
「包括許可取扱要領等」の一部を改正する通達案に対する意見募集について 

平成３１年３月２０日 

経 済 産 業 省 

安全保障貿易審査課

平成３１年１月９日から平成３１年２月７日にかけて、標記に係る意見募集を行ったと

ころ、その結果は以下のとおりです。 

御協力ありがとうございました。 

１．実施方法 

（１）募集期間：平成３１年１月９日～平成３１年２月７日

（２）告知方法：電子政府総合窓口（e-Gov）に掲載

（３）意見提出方法：電子メール、ＦＡＸ、郵送

２．意見総数：１１件 

※ 個別の論点に関する御意見の概要及び御意見に対する考え方は次ページ以降に記載

の通りとなります。

３．本件に関するお問い合わせ先 

安全保障貿易審査課 

電話：０３－３５０１－２８０１



安全保障貿易審査課

番号 提出意見 御意見に対する考え方

（１） 特定子会社包括許可について

【意見内容】

特定手続等運用通達に基づく申請もおこなえるようにすべきであると考えます。

【理由】

「電子政府に向けた取り組みが加速している」という理由が今回の意見募集の趣旨・目的・背景に述べられてお

り、特例子会社包括許可の申請だけを「紙」申請のままにしておくことは、バランスが取れないと思います。予算等

の理由で今すぐは無理であるとしても、少なくとも何らかの形で見通し等を示すべきではないか、と考えます。

今後の検討の参考とさせていただきます。

（２） 特定包括許可の継続的な取引関係等について

【意見内容】

CISTEC半導体製造装置・材料分科会の「個別輸出許可及び特定包括許可制度における保守部品の申請要件を明確化

するための改正要望」（３０貿情セ（経提）第３号：平成３１年１月９日）についてもご検討いただきたく、お願い

いたします。

【理由】

本意見募集の範囲を超えてしまうことは承知ですが、包括許可取扱要領の見直しをするので、同時にご検討いただ

けると幸甚です。

＊なお、Ⅲ 特定包括許可の「９～１１」は、「８～１０」になると思います。

今後の検討の参考とさせていただきます。

なお、御指摘について、Ⅲ特定包括許可の「９～１１」は、「８～１０」に修正させて

いただきます。

・従来の紙で運用している特別一般包括許可申請を電子化する場合、具体的にどのシステムを運用することになるの

か。 特別一般包括許可申請の電子化は、輸出貿易管理規則（通商産業省令第64号 昭和24年1
2月1日）第１条の２第１項第一号に規定される「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」によることとなり、その「電子計算機」は同社が運営

・管理する「NACCS（ナックス）貿易管理サブシステム」を指します。その利用に際して

は、まずは輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（通称：NACCSセンター）に対し

てNACCS貿易管理サブシステムの利用申し込みを行い、NACCSセンターから払い出された

利用者コードを経済産業省に届け出る手続き（申請者届出）が必要です。これらの利用

手続きに関しては、こちらのURLを参照願います。

＜NACCSセンターへの利用申し込み＞

https //bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/
＜経済産業省への申請者届出＞

http //www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei
.html

・利用者がどれくらい費用負担をすることになるのか。 NACCS貿易管理サブシステムの利用料金は発生しません。利用申し込み手続き、NACCSパ
ッケージソフトのパソコンへのインストールにつきましても、費用はかかりません。

・運用実施までの移行期間はどれくらいを想定しているのか。 本改正通達案の施行は2019年4月からを予定しております。

・申請理由や提出書類申請の方法等も従来の紙の方式を同じ運用で問題ないのか。 電子申請の場合、申請理由は、一般包括及び特別一般包括については、現行通りNACCS貿
易管理サブシステムにおいて用意された申請様式の中に入力することになります。特定

包括の電子申請の場合は、本改正により現行の「申請明細書（様式第９）」が廃止され

ることに伴い、電子申請用の申請様式に新たに申請理由の入力欄を追加するシステム改

修を行います（夏頃目途）。それまでの間は、「申請者 事業概要」の入力欄に申請理

由を併せて記入してください。なお、特定包括の変更申請の場合は、改正後も引き続き

書面による「特定包括許可の変更に係る申請理由書（様式第６）」を電子申請に添付す

ることが必要です（包括取扱要領改正案Ⅲ7(2)(ｲ)①）。

本改正後は、特別一般包括及び特定包括の書面申請の場合に提出が必要だった「申請明

細書」は、電子申請への移行に伴い書面による提出は不要となり、同様の項目を各申請

様式の中に入力することとなります。以上を除き、基本的には、電子申請の場合と書面

申請の場合で必要となる添付書類に差異はなく、電子申請の場合は、必要な添付書類をP
DFにして添付して送信することとなります。

2

「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目」で、項番3に追加された「代理」「委任」とは何で

すか。「代理」「委任」の違いもご教示ください。

一般包括許可・特別一般包括許可・特定包括許可の各申請を行うことができる者として

包括取扱要領に定める要件を具備する者が、その申請手続きを第三者（行政書士、通関

業者等を含む）に委任する場合に、前者を「委任」者、後者を「代理」者と言います。

電子申請の申請様式においては、申請手続きを委任する側（輸出者）のNACCS利用者コー

ドを「委任」として入力し、申請手続きを代理する側のNACCS利用者コードを「代理」と

して入力することになります。

3

企業によっては、登録するだけでも煩雑なNACCSを利用するくらいなら、包括許可を返納して個別許可に回る企業も

必ずあります。その場合は、結局、やぶへびになり、官庁業務の非効率化に繋がります。

当社も、お世話になっている通関業者に話を聞きましたが、電子データの包括許可証を使用している取引先はないと

のことでした。本当に便利であれば、黙っていても電子包括許可証に切り替える企業は、たくさんでてくると考えら

れます。現状、そうでない以上、紙面包括許可証も並存してもらわないと困ります。実際、NACCSの登録作業を途中

までおこないましたが、うんざりです。

2017年度に輸出通関申告に使用された包括許可証のうち、特別一般包括は約７割、特定

包括は約９割と、申告の大部分は電子ライセンスによって行われています。ご指摘の点

については、輸出入申告件数全体に占める外為法関連貨物の税関申告が１０００件に６

件程度の割合に過ぎないため、外為法関連貨物の取扱いが少ない通関業者も多いことも

考えられます。

当省としては、ＮＡＣＣＳ利用を促進するため、税関等関係機関と協力して通関業者へ

の外為法関連手続き及びNACCS貿易管理サブシステムの普及啓発を目的とした説明会を毎

年全国で開催しています。

また、ＮＡＣＣＳ登録作業を円滑に行えるよう、昨年１１月に「NACCSセンターへのシス

テム利用申込手順マニュアル」を作成し、経済産業省の電子申請のHPに掲載しましたの

で、是非ご活用いただけますようお願いいたします。

http //www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/01_new/20181128_ce
nter.pdf
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包括許可取扱要領等の一部を改正する通達案に対する意見募集について

1

●「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」の一部を改正する通達案

●「包括許可取扱要領」の一部を改正する通達案

1



4

電子申請にはNACCS貿易管理サブシステムを使用すると思われますが、利用登録や契約の場合 役務通達別紙1-2 
のいわゆるクラウドコンピューティングサービスの解釈 (1)に関してCISTECが定める自主管理ガイドラインに基づいて 
利用者とNACCSサブシステム運営会社 は契約書又は覚書等を締結する必要はあるのでしょうか？

その手続きはNACCSサブシステム利用会社にこちらから指示しないといけないのでしょうか？

役務通達「別紙1-2 
いわゆるクラウドコンピューティングサービスの解釈」は、外為法第25条第1項及び外為

法第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為として、クラウ

ドコンピューティングサービスが、外為法に基づく役務取引許可が必要な「提供」に該

当するか否かを規定しているものであり、提供技術等が外為法に基づく役務取引許可が

必要な場合において、経済産業省への当該役務取引許可申請を電子で行う場合の申請手

段とは無関係となります。

1

（１）別紙３の国コード表の「ＳＺ ＳＷＡＺＩＬＡＮＤ」について

【意見内容】

「別紙３ 国コード表」に「ＳＺ ＳＷＡＺＩＬＡＮＤ」として残っており、改正の必要があります。

【理由】

平成１月９日施行の運用通達等の「スワジランド」は「エスワティニ王国」と国名が変更になりましたが、「別紙３

国コード表」に「ＳＺ ＳＷＡＺＩＬＡＮＤ」として残っており、「Kingdom of 
Eswatini」として改正の必要があります。

本年４月に輸入公表と輸出注意事項の該当する部分の改正手続きに併せて「電子情報処

理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」別紙３の国コード表を改正

する予定です。

1

提出書類通達改正案の様式23「三．添付資料」における必要書類の記載を削除して頂き、本文「三.3.(1)提出書類」に

その必要書類を含めて記載頂けると有り難く存じます。提出書類の記載箇所を1か所にまとめて頂けると申請者にと

って読み取り易くなります。

御指摘の点を踏まえ、様式を統一化した上で、再輸出・再販売等に係る規定と誓約書の

変更に係る規定を明確に書き分け、再度、通達改正案を作成し意見募集をさせていただ

きます。

2

提出書類通達改正案の本文「三．３．（１）①提出書類」の（ニ）及び（ホ）の書類は、貨物や技術の再輸出・再販

売等が行われる場合にのみ必要な書類と思われます。貨物や技術の所有権や使用権に変更なく、需要者が持つ旧誓約

書を新誓約書に切り替えるためだけの同意手続きには要されない書類と思われるため、その旨がわかるよう注釈を加

えるなどの対応を頂けると有り難く存じます。

御指摘の点を踏まえ、上記のとおり、再度、通達改正案を作成し意見募集をさせていた

だきます。

3

提出書類通達改正案「Ⅲ．１．（１）①許可申請時に最終需要者が確定していない場合」の記述において脱字がある

ので訂正をお願い致します。

誤）安全保障貿易審査課あて提出してください。

正）安全保障貿易審査課あてに提出してください。

御指摘の点について、修正させていただきます。

（１） Ⅲ．１について

【意見内容】

Ⅲ．１に貨物の「再移転」が加わり、事前同意の対象がより明確になったことは、輸出者にとってはいいことであ

ると思います。

【理由】

現行でも、「再移転」は実質的に事前同意の対象でありますが、それが明記されているのは、貴省安全保障貿易管

理のＨＰ上のＱ＆Ａ（以下単に「Ｑ＆Ａ」という。）のみであり、通達に規定することによって、輸出者が漏れなく

「再移転」の事前同意の対象になっているということが認識できます。

なお、「Ｑ＆Ａ」の「全貨物共通」の「５．事前同意手続」にＱＡ１のＡに「（３）貨物又は技術（プログラム）

の再移転の場合」とあって、技術にも「再移転」という用語が用いられています。今回の改正によって、「再移転」

は貨物に限定された用語として用いられており、ＱＡの見直しが必要であると思います。

御指摘の点を踏まえ、役務の再提供については、「技術（貨物に組み込まれたプログラ

ムに限る）」に修正し、経済産業省の安全保障貿易管理ホームページにてＱ＆Ａを掲載

させていただきます。

（２） Ⅲ．１（１）③、（２）②、３（２）②について

【意見内容】

たとえば、「Ⅲ．１（１）③の（イ）は、「再輸出・再販売等又は再輸出等」が、「再輸出・再販売等」になって

いますが、「再輸出・再販売等又は再輸出等」にすることが適当です。他も同様です。

【理由】

Ⅲ．１（１）の①許可申請時に最終需要者が確定していない場合、「輸入した貨物の再輸出、再売若しくは再移転

又は提供した技術の再提供（以下「再輸出・再販売等」という。）」とされています。一方、②の許可申請時に最終

需要者が確定している場合 、「その貨物の再輸出又は技術の再提供（技術の再提供については、当初の技術の提供

先国以外の国で提供する場合に限る。以下「再輸出等」という。）とあります。つまり、「再輸出・再販売等」と「

再輸出等」はその内容が異なっており、したがって、従来は「再輸出・再販売等又は再輸出等」と並記していたもの

と考えることができ、それは継続されるべきであると考えます。

御指摘の点について、「再輸出・再販売等」の中には「再輸出等」の内容が含まれてお

りますので、原案のとおりとさせていただきます。

●「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部を改正する通達案

●「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」の一部を改正する通達案
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（３） Ⅲ．１（１）（注４）及び（２）②について

【意見内容】

（１）（注４）は、「（ト）は輸出者（相談者）宛ての誓約書となります。」、（２）②は「もう1通については

、輸出者（相談者）が保管してください。」とありますが、仕向国以外、提供国以外の需要者等に限って、この適用

をすべきことを明確にすべきであると考えます。

「（ト）は最終需要者が確定していない場合であって、同じ仕向国内又は提供国内の再販売等である場合は輸入者等

宛ての誓約書又は別の仕向地又は提供国への再輸出等の場合は輸出者（相談者）宛ての誓約書となります。」、（２

）②は「もう１通は同じ仕向国内又は提供国である場合の再販売等は輸入者等が保管し、輸出者（相談者）は、その

写しを保管してください。また、別の仕向国又は提供国への再輸出である場合は、輸出者（相談者）が保管してくだ

さい。」とするのが適当であると考えます。

【理由】

「最終需要者が確定していない場合」の「再販売等」では、取引の当事者は「輸入者等」と「新たな最終需要者」

であって、「輸出者（相談者）」は取引の当事者としては登場しません。あくまで、別の仕向国、別の提供先国への

「再輸出」に限って、「輸出者（相談者）宛ての誓約書」は必要であると規定しているものと考えます。（「提出書

類通達」別記２の１①（ワ）には「再輸出する際には、輸出者からの事前同意を得る旨記載すること」とあり、２の

柱書きに「①に準ずるものとする。」と規定しています。）

「Ｑ＆Ａ」の「全貨物共通」の「４．誓約書」のＱＡ９は、このような考え方に沿って作成されているものと思わ

れ、この考えをより明確に通達に示す必要があると考えます。

「最終需要者が確定していない場合」の「再販売等」では、再販先である「新たな最終

需要者」からの誓約書は輸出者（相談者）宛てとなりますので、原案のとおりとさせて

いただきます。

（４） Ⅲ.３について

【意見内容】

１）「最終用途誓約書」を「誓約書」にすることが適当です。

２）新旧「提出書類通達」を定義付けることが必要であると思います。

【理由】

１） Ⅱ．２（１）において「最終用途誓約書（以下「誓約書」）」と規定されているため、ここでも

「最終用途誓約書」を単に「誓約書」とすることが適当です。

２）

ここに唐突に「提出書類通達」という用語が出てきますが、平成２４年３月３１日以前に誓約書を規定していたの

は、「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」（平成４年７月３１日４貿局第２８３号）又は「通常兵器

関連貨物・技術の輸出管理について」（平成８年９月４日８貿局第３６５号）であって、これらを総合した添付書類

を規定したものが「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に伴う添付書類等について（お知らせ

）」（平成６年３月２５日貿易局安全保障貿易審査課）であると理解しています。

したがって、ここは以下のとおりとしてはいかがでしょうか。

「３．誓約書の変更に関する事前同意手続

誓約書の内容を変更する場合（平成２４年３月３１日以前の「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等

輸出等許可申請に伴う添付書類等について（お知らせ）」（平成６年３月２５日貿易局安全保障貿易審査課）に基づ

く誓約書（以下「旧誓約書」という。）から平成２４年４月１日施行の本通達に基づく誓約書（以下「新誓約書」へ

変更する場合を含む。）には、以下の定める書類を提出の上、誓約書の変更手続を行ってください。

御指摘の点を踏まえ、修正させていただきます。

（５） Ⅲ．４．（１）

【意見内容】

「 ただし、原許可時の需要者、貨物及び役務の使用場所に変更のないことの確認が必要となります。」の具体的

確認方法をＱ＆Ａ等で明らかにしていただきたい。

【理由】

この場合、あらためて需要者への訪問や電話、FAX、メール等での確認が必要なのか、何をもって確認をしたと言

えるのかを明らかにするようにお願いします。

なお、この場合、提出書類通達のⅢ．１（２）⑤の「誓約事項の遵守について」又はⅢ．４（３）③では、あくま

で輸出者が通常の事業活動の範囲内で知った場合ということが強調されていますが、この規定との関連で「確認方法

」を明確化していただきたく、お願いします。

御指摘の点を踏まえ、「確認方法」については、経済産業省の安全保障貿易管理ホーム

ページにてＱ＆Ａを掲載させていただきます。

（６）Ⅳの用語の解釈

【意見内容】

「「再移転」の定義」の新設

「再移転とは、仕向地内において貨物の所有権又は使用権の変更を伴わない移転をいい、需要者のレイアウト変

更等に伴う貨物の設置場所の変更を除く。」

【理由】

Ⅲの「１．貨物の再輸出、再販売若しくは再移転又は技術の再提供に係る事前同意手続」として貨物の「再移転」

が追加されていますが、「再販売」との差異を明確化するためにも、Ⅳの用語に「再移転」の定義を新設することが

必要と思われます。

ただし、需要者のレイアウト変更等に伴う貨物の設置場所の変更は、「再移転」に含まない形で定義していただく

ようお願いいたします。

御指摘の点を踏まえ、Ⅳの用語の解釈に「再移転」の定義を以下のとおり新設させてい

ただきます。ただし、「需要者のレイアウト変更等に伴う貨物の設置場所の変更は、再

移転に含まない形で定義」については、「再移転に係る事前同意相談の範囲について」

として、経済産業省の安全保障貿易管理ホームページにてＱ＆Ａを掲載させていただき

ます。

「再移転」の定義

再移転とは、仕向地内において所有権又は使用権の変更を伴わずに貨物を移転するこ

とをいいます。

（７） その他 Ⅲ（１）①（ロ）について

【意見内容】

CISTEC半導体製造装置・材料分科会の「個別輸出許可及び特定包括許可制度における保守部品の申請要件を明確化

するための改正要望」（３０貿情セ（経提）第３号：平成３１年１月９日）についてもご検討いただきたく、お願い

いたします。

【理由】

本意見募集の範囲を超えてしまうことは承知ですが、提出書類通達の見直しをするので、同時にご検討いただける

と幸甚です。

今後の検討の参考とさせていただきます。
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Ⅲ．許可後の手続き

３．最終用途誓約書の変更に関する事前同意手続

今回改正で新設される「最終用途誓約書の内容を変更する場合」における「内容」について、対象範囲を明確にした

く、応募案を提出致します。

改正案：

３．最終用途誓約書の変更に関する事前同意手続

最終用途誓約書の内容を変更する場合（平成24年3月31日以前の提出書類通達に基づく最終用途誓約書（以下「

旧誓約書」という。）から平成24年4月1日付改正後の提出書類通達に基づく最終用途誓約書（以下「新誓約書」とい

う。）へ変更する場合を含む。）には、以下に定める書類を提出の上、最終用途誓約書の変更手続きを行ってくださ

い。

パブコメ応募案： その１

３．最終用途誓約書の変更に関する事前同意手続

最終用途誓約書の内容を変更する場合（平成24年3月31日以前の提出書類通達に基づく最終用途誓約書（以下「

旧誓約書」という。）を取得している場合、若しくは「旧誓約書」から平成24年4月1日付改正後の提出書類通達に基

づく最終用途誓約書（以下「新誓約書」という。）へ変更する場合に限る。）には、以下に定める書類を提出の上、

最終用途誓約書の変更手続きを行ってください。

パブコメ応募案： その２

３．最終用途誓約書の変更に関する事前同意手続

最終用途誓約書の内容を変更する場合（平成24年4月1日付改正後の提出書類通達に基づく最終用途誓約書（以下

「新誓約書」という。）を取得している場合は除く。）には、以下に定める書類を提出の上、最終用途誓約書の変更

手続きを行ってください。

理由：Q＆Ａ 全貨物共通の、５.事前同意手続のＱＡ１ （２）（３）には貨物又は技術（プログラム）の再販売の

場合、再移転の場合いずれにも原許可の最終需要者又は輸入者（取引の相手方）から現行の提出書類通達に基づく最

終用途誓約書を取得している場合は事前同意手続きは不要とあります。

しかしながら、提出書類通達のⅢ．３ 最終用途誓約書の変更に関する事前同意手続きには

「最終用途誓約書の内容を変更する場合には最終用途誓約書の変更手続きを行ってください。」

とあります。この用途誓約書には、設置場所や用途の記載欄もあるわけですからこれらが変更の全ての場合に事前同

意手続きが必要と読めてしまうため。

御提案頂いた「パブコメ応募案」では、提案理由である設置場所や用途の変更内容につ

いての対象範囲が明確化されていないため、「誓約書の設置場所や用途の記載欄もある

わけですからこれらが変更の全ての場合に事前同意手続きが必要と読めてしまう」とい

う問題の解決には至っていないと考えます。

本規定は、「１．再輸出・再販売等に係る事前相談手続」に規定された手続以外で、事

前同意手続を要する「誓約書の内容」を変更する際の手続きを規定しているものです。

その旨を追記した上で、再度、通達改正案を作成し意見募集を行わせていただきます。
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