最近の政策動向について

令和４年3月
経済産業省 産業機械課

水際措置の状況について
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水際措置緩和の概要
本年３月１日から、水際対策について以下の措置を講じる。
１．入国者の待機期間等
７日間待機を原則としつつ、３日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機を
不要とする。オミクロン株の指定国については、３日間の施設待機とする。
ワクチン３回目追加接種者については、以下の扱いとする。
・ 指定国：検疫施設待機に代えて、自宅等待機とする。
・ 非指定国：自宅等待機を免除する。
自宅等待機のための自宅等までの移動（検査後24 時間）につき、公共交通機関の使用
を可能とする。
２．外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国を認める。
外国人新規入国オンライン申請サイト：https://entry.hco.mhlw.go.jp/
３.入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、3月14日から1日7,000 人目途に引き上げた。
○お問い合わせ先
・政府全体窓口
電話：050-1741-8558、050-1751-2158（受付時間 9:00～21:00）
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ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置等について

4

外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について
（ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置等）
○ロシアによるウクライナへの侵略に対し、我が国は米国及び欧州諸国と連携しつつ、外国為替及び外
国貿易法（外為法）に基づき、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、以下
の輸出禁止措置を導入する旨発表（2月26日、3月1日、3月3日、及び、3月8日閣議了解）。
（１）国際輸出管理レジームの対象品目※のロシア及びベラルーシ向け輸出の禁止等に関する措置
※対象品目：工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等

（２）ロシア及びベラルーシの特定団体（軍事関連団体） ※への輸出等に係る禁止措置
※対象団体：ロシア国防省、ロシアの航空機メーカー等

（３）ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品※ の両国向け輸出等
の禁止措置
※対象品目：半導体、コンピュータ、通信機器等の一般的な汎用品及び関連技術

（４）ロシア向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
（５）「ドネツク人民共和国」（自称） 及び「ルハンスク人民共和国」（自称）との間の輸出の禁
止措置
○今般、外為法第48条第3項に基づく輸出貿易管理令の改正（3月11日閣議決定・公布、3月18
日施行）。これを受けて関連する省令等を整備することにより、上記に関する輸出禁止措置を導入す
るとともに、あわせて、外為法第25条第6項に基づく外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指
定する役務取引等を指定する件（以下「役務取引等告示」という。）の改正等により、上記に関する
役務取引（技術提供等）の禁止措置を導入する（輸出貿易管理令と同日付施行）。
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外国為替及び外国貿易法 （関連条文抜粋）
（輸出の許可等）
第四十八条第三項
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。
（役務取引等）
第二十五条第六項
主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引（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。
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輸出貿易管理令等の改正
＜改正内容＞
〇外為法第48条第3項に基づき、輸出貿易管理令等を改正し、特定の種類の貨物の特定の仕向地
への輸出について、輸出承認の義務を課すことにより禁止措置を導入。
〇外為法第25条第6項に基づき、役務取引等告示を改正し、特定の役務取引（技術提供等）に
ついて許可の義務を課すことにより禁止措置を導入。

＜禁止措置と輸出貿易管理令（「令」）又は役務取引等告示（「告示」）の該当条文＞
Ⅰ ロシア及びベラルーシ向け、国際輸出管理レジーム対象品目の輸出及び役務取引（以下、「輸出等」）を禁止。
⇒令第2条第1項1の3（ベラルーシ）、1の4（ロシア）及び別表第2の3（品目リスト）
⇒告示2の2イ（ロシア）、告示2の4（ベラルーシ）
Ⅱ ロシア及びベラルーシの特定の団体（軍事関連団体）向けの輸出等を禁止。
⇒令第2条第1項1の6（ベラルーシ）、1の7（ロシア）
⇒告示2の3（ロシア）、告示2の5（ベラルーシ）
Ⅲ ロシア及びベラルーシ向け、両国の軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の輸出等を禁止。
⇒令第2条第1項1の3（ベラルーシ）、1の4（ロシア）及び別表第2の3（品目リスト）
⇒告示2の2ロ（ロシア）、告示2の4（ベラルーシ）

Ⅳ ロシア向け、石油精製用の装置等の輸出等を禁止。
⇒令第2条第1項1の4（ロシア）及び別表第2の3（品目リスト）
⇒告示2の2ロ
Ⅴ ウクライナのうち、「ドネツク人民共和国」（自称）及び「ルハンスク人民共和国」（自称）向けの輸出
を禁止。
⇒令第2条第1項1の5（両「共和国」（自称））
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ロシア等への輸出承認手続きに関するフローチャート
ロシア等向けの貨物について、外為法第48条第3項に基づき、輸出承認を受ける義務を課すことにより輸出を禁止。
ウクライナのうち「ドネツク共和国」（自称）
及び「ルハンスク人民共和国」（自称）向けの貨物

ロシア・ベラルーシ向けの貨物
Yes

Yes

特定団体（軍事関連団体）向けの貨物（※１）
Yes

No

輸出承認対象（不承認（※3、 ※4））

輸出貿易管理令別表第2の3の貨物（※２）
Yes

No

輸出承認対象（不承認（※3、 ※4））
輸出承認申請不要（※5）

輸出承認対象（不承認（※3、 ※4））
（※１）経済産業大臣が告示で指定する者（ロシア国防省、
ロシアの航空機メーカー等）
（※２）国際輸出管理レジーム対象品目（工作機械、炭素
繊維、高性能半導体等）、軍事能力等の強化に資す
ると考えられる汎用品（一般的に使用される半導体、
コンピュータ、通信機器等）
（※３）人道支援の目的等で輸出する場合は、承認することが
ある。詳細は次頁を参照
（※４）輸出承認対象の場合であっても輸出貿易管理令別表
第5及び第6に定める特例の対象となる場合は輸出承
認は不要。（無償の救じゅつ品、個人の携帯品や職業
用具等。ただし、無償の商品見本等を除く。）
（※５）本措置以外に輸出承認対象となっている貨物について
は、当該貨物の輸出承認申請が必要。

（注意）本フローチャートは、輸出貿易管理令第2条第1項第1号の3～7の輸出の承認に係る貨物に関するフローチャートです。また、手続きの流れを簡潔に示すために、規制
内容等を簡略化して記述しています。規制の詳細は、輸出貿易管理令等の関係法令を必ずご確認ください。
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ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出承認について
輸出貿易管理令第2条第1項第1号の3から第1号の7までに定める輸出については、「輸出貿易管理令
の運用について」によるほか、令和4年3月18日から下記により実施する。
〇適用品目等
（１）輸出令別表第2の3に掲げる貨物（同表第2号フに掲げる貨物を除く。）のベラルーシを仕向地とするもの
（２）輸出令別表第2の3に掲げる貨物のロシアを仕向地とするもの
（３）ウクライナ（ドネツク人民共和国（自称）又はルハンスク人民共和国（自称）に限る。）を仕向地とするもの
（４）ベラルーシを仕向地とする貨物の輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者（p10参照）との直接又
は間接の取引によるもの
（５） ロシアを仕向地とする貨物の輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者（p10参照）との直接又は
間接の取引によるもの
（注）上記に掲げる貨物のうち、輸出令別表第2に掲げる貨物に該当する場合には、当該貨物に係る手続によるものとする。ただし、
当該貨物の承認は、当該の貨物の承認基準のほか、本通達による承認基準も勘案の上で行う。

〇輸出の承認
上記（1）～（5）のいずれかに該当する輸出は、原則として承認しない。ただし、次の1.～8.のいずれかに該当す
る場合には、承認を行うことがある。
1. 食品・医薬品
2. 人道支援の目的で輸出するもの
3. サイバーセキュリティの確保に関するもの
4. 海洋の安全に関するもの
5. 消費者向けの通信機器（PC、スマホ等（ベラルーシ又はロシアの政府機関又は国有企業向けを除く。））
6. 民間向けの通信インフラ（インターネットを含む。）に関するもの
7. 政府間で輸出するもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等）
8. 最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は以下に掲げる国・地域（※）の法人
が出資した法人（合弁を含む。）向けの輸出
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※米、EU27か国、豪、加、NZ、英

ロシア等への役務取引許可手続きに関するフローチャート
ロシア等向けの役務取引について、外為法第25条第6項に基づき、役務取引の許可を受ける義務を課すことにより特定の
役務取引を禁止。

ロシア・ベラルーシ向けの役務取引
Yes

特定団体（軍事関連団体）向けの役務取引（※１）
Yes

No

許可対象（不許可（※3、※4））

役務取引等告示第2号の２及び第2号の４指定する役務取引（※２）
Yes

No

許可対象（不許可（※3、※4））

（※１）経済産業大臣が告示で指定する者
（ロシア国防省、ロシアの航空機メー
カー等）
（※２）国際輸出管理レジーム対象品目（工
作機械、炭素繊維、高性能半導体
等）、軍事能力等の強化に資すると
考えられる汎用品（一般的に使用され
る半導体、コンピュータ、通信機器等）
（※３）人道支援の目的等で役務取引する場
合は、許可することがある。詳細は次頁
を参照
（※４）本措置以外に役務取引の許可対象と
なっているものについては、当該役務取
引の許可申請が必要。

許可申請不要（※5）

（注意）本フローチャートは、外国為替令第18条第3項に基づく、平成22年経済産業省告示第93号の2の2～2の4の役務取引の許可に関するフローチャートです。また、手
続きの流れを簡潔に示すために、規制内容等を簡略化して記述しています。規制の詳細は、外国為替令等の関係法令を必ずご確認ください。
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外為法第25条第6項の規定に基づくロシア又はベラルーシに係る役務取引許可について
外為法第25条第6項及び外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指定する役務取引等を指定す
る件（以下「役務取引等告示」という。）の規定に基づき許可を要する役務取引の運用等を下記のとおり
定め、令和4年3月18日から実施する。
〇適用品目等
役務取引等告示第2号の2から第2号の5までに掲げる役務取引
＜許可対象となる役務取引＞
（１）ロシア・ベラルーシに居住する者に対する国際輸出管理レジームの対象品目及び軍事能力等の強化に資する
と考えられる汎用品に係る役務取引（第2号の2・第2号の4）
（２）ロシア・ベラルーシの特定団体（軍事関連団体）に対する役務取引（第2号の3・第2号の5）
〇役務取引の許可
上記（1）又は（2）のいずれかに該当する役務取引は、原則として許可しない。ただし、次の1.～9.のいずれかに
該当する場合には、許可を行うことがある。
1. 食品・医薬品に関するもの
2. 人道支援の目的のもの
3. サイバーセキュリティの確保に関するもの
4. 航空の安全に関するもの
5. 海洋の安全に関するもの
6. 消費者向けの通信機器に関するもの（PC、スマホ等に係るもの（ベラルーシ又はロシアの政府機関又は国有企
業向けを取引の相手等とするものを除く。））
7. 民間向けの通信インフラ（インターネットを含む。）に関するもの
8. 政府間の輸出に伴うもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等）
9. 最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は以下に掲げる国・地域（※）の法人が
出資した法人（合弁を含む。）を取引の相手等とするもの（ソフトフェアのアップデートを含む）
※米、EU27か国、豪、加、NZ、英
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Ⅰ関係 国際輸出管理レジームの対象品目（リスト規制一覧①）
項番

項目

1 武器

項番
(12)

2021年1月27日施行版

項目

項番

1 数値制御工作機械

(45)

放射線遮蔽窓・窓枠

(15)

ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用構造材料

(46)

放射線影響防止テレビカメラ・レンズ

(16)

ﾛｹｯﾄ・UAV用加速度計ｼﾞｬｲﾛｽｺｰﾌﾟ等

(47)

トリチウム

(17)

ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用飛行・姿勢制御装置他

(18)

アビオニクス装置等

2 測定装置
誘導炉・アーク炉・溶解炉又はこれら
の部分品等
アイソスタチックプレス等

項目

項番

項目

(1)

銃砲・銃砲弾等

(13)

(2)

爆発物・発射装置等

(14)

(48)

トリチウム製造・回収・貯蔵装置等

(3)

火薬類・軍用燃料

(15)

ロボット等

(49)

白金触媒

(4)

火薬又は爆薬の安定剤

(16)

振動試験装置等

(50)

ヘリウム３

(19)

航空機・船舶用重力計・重力勾配計

(5)

指向性ｴﾈﾙｷﾞｰ兵器等

(17)

ガス遠心分離機ロータ用構造材料

(51)

レニウム等の一次製品

(20)

ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ発射台・支援装置

(6)

運動ｴﾈﾙｷﾞｰ兵器等

(18)

ベリリウム

(52)

防爆構造の容器

(21)

ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用無線遠隔測定装置他

(7)
(8)
(9)

軍用車両・軍用仮設橋等
軍用船舶等
軍用航空機等

(19)
(20)
(21)

核兵器起爆用アルファ線源用物質
ほう素１０
核燃料物質製造用還元剤・酸化剤

(22)
(23)

ﾛｹｯﾄ搭載用電子計算機
ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用Ａ／Ｄ変換器
振動試験装置等、空気力学試験装置

(10)

防潜網・魚雷防御網他

(22)

るつぼ

(11)

装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等

(23)

ハフニウム

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

リチウム
タングステン
ジルコニウム
ふっ素製造用電解槽
ガス遠心分離機ロータ製造装置等
遠心力式釣合試験機
フィラメントワインディング装置等

(31)

レーザー発振器

(32)
(33)
(34)

質量分析計・イオン源
圧力計・ベローズ弁
ソレイノイドコイル形超電導電磁石

(12)
(13)

軍用探照灯・制御装置
軍用細菌製剤・化学製剤等
軍用細菌製剤・化学製剤などの浄化
(13の2)
用化学物質混合物
(14) 軍用化学製剤用細胞株他
(15) 軍用火薬類の製造・試験装置等
(16) 兵器製造用機械装置等
(17)

軍用人工衛星又はその部分品

2 原子力

3 化学兵器
(1)
(2)
(3)

軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤
と同等の毒性の物質・原料
化学製剤用製造機械装置等
反応器又は貯蔵容器の修理用の組立品等

3の2 生物兵器
(1)
(2)

軍用細菌製剤の原料
細菌製剤用製造装置等

4 ミサイル
(1)

ロケット・製造装置等

(1の2) 無人航空機(ＵＡＶ)・製造装置等
(2)
(3)
(4)

ロケット誘導装置・試験装置等
推進装置等
しごきスピニング加工機等

(18の2） ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用熱電池

(24)

・燃焼試験装置他

(24の2) ﾛｹｯﾄ設計用電子計算機
(25)
(26)

音波・電波・光の減少材料・装置
ﾛｹｯﾄ・ＵＡＶ用ＩＣ・探知装置・ﾚｰﾄﾞｰﾑ

5 先端材料
(1)
(2)
(3)

ふっ素化合物製品
（削除）
芳香族ポリイミド製品

(4)

ﾁﾀﾝ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金成形工具

(5)
(6)
(7)

ﾁﾀﾝ・ﾆｯｹﾙ等の合金・粉、製造装置等
金属性磁性材料
ｳﾗﾝﾁﾀﾝ合金・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ合金

(8)

超電導材料

(9)

（削除）

(1)

核燃料物質・核原料物質

(2)

原子炉・原子炉用発電装置等

(3)

重水素・重水素化合物

(4)

人造黒鉛

(36)

直流電源装置

(6)

推進薬・原料

(10)

潤滑剤

(5)

核燃料物質分離再生装置等

(37)

電子加速器・エックス線装置

(7)

推進薬の製造・試験装置等

(11)

振動防止用液体

(6)

ﾘﾁｳﾑ同位元素分離用装置等

(38)

衝撃試験機

(8)

粉粒体用混合機等

(12)

冷媒用液体

(7)

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ同位元素分離用装置等

(39)

高速度撮影が可能なカメラ等

(9)

ｼﾞｪｯﾄﾐﾙ・粉末金属製造装置等

(13)

セラミック粉末

(8)

周波数変換器等

(40)

干渉計・圧力測定器・圧力変換器

(10)

複合材料製造装置等

(14)

セラミック複合材料

(9)

ﾆｯｹﾙ粉・ﾆｯｹﾙ多孔質金属

(41)

核兵器起爆（試験）用貨物

(11)

ノズル

(15)

ﾎﾟﾘｼﾞｵﾙｶﾞﾉｼﾗﾝ・ﾎﾟﾘｼﾗｻﾞﾝ他

(10)

重水素・重水素化合物の製造装置等

(42)

光電子増倍管

(12)

ノズル・再突入機先端部製造装置他

(16)

ﾋﾞｽﾏﾚｲﾐﾄﾞ・芳香族ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｲﾐﾄﾞ他

(43)

中性子発生装置

(13)

アイソスタチックプレス・制御装置

(17)

ふっ化ポリイミド等

(44)

遠隔操作のマニピュレーター

(14)

複合材用の炉・制御装置

(18)

ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ・ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ・成型品等

(19)

ほう素・ほう素合金・硝酸ｸﾞｱﾆｼﾞﾝ他

(10の2) ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ製造用装置等

(11)

しごきスピニング加工機等

(35) 真空ポンプ
(35の2) スクロール型圧縮機等

(5)
サーボ弁、ポンプ、ガスタービン
(5の2） ポンプに使用できる軸受

＊【改正】は2021年1月27日施行。この一覧が改正されていない場合であっても、省令・通達が改正されている場合がある。
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Ⅰ関係 国際輸出管理レジームの対象品目（リスト規制一覧②）
項番

項目

6 材料加工
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

軸受等
数値制御工作機械
歯車製造用工作機械
アイソスタチックプレス等
コーティング装置等
測定装置等
ロボット等
フィードバック装置他
絞りスピニング加工機

7 エレクトロニクス
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8の2)
(8の3)
(8の4)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(15の2)
(16)
(17)
(17の2)
(18)
(19)

集積回路
マイクロ波用機器・ミリ波用機器等
信号処理装置等
超電導材料を用いた装置
超電導電磁石
一次・二次セル、太陽電池セル
高電圧用コンデンサ
エンコーダ又はその部分品
ｻｲﾘｽﾀｰﾃﾞﾊﾞｲｽ・ｻｲﾘｽﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ
電力制御用半導体素子
光変調器
サンプリングオシロスコープ
アナログデジタル変換器
デジタル方式の記録装置
信号発生器
周波数分析器
ネットワークアナライザー
原子周波数標準器
スプレー冷却方式の熱制御装置
半導体製造装置等
マスク・レチクル等
マスク製造基材
半導体基板
レジスト

項番

2021年1月27日施行版

(7)

項目
項番
項目
項番
項目
ｱﾙﾐﾆｳﾑ・ｶﾞﾘｳﾑ他の有機金属化合物
(7)
光学器械又は光学部品の制御装置
(1)
ガスタービンエンジン等
燐・砒素他の有機化合物
(7の2) 非球面光学素子
(2)
人工衛星・宇宙開発用飛しょう体等
燐・砒素・ｱﾝﾁﾓﾝの水素化物
(8)
レーザー発振器等
(2の2) 人工衛星等の制御装置等
炭化けい素等
(8の2) レーザーマイクロフォン
(3)
ロケット推進装置等
多結晶の基板
磁力計・水中電場センサー・磁場勾配
(4)
無人航空機等
(9)
電子計算機
計・校正装置他
(1)から(4)、15の(10)の試験装置・測定
(5)
電子計算機等
(9の2) 水中検知装置
装置・検査装置等
(10) 重力計・重力勾配計
(11) レーダー等
通信
14 その他
(11の2) 光センサー製造用マスク・レチクル
伝送通信装置等
(12) 光反射率測定装置他
(1)
粉末状の金属燃料
電子交換装置
(13) 重力計製造装置・校正装置
(2)
火薬・爆薬成分、添加剤・前駆物質
通信用光ファイバー
(14) 光検出器・光学部品材料物質他
(3)
ディーゼルエンジン等
〈削除〉
(4)
〈削除〉
11 航法装置
フェーズドアレーアンテナ
(5)
自給式潜水用具等
監視用方向探知器等
(1)
加速度計等
(6)
航空機輸送土木機械等
無線通信傍受装置等
(2)
ジャイロスコープ等
(7)
ロボット・制御装置等
受信機能のみで電波等の干渉を観測
(3)
慣性航行装置
(8)
削除
する位置探知装置
ｼﾞｬｲﾛ天測航法装置、衛星航法ｼｽﾃﾑ
(9)
催涙剤・くしゃみ剤、これら散布装置等
(4)
インターネット通信監視装置等
電波受信機、航空機用高度計等
(10) 簡易爆発装置等
(1)から(3)、(5)から(5の5)までの
(4の2) 水中ｿﾅｰ航法装置等
(11) 爆発物探知装置
設計・製造装置等
(5)
(1)から(4の2)までの試験・製造装置他
15 機微品目
暗号装置等

(8)

情報伝達信号漏洩防止装置等

(20)
(21)
(22)
(23)

8
(1)

9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5の2)
(5の3)
(5の4)
(5の5)
(6)

(9)
(10)
(11)

（削除）
盗聴検知機能通信ケーブルシステム
等
(7)、（８）若しくは（１０）の設計・製造・
測定装置

12 海洋関連

無機繊維他を用いた成型品

(1)

潜水艇

(2)

電波の吸収材・導電性高分子

(2)

船舶の部分品・附属装置

(3)

核熱源物質

(3)

水中回収装置

(4)

デジタル伝送通信装置等

水中用の照明装置
水中ロボット
密閉動力装置
回流水槽
浮力材
閉鎖・半閉鎖回路式自給式潜水用具
妨害用水中音響装置

(1)
(2)
(3)

水中探知装置等
光検出器・冷却器等
センサー用の光ファイバー

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(4)

電子式のカメラ等

(10)

(5)

反射鏡

(6)

宇宙用光学部品等

10 センサー等

(1)

13 推進装置

(4の2) 簡易爆発装置の妨害装置
(5)
水中探知装置等
(6)
宇宙用光検出器
送信するパルス幅が100ナノ秒以下の
(7)
レーダー
(8)
潜水艇
(9)
(10)

＊【改正】は2021年1月27日施行。この一覧が改正されていない場合であっても、省令・通達が改正されている場合がある。

船舶用防音装置
ﾗﾑｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ、ｽｸﾗﾑｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ、
複合ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝ等
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Ⅱ 関係 すべての貨物・役務取引が対象

令和4年３月15日現在

輸出等に係る禁止措置の対象として我が国が指定するロシア連邦の特定団体（令和4年外務省告示第82号）
１
５
８
10
12
14
17
18
20
22
23
24
26
29
33
36
40
41
42
46

株式会社アドミラルティ造船所、 ２ アレクサンドロフ名称科学技術研究所、 ３ 有限責任会社アルグト、 ４ 国防省通信センター、
ボレスコフ名称触媒研究センター、 ６ 連邦保安庁、 ７ ロシア大統領府連邦国家予算機関、
ロシア大統領府連邦国家予算機関特別飛行部隊「Russia」、 ９ 連邦国家単一企業ドゥホフ名称オートメーション研究所、
対外諜報庁、 11 内務省ニジニ・ノヴゴロド本部専門法科学センター、
国際量子光学・量子技術センター（別称、ロシア量子センター及び RQC）、 13 イルクート、
公開株式会社研究・製造法人イルクート、 15 株式会社計算機科学研究所、 16 株式会社機械工学中央研究所、
株式会社カザンヘリコプター修理工場(別称、Kazanski Vertoletny Zavod Remservis及びKVZ Remservis)、
株式会社ロケット・宇宙センター「プログレス」、 19 株式会社カメンスク・ウラリスキー冶金工場、
公共株式会社カザンヘリコプター工場、 21 コムソモリスク・ナ・アムーレ航空機製造工場、
参謀本部情報総局（別称、Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie、GRU及び情報総局）、
国防省（連邦軍及び場所を問わず全ての運用部隊を含む）。右には、露連邦の国軍（地上軍、海軍、海軍歩兵部隊、航空宇宙
軍及び沿岸部隊）、国家親衛軍と警察、諜報及び偵察機関が含まれる。
モスクワ物理・技術大学（別称、MIPT及びMFTI）、 25 株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、
株式会社学術生産公団スプラフ、 27 公開株式会社オボロンプロム、 28 公共株式会社ベリエフ名称航空機会社、
イルクート、 30 カザンヘリコプター、 31 株式会社ステリマフ名称「ポリュス」研究所、 32 株式会社プロムテック・ドゥブナ、
公共株式会社統一航空機製造会社、 34 無線技術・情報（RTI）システム、 35 有限責任会社ラパルト・サービス、
公開株式会社ロスオボロンエクスポルト、 37 国営企業ロステック、 38 ロステック・アジムト、 39 航空機製造会社ミグ、
株式会社ロシアヘリコプター、
合弁企業クヴァント（別称、有限責任会社クヴァント、有限責任会社合弁企業クオンタム・テクノロジーズ及び合弁企業クオンタム）、
株式会社スホイ、 43 スホイ民間航空機、 44 株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、 45 株式会社ツポレフ、
統一エンジン製造会社―サトゥルン、 47 ユナイテッド・エアクラフト、 48 統一エンジン製造会社、 49 統一機器製造会社

輸出等に係る禁止措置の対象として我が国が指定するベラルーシ共和国の特定団体（令和4年外務省告示第104
号）
1 国防省（ベラルーシ軍及び場所を問わず全ての運用部隊を含む。）。これには、ベラルーシ軍（陸軍及び空軍・防空軍）、国家国境委
員会と警察、諜報及び偵察機関が含まれる。
2 株式会社インテグラル（別称、OAOインテグラル、株式会社インテグラル＝ホールディング・マネージング）
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Ⅲ及びⅣ 関係 輸出貿易管理令別表第2の3（貨物）
国際輸出管理
レジームの対象品目

※規制の詳細は、輸出貿易管理令等の関係法令を必ずご確認ください。

1 別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物
2 次に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が省令で定めるもの（前号に掲げる貨物を除く。）

エレクトロニクス
関連

電子計算機関連

ト 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品

通信関連

チ
リ
ヌ
ル

通信装置並びにその部分品及び附属品
チに掲げる貨物の試験装置
通信装置用の光ファイバーの材料となる物質
暗号装置及びその部分品

センサー関連

ヲ
ワ
カ
ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ
ラ
ム

音波を利用した水中探知装置及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品
光検出器及びその部分品並びに光検出器を用いた装置
電子式のカメラ及びその部分品
光学フィルター並びにふっ化物のファイバーケーブル及びその部分品
レーザー発振器
磁力計及びその部分品
重力計
レーダー及びその部分品
信号処理装置（弾性波を利用するものを除く。）
タに掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品
光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料となる物質
ふっ化物及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム

軍事能力等の強化
に資すると考えられる
汎用品

航法装置関連

海洋関連

推進装置関連

石油精製関連品目

イ 集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置及びその
部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置並びに放電管
ロ 電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品
ハ 周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号
発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計
ニ 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の製造用の装置並びにこれらの部分品及び附属品
ホ 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の試験装置及び検査装置並びにこれらの部分品及び附属品
ヘ レジスト

ウ 慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品
ヰ 航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置
ノ 船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置及び潜水用具並びにこれらの部分品及び附属品
オ
ク
ヤ
マ
ケ

ディーゼルエンジン並びにトラクター並びにその部分品及び附属品
航空機及びガスタービンエンジン並びにこれらの部分品
落下傘（可導式落下傘及びパラグライダーを含む。）並びにその部分品及び附属装置
振動試験装置及びその部分品
ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの附属品

フ 石油精製用の装置
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Ⅲ及びⅣ 関係 外国為替令第18条第3項に基づく告示（役務取引）
国際輸出管理レ
ジームの対象品目

※規制の詳細は、外国為替令等の関係法令を必ずご確認ください。

イ 外国為替令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。）
ロ 別表第1（以下(1)～(27)）に掲げる技術（外国為替令別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術を除く。）を提供する取引
エレクトロ
ニクス

関連

電子計算
機関連

通信
関連

軍事能力等の
強化に資すると
考えられる汎用
品

センサー
関連

航法装置
関連
海洋
関連

推進装置
関連

石油精製関連
品目

（1）集積回路、電子式の試験装置、半導体製造装置又は半導体試験装置等のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計したプ
ログラム 及び マスク又はレチクルに該当するものの使用のために特に設計したプログラム
（2）集積回路、電子式の試験装置、半導体製造装置、半導体試験装置又はレジスト等のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のための技術
（プログラムを除く。）
（3）プログラムの検査・検証用のために設計又は改造したプログラム、ソースコードの自動生成を可能にするプログラム又はオペレーティングシステムのプログラム
（4）電子計算機等の設計、製造又は使用のために特に設計又は改造したプログラム
（5）上記（3）、（4）又は電子計算機等に該当するものの設計、製造又は使用のための技術（プログラムを除く。）
（6）並列処理機能のために設計した装置の設計又は製造のための技術（プログラムを除く。）
（7）通信装置又はその試験装置等に該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計又は改造したプログラム 及び ダイナミックルーティングのために特に設計したプログラム
（8） 上記（7）、通信装置又はその試験装置等に該当するものの設計、製造又は使用のための技術
（9） 暗号装置の設計、製造又は使用のために特に設計又は改造したプログラム
（10 上記（9）又は暗号装置等の使用のための技術（プログラムを除く。）
（11）光検出器、水中探知装置、船舶用の位置決定装置、磁力計、重力計及びレーダー等に該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計したプログラム
（12）イメージ増強菅、光学フィルター又はレーザー発振器等に該当するものの設計又は製造のために特に設計したプログラム
（13）航空管制のために用いるプログラム
（14）水中探知装置、船舶用の位置決定装置、磁力計、重力計、レーダー又は地震波検知システム等の設計、製造又は使用のための技術（プログラムを除く。）
（15）上記（13）、イメージ増強菅、光学フィルター、レーザー発振器、自由電子レーザー発振器、光検出器用の光ファイバー又は光検出器用の材料とな
る物質に該当するものの設計又は製造のための技術（プログラムを除く。）
（16）光学部品、光学フィルター、電子式のカメラ、磁力計又は赤外線変換器に係る技術（プログラムを除く。）
（17）航法装置及びアビオニクス装置の設計、製造又は使用のためのプログラム
（18）航法装置及びアビオニクス装置の設計、製造又は使用のための技術（プログラムを除く。）
（19）船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置又は潜水用具等に該当するものを設計、製造又は使用のために特に設計又は改造したプログラム
（20）石油及び天然ガス事業で使用される無人潜水艇の操作のために特に設計されたプログラム
（21）船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置又は潜水用具等に該当するものの設計、製造又は使用のための技術（プログラムを除く。）

（22）ディーゼルエンジン、トラクター又は振動試験装置等に該当するものの設計又は製造のためのプログラム
（23）航空機、ガスタービンエンジン又はガスタービンエンジンの製造用の装置等に該当するものの設計又は製造のためのプログラム
（24）ディーゼルエンジン、トラクター又は振動試験装置等に該当するものの設計、製造又は使用のための技術（プログラムを除く。）
（25）航空機、ガスタービンエンジン又はガスタービンエンジンの製造用の装置等に該当するものの設計、製造又は使用のための技術（プログラムを除く。）
（26）ガスタービンエンジンの部分品に係る技術（プログラムを除く。）
（27）石油精製に係る技術
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注意点・補足点（経過措置について）
次の場合に承認又は許可を得ずに輸出・技術提供取引を行った場合、罰則や行政
制裁等が適用される可能性がありますので、ロシア又はベラルーシ向けの輸出・技
術提供取引を行う場合には、ご注意下さい。
（輸出の経過措置について）
○ 法第48条第1項に基づく許可を有していたとしても、未だにその貨物の輸出をしていない場合（航空機・
船にその貨物が積み込まれていない場合）は、輸出貿易管理令の施行日（令和4年3月18日0時）以降、
新たに法第48条第3項に基づく承認を受ける義務が生じます。
（役務取引の経過措置について）
○ ロシア又はベラルーシに対し規制対象技術を提供する取引について、法第25条第1項に基づく許可を有し
ていたとしても、その取引が開始されていない場合（契約を締結していない場合や技術提供が行われていな
い場合等）は、役務告示の施行日（令和4年3月18日0時）以降、新たに法第25条第6項に基づく許可
を受ける義務が生じます。
※なお、ロシア又はベラルーシに対し規制対象技術を提供する取引について、役務告示の施行日（令和4年3
月18日0時）時点でその取引が既に開始されている場合は、新たに法第25条第6項に基づく許可を受ける
義務はありません。
○ 特定団体（軍事関連団体）に対し技術を提供する取引については、法第25条第1項に基づく許可を有し
ているか否かに関わらず、また、その取引が開始されているか否かに関わらず、役務告示の施行日（令和4年
3月18日0時）以降、新たに法第25条第6項に基づく許可を受ける義務が生じます。
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ロシア等向け輸出禁止等措置に関する外為法関係政省令等（一覧）

１．政令
輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）【一部改正】

２．省令
（１）輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令【新設】
（２）輸出貿易管理規則（昭和24年通商産業省令第64号）【一部改正】
３．告示
（１）外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等【一部改正】
（２）輸出貿易管理令第二条第一項第一号の五の規定に基づき、ウクライナのドネツク州及びルハンスク州の区域のう
ち、経済産業大臣が告示で定める区域を定める件【新設】
（３）輸出貿易管理令第二条第一項第一号の六及び第一号の七に基づき経済産業大臣が指定する者【新設】
（４）輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その
輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くもの（平成12年経済産業省告
示第741号）【一部改正】
（５）輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべ
きものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物（平成12年経済産業省
告示第742号）【一部改正】
４．通達
（１）輸出貿易管理令の運用通達（輸出注意事項62第11号）【一部改正】
（２）ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出の承認について【新設】
（３）外国為替及び外国貿易法第二十五条第六項の規定に基づくロシア又はベラルーシに係る役務取引許可について【新設】
上記の政省令等に関しては以下のWebサイトで確認いただけます。
貿易管理HP： https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html
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（参考）ロシアのウクライナ侵略に関する輸出禁止措置等
⚫ ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、政府としての方針について閣議了解を実施（令和4年2月
26日付、3月1日付、3月3日付、3月8日付）。
⚫ これらの閣議了解に基づき、米国及び欧州諸国と連携した輸出管理措置として、外国為替及び外国
貿易法（外為法）に基づき、以下の措置を実施する。
（１）国際合意リスト品目のロシア・ベラルーシ向け輸出の禁止等に関する措置
⚫ まずは、現行制度の運用を改め、審査手続を一層厳格化。包括許可の対象外とし、個別に厳格審査を行
う。 【通達等の改正、3月5日施行（ロシア向け）、3月10日施行（ベラルーシ向け）】
⚫ 今般の政令改正により、一部例外を除き輸出を禁止する措置を導入する。
（２）ロシア・ベラルーシの軍事関連団体への輸出等に係る禁止措置
⚫ 外務省告示により指定された軍事関連団体への輸出に係る支払の受領等を禁止する。 【経産省告示改
正、3月8日施行（ロシア49団体）、3月15日施行（ベラルーシ2団体）】
⚫ 今般の政令改正により、同団体への輸出を禁止する措置を導入する。
（３）ロシア・ベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品等の輸出等の禁止措置
⚫ ロシア・ベラルーシ向け軍事能力等の強化に資する汎用品（半導体等）について、今般の政令改正により、
一部例外を除き輸出を禁止する措置を導入する。
（４）ロシア向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
⚫ ロシア向け石油精製用の装置等について、今般の政令改正により、一部例外を除き輸出を禁止する措置を
導入する。
（５）「ドネツク人民共和国」（自称）・「ルハンスク人民共和国」（自称）との輸出入禁止措置
⚫ 両共和国（自称）を原産地とする貨物について、輸入を禁止する。 【経産省告示改正、2月26日施行】
⚫ 今般の政令改正により、両共和国（自称）向け輸出を禁止する措置を導入する。
19

＜参考：欧米の制裁措置＞
米国の制裁措置（貿易管理関係）

◎商務省プレスリリース
・ロシア関係(2022/02/24)
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/02/commerce-implements-sweeping-restrictionsexports-russia-response
・ベラルーシ関係(2022/03/2)
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/03/commerce-imposes-sweeping-exportrestrictions-belarus-enabling-russias
◎官報
・ロシア関係（Implementation of Sanctions Against Russia Under the EAR, 24 February 20222)
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-04300.pdf
・ベラルーシ関係（Imposition of Sanctions Against Belarus Under the EAR, 2 March 20222)
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-04300.pdf
・石油精製品関連（ロシア）(Expansion of Sanctions Against the Russian Industry Sector Under the EAR, 3 March 2022)
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-08/pdf/2022-04912.pdf

EUの制裁措置

◎理事会制裁措置概要
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
◎理事会プレスリリース(2022/02/25)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggressionagainst-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adoptswide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
◎理事会規則（貿易管理関係）
・ロシア関係（COUNCIL REGULATION (EU) 2022/328 of 25 February 2022）
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
・ベラルーシ関係（COUNCIL REGULATION (EU) 2022/355 of 2 March 2022)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EN
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貿易管理トップページ
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html

対ロシア等制裁関連のページ

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html

・輸出に関するご相談
（可能な限り、想定している貨物・役務や仕向先と併せてご相談ください）
⇒貿易管理部 貿易審査課
・制度に関するご相談
⇒貿易管理部 貿易管理課
お問い合わせメール宛先（共通）
bzl-russia-seisai@meti.go.jp
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経済産業税制改正のポイントについて
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経済産業関係 令和４年度（2022年度）税制改正のポイント
１．「成長と分配の好循環」の実現に向けた税制措置
（１）企業の賃上げを促進する税制措置の抜本強化（賃上げ促進税制）
• 「成長と分配の好循環」の実現に向けて、企業の稼ぐ力を高め、その収益を従業員に還元するよう賃上げを促進することが重要。そのため、賃上げ税制を抜本的に強化し、①資本金1億円超の大企業に
ついては、継続雇用者の給与を前年度比で3％以上増加させた場合に給与増加額の15％を税額控除（同4％以上かつ教育訓練費20％以上増加で最大30％の税額控除など）、②中小企業に
ついては、雇用者全体の給与を前年度比2.5％以上増加させた場合に給与増加額の30％を税額控除（かつ、教育訓練費10％以上増加で最大40％の税額控除など）できる制度とする。

（２）オープンイノベーションの促進
• ウィズコロナ・ポストコロナの世界を見据え、大企業等とスタートアップ企業の連携・協業（オープンイノベーション）の重要性が一層高まっている。こうした動きを加速化するため、大企業等からスタートアップ企業への出
資に対して「所得控除25％」を措置するオープンイノベーション促進税制について、研究開発比率が一定以上等の要件を満たす場合は設立15年未満の企業も対象とする等の拡充を行い、制度を延長する。

（３）「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた5G税制の見直し・延長
• 5Gは地域の課題解決に資する重要な通信インフラであり、「デジタル田園都市国家構想」の実現にも必要不可欠。5G税制について、リアルタイム通信などの5Gの特徴を最大限発揮する新たな技術等の要件
化や特に地方での基地局整備を加速化するための見直しを行った上で、適用期限を3年間延長し、税額控除率を最大15％から階段状にすることで、今後3年間での集中的な整備を促進する。

２．コロナ禍の経済情勢に対応する中小企業・小規模事業者の事業継続・成長への支援
（１）交際費課税の特例措置の延長
• 中小企業の販路開拓・販売促進等に必要な交際費について、800万円まで全額損金算入を可能とする特例措置を延長する。

（２）少額減価償却資産の特例措置の延長
• 事務負担軽減やデジタル化促進のため、中小企業が取得する30万円未満の少額設備投資（PC・タブレットなどの情報通信機器等）について、年間300万円まで即時償却を可能とする特例措置を延長する。

（３）土地に係る固定資産税の経済状況に応じた措置
•

土地（商業地等）に係る固定資産税について、令和4年度は、課税額が上昇する土地について、税額上昇分を半減する措置を講じ、税負担の増加を緩和する。

（４）コロナ禍等を踏まえた事業承継税制に関する所要の措置
•

中小企業向けの法人版事業承継税制において、コロナ禍による事業承継への影響を考慮し、2023年3月までとされている特例承継計画の提出期限を１年延長する。

３．カーボンニュートラル実現とエネルギー安定供給確保の両立に向けたエネルギー・環境政策の再構築
（１）ガス供給業・電気供給業の収入金課税の見直し
• 小売全面自由化が行われ、2022年には導管部門が法的分離することを踏まえ、ガス供給業（製造・小売事業）における収入金課税について、中小ガス事業者に加え、中堅ガス事業者は、一般の事業と同様
の課税方式に見直す。 また、大手ガス事業者等は、収入金課税の4割を見直し、一般の課税方式（付加価値割＋資本割）を組み込む。なお、その課税のあり方については、今後も引き続き検討する。
• 2020年に一部見直しを実施した電気供給業における法人事業税についても、事業環境や競争状況の変化を踏まえて、課税方式の更なる見直しを引き続き検討する。

（２）エネルギー・鉱物資源の確保、再エネ投資の促進
• エネルギー・鉱物資源の安定供給を確保し、国内外の持続的な鉱業活動や資源投資を促進するため、海外投資等損失準備金制度の延長に加え、減耗控除制度の一部見直しを行った上で制度を延長する。
• また、引き続き再生可能エネルギーの導入を促進すべく、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置を延長する。

（３）自動車関係諸税の課税のあり方の検討
• 次のエコカー減税等の期限到来時に、自動車関係諸税について、カーボンニュートラル実現に積極的に貢献するものとするとともに、自動運転をはじめとする技術革新の必要性や保有から利用への変化、
モビリティの多様化を受けた利用者の広がり等の自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえつつ、受益と負担の関係も含め、その課税のあり方について検討を行う。

４．企業活動のグローバル化に対応した事業環境整備（国際課税）
• 2021年10月、OECD/G20を中心に、①市場国への課税権の配分、②グローバル最低税率課税（15％）について最終合意が実現。今後の詳細設計や国内法化に当たっては、わが国企業等への過
度な負担とならないように既存制度との関係などにも配慮しつつ、必要な検討を行う。
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（１－１）大企業※向け賃上げ促進税制（所得税・法人税・事業税）※主に資本金1億円超

見直し・延長

 成長と分配の好循環の実現に向けて、企業が得た利益を従業員に還元するよう賃上げを促進することが
重要であり、このために必要な措置を大胆に講じる。
改正概要

【適用期限：令和５年度末まで】

 継続雇用者の給与（給与等支給総額）が前年度比3%以上増加した場合に、雇用者全体の賃上げ額
（給与増加額）の15％を税額控除。また、前年度比4％以上増加した場合には、25％の税額控除。
 さらに、人的投資の要件を満たした場合には税額控除率が5％上乗せとなり、最大30%の税額控除。

【賃上げ要件】
継続雇用者※１の給与等支給総額が
前年度比4％以上増加

⇒

給与増加額の25%税額控除※２

or
継続雇用者※１の給与等支給総額が
前年度比3％以上増加

⇒

【上乗せ要件：人的投資】
教育訓練費が
前年度比20％以上増加

⇒ さらに税額控除率を5%上乗せ※２

給与増加額の15%税額控除※２

ただし、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人
以上の企業については、従業員や取引先などのマルチステーク
ホルダーへの配慮についての方針（賃上げに関するものも含
む）の公表が必要

※１ 継続雇用者とは、当期及び前期の全期間の各月分の給与等の
支給がある雇用者。
※２ 控除上限は法人税額等の20％。また、税額控除の対象となる
給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られない。
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（１－１）中小企業向け賃上げ促進税制（所得税・法人税・法人住民税）

見直し・延長

 「成長と分配の好循環」に向けて、中小企業全体として雇用を確保しつつ、積極的な賃上げや人材投資を
促すことが必要。
 一人一人の賃上げや雇用の確保により給与総額を増加させる中小企業を支援。特に、より大幅な賃上げや
人的投資を行う企業については、大胆な税額控除を適用。
改正概要

【適用期限：令和５年度末まで】

 雇用者全体の給与（給与等支給総額）が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15％を
税額控除。また、前年度比2.5％以上増加した場合には、30％の税額控除。
 さらに、人的投資の要件を満たした場合には税額控除率が10％上乗せとなり、最大40%の税額控除。

【賃上げ要件】
雇用者全体の給与（給与等支給総額）が
前年度比2.5％以上

⇒

給与増加額の30%税額控除※

or

【上乗せ要件：人的投資】
教育訓練費が
前年度比10％以上増加

⇒ さらに税額控除率を10%上乗せ※

雇用者全体の給与（給与等支給総額）が
前年度比1.5％以上

⇒

給与増加額の15%税額控除※

※ 控除上限は法人税額等の20％。また、税額控除の対象となる
給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られない。
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（参考）租税特別措置の不適用措置の見直しについて
 本措置は、収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも特に消極的な大企業に対し、研究開発税
制などの一部の租税特別措置の税額控除の適用を停止する措置。

現行制度
■適用対象：資本金1億円超の大企業
■措置内容：以下3つの要件「全て」に該当する場合、その法人に
は一部の租税特別措措置の税額控除を適用しない。
① 所得金額が前年度の所得金額を上回ること
② 継続雇用者給与等支給総額が、前年度以下であること
③ 国内設備投資額が、当期の減価償却費の総額の3割以下に
留まること

今回の改正部分
左の②の要件について、
資本金10億円以上かつ
従業員数1,000人以上の企業で、
前年度に黒字の企業については、
「継続雇用者給与等支給総額が、前年度
から1％（R4年度は0.5%）以上増加して
いないこと」に見直し

対象となる租税特別措置

研究開発税制、地域未来投資促進税制、５G導入促進税制、
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制、 カーボンニュートラル投資促進税制

30

（１－２）オープンイノベーション促進税制の拡充・延長（法人税、法人住民税、事業税）

拡充・延長

 コロナ禍で世界の社会・ビジネス環境が目まぐるしく変わる中、オープンイノベーションの重要性は一層高まっている。
–
–

大企業は、自前主義を脱し、スタートアップが持つ革新的な技術やビジネスモデルを取り入れ、新しい領域へス
ピード感を持ってチャレンジをしていくことで、新たな勝ち筋を見出し、大胆な投資を実行する
イノベーションの担い手であるスタートアップ企業は、本税制を通じ、大企業等が有する資金だけでなく、販
路・技術・人材を活用することで、事業の成長に繋がる

 こうした動きを加速化するため、一定の要件を満たす場合には設立15年未満のスタートアップ企業も対象にす
るなどの拡充を行った上で、適用期限を2年間延長する。
改正概要

【適用期限：令和５年度末まで】

●5年間の株式保有
⇒ 保有期間を3年間に短縮【拡充】

出資：所得控除25％
資金などの経営資源

出資先：スタートアップ

出資法人：事業会社
（国内事業会又はその国内CVC）

革新的な技術・ビジネスモデル

（設立10年未満の国内外非上場企業）
⇒ 設立15年未満も対象に追加【拡充】
(売上高研究開発費比率10%以上かつ赤字企業が対象)
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（参考１－１）事業会社×スタートアップ企業のオープンイノベーションの具体事例①
 本制度はコロナ禍の2020年4月にスタート。コロナ禍で企業間の接触が難しい中でも、ヘルスケア・バイオ・宇宙
など様々な分野で、新たな案件が成立。

①ヘルスケア

③宇宙

②バイオ

出資企業

出資企業

出資企業

高精度な血圧測定技術

医薬品開発に係る技術・設備や顧客データ

水を電気分解し、水素化できる技術

スタートアップ企業

スタートアップ企業

スタートアップ企業

＋

心電図の解析技術

ビッグデータを活用し、血圧データと心
電図の統合解析による心疾患リスク
を予測するアルゴリズムを共同で開発。
心疾患の発症予防の実現を目指す。

心電計付血圧計

＋

「腫瘍溶解性ウイルス」（※）に係る技術
（※）がん治療に有効なウイルス

出資企業が有する技術や設備等のリソー
スをスタートアップ企業に開放し、がん患
者への負担の少ないがん治療薬の開発・
展開を目指す。

＋

月面に機械装置を着陸する技術

月面に存在する水を電気分解し、
将来的な宇宙空間での水素エネルギー
の利活用の実現を目指す
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（参考１－２）事業会社×スタートアップ企業のオープンイノベーションの具体事例②

④AI

⑤モビリティ（空飛ぶクルマ）
出資企業

出資企業

自動車装置の開発に関する知見・環境

自動車部品の設計・製造

＋

＋

スタートアップ企業

スタートアップ企業

エッジコンピューティング用AI開発

空飛ぶクルマの開発

自動車の周辺の障害物をAIによって検知し、
駐車場内での完全自動駐車の技術を共同開発する。

出資企業の設計技術、製造体制を活用し、
空飛ぶクルマの開発・量産を目指す。
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（参考２）設立10年以上のスタートアップ企業の例
 バイオ・素材・宇宙など事業化までに長期の研究開発期間を要する分野のスタートアップ企業や未上場の間に
積極的な成長投資を行うスタートアップ企業等においては、設立10年以上経過しても、事業拡大のために事
業会社が有する資金・技術・販路等が必要なケースも存在。
 そのため、売上高研究開発費比率10%以上かつ赤字の場合に限り、設立15年未満のスタートアップ企業を
本制度の対象に追加する。

Spiber株式会社（素材）
• 2007年設立（日本初スタートアップ企業）
• 人工合成技術を駆使した新素材、構造タン
パク質の「ブリュード・プロテイン」を開発
• 大企業との資本提携を契機に、研究開発を
加速し、その後2019年に初製品化。2021
年春には量産プラントの生産を開始し、グ
ローバル展開予定。ユニコーン企業に成長
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省エネ法等の改正について
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安定的なエネルギー需給構造の確立を図るための
エネルギーの使用の合理化等に関する法律等 の一部を改正する法律案の概要
（※）

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律、エネルギー供給構造高度化法（高度化法）、JOGMEC法、鉱業法、電気事業法

背景
「 2050年カーボンニュートラル」や2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標
✓ 第6次エネルギー基本計画（2021年10月閣議決定）を踏まえ、
の実現に向け、日本のエネルギー需給構造の転換を後押しすると同時に、安定的なエネルギー供給を確保するための制度整備が必要。

法律の概要
、 電源休廃止時の事前届出制の導入や蓄電池
✓ 省エネの対象範囲の見直しや非化石エネルギーへの転換促進、脱炭素燃料や技術への支援強化
。
の発電事業への位置付け等の措置を講ずることで、①需要構造の転換、②供給構造の転換、③安定的なエネルギー供給の確保を同時に進める

（１）需要構造の転換（エネルギーの使用の合理化等に関する法律）
① 非化石エネルギーを含むエネルギー全体の使用の合理化
• 非化石エネルギーの普及拡大により、供給側の非化石化が進展。これを踏まえ、
エネルギー使用の合理化（エネルギー消費原単位の改善）の対象に、非化
石エネルギーを追加。化石エネルギーに留まらず、エネルギー全体の使用を合
理化

② 非化石エネルギーへの転換の促進
• 工場等で使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギー
への転換（非化石エネルギーの使用割合の向上）を求める
• 一定規模以上の事業者に対して、非化石エネルギーへの転換に関する中長
期的な計画の作成を求める

③ ディマンドリスポンス等の電気の需要の最適化
• 再エネ出力制御時への需要シフトや、需給逼迫時の需要減少を促すため、
「電気需要平準化」を「電気需要最適化」に見直し
• 電気事業者に対し、電気需要最適化に資するための措置に関する計画（電
気需要最適化を促す電気料金の整備等に関する計画）の作成等を求める

（２）供給構造の転換（高度化法、JOGMEC法、鉱業法）
① 再生可能エネルギーの導入促進

• JOGMECの業務に、洋上風力発電のための地質構造調査等を追加
• JOGMECの出資業務の対象に、海外の大規模地熱発電等の探査事業
（経済産業大臣の認可が必要）を追加

② 水素・アンモニア等の脱炭素燃料の利用促進

• 位置づけが不明瞭であった水素・アンモニアを高度化法上の非化石エネル
ギー源として位置付け、それら脱炭素燃料の利用を促進（高度化法）
• JOGMECの出資・債務保証業務の対象に、水素・アンモニア等の製造・液化
等や貯蔵等を追加
※

③ CCS の利用促進

• JOGMECの出資・債務保証業務等の対象にCCS事業及びそのための地層
探査 を追加
• 火力発電であってもCCSを備えたもの（CCS付き火力）は高度化法上に
位置付け 、その利用を促進（高度化法）

④ レアアース・レアメタル等の権益確保

• レアアースを鉱業法上の鉱業権の付与対象に追加し、経済産業大臣の許可
がなければ採掘等できないこととする（鉱業法）
• JOGMECの出資・債務保証業務の対象に、国内におけるレアメタル等の選
鉱・製錬を追加

※Carbon dioxide Capture and Storage(二酸化炭素を回収・貯蔵すること)
（電気事業法）
（３）安定的なエネルギー供給の確保

① 必要な供給力（電源）の確保
•
•

発電所の休廃止が増加し、安定供給へのリスクが顕在化している状況を踏まえ、発電所の休廃止について事前に把握・管理し、必要な供給力確保策を講ずる時間
を確保するため、発電所の休廃止について、「事後届出制」を「事前届出制」に改める
脱炭素化社会での電力の安定供給の実現に向けて、経済産業大臣と広域的運営推進機関（広域機関）が連携し、国全体の供給力を管理する体制を強化

② 電力システムの柔軟性向上
•

脱炭素化された供給力・調整力として導入が期待される「大型蓄電池」を電気事業法上の「発電事業」に位置付け、系統への接続環境を整備

※上記のほか、JOGMECによる事業者に対する情報提供や石油精製プロセスの脱炭素化などの措置を講ずる。
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需要構造の転換
エネルギーの定義の見直しと非化石エネルギーへの転換
⚫ 化石エネルギーのみならず、非化石エネルギー（水素・アンモニア等）の使用も合理化することで、エネルギーの安定供給の維持につなげていくことが必要。このため、現行
省エネ法の「エネルギー」の定義を見直し、使用の合理化の対象を非化石エネルギーを含む全てのエネルギーに拡大する。

⚫ カーボンニュートラルの実現に向けては、供給サイドのみならず、需要サイドでの非化石エネルギーへの転換を進めていくことが必要。このため、エネルギー多消費事業者に対し、非化石エネルギーへ
の転換に関する中長期計画の作成や、非化石エネルギーの使用状況の定期報告等を求める。
非化石エネルギーへの転換

省エネルギー

現
行

◎省エネ法に基づく化石エネルギーの使用の合理化
• エネルギー消費効率の年１％改善、業種別ベンチマーク目標、
工場等における省エネ取組の実施
➡

◎省エネ法の努力義務達成のための非化石エネルギーの一部活用
◎低炭素社会実行計画、チャレンジゼロ、RE100、EV100等

必要に応じて指導・助言、罰則等
（制度的に担保）

➡ 事業者の自主的な取組

【見直し事項②】
非化石エネルギーへの転換に
関する中長期計画の作成 等

【見直し事項①】
エネルギーの定義の見直し

改
正
後

◎全てのエネルギーの使用の合理化
− 省エネ法に基づく規制と補助金等のインセンティブを組み合わせ、
省エネを更に深掘り

◎非化石エネルギーへの転換の促進
− 非化石エネルギーの利用割合の向上
− 製造プロセスの電化、水素化等
− 購入エネルギーの非化石化

ディマンドリスポンス等の電気の需要の最適化
スキーム（イメージ）
⚫ 太陽光発電等の変動型再エネの普及拡
大を踏まえ、再エネ出力制御時の電気需
要量の増加や、需給逼迫時の電気需要
量の抑制など、季節又は時間帯の電気の
需給状況に応じた需要のシフトを促す。
⚫ また、電気事業者に対し、電気需要最適
化に資する取組を促すための電気料金等
の整備を求める。

非化石起源電気の
活用を促すため、
再エネ係数を使用
需要
再エネ

①再エネ出力制御時

下げDRを促すため、
火力重み付け係数
を使用

②需給逼迫時

原子力

需給状況
①再エネ出力制御時
②需給逼迫時

火力
水力

※数値は暫定値

③その他の時間帯
：火力平均係数を使用

③その他の時間帯

一次エネルギー換算係数
（1kWhの電気使用した際の
エネルギー使用量）

3.6 MJ／kWh
【再エネ係数】

（9.5×α）MJ/kWh
【火力重み付け係数】

9.5 MJ/kWh
【火力平均係数】

再エネ出力制御時に需要をシフトすることで、
省エネ法上のエネルギー使用量を削減すること
が可能。（省エネと評価される。）
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米First Movers Coalition(FMC)について

48

米First Movers Coalition（FMC）
⚫ COP26において、米国は、産業部門の脱炭素化及びその市場創出に向けたFMCイニシアチブを提
案。ケリー特使とWEFが、2050年までにネット・ゼロを達成するために必要な重要技術の早期市場
創出に向け、世界の主要グローバル企業が購入をコミットするためプラットフォームとして立ち上げ。
⚫ ブレイクスルー・エナジーともパートナーシップを締結。市場創出とファイナンスを有機的に連携。
ファースト・ムーバーズ・コーリション（FMC）
➢ COP26において、ケリー特使とWEFが、2050年までにネット・ゼロを達成する
ために必要な重要技術の早期市場創出に向け、世界の主要グローバル企
業が購入をコミットするためプラットフォームとして立ち上げ。アップル、アマゾンな
ど34社が初期メンバー。
➢ 鉄鋼、セメント、アルミニウム、化学品、海運、航空、トラック輸送、ダイレクト
エアキャプチャーが対象。
➢ ビル・ゲイツが創始者となり、ジェフ・ベゾスやマイケル・ブルームバーグなどが出資
するブレイクスルー・エナジーが、削減が困難な分野におけるインパクトのあるプ
ロジェクトに資金を提供。

WEF Twitter画像
立ち上げには、バイデン大統領、フォンデアライエン欧州委員長、ビルゲイツなどが参加

【参加企業】
鉄鋼・金属
建築
SSAB Swedish Steel
Cemex
Fortescue Metals Group Johnson Controls
自動車
Dalmia Cement
Mahindra Group
(Bharat)Ltd
Volvo Group
Holcim
ZF Friedrichshafen AG IT
製造
Amazon
Trafigura Group
Apple
Yara International(アンモニア)
Western Digital
Agility
Nokia
その他輸送
Trane Technologies
Deutsche Post DHL
エネルギー
Group
ENGIE
Scania
Invenergy
海運
Ørsted
A.P. Møller–Mærsk
Vattenfall
Aker ASA
Breakthrough Energy
航空
その他
Airbus
Bain & Company
Boeing
Bank of America
Delta Air Lines
Boston Consulting
United Airlines
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FMCのグリーン基準
１．コミットメント（グリーン基準）
● FMCは、①航空、②海運、③鉄鋼、④トラックの４分野について、野心的な基準を提示。FMC参加企業にコミットを求めている。
● ⑤セメント、⑥アルミニウム、⑦化学品、⑧DACの４分野については、今後基準を策定予定。

２．参照基準
● FMCは基準策定に際して、協力者（Contributor）を得て、既存基準を参照する形で策定。
● 例えば、鉄鋼分野では「Mission Possible Partnership」の「Net Zero Steel Initiative」等を参照。
産業分野

FMC（グリーン基準）

※FMCウェブサイトから作成（意訳を含むため、正確な内容はウェブサイトを要参照）

2030年までに、ジェット燃料の少なくとも5％を、SAF※1か、ゼロカーボン技術※2に置き換え。（対象：航空会社・輸送会社）
2030年までに、上記のコミットを行う航空会社・輸送会社とパートナーシップを締結。（対象：航空会社・輸送会社の利用者）
航空

※1：SAFとして、従来のジェット燃料比でライフサイクルGHG排出量を85％以上削減した燃料を想定。
※2：ゼロカーボン技術として、バッテリー、水素タービン、燃料電池を活用した推進技術を想定。
【Contributor・参照基準】
①Clean Skies for Tomorrow (Mission Possible Partnership)、②Target True Zero

海運

2030年までに、遠洋航路の少なくとも5％において、ゼロエミッション燃料※を使用。（対象：海運会社）
2030年までに、国際貨物の10％以上（2040年には100％）をゼロエミッション燃料※の使用船舶で輸送。（対象：荷主）
※ゼロエミッション燃料の定義は、今後明確化される予定。アンモニアの位置づけを要確認。
WEF Twitter画像
【Contributor・参照基準】
①Getting to Zero Coalition, ②Aspen Institute, ③University College London, ④Mission Possible Partnership,
⑤Cargo Owners for Zero Emission Vessels initiative

2030年までに、鉄鋼調達の少なくとも10％を、Near-Zero Emission Steel※とする。（対象：鉄鋼調達者）
鉄鋼

※Near-Zero Emission Steelの定義: 生産段階での排出量0.4t未満（スクラップ0%利用のケース）、0.1t未満（スクラップ100%のケース）
【Contributor・参照基準】
①Climate Group, ②Net Zero Steel Initiative (Mission Possible Partnership), ③Energy Transitions Coｍmission

2030年までに、大型車の少なくとも30％を、中型車の100％をゼロエミッション・トラック※へ。（対象：トラック購入者）
このトラック購入者のコミットメントに対応できるだけの供給を行う。（対象：トラック製造者、販売者）
トラック

※Zero Emission Truckの定義: BEV（Battery electric vehicles）、FCEV（Fuel-cell electric vehicle）。※HVは含まず。
【Contributor・参照基準】
①Road Freight Zero, ②Climate Group, ③Smart Freight Centre

※セメント、アルミニウム、化学品、DACの基準については、今後公表される予定。
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