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委　員　会　便　り

調査研究部

【2022年度の活動状況】

　CISTECでは、経済活動と調和した的確且つ合理的な我が国の輸出管理制度の実現とその円滑な実施を目指
し、「安全保障輸出管理委員会」を設置し、分野別に活発な活動を行っております。賛助会員等からなる２部
会９専門委員会 24分科会体制の下で、ワーキンググループ（WG）を含めると年間 300回以上の会合を行い、
安全保障輸出管理制度・手続き及び規制リストに関する我が国産業界の意見を取りまとめ政府へ提言するとと
もに、企業の輸出管理実務を支援するガイダンス等の作成に取り組んでいます。これらの活動を行っている部
会、専門委員会、分科会の開催状況を以下にご紹介します。各会合の具体的内容については、賛助会員コーナ
ーの委員会便りでご紹介しています。

※  2023年 1月 3日時点の情報に基づき作成しており、開催日・内容等は変更になっていることがございます。
なお、今般の新型コロナウィルス感染拡大に伴い、6月末まで予定している分科会、専門委員会、部会、安
全保障輸出管理委員会は、全てオンライン会議にて審議・採決する形をとらせて頂くことになりました。

◆5月 10 日（火）
◇第 1 回エレクトロニクス専門委員会委員長・主査

会議
 ・アンケート結果概要の報告
 ・各分科会活動方針（案）の共有
 ・分野別研修会の開催可否
 ・ガイダンス発刊までのスケジュール
 ・米中関連その他の共通テーマに関する進め方
 ・その他

◆5月 11 日（水）
◇第 1 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・各委員の自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・2022年度委員会／分科会活動に向けたアンケー
ト結果報告
 ・2022年度分科会活動方針と課題（案）

 ・2022年度分科会活動体制（案）
 ・分科会年間活動スケジュール（案）について
 ・その他

◇第 1 回先端材料関連分科会
 ・委員自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・アンケート集計結果報告
 ・2022年度　活動体制・方針、課題の審議
 ・2022年度　分科会年間活動スケジュール
 ・その他連絡事項等

◆5月 13 日（金）
◇第 1 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・各委員の自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・2022年度委員会／分科会活動に向けたアンケー
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ト結果報告
 ・2022年度分科会活動方針と課題（案）
 ・2022年度分科会活動体制（案）
 ・分科会年間活動スケジュール（案）について
 ・2021年度Webセミナー分野別研修会　その他

◆5月 16 日（月）
◇第 1 回電子デバイス分科会

 ・ご来賓挨拶
 ・委員自己紹介
 ・主査、副主査の選出
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◇第 1 回センサー・レーザー・レーダー・航法分科会
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・委員自己紹介
 ・本年度アンケート結果報告
 ・本年度の分科会活動方針（案）討議
 ・その他

◆5月 17 日（火）
◇第 1 回核・原子力分科会

 ・委員会・分科会の構成など
 ・主査・副主査の選任
 ・2022年度アンケート結果報告
 ・2022年度活動方針
 ・その他

◆5月 18 日（水）
◇第 1 回航空宇宙分科会

 ・2022年度主査・副主査の専任
 ・アンケート集計結果報告
 ・2022年度　活動方針（案）・主要課題の検討
 ・2022年度　活動計画スケジュール（案）につい
て

◇第 1 回半導体・集積回路分科会
 ・委員自己紹介
 ・主査、副主査の選出
 ・期初アンケート結果報告

 ・活動方針の討議
 ・その他

◇第 1 回計測器分科会
 ・委員会・分科会の構成、委員自己紹介
 ・主査・副主査選出
 ・計測器分科会の取扱貨物について
 ・2021年度のレビュー等
 ・2022年度エレクトロニクス専門委員会　アンケ
ート結果報告等
 ・2022年度エレクトロニクス専門委員会　年間活
動表（案）について
 ・2022年度計測器分科会　活動方針・主要課題、
具体的取組（案）について
 ・その他

◆5月 19 日（木）
◇第 1 回通信・情報セキュリティ分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・活動方針・課題の審議
 ・その他

◇第 1 回国際交流分科会
 ・2022年度 主査・副主査の選出
 ・2021年度　活動成果概要紹介
 ・2022年度アンケート結果説明
 ・2022年度活動方針及び課題の審議、WGリーダ
ーの選任

◆5月 20 日（金）
◇第 1 回安全保障貿易情報分科会

 ・委員自己紹介
 ・主査・副主査選出
 ・アンケート集計結果報告
 ・2022年度活動方針・課題（案）　討議
 ・その他

◇第 1 回半導体製造装置・材料分科会
 ・2022年度主査・副主査の選出
 ・委員自己紹介
 ・本年度アンケート集計結果報告
 ・本年度の分科会活動方針（案）討議
 ・その他
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◆5月 23 日（月）
◇第 1 回海外法制度分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・今年度活動方針の審議

◆5月 24 日（火）
◇第 1 回役務分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・2022年度　活動方針・課題の審議

◇第 1 回材料加工専門委員会 軸受分科会 工作機械
分科会 測定装置分科会 ロボット分科会 塑性加工
等分科会

 ・正副委員長及び分科会正副主査の選出
 ・2022年度 材料加工専門委員会 活動方針、活動計
画（案）審議
 ・その他

◇第 1 回素材専門委員会
 ・委員長・副委員長の選出
 ・アンケート集計結果報告
 ・2022年度活動方針・主要課題および、体制の検
討

◆5月 25 日（水）
◇第 1 回コンピュータ分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・2022年度　活動方針・課題の審議

◇第 1 回センサー・レーザー・航法専門委員会
 ・委員紹介
 ・本年度の委員会運営体制について
 ・委員長／副委員長の選出について
 ・本年度アンケート結果報告
 ・本年度の専門委員会方針／主要課題（案）につい
て

 ・本年度の専門委員会活動計画（案）について
 ・その他

◇第 1 回制度・手続分科会
 ・主査・副主査の選任
 ・2022年度　活動方針・課題の審議

◆5月 26 日（木）
◇第 1 回 ABC 兵器・ミサイル関連機器専門委員会

 ・委員紹介（自己紹介）
 ・活動体制（案）説明
 ・2022年度委員会運営体制専門委員会の新委員
長／副委員長の選出について
 ・アンケート結果の報告
 ・2022年度専門委員会の活動方針・主要課題につ
いて
 ・質疑応答・審議、その他

◆5月 27 日（金）
◇第 1 回情報通信専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・2022年度　活動方針・課題の審議
 ・その他

◇第 1 回自主管理分科会
 ・分科会の新委員のご紹介
 ・分科会の主査・副主査の選出
 ・質疑応答
 ・アンケート結果のご報告
 ・ 2022年度 分科会の活動方針・課題・体制（案）
 ・質疑応答

◇第 1 回エレクトロニクス専門委員会
 ・ご来賓挨拶
 ・委員長、副委員長の選出
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◆5月 30 日（月）
◇第 1 回制度専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・2022年度　活動方針・課題の審議
 ・その他

◇第 1 回総合分科会
 ・分科会の主査・副主査の選出　
 ・ご来賓（経済産業省殿） のご挨拶
 ・質疑応答
 ・2022年度 分科会の活動方針・検討課題・体制（ア
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ンケート結果・活動方針等・質疑応答）
 ・閉会の辞（主査）

◆5月 31 日（火）
◇第 1 回国際関係専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・今年度活動方針の審議

◆6月 1日（水）
◇第 1 回輸出管理のあり方専門委員会

 ・専門委員会の委員長・副委員長の選出
 ・開会の辞（委員長・副委員長）
 ・質疑応答
 ・2022年度 専門委員会の活動方針・課題・体制（案）
 ・質疑応答
 ・閉会の辞（委員長）

◆6月 8日（水）
◇第 1 回総合部会

 ・部会長・副部会長の選任
 ・2022年度　活動方針・課題の審議
 ・その他

◆6月 9日（木）
◇第 1 回貨物部会

 ・部会長・副部会長の選任
 ・CISTEC挨拶
 ・経済産業省挨拶
 ・2022年度　活動方針・課題の審議
 ・その他

◆6月 10 日（金）
◇第 1 回工作機械分科会

 ・テーマアンケート集計結果説明
 ・2022年度　材料加工専門員会活動方針・課題説
明
 ・2022年度　工作機械分科会活動課題　討議
 ・2022年度　工作機械分科会WGの編成について

◆6月 14 日（火）
◇第 1 回安全保障輸出管理委員会

 ・2022年度　活動方針・課題の審議
 ・その他

◆6月 17 日（金）
◇第 1 回軸受分科会

 ・2022年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
 ・2022年度　軸受分科会活動テーマ　討議

◆6月 21 日（火）
◇第 1 回ロボット分科会

 ・2022年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
 ・2022年度　ロボット分科会　活動テーマ　討議

◆6月 22 日（水）
◇第 1 回測定装置分科会

 ・2022年度　委員構成等について及び出席者自己
紹介
 ・測定装置分科会の取扱貨物について
 ・前年度最終会合（2021/12/16）議事録の確認
 ・2022年度　第 1回材料加工専門委員会・分科会
　合同委員会議事録の確認

 ・2022年度　材料加工専門委員会アンケート結果
報告
 ・2022年度　政省令等改正について
 ・2022年度　測定装置分科会活動方針・課題（案）
の審議
 ・2022年度　材料加工専門委員会　活動日程計画
（案）の確認
 ・その他

◆6月 24 日（金）
◇第 1 回塑性加工等分科会

 ・2022年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
 ・2022年度　塑性加工等分科会活動テーマ　討議

◆7月 1日（金）
◇第 2 回電子デバイス分科会

 ・汎用品として該非判定すべき形状専用設計品に関
して

 ・内蔵プログラムの判定方法の明確化に関して
 ・ガイダンスの Q&A新規追加に関して
 ・その他
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◇第 2 回半導体製造装置・材料分科会
 ・担当マトリックスの決定
 ・パラメータシート改訂の意見募集
 ・STC Expert問題集改訂の意見募集
 ・勉強会についての意見募集
 ・その他

◆7月 6日（水）
◇第 2 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・新規登録委員の自己紹介
 ・ウクライナ戦争から見えるもの～軍事「的」視点
からの教訓（岩城委員説明）
 ・第 1回パラメータシート改訂WG結果報告
 ・第 1回化学品WG結果報告
 ・2022年度見学研修会について
 ・その他 -事務局よりの連絡事項、国内外の動向、
参考文献　2030半導体の地政学

◇第 2 回半導体・集積回路分科会
 ・第 6条第一号リのカスタム集積回路の規制に関し
て
 ・外為令第 7項（3）、貨物等省令第 19条第 3項の
WAとの整合
 ・輸出令別表第 2の 3等の対応（ロシア・ベラルー
シ向け）に関して
 ・輸出令第 7項（1）、温度規制の除外規定に「民間
航空機」を追加する検討
 ・その他

◇第 2 回先端材料関連分科会
 ・今年度の分科会・WG活動体制および、WG参加
委員について
 ・各WGの活動状況報告
 ・見学研修会について
 ・分科会・WG年間活動計画
 ・マトリクス表見直し結果について
 ・その他：安全保障貿易に関わる国内外の動向

◆7月 7日（木）
◇第 2 回計測器分科会

 ・活動スケジュール確認
 ・2022 年度政省令改正見込みとパラメ／ガイダン
ス／問題集の改訂分担

 ・分野別研修会取り組み
 ・ファームウェアの規制について
 ・その他：5（11）で規制される貨物の明確化につ
いて

◆7月 12 日（火）
◇第 2 回航空宇宙分科会

 ・航空宇宙関連資機材ガイダンス見直しについて
 ・困った事例シートについて
 ・航空宇宙関連資機材専門分野・取扱製品マトリク
ス確認
 ・その他

◆7月 15 日（金）
◇第 2 回ロボット分科会

 ・2022年度　ロボット分科会　活動テーマ　討議
 ・ロボット構成品別の判定
 ・防爆ロボットに関する政省令改訂
 ・その他

◇第 2 回センサー・レーザー・レーダー・航法分科会
 ・今年度の開催日程について
 ・担当マトリックスについて
 ・活動テーマについて
 ・その他

◆7月 19 日（火）
◇第 2 回核・原子力分科会

 ・新任委員のご紹介
 ・今年度の活動状況
 ・➀重水素化合物　改正要望　提出後の活動
 ・➁ガイダンス及び STC Expert問題集の見直しに
ついて

 ・➂燃料集合体　部分品　法令解釈に関する活動
 ・実地研修について
 ・その他連絡事項

◆7月 20 日（水）
◇第 2 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・新規登録委員の自己紹介
 ・ウクライナ戦争から見えるもの～軍事「的」視点
からの教訓
 ・焼却装置 AG CCL・政省令差異について
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 ・2022年度見学研修会について
 ・その他

◆8月 10 日（水）
◇第 2 回工作機械分科会

 ・WG活動報告
 ・その他

◆8月 30 日（火）
◇第 3 回ロボット分科会

 ・2022年度　ロボット分科会　活動テーマ　討議
 ・防爆ロボットに関する政省令改訂
 ・その他

◆8月 31 日（水）
◇第 3 回半導体・集積回路分科会

 ・政省令改正のパブリックコメント意見書に関する
検討

 ・今後のスケジュール確認
 ・ガイダンス、パラメータシート、及び STC Expert 
問題集改訂の割振り
 ・その他

◆9月 1日（木）
◇第 3 回電子デバイス分科会

 ・形状のみの専用設計品の該非判定に関する Q&A
の検討
 ・政省令改正のパブリックコメント意見書に関する
検討

 ・今後のスケジュール確認
 ・ガイダンス、パラメータシート、STC Expert 問題
集改訂の割振り
 ・その他

◆9月 2日（金）
◇第 3 回半導体製造装置・材料分科会

 ・パラメータシート改訂の検討と担当決定
 ・STC Expert問題集改訂の検討と担当決定
 ・ガイダンス改訂内容の意見募集
 ・政省令等改正（案）内容の配付と内容の確認
 ・その他

◆9月 5日（月）
◇第 2 回測定装置分科会

 ・2022年度材料加工専門委員会 第 2回委員長主査
会議 議事報告
 ・政令 6（6）、6（8）と省令第 5条第八号に関する
検討

 ・政省令等改正とパブコメ対応確認
 ・材料加工ガイダンス改訂内容討議
 ・測定装置への移設検知装置搭載とインセンティブ
への取組方針について

◆9月 7日（水）
◇第 3 回先端材料関連分科会

 ・WG活動状況報告
 ・貨物等省令第 4条十一号改正要望書の提出につい
て
 ・その他連絡事項

◆9月 16 日（金）
◇第 3 回センサー・レーザー・レーダー・航法分科会

 ・政省令改正（案）の配付と対応日程の確認
 ・パラメータシート改訂の検討と担当決定
 ・STC Expert問題集改訂の検討と担当決定
 ・ガイダンス改訂内容の意見募集
 ・その他

◆10月 5日（水）
◇第 3 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・遺伝子改変生物についてのご説明（農研機構殿講
師）

 ・輸出令別 2関連の主なパブコメ等履歴
 ・2022（令和 4）年度政省令改正（別一関連）
 ・第 2回パラメータシート改訂WG結果報告
 ・第 3回化学品WG結果報
 ・2022年度分野別研修会について
 ・その他　（- 事務局よりの連絡事項 - 参考文献）

◇第 4 回先端材料関連分科会
 ・WG活動状況報告
 ・パラメータシート改訂について
 ・その他連絡事項
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◆10月 7日（金）
◇第 4 回半導体製造装置・材料分科会

 ・パラメータシート改訂原稿（最終）審議
 ・STC Expert問題集改訂の検討
 ・ガイダンス改訂内容の検討
 ・第 1回 勉強会
 ・その他

◆10月 12 日（水）
◇第 3 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・遺伝子改変生物についてのご説明（農研機構殿講
師）
 ・2022（令和 4）年度政省令改正（別一関連）
 ・2022年度見学研修会について
 ・2022年度分野別研修会Webライブ配信セミナー
（生物化学兵器製造装置関連）について
 ・その他　（- 事務局よりの連絡事項　- 参考文献）
 ・参考文献

◆10月 14 日（金）
◇第 3 回工作機械分科会

 ・WG活動報告
 ・その他

◆10月 18 日（火）
◇第 4 回ロボット分科会

 ・2022年度　ロボット分科会　活動テーマ討議
 ・防爆ロボット規制に関する討議
 ・ロボット構成品別の判定（まとめ）
 ・その他

◆10月 19 日（水）
◇第 4 回半導体・集積回路分科会

 ・政省令等改正内容、及びパブリックコメント意見
書に対する回答の説明
 ・パラメータシート改訂案に関する検討
 ・ガイダンス改訂案に関する検討
 ・その他

◇第 3 回航空宇宙分科会
 ・政省令改正について
 ・困った事例シートについて
 ・航空宇宙関連資機材ガイダンス見直しについて

 ・STC　Expert演習問題集見直しについて
 ・その他：情報共有等

◆10月 20 日（木）
◇第 4 回電子デバイス分科会

 ・政省令等改正内容、及びパブリックコメント意見
書に対する回答の説明
 ・パラメータシート改定案に関する検討
 ・ガイダンス改訂案に関する検討
 ・その他

◆10月 21 日（金）
◇第 4 回センサー・レーザー・レーダー・航法分科会

 ・政省令改正公布内容の確認
 ・パラメータシート改訂内容について
 ・STC Expert問題集改訂内容について
 ・ガイダンス改訂内容について
 ・その他

◆11月 1日（火）
◇第 3 回第 3 回核・原子力分科会

 ・新任委員のご紹介
 ・今年度の活動状況
 ・その他連絡事項

◆11月 9日（水）
◇第 5 回先端材料関連分科会

 ・新規入会企業及び取扱い貨物の事例紹介
 ・パラメータシート改訂内容の確認
 ・2022年度分野別研修会＜先端材料＞について
 ・WG活動報告
 ・その他連絡事項

◆11月 11 日（金）
◇第 5 回半導体製造装置・材料分科会

 ・パラメータシート改訂内容確認
 ・STC Expert問題集改訂内容の確認及び残件の検討
 ・ガイダンス改訂の検討
 ・勉強会
 ・その他

◆12月 7日（水）
◇第 4 回化学製剤・生物系材料分科会
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 ・輸出令別 2関連の主なパブコメ等履歴
 ・2022（令和 4）年度政省令改正（別一関連）
 ・第 3回パラメータシート改訂WG結果報告
 ・第 4回化学品WG結果報告
 ・"2022年度見学研修会（日帰り）
 ・2022年度分野別研修会（化学製剤・別表第 2化
学品関連）
 ・その他

◇第 6 回先端材料関連分科会
 ・WG活動状況報告
 ・その他

◆12月 9日（金）
◇第 6 回半導体製造装置・材料分科会

 ・STC Expert問題集問題集改訂原稿の最終確認
 ・ガイダンス改訂の検討
 ・分野別研修会原稿の確認
 ・勉強会（大陽日酸（株）様のご紹介）
 ・その他（パラメに関する問合せ等）

◆12月 13 日（火）
◇第 4 回核・原子力分科会

 ・新任委員のご紹介（省略）
 ・今年度の活動状況
 ・その他連絡事項
 ・第 3回測定装置分科会
 ・2022年度材料加工専門委員会 第 3回委員長主査
会議 議事報告
 ・材料加工ガイダンス状況報告と今後の改訂内容討
議

 ・政令 6（6）、6（8）と省令第 5条第八号に関する
要望書（案）討議

 ・2022年度活動報告書（案）討議
 ・WA2022結果とWA2023提案募集
 ・該非判定書有償対応に関する意見交換

◆12月 14 日（水）
◇第 4 回工作機械分科会

 ・WG活動報告（成果報告）

◇第 5 回半導体・集積回路分科会
 ・ガイダンス改訂案の検討

 ・STC Expert 問題集改訂案の確認
 ・分野別研修会における講義資料の確認
 ・その他

◇第 4 回生物・化学兵器製造装置分科会
 ・経済産業省 HP掲載マトリックスについて
 ・化学兵器製造装置関連機材ガイダンス Q&A改訂
案
 ・STC Expert演習問題集（貨物・技術編）改訂案
 ・生物化学兵器製造装置 別表第二の三と対応する
EAR比較
 ・2022年度見学研修会（日帰り）について
 ・2022年度分野別研修会（生物化学兵器製造装置
関連）について
 ・その他

◆12月 15 日（木）
◇第 4 回航空宇宙分科会

 ・MTCRについて
 ・要望書について
 ・航空宇宙関連資機材ガイダンス見直しについて
 ・その他

◆12月 16 日（金）
◇第 3 回計測器分科会

 ・活動スケジュール確認
 ・エレクトロニクス分野別研修会講演原稿討議
 ・ガイダンス改訂（案）討議
 ・STC問題集改訂（案）討議
 ・WA2022結果とWA2023提案募集

◆12月 19 日（月）
◇第 5 回電子デバイス分科会

 ・ガイダンス改訂案の検討
 ・STC Expert 問題集改訂案の確認
 ・分野別研修会における講義資料の確認
 ・その他

◆12月 22 日（木）
◇第 6 回センサー・レーザー・レーダー・航法分科会

 ・パラメータシート改訂内容確認
 ・STC Expert問題集改訂原稿の最終確認
 ・ガイダンス改訂の検討
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 ・その他

◆12月 26 日（月）
◇第 5 回ロボット分科会

 ・2022年度　ロボット分科会　活動テーマ討議
 ・防爆ロボットの規制に関する検討
 ・その他


