を含む。）、為替手形、郵便為替及び信用状

「支払手段」 とは、次に掲げるものをいう。
ロ

「対外 支払手段」と は、外国通貨 その他通貨 の単位のいか んにかかわら ず、外国通貨をもつて表示され、又は外国におい て支払のために使

イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

用することができるもの （その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに 限る。）

よつて認識することができない方法をいう。）により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使

証票、電子機器その他の物（第十九条第一項において「証票等」という。）に電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚に

ニ

ハ

七

八
削除

用することのできる支払手段（本邦通貨を除く。）をいう。
九

「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物を いう。

「 証券」とは 、券面が発行 されていると 否とを問わ ず、公債、社 債、株式、出 資の持分、 公債又は株式に関する権利を与える証 書、債券

十
十一
十二

「債権」と は、定期預 金、当座預 金、特別当座 預金、通知預 金、保険 証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他に因り生ずる金銭債

「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。

、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当 金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
十三

権で前各号に掲げられてい ないものをいう。
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２

十四

「金融 指標等先物契 約」とは、 金融商品取引 法（昭和二十 三年法律第 二十五号）第二条第二十一項に規定する 市場デリバティブ取引（政

令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引（政令で定めるものを除く。）及び

同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これ
十五

「財産」とは、第七号、第十号、第十一 号、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。

「 貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。

らに類する取引と して政令で定める取引に係る契約をいう。
十六

居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
（外国為替相場）

財務大 臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

財務大臣は 、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替 相場を定め、これを告示するものとする。

２

財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外 国為替相場の安定に努めるものとする。

第七条
３

この法律 の適用を受 ける取引又 は行為に 係る通貨による支払等（支払又は支払の受領をいう。以下同じ。）は、財務大臣の指定する通貨

（通貨の指定）
第八条
により行わなければならない。
（取引等の非常停 止）

主 務大臣は、 国際経済の事 情に急激な変化があつた場合にお いて、緊急の必要があると認めるとき は、政令で定めるところにより、政令

前項の規定 により命ずる 停止は、そ の停止の時までに この法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止に よる支払

で定める期間内において、この法律の適用を受 ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。

第九条
２

我が国の平和及 び安全の維持のための措置

の遅延は、政令で定める期間 内に限られるものとする。
第二章

我 が国の平 和及び安全の 維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置（この項の規定による 閣議決定に基づき主務大臣に

政府は、前項 の閣議決定 に基づき同 項の対応 措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措

条の規定による措置をいう。）を講ずべきことを決定することができる。

より行われ る第十六条第 一項、第二十 一条第一 項、第二十三 条第四項、第 二十四条第一 項、第二十五条第六項、第四十八条第 三項及び第五十二

第十条

２

置を講 じたことに ついて国会 の承認を求め なければなら ない。ただ し、国会が閉 会中の場合又は衆議院が 解散されている場合には、その後最初
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３

に召集される国会において、速やかに 、その承認を求めなければならない。
削除

政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速や かに、当該対応措置を終了させなければならない。
支払等

第十一条から第十五条まで
第三章
（支払等 ）

主務大臣は、我 が国が締結し た条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力

この法律又は この法律に 基づく命令 の規定に より、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されて

するかどうかを判断するものとする。

できる。こ の場合におい て、主務大臣 は、当該 申請に係る支 払等について 許可を受ける 義務を課することとなつた事情を併せ 考慮して、許可を

務が課さ れた場合に は、当該支払 等をしようと する者は、 政令で定める ところにより 、当該二以 上の規定による許可の申請を併せて行 うことが

前三 項の規定に より許可を 受ける義務を課することができることとされる 支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義

することができる。

す る居住者若し くは非居住者 又は非居 住者との間で 支払等をしよ うとする居 住者に対し、当該支払又は支払等につい て、許可を受ける義務を課

とができる こととされて いる取引又は 行為に係る 支払等である 場合を除き、 政令で定めるところにより、本邦から外国へ向け た支払をしようと

該支払等 が、次章から 第六章までの 規定により 許可を受け 、若しくは届 出をする義務 が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課するこ

前二 項に定める 場合のほか、 主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく 命令の規定の確実な実施を図るため必 要があると認めるときは、当

又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの 支払について、許可を受ける義務を課 することができる。

る取 引又は行為に 係る支払で ある場合を 除き、政令で 定めるところ により、 本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者

章までの規定 により許可を 受け、若し くは届出を する義務が課さ れ、又は許 可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされてい

前項に 定める場合の ほか、主務大 臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認め るときは、当該支払が、次章から第六

る義務を課するこ とができる。

をしよう とする居 住者若しくは 非居住者又は 非居住者との 間で支払 等をしようと する居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受け

から 許可又は承認 を受ける義 務を課した取 引又は行為に 係る支払等 である場合 を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払

に 我が国として 寄与するため 特に必要 があると認め るとき又は第 十条第一項 の閣議決定が行われたときは、当該支払 等が、これらと同一の見地

第十六条

２

３

４

５

いると きは、政令 で定める場 合を除き、当 該許可若しく は承認を受 けないで、又 は当該届出をしないで当 該取引又は行為に係る支払等をしては
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ならない。

主務 大臣は、 前条第一項の 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許

（支払等の制限）
第十六条の二

可を受け ないで行つ た者が再び同 項の規定によ り許可を受 ける義務が 課された支払 等を当該許可 を受けないで行うおそれがあると認めるときは

、その者 に対し、一年 以内の期間を 限り、本邦 から外国へ 向けた支払（ 銀行（銀行法（ 昭和五十六年法律第五十九号）第二条第一項に規定する

銀行をいう 。以下同じ。） その他の政 令で定める 金融機関（以 下「銀行等」 という。）又は資金移動業者（資金決済に関する 法律（平成二十一

年 法律第五十九 号）第二条第 三項に規 定する資金移 動業者をいう 。以下同じ 。）が行う為替取引によつてされるもの を除く。）及び居住者と非

居住 者との間です る支払等（ 銀行等又は資 金移動業者が 行う為替取 引によつて されるものその他政令で定めるものを除く。）について、その全
部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

銀行等は、そ の顧客の支払 等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次 の各号に掲げる支払等に該当すると認

（銀行等の確認義 務等）
第十七条

当該許可を受けている

められる場合 には当該各号 に定める要 件を備えていること を確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課され た支払等

当該許可を受けていること。

一

第 二十一条第 一項又は第 二項の規定に より許可を受 ける義務が 課された第二 十条に規定する資本取引 に係る支払等

当該許可若しくは 承認を受け、又は当該届出後の所要の 手続を完了していること。

その 他この法律又 はこの法律に 基づく命令 の規定によ り許可若しく は承認を受け 、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令

こと。

二
三
で定め るものに係る支払等
（確認のための是正措置等）

財 務大臣は、 銀行等が前条 の規定 に違反してその顧客の支払等に係る為 替取引を行い、又は行うおそれがあると 認めるときは、当

財務大 臣は、前 項の規定によ る命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置 がとられるまでの間、当該銀

該銀行等に対し、同項の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。

第十七条の二
２

行等に対 し外国為替取引に係る業務の全部若し くは一部の停止を命じ、又は当該銀行等 の当該業務の内容を制限することができる。

前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に 係る為替取引を行う場合について準用する。

（資金移動業者への準用）
第十七条の三

（銀行等の本人確認義務等）
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銀 行等は、次の 各号に掲げる 顧客と本邦から外 国へ向けた支払又は非居住者との間です る支払等（当該顧客が非居住者である 場合を除

自然人
月日
法人

氏名、住 所又は居所（ 本邦内に住 所又は居所 を有しない外 国人で政令で定 めるものにあつては、財務省令で定める事項）及び生年
名称及び主たる事務所の所 在地

銀行等は、顧 客の本人確 認を行う場合 におい て、会社の代表者が当該会社のために 特定為替取引を行うときその他の当該銀 行等との間で現に

顧 客（前項の規 定により 顧客とみなさ れる自然人を含む。以下同じ。）及び代表者 等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等

用する。

財団その他の 政令で定める もののため に当該銀行 等との間で現に 特定為替取 引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適

顧客が 国、地方公共 団体、人格の ない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国 、地方公共団体、人格のない社団又は

替取引の任に当た つている自然人（以下この条及び次条において「代表者等」という。）につい ても、本人確認を行わなければならな い。

特定為替 取引の任 に当たつてい る自然人が当 該顧客と異な るとき（ 次項に規定す る場合を除く。）は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為

二

一

確認（以下「本人 確認」という。）を行わなければならな い。

客につ いて、運転 免許証の提 示を受ける方 法その他の財 務省令で定 める方法によ る当該各号に定める事項 （以下「本人特定事項」という。）の

く。 ）に係る為替 取引（政令 で定める小 規模の支払又 は支払等に係 るものを 除く。以下「特定為替取引」という。）を行うに際しては、当該顧

第十八条

２

３

４

に対して、顧客又 は代表者等の本人特定事項を偽つてはな らない。

銀行等は 、顧客又は代表 者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの

（銀行等 の免責）
第十八条の二

間、当該特定為替取引に係る義務の履 行を拒むことができる。
（本人確認記録の作成義務等 ）

銀行 等は、本人 確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定 める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項とし

銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める 日から、七年間保存しなければならない 。

て財務省令で定め る事項に関する記録（以下「本人確認記録」という。）を作成しなければなら ない。

第十八条の三
２

財 務大臣は、 銀行等が特 定為替取 引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反している

（本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置）
第十八条の四

と認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必 要な措置をとるべきことを命ずること ができる。
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第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定 為替取引を行う場合について準用する。

（資金移動業者への準用）
第十八条の五
（支払手段等の輸出入）

財務大臣 は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実 施を図るため必要があると認めるとき は、支払手段（第六条第一項

居住者 又は非居 住者は、第一 項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとすると きは、当該支払手段又は当該

ろにより、許可を受ける義務を課することができる。

貨の 安定を維持す るため特に 必要があると 認めるときは 、貴金属を 輸出し又は 輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるとこ

財務大臣は 、この法律若 しくはこの 法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若 しくは通

めるところにより、許可を受ける義務を課する ことができる。

第七号ハ に掲げる支払 手段が入力さ れている証 票等を含む 。）又は証券 を輸出し、又は 輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定

第十九条

２

３

証券若しく は貴金属の輸 出又は輸入が 前二項の 規定に基づく 命令の規定に より財務大臣 の許可を受けたものである場合その他 政令で定める場合

を除き、政令 で定めるとこ ろにより、 あらかじめ 、当該輸出又は 輸入の内容 、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なけれ
資本取引等

ばならない。
第四章

資本取引と は、次に掲げ る取引又は行為（第二十六条第一 項各号に掲げるものが行う同条第二項 に規定する対内直接投資等に該当する

（資本取引の定義 ）
第二十条
行為を除く。）をいう。

居住者と非 居住者との間 の預金契 約（定期積金 契約、掛金契 約、預け金 契約その他これらに類するものとして政 令で定めるものを含む。第

居住者と非居 住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る 取引

一

四号、次条第三項及び第五十五条の三第一項において同じ。）又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引（以下この条、次
二

居住 者と非居住者との間の対外支払手段又 は債権の売買契約に基づく債権の発生等 に係る取引

条第三項及び第五十五条の三第一項において「債権の発生等に係 る取引」という。）
三

居住者と 他の居住者と の間の預金 契約、信託 契約、金銭の 貸借契約、債 務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基

居 住者による 非居住者か らの証券の取 得（これらの 者の一方の 意思表示によ り、居住者による非居住 者からの証券の取得が行われる権利の

づく外国通貨をもつて支払を受ける ことができる債権の発生等に係る取引

四
五
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当該一方の者 による取得を 含む。） 又は居住者によ る非居住者に 対する証券 の譲渡（こ れらの者の一 方の意思表示 により、 居住者による非居
住者に対する証券の譲渡が行われる 権利の当該一方の者による取得を含む。 ）

居 住者による 外国におけ る証券の発行 若しくは募集 若しくは本 邦における外 貨証券の発行若しくは募 集又は非居住者による本邦における証
非居 住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集

六
七

居住者と非居住者との間の金融指標等先物 契約に基づく債権の発生等に係る取引

券の発行若しくは 募集
八

居住者と他 の居住者との 間の金融 指標等先物契 約に基づく外 国通貨をも つて支払を受けることができる債権の発 生等に係る取引又は金融指

第一 号及び第二号 に掲げるもの のほか、 法人の本邦に ある事務所と 当該法人の外 国にある事務所との間の資金の授受（ 当該事務所の運営

居住者による 外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦に ある不動産若しくはこれに関する権利 の取得

貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

標等先物契約（外国通貨の金融指標（金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。）に係るものに限る。）に基づく本邦通

九

十
十一

前各号のいずれかに準ずる取引又は行為として政令で定めるもの

に必要な経常的経費及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く。）
十二

財務大 臣は、居住者 又は非居住者による資本取引（第二十四条第 一項に規定する特定資本取引に該当す るものを除く。）が何らの制

（財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等）
第二十一条

限なしに 行われた場合 には、我が国 が締結した 条約その他 の国際約束を 誠実に履行す ることを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に

我が国とし て寄与するこ とを妨げるこ ととなる事 態を生じ、こ の法律の目的 を達成することが困難になると認めるとき又は第 十条第一項の閣議

決 定が行われた ときは、政令 で定める ところにより 、当該資本取 引を行おう とする居住者又は非居住者に対し、当該 資本取引を行うことについ
て、許可を受ける義務を課す ることができる。

前項 に定める場 合のほか、 財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に 規定する資本取引（特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く

我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。

２

。）が何 らの制限な しに行われた 場合には、次に掲げるいずれかの事態を生 じ、この法律の目的を達成することが 困難になると認めるときは、

政令で定め るところによ り、当該資本 取引を行おうとする居住者又 は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を
一

本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになるこ と。

課することができる。
二
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３

４

５

６

三

本邦と外国との間の大量の資金の 移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。

前項の「特別 国際金融取 引勘定」と は、銀行 その他の政令で定める金融機関が、非居住者（外国法令に基づいて設立された法人その他政令で

定める 者に限る。 以下この項 及び次項にお いて同じ。） から受け入 れた預金その 他の非居住者から調達し た資金を非居住者に対する金銭の貸付

け、非居 住者からの 証券の取得そ の他の非居住 者との間で の運用に充 てるために行 う次に掲げる 取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関す
一

前条第二号に掲げる資本取引のう ち、非居住者との間の金銭の貸借契約 に基づく債権の発生等に係る取引

前条第一号に掲げる資本取引のうち、非居 住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引

る経理を その他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定を いう。
二

前条第五号に 掲げる資本 取引のうち、 非居住者が発 行する証券 （政令で定 めるものに限る。）の非居住者からの取得又は非居住者に対する
その他政令で 定める取引又は行為

譲渡

三
四

前項に 規定する特別 国際金融取引 勘定（以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」 という。）とその他の勘定との間にお

ける資金の振 替その他の特 別国際金融 取引勘定の 経理に関する事 項及び特別 国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引
又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については 、政令で定める。

第 二項に規定す る資本取 引について第 一項及び第二項の規定により許可を受ける義 務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は

、政令で 定めるとこ ろにより、こ れらの規定に よる許可の 申請を併せ て行うことが できる。この 場合において、財務大臣は、当該申請に係る資

本取引に ついて許可を 受ける義務を 課すること となつた事 態のいずれを も生じさせな いかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するもの
とする。

財務大臣は 、第二十三条 第一項の規 定により届け出な ければならないとされる同項に規定する対外直接投資を行うことについて第一 項又は第

二項 の規定により 許可を受け る義務を課し たときは、当 該許可の申 請に係る対 外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとな

つた第一 項に規定 する事態又は 第二項各号に 掲げる事態の ほか、同 条第四項各号 に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許
可をするかどうか を判断するものとする。

財務大臣は、 前条第一項の 規定により許可を 受ける義務を課した場合において、当該 許可を受ける義務が課された同項に規定する資

（資本取 引等の制限）
第二十二条

本 取引を当該許可 を受けない で行つた者 が再び同項の 規定により許 可を受け る義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで

行うお それがある と認めると きは、その者 に対し、一年 以内の期間 を限り、同項 に規定する資本取引を行 うことについて、その全部若しくは一
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２

部を禁止し、又は政令で定めるところ により許可を受ける義務を課することができる。

財務大臣は、 前条第三項 各号に掲げ る取引若 しくは行為以外の取引若しくは行為（以下この項において「対象外取引等」という。）を特別国

際金融 取引勘定に おいて経理 し、又は同条 第四項の規定 に基づく命 令の規定に違 反した者が、再び対象外 取引等を特別国際金融取引勘定におい

て経理し 、又は当該 命令の規定に 違反するおそ れがあると 認めるとき は、その者に 対し、一年以 内の期間を限り、同条第三項各号に掲げる取引
又は行為 の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。
（金融機関等の本人確認義務等）

銀行等、信 託会社（信 託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定 する外国

第十八条第二 項から第四 項まで及び 第十八条 の二から第十八条の四までの規定は、金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合に

、本人確認を行わなければならない。

の締結その 他の政令で定 める行為（以 下この条 において「資 本取引に係る 契約締結等行 為」という。）を行うに際しては、当 該顧客等について

関等」と いう。）は 、顧客又はこ れに準ずる者 として政令 で定める者（ 以下この項に おいて「顧 客等」という。）との間で資本取引に 係る契約

一項に規 定する第 一種金融商品 取引業を行う 者及び同条第 二項に規 定する第二種 金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。）（以下「金融機

信託 会社をいう。 以下同じ。 ）及び金融商 品取引業者（ 金融商品取 引法第二条 第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第

第二十二条の二

２

ついて 準用する。 この場合に おいて、第十 八条の三第二 項中「特定 為替取引」と あるのは、「第二十二条 の二第一項に規定する資本取引に係る
契約」と読み替え るものとする。

第十八 条第二項から第 四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務（業とし

（両替業 務を行う者への準用）
第二十二条の三

て 外国通貨又は 旅行小切手の 売買を行 うことをいう 。）を行う者 が顧客と両 替（政令で定める小規模のものを除く。 ）を行う場合について準用
する。
（対外直接投資）

居住者 は、対外直接 投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政 令で定めるものを行おうとす

前項の「対外 直接投資」 とは、居住 者による 外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸

ればならない。

るときは、 政令で定める ところにより 、あらか じめ、当該対 外直接投資の 内容、実行の 時期その他の政令で定める事項を財務 大臣に届け出なけ

第二十三条

２

付けで あつて当該 法人との間 に永続的な経 済関係を樹立 するために 行われるもの として政令で定めるもの 又は外国における支店、工場その他の
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３

４

事業所（以下「支店等」という。）の 設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。

第一項の規定 による届出 をした居住 者は、財 務大臣により当該届出が受理された日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る

対外直 接投資を行 つてはなら ない。ただし 、財務大臣は 、当該届出 に係る対外直 接投資の内容その他から みて特に支障がないと認めるときは、
当該期間を短縮す ることができる。

財務大 臣は、前項 の届出に係る 対外直接投資が行われた場合には 、次に掲げるいずれかの事態を生じ、 この法律の目的を達成することが困難

になると認 められるとき又 は第十条第 一項の閣議 決定が行われ たときに限り 、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令 で定めるところに

よ り、当該対外 直接投資の内 容の変更 又は中止を勧 告することが できる。た だし、当該変更又は中止を勧告すること ができる期間は、当該届出
一

国際的な平和 及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。

我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

を受理した日から起算して二 十日以内とする。
二

前項の 規定による勧 告を受けた者 は、第三項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二 十日を経過する日までは、同項の届出
に係る対外直接投資を行つてはならな い。

第四項の規定 による勧告 を受けた者 は、当該 勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通
知しなければならない。

前項 の規定によ り勧告を応諾 する旨の通知をした者は、当該勧告をされた ところに従い、当該勧告に係る対外直 接投資を行わなければならな
い。

第六項 の規定により 勧告を応諾する 旨の通知をした者は、第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を
経過しなくても、当該勧告に係る対外 直接投資を行うことができる。

第四項の規定 による勧告 を受けた者が 、第六 項の規定による通知をしなかつた場合 又は当該勧告を応諾しない旨の通知をし た場合には、財務
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５
６
７
８
９

大臣は、 当該勧告 を受けた者に 対し、当該対 外直接投資の 内容の変 更又は中止を 命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずること
ができる期間は、 第四項の規定による勧告を行つた日から起算して二十日以内とする。

前各項に定 めるもののほ か、対外直 接投資（第二項に 規定する対外直接投資をいう。以下同じ。）の内容の変更又は中止の勧告の手 続その他

る義務 が課された 場合には、 当該対外直接 投資を行う居 住者は、第 一項の規定に かかわらず、その届出を することを要しない。この場合におい

第 一項の規定に より届け出 なければならないとされる対外直接投資について第二十一条第一項又は第二項の規定により財務大臣の許可を受け

これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

10
11

て、当該対外 直接投資につ いて既に同 項の規定によ る届出がされ ているとき は、当該届出（同条第一項又は第二項の 規定により許可を受ける義

務が 課された際現 に行つてい ない対外直 接投資（第六 項の規定によ り中止の 勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第九項の規定により中止

を命ぜ られたもの を除く。） に係るものに 限る。）につ いては、こ れを当該届出 のあつた日にされた同条 第一項又は第二項の規定により受ける

義務を課 された許可 に係る申請と みなし、当該 届出に係る 対外直接投 資について第 四項の規定に よる勧告、第六項の規定による通知（内容の変

更を応諾 する旨のもの に限る。）又 は第九項の 規定による 命令（内容の 変更に係るもの に限る。）があつたときは、当該勧告、通知又は命令に
ついては、これをなかつたものとみなす。
（経済産業大臣の許可を受ける義務を 課する特定資本取引）

経済 産業大臣は 、居住者によ る特定 資本取引（第二十条第二号に掲げる資 本取引（同条第十二号の規定により同条 第二号に準ずる取

特定資本取引 について第 一項及び前項 の規定 により許可を受ける義務が課された場 合には、当該特定資本取引を行おうとす る者は、政令で定

うとする居住者に対し、当該特定資本 取引を行うことについて、許可を受け る義務を課することができる。

るいずれか の事態を生じ 、この法律の 目的を達成 することが困 難になると認 めるときは、政令で定めるところにより、当該特 定資本取引を行お

前項に 定める場合 のほか、経済 産業大臣は、居住者による特定資 本取引が何らの制限なしに行われた場 合には、第二十一条第二項各号に掲げ

課することができ る。

は、政 令で定める ところによ り、当該特定 資本取引を行 おうとする 居住者に対し 、当該特定資本取引を行 うことについて、許可を受ける義務を

るこ とを妨げるこ ととなる事 態を生じ、 この法律の目 的を達成する ことが困 難になると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたとき

合には、我が 国が締結した 条約その他 の国際約束 を誠実に履行す ることを妨 げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す

るもの（短 期の国際商業 取引の決済の ための資 本取引として 政令で定める ものを除く。 ）をいう。以下同じ。）が何らの制限 なしに行われた場

で定める もの及び鉱 業権、工業所 有権その他こ れらに類す る権利の移転 又はこれらの 権利の使用 権の設定に係る取引又は行為として政 令で定め

引として 政令で定 めるものを含 む。）のうち 、貨物を輸出 し、又は 輸入する者が 貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令

第二十四条

２

３

めるとこ ろにより 、これらの規 定による許可 の申請を併せ て行うこ とができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該申請に係る特定資本

取引につ いて許可を 受ける義務を 課することと なつた事態 のいずれをも 生じさせない かを併せ考 慮して、許可をするかどうかを判断す るものと
する。

経済産業大 臣は、前条 第一項の 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本

（特定資本取引の制限）
第二十四条の二

取引を 当該許可を 受けないで 行つた者が再 び同項の規定 により許可 を受ける義務 が課された特定資本取引 を当該許可を受けないで行うおそれが
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あると認める ときは、その 者に対し、 一年以内の期 間を限り、特 定資本取引 を行うことについて、その全部若しくは 一部を禁止し、又は政令で
定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
（役務取引等）

国際的 な平和及び安 全の維持を妨げることとなると認められるも のとして政令で定める特定の種類の貨 物の設計、製造若しくは使用

経済産業大臣 は、前項の 規定の確実な 実施を 図るため必要があると認めるときは、 特定技術を特定国以外の外国において提 供することを目的

、当該取引について、経済産業大臣の 許可を受けなければならない。

住者若しく は非居住者又は 特定技術を 特定国の非 居住者に提供 することを目 的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定 めるところにより

に係る技 術（以下「特 定技術」とい う。）を特 定の外国（ 以下「特定国 」という。）に おいて提供することを目的とする取引を行おうとする居

第二十五条

２

とする取 引を行お うとする居住 者若しくは非 居住者又は特 定技術を 特定国以外の 外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとす

る居住者に対し、 政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課するこ とができる。

経済産 業大臣は、次 の各号に掲げ る場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で 定めるところにより、当該行為につい
同項の 取引に関する次に掲げる行為

特定国において受信されることを目的として行う電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電

。）の輸出

特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体（以下「特定記録媒体等」という

第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき

て、許可を受ける義務を課することが できる。
一
イ
ロ

気通信をいう。以下同じ。）による特定技術を内容とする情報の送信（本邦内にある電気通信設備（同条第二号に規定する電気通信設備を
いう。）からの送信に限る。以下同じ。）
特定国以外の外国を仕向地とする特定記録媒体等の輸出

同項の取引に関する次に掲げる行為

イ

特定国以外の 外国において受信されることを目的と して行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信

前項の規定の確実な実施 を図るため必要があると認めるとき
ロ

居住者 は、非居住者 との間で、国 際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとし て政令で定める外国相互間の貨物の移

居 住者は、非居 住者との 間で、役務取 引（労務又は便益の提供を目的とする取引を いう。以下同じ。）であつて、鉱産物の加工その他これに

を受けなければならない。

動を伴う貨物 の売買、貸借 又は贈与に 関する取引 を行おうとす るときは、政 令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可

二

３

４

５
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６

類するものと して政令で定 めるもの（ 第三十条第一 項に規定する 技術導入契 約の締結等に該当するものを除く。）を 行おうとするときは、政令

で定 めるところに より、当該 役務取引に ついて、主務 大臣の許可を 受けなけ ればならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける
義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでな い。

主務 大臣は、居 住者が非居住 者との間で行う役務取引（第一項に規定する 特定技術に係るもの及び第三十条第一 項に規定する技術導入契約の

締結等に 該当するもの を除く。）又 は外国相互 間の貨物の 移動を伴う貨 物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引（第四項に規定するものを除

く。）（以 下「役務取引等 」という。 ）が何らの 制限なしに行 われた場合に は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠 実に履行すること

を 妨げ、若しく は国際平和の ための国 際的な努力に 我が国として 寄与するこ とを妨げることとなる事態を生じ、この 法律の目的を達成すること

が困 難になると認 めるとき又 は第十条第一 項の閣議決定 が行われた ときは、政 令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者
に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
（制裁等）

経済産 業大臣は、前 条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた 者に対し、三年以内の期間を限り、貨

主務大臣 は、前条第六 項の規定によ り役務取引等を行 うことについて許可を受ける義務を課し た場合において、当該許可を受ける義務が課さ

で外国相 互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、 貸借若しくは贈与に関する取引を行い、 又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

経済産 業大臣は 、前条第四項 の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の 期間を限り、非居住者との間

出を行うことを禁止することができる。

こと を目的とする 取引若しく は当該取引に 関する技術記 録媒体等輸 出若しくは 国外技術送信を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸

の 項に規定する 取引又は行為 を行つた 者に対し、一 年以内の期間 を限り、貨 物設計等技術を外国において提供し、若 しくは非居住者に提供する

経済産 業大臣は、前 条第二項又は第 三項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないでこれら

できる。

を内容と する情報の 送信（以下「 国外技術送信 」という。 ）を行い、 又は特定技術 に係る特定の 種類の貨物の輸出を行うことを禁止することが

録媒体 の輸出（以 下「技術記 録媒体等輸出 」という。） 若しくは外 国において受 信されることを目的とし て行う電気通信による貨物設計等技術

する ことを目的と する取引若 しくは当該 取引に関する 貨物設計等技 術を内容 とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記

物の設計、製 造若しくは使 用に係る技 術（以下こ の条において「 貨物設計等 技術」という。）を外国において提供し、若しくは非居住者に提供

第二十五条の二

２

３
４

れ た役務取引等を 当該許可を 受けないで 行つた者が再 び同項の規定 により許 可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行う

おそれ があると認 めるときは 、その者に対 し、一年以内 の期間を限 り、役務取引 等を行うことについて、 その全部若しくは一部を禁止し、又は
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対内直接投資等

政令で定めるところにより許可を受け る義務を課することができる。
第五章
（定義）
一

外国法令に基づいて設立された法人その他 の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体

非居 住者である個人

外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各 号に掲げる対内直接投資等又は第三項に 規定する特定取得を行うものをいう。

二

会 社の事業目 的の実質的 な変更に関し 行う同意（株 式会社にあ つては、当該 株式会社の総株主の議決 権の三分の一以上の割合を占める当該

発行済株式の総数に占める割合が百 分の十を下らない率で政令で定める率以 上となる場合に限る。）

れらに準ずる 特別の関係に あるもの として政令で 定めるものが 所有する当該 上場会社等 の株式の数と を合計した株 式の数の 当該上場会社等の

号から第四 号までに掲げ るものに該 当するもの に限る。）で 当該取得をし たものと株 式の所有関 係等の永続的 な経済関係、 親族関係その他こ

たものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、非居住者である個人若しくは法人その他の団体（前項第二

上場 会社等の 株式の取得（ 当該取得に係 る当該上場会 社等の株 式の数の当該 上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をし

対して行われる譲渡に限る。）

非居住者と なる以前から 引き続き 所有する上場 会社等以外の 会社の株式 又は持分の譲渡（非居住者である個人か ら前項各号に掲げるものに

」とい う。）の株式の取得を除く。）

に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社（次号及び第三号並びに次項において「上場会社等

会社 の株式又は 持分の取得（ 前項各号に掲 げるものか らの譲受け によるもの及 び金融商品取 引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所

対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

いて同じ。）又は役員で代表する権 限を有するもののいずれかの過半数を占 めるもの

前二号に 掲げるものの ほか、法人 その他の団 体で、第一号に 掲げる者が その役員（取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号にお

十以上に相当するもの

されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が百分の五

権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。）の数と他の会社を通じて間接に保有

決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定により議決

会社で、第 一号又は前号 に掲げる ものにより直 接に保有され るその議決 権（株主総会において決議をすることが できる事項の全部につき議

四

三

第二十六条

２
一

二
三

四
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３

五
六
七

株式会社の議決権の数を有するものの行う同意に限る。）

本邦における 支店等の設 置又は本邦 にある支店等 の種類若しく は事業目 的の実質的な変更（前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令
で定める設置又は変更に限 る。）

本邦 に主たる事 務所を有する 法人に対する 政令で定め る金額を超 える金銭の貸 付け（銀行業 を営む者その他政令で定める金融機関がその業

務として行う貸付け及び前項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除 く。）でその期間が一年を超えるもの
前各号のいずれかに準ずる行為として政令 で定めるもの

（対内直接投資等の届出及び変更勧告 等）

特定取得とは、上場会社 等以外の会社の株式又は持分の第一項各 号に掲げるものからの譲受けによる取 得をいう。

外国投 資家は、対 内直接投資等（相続、遺贈、法人の合併その他 の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同

財務大 臣及び事業所 管大臣は、第一 項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内

期間を短 縮することができる。

出に係る 対内直接投 資等がその事 業目的その他 からみて次 項の規定に よる審査が必 要となる対内 直接投資等に該当しないと認めるときは、当該

を経過 する日まで は、当該届 出に係る対内 直接投資等を 行つてはな らない。ただ し、財務大臣及び事業所 管大臣は、その期間の満了前に当該届

対内直接投資 等について 前項の規定 による届 出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日

及び事業所管大臣に届け出なければな らない。

、政令で定 めるところに より、あらか じめ、当 該対内直接投 資等について 、事業目的、 金額、実行の時期その他の政令で定め る事項を財務大臣

じ。）の うち第三項 の規定による 審査が必要と なる対内直 接投資等に該 当するおそれ があるもの として政令で定めるものを行おうとす るときは

第二十七条

２

３

直 接投資等（次 項、第五項及 び第十一 項において「 国の安全等に 係る対内直 接投資等」という。）に該当しないかど うかを審査する必要がある

と認 めるときは、 当該届出に 係る対内直接 投資等を行つ てはならな い期間を、 当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長すること

イ又 はロに掲げ るいずれかの 事態を生ずる おそれがあ る対内直接投 資等（我が国 が加盟する 対内直接投資等に関する多数国間の条 約その他

ができる。
一

の国際約束 で政令で定め るもの（以 下この号に おいて「条約 等」という。 ）の加盟国 の外国投資 家が行う対内 直接投資等で 対内直接投資等に

関する制限の 除去について 当該条約 等に基づく義 務がないもの 及び当該条約 等の加盟国 以外の国の外 国投資家が行 う対内直 接投資等でその国
国の安全を損ない、公 の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

が当該条約等の加盟国であるものと した場合に当該義務がないこととなるも のに限る。）
イ
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二

三

ロ

我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

当該対内直接 投資等が我 が国との間 に対内直接投 資等に関し条 約その他 の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることに

より、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等（前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをい

う。）に対する取 扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

資金 の使途その他 からみて、当 該対内直接 投資等の全 部又は一部が 第二十一条第一 項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されて

いる資 本取引に当たるものとしてその内容の変 更又は中止をさせる必要があると認め られる対内直接投資等

財務大臣及 び事業所管大 臣は、前項 の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定によ る審査を

した 結果、当該延 長された期 間の満了前に 第一項の規定 による届出 に係る対内 直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認
めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

財務大 臣及び事 業所管大臣は 、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合にお いて、同項の規定による審査

をした結果 、第一項の規 定による届出 に係る対 内直接投資等 が国の安全等 に係る対内直 接投資等に該当すると認めるときは、 関税・外国為替等

審議会の意見 を聴いて、当 該対内直接 投資等の届 出をしたものに 対し、政令 で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は

中止 を勧告するこ とができる 。ただし、 当該変更又は 中止を勧告す ることが できる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項
の規定により延長された期間の満了する日までとする。

前項 の規定によ り関税・外国 為替等審議会の意見を聴く場合において、関 税・外国為替等審議会が当該事案の性 質にかんがみ、第三項に規定

する四月 の期間内に意 見を述べるこ とが困難で ある旨を申 し出た場合に は、同項に規 定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の
規定にかかわらず、五月とする。

第五項の規 定による勧告 を受けたも のは、当該勧告を 受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧 告を応諾
するかしないかを通知しなけ ればならない。

前項 の規定によ り勧告を応 諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされ たところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければな
らない。

第七項 の規定により 勧告を応諾す る旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当 該対内直接投資等に係る届出を行つた
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４

５

６

７
８
９

日から起算し て四月（同項 の規定によ り延長され た場合にあつ ては、五月） を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことがで

第五項 の規定に よる勧告を受 けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない 旨の通知をした場合には、財

きる。
10

務大臣及び事 業所管大臣は 、当該勧告 を受けたもの に対し、当該 対内直接投 資等に係る内容の変更又は中止を命ずる ことができる。ただし、当

該変 更又は中止を 命ずること ができる期 間は、当該届 出を受理した 日から起 算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日
までとする。

財務大 臣及び事業所 管大臣は、経 済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対 内直接投資等が国の安全等に係る対内

直接投資 等に該当しな くなつたと認 めるときは 、第七項の 規定による対 内直接投資等に 係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又

は前項の規定により対内直接投資等に係る内容 の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消す ことができる。

第 五項から前項 までに定 めるもののほ か、対内直接投資等に係る内容の変更又は中 止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、

政令で定める。

外国投 資家以外の 者（法人その 他の団体を含む。）が外国投資家 のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当する

ものについては、 当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項及び第二十九条の規 定を適用する。
（特定取 得の届出及び変更勧告等）

外国投資家は 、特定取得（ 相続、遺贈、法人 の合併その他の事情を勘案して政令で定 めるものを除く。以下この条において 同じ。）

財務 大臣及び事 業所管大臣 は、第一項の規定による届出があつた場合にお いて、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるお

る。

取 得がその事業 目的その他 からみて次 項の規定による審 査が必要となる特定取得に該当しないと 認めるときは、当該期間を短縮することができ

する日まで は、当該届出 に係る特定取 得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、そ の期間の満了前に当該届出に係る特定

特定取 得について 前項の規定に よる届出をした外国投資家は、財 務大臣及び事業所管大臣が当該届出を 受理した日から起算して三十日を経過

届け出なければな らない。

るとこ ろにより、 あらかじめ 、当該特定取 得に ついて、事業目的、金額、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣及 び事業所管大臣に

のう ち第三項の規 定による 審査が必要と なる特定取得に 該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政 令で定め

第二十八条

２

３

それが大 きい特定取 得（我が国が 加盟する特定取得に関する多数国間の条約 その他の国際約束で政令で定めるもの （以下この項において「条約

等」という 。）の加盟国 の外国投資家 が行う特定取得で特定取得に 関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約

等の加盟国以 外の国の外国 投資家が行 う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る

。 次項及び第五項 並びに次 条第一項及び 第二項において 「国の安全に係る特定取得」という。）に該当しないかどうかを審査する必要 があると

認めるときは、当該届出に 係る特定取得を行つてはならない期間を 、当該届出を受理した日から起算して 四月間に限り、延長することができる。
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11
12
13

４

５

６

７
８

財務大臣 及び事業所管 大臣は、前項 の規定により特定 取得を行つてはならない期間を延長した 場合において、同項の規定による審査 をした結

果、 当該延長され た期間の 満了前に第一 項の規定による 届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、 当該延長
された期間を短縮すること ができる。

財務 大臣及び事 業所管大臣は 、第三項の規定により特定取得を行つてはな らない期間を延長した場合において、 同項の規定による審査をした

結果、第 一項の規定に よる届出に係 る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国 為替等審議会の意見を聴いて

、当該特定 取得の届出をし たものに対 し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又 は中止を勧告することができる。ただ

し 、当該変更又 は中止を勧 告すること ができる期間は、 当該届出を受理した日から起算して第三 項又は次項の規定により延長された期間の満了
する日までとする。

前項 の規定によ り関税・外 国為替等審議会の意見を聴く場合において、関 税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する

四月の期 間内に意見 を述べること が困難である旨を申し出た場合には、同項 に規定する特定取得を行つてはならな い期間は、同項の規定にかか
わらず、 五月とする。

前条第七 項から第十二 項までの規定 は、第五項の規定 による勧告があつた場合について準用す る。この場合において、必要な技術的 読替えは
、政令で定める。

外 国投資家以外 の者（法 人その他の団 体を含む。）が外国投資家のために当該外国 投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものに
ついては、当該外 国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項及び次条の規定を適用する。

財務大臣及 び事業所管大臣 は、次に掲げる場合において、当該対内直接投資等又は特定取得が第二十七条第三項第一号に掲げる対内

（措置命 令）
第二十九条

直 接投資等（国 の安全を損 なう事態を 生ずるおそれがあ るものに限る。以下この条において「国 の安全に係る対内直接投資等」という。）又は

国の 安全に係る特 定取得に 該当すると認め るときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国

投資家に 対し、政 令で定めると ころにより、当該対内直接投資等又は特定取得により 取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な

第二十七条第 一項又は 前条第一項の 規定による届出 をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等又 は特定取

行つた場合

第二十 七条第一項又 は前条第一項 の規定による届出をしなけれ ばならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を

措置を命ずること ができる。
一
二

得を行つた場合
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２

３

４

５

財務大臣 及び事業所管 大臣は、第二 十七条第一項又は 前条第一項の規定による届出をした外国 投資家が、当該届出に関し虚偽の届出 をした場

合に おいて、当該 届出に係 る対内直接投 資等又は特定取 得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると 認めると

きは、 関税・外国 為替等審議 会の意見を聴 いて 、当該対内直接投資等又は特定取得を 行つた外国投資家に対し、政令で定める ところにより、必
要な措置を命ずる ことができる。

財務大 臣及び事業 所管大臣は、 第二十七条第一項又は前条第一項 の規定による届出をした外国投資家が 、第二十七条第七項（前条第七項にお

いて準用す る場合を含む。 ）の規定に より応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係 る内容の変更の勧告に従わず、又は第

二 十七条第十項 （前条第七 項において 準用する場合を含 む。）の規定による対内直接投資等若し くは特定取得に係る内容の変更の命令に違反し

た場 合（対内直接 投資等にあ つては、当該 対内直接投資等が国の安全に係る対内直接投資等に該当すると認める場合に限る。）には、当該対内

直接投資 等又は特 定取得を行つ た外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当 該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持

分（第二 十七条第五 項若しくは前 条第五項の規定により当該対内直接投資等 若しくは特定取得に係る株式の数若し くは金額若しくは持分の口数

若しくは金 額の変更を勧 告した場合に おける当該変更に係る部分又 は第二十七条第十項（前条第七項において準用する場合を含む。）の規定に

より当該対内 直接投資等若 しくは特定 取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更
に係る部分に限る。）の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずること ができる。

財 務大臣及び事 業所管大 臣は、第二十 七条第一項又は前条第一項の規定による届出 をした外国投資家が、第二十七条第七項（前条第七項にお

いて準用 する場合を 含む。）の規 定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得の中止の勧告に従わず、又は第二十七条第

十項（前 条第七項にお いて準用する 場合を含む。）の規定による対内直接投資等若しくは特定取得の中止の命令に 違反した場合（対内直接投資

等にあつて は、当該対内 直接投資等が 国の安全に係る対内直接投資等に該当すると認める場合に限る。） には、当該対内直接投資等又は特定取

得 を行つた外国 投資家に対 し、政令で 定めるところによ り、当該対内直接投資等又は特定取得に より取得した株式又は持分の全部又は一部の処
分その他必要な措置を命ずることができる。

第一 項第二号の 「禁止期間 」とは、第二十七条第二項本文に規定する期間 （同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二

項ただし 書若しくは 第四項の規定 により短縮された場合には、当該延長され 、又は短縮された期間）又は前条第二 項本文に規定する期間（同条

第三項若し くは第六項の 規定により延 長され、又は同条第二項ただ し書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は
短縮された期間）をいう。

居住者は 、非居住 者（非居住者 の本邦にある支店等を含む。以下この条にお いて同じ。）との間で当該非居住者の行う工業所有権その

（技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等）
第三十条
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２

３

４

５

他の技術に関 する権利の譲 渡、これら に関する使用 権の設定又は 事業の経営 に関する技術の指導に係る契約の締結又 は更新その他当該契約の条

項の 変更（以下こ の条、第五 十五条の六 、第六十九条 の三第二項及 び第七十 条第一項において「技術導入契約の締結等」という。）のうち第三

項の規 定による審 査が必要と なる技術導入 契約の締結等 に該当する おそれがある ものとして政令で定める ものをしようとするときは、政令で定

めるとこ ろにより、 あらかじめ、 当該技術導入 契約の締結 等について 、その契約の 条項その他の 政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣
に届け出 なければならない。

技術導 入契約の締結等 について前項 の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十

日 を経過する日 までは、当該 届出に係 る技術導入契 約の締結等を してはなら ない。ただし、財務大臣及び事業所管大 臣は、その期間の満了前に

当該 届出に係る技 術導入契約 の締結等がそ の技術の種類 その他から みて次項の 規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しない
と認めるときは、当該期間を短縮することができる。

財務大 臣及び事 業所管大臣は 、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の 締結等が次に掲げるいずれか

の事態を生 ずるおそれが ある技術導入 契約の締 結等（我が国 が加盟する技 術導入契約の 締結等に関する多数国間の条約その他 の国際約束で政令

で定めるもの （以下この項 において「 条約等」と いう。）の加盟 国の非居住 者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に

関す る制限の除去 について当 該条約等に 基づく義務が ないもの及び 当該条約 等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結

等でそ の国が当該 条約等の加 盟国であるも のとした場合 に当該義務 がないことと なるものに限る。次項及 び第五項において「国の安全等に係る

技術導入 契約の締結 等」という。 ）に該当しな いかどうか を審査する 必要があると 認めるときは 、当該届出に係る技術導入契約の締結等をして
一

我が国経済の円滑な運営に著しい 悪影響を及ぼすことになること。

国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ 、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。

はならな い期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
二

財務大臣及び 事業所管大 臣は、前項の 規定に より技術導入契約の締結等をしてはな らない期間を延長した場合において、同 項の規定による審

査をした 結果、当 該延長された 期間の満了前 に第一項の規 定による 届出に係る技 術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等
に該当しないと認 めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

財務大 臣及び事業所 管大臣は、第 三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長 した場合において、同項の規定による

審査をした結 果、第一項の 規定による 届出に係る 技術導入契約 の締結等が国 の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、

関 税・外国為替等 審議会の意 見を聴いて 、当該技術導 入契約の締結 等の届出 をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の

締結等 に係る条項 の全部若し くは一部の変 更又は中止を 勧告するこ とができる。 ただし、当該変更又は中 止を勧告することができる期間は、当
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６

７
８

該届出を受理した日から起算して第三 項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

前項の規定に より関税・ 外国為替等 審議会の 意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質にかんがみ、第三項に規

定する 四月の期間 内に意見を 述べることが 困難である旨 を申し出た 場合には、同 項に規定する技術導入契 約の締結等をしてはならない期間は、
同項の規定にかか わらず、五月とする。

第二十 七条第七項 から第十二項 までの規定は、第五項の規定によ る勧告があつた場合について準用する 。この場合において必要な技術的読替
えは、政令で定める。

削除

前各項の規 定は、非居住 者の本邦に ある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約 の締結等
については、適用しない。
外国貿 易

第三十一条から第四 十六条まで
第六章

貨物の輸出は、この法律の 目的に合致する限り、最少限度の制限 の下に、許容されるものとする。

（輸出の 原則）
第四十七条
（輸出の許可等）

国際的 な平和及 び安全の維持 を妨げることとなると認められるものとして 政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物

経済産業大 臣は、前二項 に定める場 合のほか、特定の 種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定 の取引に

仕向地として輸出しようとする者に対し、政令 で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

経済産 業大臣は、 前項の規定の 確実な実施を図るため必要がある と認めるときは、同項の特定の種類の 貨物を同項の特定の地域以外の地域を

の輸出をしようと する者は、政令で定めるところにより、 経済産業大臣の許可を受けなければならない。

第四十八条
２
３

より 貨物を輸出し ようとする 者に対し、国 際収支の均衡 の維持のた め、外国貿 易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その

他の国際 約束を誠 実に履行する ため、国際平 和のための国 際的な努 力に我が国と して寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するた
削除

めに必要な範囲内 で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
第四十九条及び第五十条

経済 産業大臣は 、特に緊急 の必要が あると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕

（船積の非常差止）
第五十一条

向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。
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外国 貿易及び国 民経済の健 全な発展 を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための

（輸入の承認）
第五十二条

国際的 な努力に我 が国として 寄与するため 、又は第十条 第一項の閣 議決定を実施 するため、貨物を輸入し ようとする者は、政令で定めるところ
により、輸入の承 認を受ける義務を課せられることがある 。
（制裁）

経済産業大臣 は、第四十八 条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限

第一 項又は第二 項の規定に よる禁止をする場合において、経済産業大臣は 、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

る者と同等以上の支配力を有 するものと認められる者を含む。次項において同じ。）となることを禁止することができる。

、 顧問その他い かなる名称を 有する者 であるかを問 わず、法人に 対し業務を 執行する社員、取締役、執行役、代表者 、管理人又はこれらに準ず

項において 同じ。）の当 該業務を担当 する役員（ 業務を執行す る社員、取締 役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる 者をいい、相談役

間を定め て、当該禁止 に係る範囲の 業務を営む 法人（人格 のない社団又 は財団で代表 者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次

れらに基 づく処分に 違反した者を いう。次項に おいて同じ 。）が個人 である場合に あつては、そ の者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期

けない で同項に規 定する貨物 の輸出をした 者又は前項に 規定する貨 物の輸出若し くは輸入に関し、この法 律、この法律に基づく命令若しくはこ

第一項又は前 項の規定に よる禁止を する場合 において、経済産業大臣は、違反者（第一項に規定する第四十八条第一項の規定による許可を受

以内の期間を限り、輸出又は輸入を行 うことを禁止することができる。

除く。）に 対し、一年（ 第十条第一項 に規定す る対応措置（ 第四十八条第 三項又は前条 に係るものに限る。）に違反した者に あつては、三年）

経済産 業大臣は 、貨物の輸出 又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 した者（前項に規定する者を

とができる。

媒体 等の輸出若し くは外国に おいて受信さ れることを目 的として行 う電気通信 による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止するこ

り 、輸出を行い 、又は特定技 術を外国 において提供 し、若しくは 非居住者に 提供することを目的とする取引若しくは 当該取引に関する特定記録

第五十三条

２

３

４

める者が 当該禁止の 理由となつた 事実及び当該事実に関してその者が有して いた責任の程度を考慮して当該禁止の 実効性を確保するためにその

者による当 該禁止に係る 業務を制限す ることが相当と認められる者 として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁

止に係る期間 と同一の期間 を定めて、 当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となる
当該違反者が法人である場合

その役 員及 び当該禁止に係る処分の日前六十日以 内においてその役員であつた者並びにそ の営業所の業務を

ことを含む。）を禁止することができる。
一
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二

その使用人及び当該禁止に係る 処分の日前六十日以内においてその使 用人であつた者

統括する者そ の他の政令 で定める使 用人（以下この号及び次号において単に「使用人」という。）及び 当該禁止の日前六十日以内においてそ
の使用人であつた者
当該違反者が個人であ る場合

（税関長に対する 指揮監督等）

経済産業大臣は、政令で定めるとこ ろにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督す る。
報告等

経済産業大臣は、政令で定めるとこ ろにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

第五十四条
２
第六章の二
（支払等の報告）

居住者 若しくは非 居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外 国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国

前項の規 定による報告 は、当該報告 に係る同項の支払 等が銀行等又は資金移動業者が行う為替 取引によつてされるものである場合に は、政令

めるとこ ろにより、これらの支払等の内容、実 行の時期その他の政令で定める事項を主 務大臣に報告しなければならない。

において 居住者が非 居住者との間 で支払等をし たときは、 政令で定める 場合を除き、 当該居住者 若しくは非居住者又は当該居住者は、 政令で定

第五十五条

２

で定 めるところに より、当該 銀行等又は 資金移動業者 を経由してす るものと する。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律（ 平成十四年 法律第百五 十一号）第三 条第一項の規 定により同 項に規定する 電子情報処理組織を使用 して前項の報告をする場合には、当該
削除

銀行等又は資金移 動業者を経由しないで報告することがで きる。
第五十五条 の二

居住者又は 非居住者が 次の各号に掲げる 資本取引（特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。） の当事者

（資本取引の報告）
第五十五条の三

とな つたときは、 政令で定め る場合を除き 、当該各号に 定める区分 に応じ、当 該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより

、当該資 本取引の 内容、実行の 時期その他の 政令で定める 事項を財 務大臣に報告 しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち
第二 十条第一号に掲げる資本取引

第二十三条第一項 の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでな い。
一

第二十条第二号に掲げる資本取引（第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。）

居住者

二

第二十条第三号に掲げる資本取引

居住者

三

第 二十条第四 号に掲げる 資本取引のう ち、居住者と 他の居住者 との間の預金 契約、信託契約、金銭の 貸借契約、債務の保証契約又は対外支

居住者

四
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２
３

４

５

払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

居住者

第二十条第五号に掲げる資本取引（次号に掲げる資本取引に該当するも のを除く。）

居住者

五

第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち 、居住者による対外直接投資に係るも の

非居住者

居住者

六

第二 十条第六号 に掲げる資本 取引のうち、 居住者によ る外国にお ける証券の発 行若しくは募 集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募
第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、 非居住者による本邦における証券の発行又は募集

非居住者

七

非居住者

居住者

八
第二十条第七号に掲げる資本取引
居住者

集
九
第二十条第八号に掲げる 資本取引
第二十条第九号に掲げる資本取引

十
十一

第二十条第 十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関 する権利の取得

居住者

十二

第 二十条第十二号に掲げる資本取引のう ち、政令で定めるもの

政令で定める居 住者又は非居住者

十三

銀行等及 び金融商品取 引業者は、前 項第五号、第十号 又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、 取次ぎ又は代理をしたときは、その都 度、政令

で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定 める事項を財務大臣に報告しなければならない。

銀 行等、金融商 品取引業 者及び届出者 （第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取 引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるとこ

ろにより 自己のこれ らの資本取引 の相手方とな る者の同項 の規定によ る報告を要し ないこととし たい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他

の財務省 令で定める事 項を財務大臣 に届け出た ものをいう 。以下この条 において同じ 。）以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本

取引の当事 者となつた場 合において、 当該資本取 引の相手方が 銀行等、金融 商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住 者は、同項の規定
にかかわらず、当該資本取引に係る同 項の規定による報告をすることを要し ない。

前項で定める 場合のほか 、居住者が第 一項第 五号、第十号又は第十一号に掲げる資 本取引の当事者となつた場合において、 当該資本取引の媒

介、取次 ぎ又は代 理をする者が 銀行等又は金 融商品取引業 者である ときは、当該 居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項
の規定による報告 をすることを要しない。

銀行等 、金融商品取 引業者及び届 出者は、それぞれ、銀行等及び金融商品取引業者については第一項又 は第二項の規定、届出者については第

一項の規定に かかわらず、 政令で定め るところに より、一定の 期間内に当事 者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について

財 務省令で定める 事項を一括 して報告す ることができ る。この場合 において 、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係
る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作 成し、これを保存しなければならない 。
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６
７

届出者は 、第三項に規 定する届出事 項について変更が あつたときは、遅滞なく、その旨及び当 該変更があつた事項を財務大臣に届け 出なけれ
ばならない。

居 住者が次に掲 げる特定資本取引の当事者となつたときは、 政令で定める場合を除き、当該居住者 は、政令で定めるところによ

第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第五十五条の四
一

第二十条第十二号に掲げる資本取 引に係る特定資本取引のうち、政令で 定めるもの

第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特 定資本取引

り、当該 特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
二
（対内直接投資等の報告）

外 国投資家は 、対内直接投資等（相続、遺贈、法人の合併そ の他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条におい

外国投資家以 外の者（法 人その他の 団体を含 む。）が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当する

この限りでない。

業所管大臣 に報告しなけ ればならない 。ただし 、第二十七条 第一項の規定 により届け出 なければならないとされる対内直接投 資等については、

て同じ。 ）を行つた ときは、政令 で定めるとこ ろにより、 当該対内直接 投資等の内容 、実行の時 期その他の政令で定める事項を財務大 臣及び事

第五十五条の五

２

ものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして 、前項の規定を適用する。
（技術導入契約の 締結等の報告）

居住 者は、非居住 者（非居住者の本邦にある支店等 を含む。）との間で技術導入契約の締 結等をしたときは、政令で定めるとこ

前項の規定は 、非居住者 の本邦にある 支店等 が独自に開発した技術に係る技術導入 契約の締結等その他政令で定める技術導 入契約の締結等に

届け出なければならないとされる技術 導入契約の締結等については、この限 りでない。

ろにより、 当該技術導入 契約の締結等 について、 財務大臣及び 事業所管大臣 に報告しなければならない。ただし、第三十条第 一項の規定により

第五十五条の六

２
ついては、適用しない。

財務大 臣は、この法 律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところに より、外国為替業務（外国為替取引そ

（外国為替業務に 関する事項の報告）
第五十五条の七

の他の取引又 は行為であつ て我が国の 国際収支又 は対外の貸借 の動向と密接 に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行う

こ とをいう。）を 行う者のう ち相当規模 のものを行う 者として政令 で定める ものに対し、当該外国為替業務に関する事項（第五十五条の三の規
定による報告の対象となる事項を除く。）についての報告を求める ことができる。
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この法律で 別に規定す るものの ほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところに

（その他の報告）
第五十五条の八

より、 この法律の 適用を受け る取引、行為 若しくは支払 等を行い、 若しくは行つ た者又は関係人に対し、 当該取引、行為又は支払等の内容その
他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項についての報 告を求めることができる。
（対外の 貸借及び国際収支に関する統計）

財務大臣 は、政令で定 めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければな

財務大臣は、 前項に規定 する統計を作 成する ため必要があると認めるときは、政令 で定めるところにより、関係行政機関そ の他の者に対し、

らない。

第五十五条の九
２
輸 出者等遵守基準

資料の提出を求めることができる。
第六章の三
（輸出者 等遵守基準）

経済産業 大臣は、経済 産業省令で、第二 十五条第一項に規定する取引又は第四十 八条第一項に規定する輸出（以下「輸 出等」と

経済産 業大臣は、輸 出等が適正に行わ れることを確保するため必要があると認 めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基

輸出者 等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。

経済産業省令で定めるものをいう。

居住 者への提供又 はその同項 の特定の地域 を仕向地とす る輸出が国 際的な平和 及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして

前項の「特 定重要貨物等 」とは、特 定技術又は第四十 八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特 定国の非

つて遵守すべき事項について定めるものとする 。

て輸出を しようとする 同項の特定の 種類の貨物 が特定重要 貨物等に該当 するかどうか の確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当た

輸出 者等遵守基 準は、第二十 五条第一項に規定する取引によつて提供しよ うとする特定技術又は第四十八条第一 項の特定の地域を仕向地とし

定めなければならない。

いう 。）を業とし て行う者（ 以下「輸出 者等」という 。）が輸出等 を行うに 当たつて遵守すべき基準（以下「輸出者等遵守基準」という。）を

第五十五条の十

２

３

４
（指導及 び助言）
第五十五条の十一

準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
（勧告及び命令）

- 55 -

経済産 業大臣は、前 条の規定による指 導又は助言をした場合において、輸出者 等がなお輸出者等遵守基準に違反して いると認

経 済産業大臣は 、前項の 規定による勧 告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をと

めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告 をすることができる。

第五十五条の十二
２
行政手 続法との関係

るべきことを命ず ることができる。
第七章

第二十五 条第一項、 同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しく は同条第

（行政手続法の適用除外）
第五十五条の十三

審 査請求

二項 の規定に基づ く命令の規 定による許可 又はその取消 しについて は、行政手 続法（平成五年法律第八十八号）第二章及び第三章の規定は、適
用しない。
第七章の二

この法律又 はこの法律に 基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対 する裁決は、行政不服審査法（平成二

削除

前三項に定めるもののほか、第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

までの規定を準用する。

第一項 に規定する 審査請求につ いては、行政不服審査法第三十一 条の規定は適用せず、同項の意見の聴 取については、同条第二項から第五項

らない。

前 項の意見の聴 取に際し ては、審査請 求人及び利害関係人に対して、当該事案につ いて、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければな

、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後に しなければならない。

十六年法律第 六十八号）第 二十四条の 規定により 当該審査請求を 却下する場 合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上

第五十六条

２
３
４
雑則

第五十七条から第六十四条ま で
第八章

この法律の いかなる条項 も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年 法律第五十四号）の適用又は同法に基

（公正取引委員会 の権限）
第六十五条

き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。

この法 律又はこ の法律に基づ く命令の規定中主務大臣の許可、承認その他 の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、

（政府機関の行為）
第六十六条
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承認その他の処分を要する行為をする 場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
（許可等の条件）

主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる 。

前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実 な実施を図るため必要最小限のものでな ければならない。

第六十七条
２

主務大臣は、 この法律の施 行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた

（立入検 査）
第六十八条

前項の規定により当該職 員が立ち入るときは、その身分を示す証 票を携帯し、関係人に提示しなければ ならない。

者 又はその関係 者の営業所、 事務所、 工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検 査させ、又は関係人に質問させることができる。
２

第一項の規定に よる立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して はならない。

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一 部を地方支分部局の長に委任することが できる。

３
（権限の委任）
第六十八条の二
（事務の一部委任）

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施 行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。

削除

第一項 の規定によ り事務の一部 を日本銀行をして取り扱わせる場 合においては、その事務の取扱に要す る経費は、日本銀行の負担とすること

）第四十三条第一 項の規定は、適用しない。

前 項の規定によ り事務の 一部を日本銀 行をして取り扱わせる場合における当該事務 の一部については、日本銀行法（平成九年法律第八十九号

第六十九条
２
３
ができる。
第六十九条の二
（主務大臣等）

こ の法律における主務大臣は、政令で定める。

この法 律におけ る事業所管大 臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約 の締結等に係る事業の所管大

第六十九条の三
２

次の各号 に掲げる主務 大臣は、当該各号 に定める規定の運用に関し、特に必要が あると認めるときは、外務大臣その他の関係行

臣として 、政令で定める。
第六十九条の四
主務大臣

第十六条第一項又は第二十五条第六項

政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めるこ とができる。
一
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２

二
経済産業大臣

財務大臣

第二十四条第一項、第二十五条第一項から第四項まで、 第四十八条又は第五十二条

第二十一条第一項

三

外 務大臣その他 の関係行 政機関の長は 、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に

我が国と して寄与す るため特に必 要があると認 めるときは 第一号から 第三号までに 掲げる規定の 運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定

経済産業大臣

める主務 大臣に、国際 的な平和及び 安全の維持 のため特に 必要があると 認めるときは第 四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める主務大臣に
第十六条第一項又は第二十五条第 六項

、意見を述べることができる。
一
第二十一条第一項

主務大臣

二
第二十四条第一項、第四十八条第三項又は第五十二条

財務 大臣

三

第二十五条第 一項から第四項まで又は第四十八条第一項若しくは第二項

この法律 の規定に基づ き命令を制定し、 又は改廃する場合においては、その命令 で、その制定又は改廃に伴い合理的に 必要と判

経済産業大臣

四
（経過措 置）
第六十九条の五
罰則

断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。 ）を定めることができる。
第九章

次 の各号のいず れかに該当する者は、七年以下の懲役若しく は二千万円以下の罰金に処し、又はこ れを併科する。ただし、当該

一

第四十八条第一項の規定による許 可を受けないで同項の規定に基づく命 令の規定で定める貨物の輸出をした者

第二十五条第一項又は第四項の規定による 許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者

次の各号のい ずれかに該 当する者は、 十年以 下の懲役若しくは三千万円以下の罰金 に処し、又はこれを併科する。ただし、 当該違反行為の目

二

違反行為 の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

第六十九条の六

２

特定 技術であつ て、核兵器、 軍用の化学製 剤若しくは 細菌製剤若し くはこれらの 散布のため の装置若しくはこれらを運搬すること ができる

的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一

ロケット若 しくは無人航 空機のうち 政令で定め るもの（以下 この項におい て「核兵器 等」という 。）の設計、 製造若しくは 使用に係る技術又

は核兵器等の 開発、製造、 使用若し くは貯蔵（次 号において「 開発等」とい う。）のた めに用いられ るおそれが特 に大きい と認められる貨物

の 設計、製造若し くは使用 に係る技術と して政令で定 める技術に ついて、第 二十五条第一 項の規定によ る許可を受 けないで同 項の規定に基づ
く命令の規定で定める取引 をした者
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３

二

第四十八 条第一項の特 定の種類の 貨物であつて 、核兵器等又 はその開発 等のために用いられるおそれが特に大き いと認められる貨物として

政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又は第四
十八条第一項の規定による 許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者
第一項第二号及び前項第二号（貨物の輸出に係る部分 に限る。）の未遂罪は、罰する。

次の 各号のいずれ かに該当する者は、五年以下の懲 役若しくは千万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。ただし、当該違

四

三

二

一

第五 十二条の規定に基づく命令の規定によ る承認を受けないで貨物の輸入をした者

第四十八条第 三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者

第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者

第二十五条第三項の規定 に基づく命令の規定による許可を受け ないで同項第一号に定める行為をした者

第二十五条第二項の規定に基づく 命令の規定による許可を受けないで特 定技術の提供を目的とする取引をした者

次の各 号のいずれ かに該当す る者は、 三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為

前項第二号（第二十五条第三項第一 号イに係る部分に限る。）の未遂罪は 、罰する。

五

反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超える ときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

第六十九条の七

２
第七十条

四

三

二

一

第十七条の二 第二項（第 十七条の三に おいて準用す る場合を含 む。）の規 定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行

第十六条の二の規定による支払等 の禁止に違反して、又は同条の規定に 基づく命令の規定による許可を受けない で支払等をした者

第十六条第一項から第三項までの規定に基 づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支 払等をした者

第九 条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者

第八条の規定 に違反して支払等をした者

の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格 の三倍以下とする。

五
つた者

第十 九条第一項 又は第二項の 規定に基づく 命令の規定 による許可を 受けないで、 同条第一項 に規定する支払手段又は証券若しくは 貴金属を

七

第二十二条第 一項の規定 による資本 取引の禁止に 違反して、又 は同項の 規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者

第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者

六

八

第二十二条第二項の規定に違反して経理した者

輸出し、又は輸入した者

九
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十三

十二

十一

第 二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者

第二十三条 第九項の規定による変更又は中止の命令 に違反して対外直接投資を行つた者

第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者

第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定す る期間中に対外直接投資を行つた者

第二十三条第一項の規定による届 出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者

十四

第二 十四条の二の規 定による特 定資本取引 の禁止に違反 して、又は同 条の規定に基づく命令の規定による許可を受けな いで特定資本取引

十

十五

十八

十七

十六

第二 十五条の二第 一項又は第二 項の規定 による技術の 提供を目的と する取引若し くは技術記録媒体等輸出若しくは国外 技術送信又は貨物

第二十五条 第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた 者

第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引 をした者

第二十五条第三項の規 定に基づく命令の規定による許可を受 けないで同項第二号に定める行為をした者

をした者

十九

第二十五 条の二第四 項の規定によ る役務取引等 の禁止に違 反して、又は 同項の規定に基づく命令 の規定による許可を受けないで役務取

第二十五条 の二第三項 の規定によ る貨物の売買 、貸借若しく は贈与に 関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者

の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者
二十
二十一

第二十七条第 一項又は第二 十八条第一 項の規定に よる届出をせ ず、又は虚偽 の届出をして、対内直接投資等又は特定取得をした者（第

引等をした者
二十二

第二十 七条第二項又 は第二十 八条第二項の 規定に違反し て、第二十 九条第五項に規定する禁止期間中に対内 直接投資等又は特定取得を

二十七 条第十三項又は第二十八条第八項の規定 により外国投資家とみなされる者を含 む。）
二十三

第二十七 条第八項（第 二十八条第七 項において準 用する場 合を含む。） の規定に違反して対内直接投資等又は特定取得をした者（第二

した者（第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。）
二十四

第 二十七条第十 項（第二十八 条第七項 において準用 する場合を含 む。）の規定 による変更又は中止の命令に違反して 対内直接投資等又

十七条第十三項又 は第二十八条第八項の規定により外国 投資家とみなされる者を含む。）
二十五

第二十九 条第一項か ら第四項ま での規定によ る命令に違反 した者（ 第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により外国投資家

は特定取得をした者（第二十七条第十三項又は第二十八条第八項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。）
二十六

とみなされる者を含む。）

- 60 -

２

二十八

二十七

第三十条 第二項の規 定に違反し て、同項に規 定する期間（ 同条第三 項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定に

第三十条第一項の規定による 届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者

第三十条 第七項において準用する第二十七条第八 項の規定に違反して技術導入契約の締 結等をした者

より短縮された場合には、 当該延長され、又は短縮された期間）中に技術導入契約の締結等をした者
二十九
第五十一条の規定に基づく命令の規定 に違反して貨物の船積をした者

第 三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者

三十一

第五十 三条第一項の 規定によ る貨物の輸出 又は特定技術 の提供を目 的とする取引若しくは特定記録媒体等の 輸出若しくは特定技術を内

三十
三十二

三十五

三十四

三十三

偽り その他不正の 手段により 第二十五条 第一項、同条第 二項若しく は第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一

第六十七条第一項の規定により付した 第二十五条第一項若しくは第四項又は第 四十八条第一項の許可の条件に違反した者

第五十三 条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者

第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者

容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者

三十六

項若しくは同条第二項若しくは第三 項の規定に基づく命令又は第五十二条の 規定に基づく命令の規定による許可又 は承認を受けた者

第十 八条の四（第 十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二 十二条の三において準用する場合を含 む。）の規定による命令に違

前項第十六号（第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。）の未遂罪は、罰する。

第七十条の二

次の各号のいずれかに該当 する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

反した者 は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条

第十九条第 三項の規定に よる届出 をせず、又は 虚偽の届出を して、同条 第一項に規定する支払手段又は証券若し くは貴金属を輸出し、又は

二

第五十五条の 三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

一

三

第五十 五条の三第五 項の規定によ る帳簿書 類を作成せず 、これに同項 に規定する事 項を記載せず、若しくは虚偽の記載を し、又はこれを保

輸入した者

四
五

第 五十五条の 五第一項の 規定による報 告をせず、又 は虚偽の報 告をした者（ 同条第二項の規定により 外国投資家とみなされる者を含む。）

第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

存しなかつた者
六
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九

八

七

第五十五条の 十二第二項の規定による命令に違反した 者

第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告を せず、又は虚偽の報告をした者

第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又 は虚偽の報告をした者

第五十五条の六第一項の規定によ る報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第 六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

十
十一

第六十八条第一項の規定による質問に対 して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

本人特定事 項を隠ぺい する目的で、第十八条第四項（第十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三におい て準用す

十二
第七十一条の二

法人（ 第二十六条 第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項 、第二十八条第八項並びに第五十五条の五第二項に規定する団体に

る場合を含む。）の規定に違 反した者は、五十万円以下の罰金に処 する。
第七十二条

該当する ものを含む 。以下この項 において同じ 。）の代表 者又は法人若 しくは人の代 理人、使用 人その他の従業者が、その法人又は人 の業務又

は財産に関 し、次の各号 に掲げる規定 の違反行 為をしたとき は、行為者を 罰するほか、 その法人に対して当該各号に定める罰 金刑を、その人に
一

第六十九条の六第二項

七億円以下（当該違反行為の目的物の 価格の五倍が七億円を超えるときは、 当該価格の五倍以下）の罰金刑

十億円以下（当該違反行為の目的物の価格の五 倍が十億円を超えるときは、当該価格 の五倍以下）の罰金刑

第六十九条の 七

第六十九条の六第一項

三
第七 十条の二

五億円以下（当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下）の罰金刑

四
第七十条又は前二条

第二 十六条第一 項第二号及 び第四号、第二十七条第十三項、第二十八条第 八項並びに第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを

についての時効の期間による 。

前項の規定 により第六十 九条の六又 は第六十九条の七 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各 本条の罪

各本条の罰金刑

三億円以下の罰金刑

五

二

対して各本条の罰金刑を科する。

２
３

処罰する 場合におい ては、その代 表者又は管理人がその訴訟行為につきその 団体を代表するほか、法人を被告人と する場合の刑事訴訟に関する
法律の規 定を準用する。
第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした 者

次の各号のいずれかに該当 する者は、十万円以下の過料に処する 。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一

第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者

第七十三条
二
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○外国為替令（昭和五十五年政令第二百 六十号）（抄）
（役務取引の許可等）

法第二十 五条第一 項に規定する 政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術（以下この項、次項及び第十八条

一

輸出貿易管理 令別表第 一の二から一 六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間 の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は 贈与に関する取引

輸出貿易管理令別表第一の一の項 の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引

当 該取引に係る 当該貨物が核 兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくは これらの散布のための装置又はこれらを 運搬することがで

きるロケ ット若しくは 無人航空機 であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの（ロ及び第二十七条第二項において「

核兵器等」 という。） の開発、製造 、使用又は貯蔵（ロにおいて「開発等」という。）のために用いられるお それがある場合として経済産
業省令で定める場合に該当する場合におけ る当該取引

当該取引に 係る当該貨 物が核兵器等の 開発等のた めに用いられるおそれがあるものとして 経済産業大臣から許可の申請をすべき 旨の通知
を受けた場合における当該取引

第一項又 は第三項に規 定する取引の うち経済産業大臣 が当該取引の当事者、内容その他からみ て法の目的を達成するため特に支障がないと認

をしなけ ればならない。

法第二 十五条第 一項又は第四 項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める 手続により、当該許可の申請

ロ

イ

（当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第三に掲げる地域であるものを除く。）であつて、次の いずれかに該当するもの

二

する取引 とする。

法第二 十五条第 四項に規定す る政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する 取引は、次のいずれかに該当

当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為につ いては、この限りでない。

許可 を受けている 者を除く。 ）は、経済産 業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が

法第二十五 条第三項第一 号に定める 行為をしようとする者（当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条 第一項の

目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同 表下欄に掲げる外国の非居住者に提供 することを目的とする取引とする。

又は特定 技術を特定国 の非居住者に 提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる 外国において提供することを

の二第一 項において 「特定技術」 という。）を特定の外国（以下この項において「特定国」という。）において提供することを目的とする取引

第十七条

２

３

４
５

めて指定したものについては、法第二十五条第一項又は第四項の規定による 経済産業大臣の許可を受けないで当該 取引をすることができる。
別表（第十七条関係）
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術

輸出貿易管理令別表第一の 一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

技
一
（一）

（一）

（二）

輸出貿易管理令別表第一の三の項（二）又は（三）に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、

輸出貿易管理令別表第一の三の項（一）に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

数値制 御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

（一）

輸 出貿易管理令別表第一の三の二の項（二）に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産

輸出貿易管理令別表第一の三の二の項（一）に 掲げる貨物の設計又は製造に係る技術

輸出貿易管理令別 表第一の四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省

ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一

ロケッ ト又は無人航空機搭 載用の電子計算機の 使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）

（四）

原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させ るための装置の使用 に係る技術であつて、経済産業省

オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

（一）

輸出貿 易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定

令で定めるもの

（五）

に掲げるも のを除く。）

（三）

）に掲げるものを除く 。）

（二）

令で定めるもの

（一）

業省令で定めるもの

（二）

経済産業省令で定めるもの

（二）

令で定めるもの

輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省

二

三

三の二

四

五
（二）

セラミック粉末又 はセラミックの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）及び

輸出貿易管理令別表第一の五の項の 中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

めるもの
（三）

一五の項の中欄に掲げるものを 除く。）

外

国

全地域

全地域

全地域

全地域

全地域

全地域
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六

七

（四）

ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定め

ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で

るもの
（五）

（七）

（六）

電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（四の項の中欄に掲げ

複合材料の設計に係る技術であつて 、経済産業省令で定めるもの（四の項の 中欄に掲げるものを除く。）

削除

定めるもの

（八）

輸 出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定

るものを除く。）
（一）

輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経 済産業省令で定める もの

めるもの
（二）

数値制御装置又は コーティング装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（二の項の中欄に

（二の項の中欄に掲げるものを除く。）
（三）

金属の加工用の装置又は工具（型を含む。）の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

掲げるものを除く。）
（四）

液圧式引張成形機（その型を含む。）の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（四

（（一）から（三）までに掲げるものを除く。）
（五）
（六）

輸 出貿易管理令別表第一の七の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定

数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であつて、経済産業省 令で定めるもの

） に掲げるものを除く。）
（一）

集積回路の設計又 は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）及び四の項の中欄に掲げる

輸出貿易管理令別表第一の七の項（十六）に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定め るも

めるもの
（二）
の
（三）

ものを除く。）

全地域

全地域
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八

九

一〇

（四）

超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）に掲げるも

電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）に掲げるもの

のを除く。）
（五）

輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物の設計、製 造又は使用に係る技 術であつて、経済産業省

を除く。）
（一）

電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省

令で定める もの（四の項の中欄に掲げるものを除く 。）
（二）

輸 出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省

令で定めるもの（（一）及び四の項の中欄に掲げるものを除く。）
（一）

輸出貿易管理令別表第一の九の項（一）から（三）まで又は（五）から（六）までに 掲げる貨物の設計、 製造

令で定めるもの
（二）

通信用に設計した マイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（七

又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）及び一五の項の中欄に 掲げるものを除く。）
（三）

超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（七の項の中欄

の項の中欄に掲げるものを除く 。）
（四）

輸出貿易管理令別表第一の一〇の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で

に掲げるものを除く。）
（一）

輸出貿易管理令別表第一の一〇の項（二）若しくは（九 ）から（十一）まで 又は一五の項（七）に掲げる貨物

定 めるもの
（二）
（三）

レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一 ）に

光学部 品の製造に係る技術であつて、経済産業 省令で定めるもの（（一）に掲げるものを除く。）

の使用に係る技術であつて、経 済産業省令で定めるもの（二及び一五 の項の中欄に掲げるものを除く。）
（四）
（五）

レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（四の項の中欄に掲げるものを除

削除

掲げるものを除く。）
（六）

全地域

全地域

全地域

- 66 -

一一

一二

一三

レーザー光に対す る物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に

く。）
（七）

輸出 貿易管理令別表第一の一一の項の中欄に掲 げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で

係る技術であつて、経済産業省 令で定めるもの
（一）

輸出貿易管理令別表第一の一一の項（一）から（四の二）までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済

定めるもの
（二）
（三）

アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（四 の項の中欄に掲

削除

産 業省令で定めるもの（一五の項の中欄に掲げるものを除く。）
（四）

輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で

げるものを除く。）
（一）

プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）及び（二）並びに一

輸出貿易管理令別 表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるも

定めるもの
（二）
の
（三）

輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で

五の項の中欄に掲げるものを除く。）
（一）

輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物 の使用に係る技術で あつて、経済産業省令で定めるも

定 めるもの（一五の項の中欄に掲げるものを除く。）
（二）

ガ スタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

の（四の項の中欄に掲げるもの を除く。）
（三）

航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（一）及び一の項の

（（一）及び（二）並びに一五の項の中欄に掲げる ものを除く。）
（四）

ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（一四の

中 欄に掲げるものを除く。）
（五）

全地域

全地域

全地域
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一四
一五

一六

全地域

項の中欄に掲げるものを除く。）

輸出貿 易管理令別表第一の一四の項の中欄に 掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定

全地域

めるもの

輸出 貿易管理令別表第一の一五の項の中欄に掲 げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で

（一）

（四）

（三）

（二）

ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定す ることができる

慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術で あつて、経済産業省令で定めるもの

音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの

削除

定めるもの

（五）

水中ソナー航法装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの（（三）に掲げるものを除

装置の使用に係る技術 であつて、経済産業省令で定めるもの
（五の二）

ガスタービンエンジンの部 分品の設計又は製造に係る技術であつ て、経済産業省令で定めるもの

く。）
（六）

全地域

（輸出

関税定率 法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、

第六八類 から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定

貿易管

。）

を除く

る地域

に掲げ

表第三

理令別

めるもの（一か ら一五までの項の中欄に掲げるものを除く。）

○輸出貿易管理規則（昭和二十四年通商産業省令第六十四号）（抄）
（許可の手続等）
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次の各号に掲げる者は、当該各 号に掲げる申請書を経済産業大臣に提 出しなければならない。

外国為替及び 外国貿易 法（昭和二十 四年法律第二百 二十八号。以下「法」という。）第四十八条第一項の規定により経済産業大臣 に輸出の
別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通

別表第一の二で定め

法第四十八 条第一項の 規定による 輸出の許可及び令 第二条第一項の規定による輸出の承認（ 同項第二号に係るものを除く。）を同時に経済

）三通 （経済産業大臣が別に定める場合にあ っては、二通）

る様式に よる輸出承認 申請書（同項 第二号に該当する場合にあっては、別 表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書

輸出 貿易管理令 （以下「令」 という。）第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者

許可を申請しようとする者

第一条
一
二

三

別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認 申請書三通

前項の申請書に は、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならな い。

産業大臣に申請する者
２

経済産 業大臣は 、令別表第一 の二の項（一）、（三）、（四）、（九）、（十八）から（二十六）まで、（三十 三）、（四十七）若しくは（

経済産業大 臣は、第一項 の申請を許 可又は承認したと きは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのう ち一通を

確認書二通を経済産業大臣に提出しなければな らない。

令別表 第二の一の 項の中欄に掲 げる貨物の輸出承認を申請しよう とする者は、第一項の規定によるほか 別表第一の四で定める様式による輸出

可又は承認の申請 をしようとする者の署名のある成分表二通又は化学分析表二通の提出を求めることができる。

の承認 をする場合 において当 該輸出の許可 又は 承認を申請しようとする者に、当該貨 物についての試験機関又は研究機関の代 表者及び輸出の許

しく は一五の項（ 一）から （三）までに 掲げる貨物の輸 出の許可又は令別表第二の一九、二〇若しくは三五の二の項の中欄に掲げる貨 物の輸出

で、六の項（ 一）、七の項 （十八）か ら（二十一）まで、九の項（三）、一〇の項（三）若しくは（十四）、一四の項（一）若しくは（二）若

五十）、三 の項（二）若 しくは（三） 、四の項（六）若しくは（十 五）、五の項（一）から（三）まで、（五）若しくは（七）から（十九）ま

３

４
５
申請者に交付するものとする。

次の各 号に掲げる者 は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百 五十一号）第三条第一項の規

（電子情報処理組織を使用した許可の手続等）
第一条の二

定により電 子情報処理組 織（電子情報 処理組織による輸出入等関連 業務の処理等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第三条第一項の

規定により当 該電子情報処 理組織とみ なされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。）を使用して申請を

す るときは、前条 第一項の 規定にかかわ らず、当該各号 に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に 係る入出

力装置（経済産業大臣が告 示で定める基準に適合するものに限る。 以下「特定入出力装置」という。）か ら入力しなければならない。
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２
３
４
５

一

二

法第四十 八条第一項の 規定により 経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に

専用電子計算機に備え

係る 電子計算機 （入出力装 置を含む。以 下「専用電子 計算機」という。）に備えられたファイ ルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべ
き事項

令第 二条第一項 の規定により 経済産業大臣に輸出の承認（同項第二号に係るものを除く。）を申請しようとする者
られたファイル から入手可能な輸出承認申請様式に記 載すべき事項

前項の 申請をする場合 には、事実を 確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又
は事実を証する書類を経済産業大臣に 提出しなければならない。

経済産業大臣 は、第一項 の申請をする 者が前 項の入力をしたときは、当該申請者が 当該申請を行つた日から当該申請に対す る諾否の応答とし

ての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させること ができる。

経済産 業大臣は 、第一項第一 号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号 の申請を承認したときは別表

第四で定 める様式による輸出承認証に、それぞ れ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

前項の規 定にかかわら ず、経済産業 大臣は、申請者の 求めがあつた場合において、第一項第一 号の申請を許可したときは別表第三で 定める様

式に よる輸出許可 証に、同 項第二号の申 請を承認したと きは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申 請者に交
付するものとする。

経済産業 大臣は、必要 があるときは、法第四十八条第一 項の規定による経済産業大臣の許可又 は令第二条第一項の規定による経済産

（特別の許可及び 承認の申請手続）
第二条の二

業大臣の承認を受ける手続について、第一条の 規定にかかわらず、特別な手続を定め ることができる。
〇貿易関係貿易外取引等に関 する省令（平成十年通商産業省令第八号 ）（抄）

別紙様式第一による支払等許

経 済産業大 臣の許可を受 けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通 を、経済産業大臣に提出しな

（許可の手続等）
第一条

次のイか らハまでに掲 げる支払等 （支払又は支払の受領をいう。以下同じ。）について許可の申請をする者

ければな らない。
一

外国為替令（以下「令」という。）第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者 又は非居住者

可申請書
イ
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二

三

ロ
ハ

令第六条 第二項の規 定による経 済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により二以上 の規定による許可の申請を併せて行お
うとする居住者又は非居住者

令 第六条の 二第四項の規 定による経済 産業大臣の許可を受けようとする同条第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課さ
れた者

別紙様式第二による特定資本取引許可申請書

令 第十五条第二項の規定による経済産業 大臣の許可を受けようとする居住者

次の イからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者
イ

令第十五条 第二項の 規定による経 済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法

課された者
次の イ及びロに掲げる役務取引を行うこと について許可の申請をする者

別紙様式第三の二に

令 第十八条 の三第二項の 規定による経 済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により役務取引について許可を受ける義務を

とする居住者又は非居住者

法第二十 五条第一項 若しくは第 五項又は令第十八条第四項（役務取引に係るものに限る。）の規定 による経済産業大臣の許可を受けよう

別紙様式第三による役務取引許可申請書

令 第十六条第 二項の規定に よる経済産業 大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により特定資本取引について許 可を受ける義務を

律第二百二十八号。以下「法」と いう。）第二十四条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者

ロ
ハ

イ
ロ
課された者

令第十七条第 二項の規定に より法第二十五条第三項第一号に定める行為をすることについて許可の申請を する者

次のイ及び ロに掲げる 外国相互間 の貨物の移動を伴 う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取 引（この号において「仲介貿易取引」という。

よる特 定記録媒体等輸出等許可申請書

三の二
四

別紙様式第四による仲介貿易 取引許可申請書

法 第二十五条 第四項又は令 第十八条第四 項（仲介貿易取引に係るものに限る。）の規定による経済産業大臣の許可を受 けようとする居住

）を行うことについて許可の申請をする者
イ
者

令第十 八条の三第二 項の規定に よる経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により仲介貿易 取引について許可を受ける義

前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証 する書類一通を添付しなければならない。

ロ
２

経 済産業大臣は 、第一項 の申請（第三 条の手続による場合を除く。）を許可したと きは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのう

務を 課された者
３
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４

ち一通を申請者に交付するものとする 。

経済産業大臣 は、第三条 の手続によ る本条第 一項の申請を許可したときは、別紙様式第六による許可証にその旨を記入し、第三条の規定によ

り提出されたフレキシブル ディスクに記録された事項を記載した書 類を当該許可証に添付して申請者に交 付するものとする。
（電子情報処理組 織を使用した許可の手続等）

行政手続 等における情 報通信の技術の利用に関する法律 （平成十四年法律第百五十一号）第三 条第一項の規定により電子情報処理組

経済産業大 臣は、第一項 の申請を許 可した場合におい て、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の 二による

ファイルに記録するものとする。

経済産 業大臣は、 第一項の申請 を許可したときは、別紙様式第六 の二による役務取引許可証に記載すべ き事項を専用電子計算機に備えられた

ての通知を受ける 日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。

経 済産業大臣は 、第一項 の申請をする 者が前項の入力をしたときは、当該申請者が 当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答とし

事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申 請をする場合 には、事実を 確認できる情報を 特定入出力装置から入力し、及び専用電 子計算機に備えられたファイルに記録 し、又は

しなけれ ばならない。

申請をす る者の使用 に係る入出力 装置（経済産業大臣が告示で定める基準に 適合するものに限る。以下「特定入出 力装置」という。）から入力

（入出力 装置を含 む。以下「専 用電子計算機」という。）に備えられたファイルから 入手可能な役務取引許可申請様式に記載すべき事項を当該

業大 臣の許可を申 請しようと する者は、前 条第一項の規定にかかわらず、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機

処 理組織とみな される同法 第二条第一 号に規定する電子 情報処理組織をいう。以下同じ。）を使 用して法第二十五条第一項の規定により経済産

織（電子情 報処理組織によ る輸出入等 関連業務の処理等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第 三条第一項の規定により当該電子情報

第一条の二

２
３
４
５

役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
（許可を要しない役務取引等）
次項 各号に掲げる取引に関する行為

令 第十七条第二項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

一

法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為
経済産業大臣が行う取 引

令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次 の各号のいずれかに該当する取引とする。

二

第九条

２
一
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二

令別表中 欄に掲げる技 術（宇宙開 発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除

く。 ）を本邦又 は外国（輸 出貿易管理令 （昭和二十四 年政令第三百七十八号。以下「輸出令」 という。）別表第三に掲げる地域に該当する外

国をい う。以下 この号におい て同じ。）に おいて居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの

令別表中 欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であ って、居住者が行うもの

核 兵器の不拡散に 関する条約 第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関 との間の協定又は核兵器の不拡散に関

日本 国政府が外国 政府に対して 行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者 又は非居住者が行う役務取引

二の二
三
三の二

す る条約第三条 １及び４ の規定の実施 に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対し
て行う技術を提供することを目的とする取引

化学兵器 の禁止及び特 定物質の規制等に関する法律（平成七年法律第六十五 号）第三十条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵

外国において 提供を受 けた令別表の 二から一六まで の項の中欄に掲げる技術（当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記 録された

該外国以外の外国にある電気通信設備から行 う当該技術を内容とする情報の送信を 伴う取引であって、居住者が行うものを 除く。

する情報が 記載され、若 しくは記録 された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受 信されることを目的として当

技術を 保有する本邦 に存する者の 当該取引のための出国を伴わないもの（以下「外国間等技術取引」という。）。ただし、当該技術を内容と

記録さ れた文書、 図画若しくは 記録媒体の輸 出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信に よる送信又は当該

する 者の出国に より提供を 受けたものを除 く。）に係 る取引であって、当該取引に際して、当 該技術を内容とする情報が記載され、 若しくは

し くは記録媒体 の輸出、 本邦内にある 電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存

外国に おいて提供を 受けた令別表 の一の項の中欄に掲げる技術（当該技術を内容とする情報が記載さ れ、若しくは記録された文書、図画若

れた取引により 技術の提供を受けた者が行う当該利用 する者に当該技術を提供することを目的 とする取引

た者が 当該技術を利 用する者に当 該技術を提供することを目的とする取引を行うこ とを明らかにして許可を受けた場合にお ける、当該許可さ

法 第二十五条 第一項に規 定する取引を 行お うとする者が当該取引に係る申請の際 にあらかじめ当該申請に係る取引により 技術の提供を受け

して行う技術を提供することを目的 とする取引

しくは撮影し 、関係者に 質問し、又 は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去する ときの当該国際機関が指定する者に対

らの物質の 原料となる物 質を取り扱 う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書 類その他の物件を検査し、若

器の開 発、生産、貯 蔵及び使用の 禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれ

三の三

四

五

六

文書、 図画若し くは記録媒体 の輸出、本邦 内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有
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七

する本邦に存 する者の出 国により提 供を受けたものを除く。）に係る外国間等技術取引。ただし、当該 技術を内容とする情報が記載され、若

しく は記録され た文書、図 画若しくは記 録媒体の外国 （輸出令別表第三に掲げる地域以外の外 国をいう。以下この号において同じ。）相互間

の移動 又は外国 において受信 されることを 目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴

当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合と して経済産業大臣から許可の申請をす べき旨の通知を受けたとき

は貯蔵（以下「開発等」という。）のため に利用されるおそれがある場合として 経済産業大臣が告示で定めるとき

しくは無人 航空機であ ってその射程 若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの（以下「核兵器等」とい う。）の開発、製造、使用又

当該 技術が核兵器 、軍用の化学 製剤若しくは細菌製剤若しくはこれら の散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若

う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。
イ

ロ

前号 に掲げる もののほか、 令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的 とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載さ

れ、若 しくは記録さ れた文書、図 画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次

に掲げるい ずれの場合に も（本邦又 は外国（輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号に おいて同じ。）において居住

その技術が核兵器等の開発等の ために利用されるおそれがある場合と して経済産業大臣が告示で定めるとき。

者又は外国の非居住者に提供することを目的 とする取引にあっては、イ、ロ及びニ のいずれの場合にも）該当しないもの
イ

そ の技術が 核兵器等の開 発等のために 利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

そ の技術が輸出 令別表第一の 一の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当する ものを除く。ニにおいて同じ。）の開発 、製造又は使用の

ロ
ハ

ために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。

その技 術が輸出令別 表第一の一 の項の中欄に掲げる貨物の開 発、製造又は使用のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣
削除

ニ
八

公知 の技術を 提供する取引 又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引 （特定の者に提供することを目的として公知とする取引を

から許可の申請をすべき旨の通知を受けた とき
九

除く。）であっ て、以下のいずれかに該当するもの

新聞、 書籍、雑誌、 カタログ、 電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して 公開されている技術を提供す

学会誌、公開特許情報、公開シ ンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引

イ
ロ

工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引

る取 引
ハ
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ホ

ニ

学会発表用 の原稿又は 展示会等での 配布資料の送 付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定 多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的

ソースコードが公開されているプログラ ムを提供する取引
とする取引
工 業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引

基礎科学分野 の研究活動において技術を提供する取引

十一

貨物 の輸出に付随し て提供され る使用に係る技術（プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるも のを除く。）であって、当該貨物の据

十
十二

付 、操作、保守 又は修理 のための必要 最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引（輸出の許可を受けた日又は

貨物 の輸出契約 の発効した日 のいずれか遅 い日以降に 提供されるものに限る。）。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技 術の提供
イ

修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、 製造技術と同等のもの

当該貨物の 性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

については、次のいずれ かに該当するものを除く。
ロ

令別表中欄に掲げる技術であって、貨物 の設計、製造に必要な技術が含まれる もの

プログラム の提供に 付随して提供 される使用に係 る技術（プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって 、当該プ

ハ
十三

ログラ ムのイン ストール、操 作、保守又は 修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する

取引（ 役務取引の許 可を受けた日 又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれ か遅い日以降に提供されるものに限る。 ）。ただし、当該
イ

修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの

プ ログラムの機能、特性が当初提供した ものよりも向上するもの

技術のうち、保 守又は修理に係る技術の提供について は、次のいずれかに該当するものを除く 。
ロ

令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な 技術が含まれるもの

令 別表中欄に掲 げるプログラ ム（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって、次の（一）及び（二）に該当するものを提供す

プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの

ハ
十四
イ

る取引。た だし、外国 （輸出令別 表第三に掲げる地域以外の外国をいう 。以下この号において同じ。）において提供する取引（販売される

ものに限る。 ）又は外 国の非居住者 に提供する取引にあっては 、第七号イ、ロ及びニのいずれかに（輸出令別表第三の二に掲げる地域に該

当 する外国に おいて提供す る取引（販売 されるものに限る。）又は当該地域に該当する外国の非居住 者に提供する取引にあっては、第七号
イからニまでのいずれかに）該当するものを除く。
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（一）

購入 に関して 何らの制限を 受けず、店頭において又は 郵便、信書便事業者（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四

年 法律第九十 九号。以下「 信書便法」と いう。）第二条第六 項に規定する一般信書便事業者又は同 条第九項に規定する特定信書便事業者

を いう。以下同 じ。）による 同条第二項 に規定する信書便（以下「信書便」という。）若 しくは電気通信の送信による注文により、販売
店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの

当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの

削除

（二）
ロ

輸出令別表 第一の中 欄に掲げる貨 物（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に

（一）

本邦 から輸出 された貨物を 本邦において修理した後再 輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受

許可 を受けた範囲を超えない機能修正を行 ったもの又は機能修正を行うためのもの

本邦におい て原子力災 害対策特別措 置法 （平成十一年法律第百五十六号）第二 条第二号に規定する原子力緊急事態又は 同条第一号に規定

ものを除く。）

ラムの性能若 しくは特 性が当初提供 したものより向上するもの 又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供する

可を受けた 日又は当該 提供に係る プログラムの提供契約の発効した日の いずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログ

は修理 のための必要 最小限のもの のうち、当該提供に係るプログラムの取引の相 手方又は利用する者に対して提供する取 引（役務取引の許

）の 取引であって 、プログラム （同表の四 から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。）の提供に付随するインストール、操作 、保守又

令別表の四 から一五ま での項の中欄に 掲げるプロ グラム（オブジェクトコードのものに限 り、経済産業大臣が告示で定めるもの を除く。

貨物に対して新たな機能若しくは特性を提 供するものを除く。）

約の発効し た日のいず れか遅い日以 降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したも のより向上するもの又は当該

理のため の必要最小限 のもののう ち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引（輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契

）の取 引であって、 貨物（輸出令 別表第一 の四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。）の輸出に付随する据付、 操作、保守又は修

令 別表の四 から一五まで の項の中欄に 掲げるプログラム（オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。

けて提供したものと同一のもの

（二）

手方又は利用する者に 対して提供する取引

役 務取引許可 を受けて提供 したプログラ ムについて、次の（一）又は（二）に該当するプログラムを当初役務取引許可 を受けた取引の相

設計されたプログラムであって、 いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引

ハ
ニ

ホ

ヘ

十五
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する原子力災 害等の災害 が発生した 場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入 した貨物に付随して提供された使用に

暗号メカニ ズム若しく は暗号アルゴ リズ ム又はこれらの参照コードを提供する 取引であって、国際標準の策定のための 国際会議への出席

係る技術を、当該援助の終了後当該 貨物の返送のための輸出に付随して提 供する取引
十六
又は提案若しくは意見表明において必要となるもの

３ 令第十八条第一項に規定する経済産業省令で定める役務取引は、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 昭
( 和五十五年政令
第二百五十九号。次条第一項において「主務大臣政令」という。 第
) 一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引で

前項第一号か ら第三号までに掲げる取引

対価が一千万円相当額以 内のもの

令第十八条第一項に掲げる役務取引のうち、鉱産物 核
( 原料物質及び核燃料物質を除く。 の
) 加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の

次の各号の一に該当する取引とする。
一
二

○仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発 等のために用いられるおそれがある場 合を定める省令（平成十八年経済産業省令第百二号）

輸出 貿易管理令（ 昭和二十 四年政令第三 百七十八号）第四条第一項第一号イに規定す る仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発 等のために用いら

れるお それがある場 合は、輸 出者が、当該 貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌 製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬

すること ができるロ ケット若しく は無人航空機であってその射程若しくは航続 距離が三百キロメートル以上のものの 開発、製造、使用若しくは貯

蔵又は輸出 貨物が核兵 器等の開発等 のために用いられるおそれがある 場合を定める省令（平成十三年経済産 業省令第二百四十九号）別表に掲げる
行為のために用いられることとなる旨輸 入者、需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。

○輸出貨物が核兵器等の開発 等のために用いられるおそれがある場合 を定める省令（平成十三年経済産業省 令第二百四十九号）

輸出貿易 管理令（ 昭和二十四年 政令第三百七十八号）第四条第一項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等 の開発等のために用いられる

その貨 物の輸出に関 する契約書若 しくは輸出者が入手した文書 、図画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によ

おそれがあ る場合は、次に掲げるときとする。
一

っては認識す ることがで きない方式 で作られた記録をいう。以下 これらを総称して単に「文書等」とい う。）において、当該貨物が核兵器、

軍 用の化学製剤 若しくは細 菌製剤若しく はこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬す ることができるロケット若しくは無人航空機で

あって その射程 若しくは航続 距離が三百キ ロメートル以上のもの（以下本則において「核兵器等」という。）の開発、製造、使用若しくは貯
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二

三

別表
一

蔵（以下「開 発等」とい う。）若し くは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、 若しくは記録されているとき、又は輸

出者 が、当該貨 物が核兵器 等の開発等若 しくは別表に 掲げる行為のために用いられることとな る旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代
理人（以下「輸入者等」という。）から連絡を受けたとき。

その 貨物の輸出 に関する契約 書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核

兵器等の 開発等を行う 旨記載され、 若しくは記録されているとき、又は輸 出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等か

ら連絡を受 けたとき（当 該貨物の用 途並びに取引の条件及び態様 から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用い
られることが明らかなときを除く。）。

その貨物の輸 出に関する 契約書若しく は輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核

兵器等 の開発等を 行った旨記載 され、若しく は記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等 を行った旨輸入者

等から 連絡を受けた とき（当該貨 物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために
用いられることが明らかなときを除く。）。

原子力基本法 （昭和三 十年法律第百 八十六号）第三 条第二号に規定する核燃料物質若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開 発等（沸

騰水型 軽水炉若 しくは加圧水 型軽水炉（以 下「軽水炉」という。）の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合

を除く 。）又は核融 合に関する研 究（専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関 するものであることが明らかにされてい る場合を除く。）

輸出 貿易管理令別 表第一及び外 国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省 令第四十九号）第一条第二号
重水の製造

二
三

核原料物質、 核燃料物 質及び原子炉の 規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）第二条第九項に規定

に規定 する原子炉（発電の用に供する軽水炉 を除く。）又はその部分品若しくは附属装置の開発等
四
五

化学物 質の開発若し くは製造（経 済産業大臣が告示で定めるも のを除く。）、微生物若しくは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機

規制法第二条 第十項に規定する再処理

する加工
六

（本則第一号 に規定する 核兵器、軍 用の化学製剤若しくは細菌製 剤若しくはこれらの散布のための装置 を運搬することができるものであって

そ の射程若しく は航続距離 が三百キロメ ートル以上のものを除く。）の開発等又は宇宙に関す る研究（経済産業大臣が告示で定めるものを除

く。） であって 、軍若しくは 国防に関する 事務をつかさどる行政機関が行うもの若しくはこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにさ
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れているもの。

○輸出 貨物が輸出貿 易管理令 別表第一の一 の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当するものを除く。）の開発、製造又は使用のために用いられ
るおそれがある場合を定める省令（平成二十年経済産業省 令第五十七号）

輸出貿易 管理令（昭和 二十四年政令 第三百七十八号）第四条第一項第三号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物（

同令第四条 第一項第一号イ において定め る核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。）の開発、製造又は使用（以下単に「開発等」という。）

の ために用いら れるおそれが ある場合は 、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録（電 子的方式

、磁 気的方式その 他の人の知 覚によっては 認識す ることができない方式で作られた記録 をいう。以下これらを総称して単に「文 書等」という。）

において 、当該輸出 貨物が同欄 に掲げる貨物の開発等のために用いられること となる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、

当該輸出貨 物が同欄 に掲げる貨物 の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの 代理人（以下「輸入者等」と

自衛 隊法第八十四 条の四に基づ く在外邦人等の輸送（同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基 づき実施される事前の訓練を

年法律第百六十四号）第 四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。）の用に供するため に貨物の輸出を行う場合

自 衛隊法（昭 和二十九年 法律第百六十 五号 ）第八十四条の三に基づく在外邦人等 の保護措置（同活動に付随して防衛省設 置法（昭和二十九

録されている場合であり、かつ、輸 出者が同表に掲げる貨物がこれらの用 に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合

当該輸出 貨物を用いて 開発等され る別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記

いう。）から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限り でない。
一
二
三

含む。 ）の用に供するために貨物の輸出を行 う場合

自衛隊法第 百条の五に 基づく国賓 等の輸送（同活動 に付随して防衛省設置法第四条第一項第 九号に基づき実施される事前の訓練を含む。）

五

自衛隊法第百 条の八に基づく自衛隊がオーストラリ ア軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

四

六

自衛 隊法第百条の十に基づく自衛隊が英国 軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

の用に供するために貨物の輸出を行う場合

七

国際緊急 援助隊の派遣 に関する法 律（昭和六十二年法律第九十三号）に基づく国際緊急援助活動（同活動に付随して防衛省設置法第四条第

国 際連合平和 維持活動等 に対する協力 に関 する法律（平成四年法律第七十九号） に基づく国際平和協力業務（同活動に付 随して防衛省設置

一項第九号に基づき実施される事前 の訓練を含む。）の用に供するために貨物の輸出を行う場合

八
九
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十

法第四条第一項第九号に基づき実施される事 前の訓練を含む。）の用に供するため に貨物の輸出を行う場合

重要影響事態 に際して 我が国の平和 及び安全を確保 するための措置に関する法律（平成十一年法律第六十号）に基づく後方支援活 動及び捜

索救助 活動（同 活動に付随し て防衛省設置 法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。）の用に供するために貨物の輸出を

重 要影響事態等 に際して実施 する船舶検査活動に関する法律（平成十二年法律第百四十五号）に基づく船舶 検査活動並びにその実施に伴

行う場合
十一

武力攻撃 事態等及び 存立危機事 態におけるアメリ カ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が 実施する措置に関する法律（平成十六年法律第

う後方 支援活動及び協力支援活動の用に供す るために貨物の輸出を行う場合
十二

武 力攻撃事 態及び存立危 機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関す る法律（平成十六年法律第百十六号）に基づく停船検査又

百十三号）に基づく自衛隊による行動関連措置として貨物の輸出を行う場 合
十三

海賊 行為の処罰及 び海賊行為へ の対処に関する法律（平成二 十一年法律第五十五号）に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自

は回航措置の用 に供するために貨物の輸出を行う場合
十四

衛隊の部隊に よる海賊対 処行動（当 該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ き実施される事前の訓練を含む。）の
用に供するために貨物の輸出を行う 場合

国際平和共 同対処事態 に際して我が 国が 実施する諸外国の軍隊等に対する協力 支援活動等に関する法律（平成二十七年 法律第七十七号）

空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに 用いる銃砲弾

銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾 （発光又は発煙のために用いるものを 含む。）のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品

に供するために 貨物の輸出を行う場合

に基づ く協力支援活 動及び捜索救 助活動（同活動に付随して防衛省設置法第四条第 一項第九号に基づき実施される事前の訓 練を含む。）の用

十五

別表
一
１
産業用の発破 器

救命銃、もり銃若し くはリベット銃その他これらに類する産 業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾

二

産業 用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火 工品

２
三

○ 外国相互間の貨 物の移動を 伴う貨物の 売買、貸 借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を
定める省令（平成十八年経済産業省令第百一号）
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外国為替令（ 昭和五十五年 政令第二百 六十号）第十七条第三項第二号イに規定する外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に

関す る取引に係る 貨物が核兵 器等の開発 等のため に用いられるおそれがある場合は、当該取引に関する契約書若しくは当該取引を行おうとする居

住者（ 以下単に「居 住者」と いう。）が入 手した文書、図画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識する

ことがで きない方式 で作られた記 録をいう。）において、当該貨物が核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若し くはこれらの散布のための装

置若しくは これらを運 搬することが できるロケット若しくは無人航空 機であってその射程若しくは航続距離 が三百キロメートル以上のもの（以下

「核兵器等 」という。）の 開発、製造、 使用若しくは貯蔵（以下「開発等」という。）若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられる

お それがある場 合を定める省 令（平成十 三年経済産業省令第二百四十九号 別
)表 以
( 下「別表」という。）に掲げる行為のために用いられ ることと
なる 旨記載され、 若しくは記 録されている とき、 又は居住者が、当該貨物が核兵器等の 開発等若しくは別表に掲げる行為のため に用いられること

となる旨当該取引の 相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受け たときとする。
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