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ビジネス移民法 
アラート 

 
  
 

非移民ビザ嘆願書（フォーム I-129）における雇用主の 
輸出管理法準拠についての新証明義務 

 

NEW CERTIFICATION REQUIREMENT ON FORM I-129 REGARDING 
EMPLOYER COMPLIANCE WITH EXPORT CONTROL LAWS 

 

 

 輸出管理法（Export Control Laws）は、海外にどのような商品や技術を輸出できるか、また米国に滞在する外国

人にどのような技術データを送信できるか等を規定した連邦規則である。輸出管理法が制定されたのはしばらく

前のことであるが、連邦政府は、米国法人に対し、規制対象技術の外国人への開示に関して証明義務を課す等、

近年様々な方法で輸出管理法のコンプライアンスを強化しようとしている。 
 

米国に滞在する外国人への規制対象技術および技術データの開示に関する証明義務 

 
  米国市民権移民サービス（USCIS）は、今回初めて、H-1B、 L-1 および O-1 ビザの嘆願申請を提出する雇用

主に対し以下についての証明を義務付ける。 
 

１． 輸出管理規則（Export Administration Regulation、以下、「EAR」という）および国際武器取引規則

（International Traffic in Arms Regulations、以下、「ITAR」という）を検討した旨；および 
２． ビザの支援対象である外国人に規制対象技術および技術データを開示するために輸出管理ライセンス

が必要であるか否かを判断した旨。 
 

雇用主は、ビザの支援対象である外国人に規制対象技術および技術データを開示する前に輸出管理ライセン

スを取得する必要がある場合、その外国人に対しての輸出管理ライセンスを事前に取得しない限り、その外国人

に規制対象技術を提供しないことを宣誓証明しなければならない。２０１１年２月２０日以降、H-1B、 L-1 および O-
1 ビザの嘆願申請を提出する雇用主は、非移民労働者のための嘆願申請書であるフォーム I-129（以下「フォーム

I-129」という）に署名する前に、適用される規則に必ず準拠していることを確認しなければならない。 
 

規制対象技術または技術データの外国人への開示についての米国輸出管理規則 
 

EAR および ITAR は、企業または個人が、規制対象技術または技術データを米国に滞在する外国人に開示

する場合においても、事前に米国政府から認可を取得することを義務付けている。EAR および ITAR によれば、

米国に滞在する外国人を含む世界各地に所在する外国人に、規制対象技術または技術データを開示することは、

たとえ雇用主であっても、その国またはその外国人の国籍のある国への輸出とみなされる。この規則が示唆してい
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ることの一つは、米国の企業が、USCIS の新たな証明義務が適用される H-1B、L-1、または O-1 資格で雇用した非

移民労働者などの外国籍の従業員に、規制対象技術や技術データを開示する場合は、その前に、米国政府から

ライセンスを取得しなければならない可能性があるということである。 
 
米国輸出管理規則の準拠を証明する義務 

 

USICS は、各雇用主に対し、EAR および ITAR の検討、および規制対象技術または技術データをビザ取得者

本人に開示するために米国政府の輸出ライセンスが必要か否かを判断したことを証明する義務を課している。

EAR お よ び ITAR に 関 す る 情 報 は 、 そ れ ぞ れ http://www.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html お よ び

http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_official.html に掲載されている。輸出ライセンスが必要な場合、企

業またはその他の事業体は、規制対象技術または技術データをビザ取得者本人に開示・提供するのに必要な認

可を米国政府から取得するまでは、その技術または技術データを開示・提供しないことを証明しなければならない。

この証明義務は、USICS のフォーム I-129 に以下のような表現で記載されている。 
  

嘆願者がビザ取得者本人に開示・提供する当該技術または技術データに関して、嘆願者は、輸出管理規

則（EAR）および国際武器取引規則（ITAR）を検討し、以下のように判断したことを証明する。 
 
1. かかる技術または技術データを当該外国人に開示するために米国商務省または米国国務省からライ

センスを取得する必要はない、または、 
 
2. かかる技術または技術データを当該ビザ取得者本人に開示するために米国商務省および／または米

国国務省からライセンスを取得する必要があり、当該嘆願者は、かかる技術または技術データを当該

ビザ取得者本人に開示するために必要なライセンスまたはその他の認可を取得するまでは、当該ビザ

取得者本人にそれを提供しない。 
 

嘆願者は、フォーム I-129 の５ページのパート６に記載される上述のどちらかにチェックマークを付けなければな

らない。フォーム I-129 を提出する雇用主は、適切な証明ができるように、EAR および ITAR を検討するにあたり合

理的努力をすべきある。フォーム I-129 に署名することにより、雇用主は、偽証罪の罰則が適用されることを理解し

た上でそのフォームに提供された情報が真実偽りのないことを証明することとなる。その結果、そのフォームに誤り

ががあれば虚偽とみなされる可能性があり、それは連邦法に違反することになる。また、その虚偽が嘆願の承認後

に判明した場合であっても、最悪の場合その嘆願が却下または取消される可能性がある。 
 
規制対象技術または技術データ 

 

ほとんどの技術が外国人への輸出または開示の規制対象にはならないため、上述したライセンスの取得義務は

ごく少数の嘆願者にしか影響を及ぼさないであろう。また、特定の技術が規制対象であっても、特定の国への技術

の輸出または開示は、ライセンスを必要としない場合があり、ライセンス免除が適用されライセンスを申請する必要

がない場合もある。外国企業の子会社である米国企業、または外国の子会社または関連会社を有する米国企業は、

技術または技術データの出所が海外の親会社、子会社、または関連会社である場合でも、その技術または技術デ
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ータが一旦米国内に入れば、その技術や技術データは EAR または ITAR の規制対象となるということに注意すべ

きである。 
 

外国人への開示の規制対象となる技術また技術データは、EAR の通商管理リスト（Commerce Control List、以

下「 CCL」という）および ITAR の米国軍需品リスト（U.S.Munitions List、以下「USML」という）に挙げられている。詳

細は、http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html#ccl または

http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html を参照。CCL に挙げられた EAR の規制対象技術は、一

般に軍事・民間の両方に利用可能なものとして知られる物品の製造、開発または使用のための情報に関係し、

USML に挙げられた ITAR の規制対象技術データは、防衛物資に直接関わる情報に関係する。 
 
米国商務省の産業安全保障局（Bureau of Industry and Security、以下「BIS」という）は、CCL を管理し、EAR に

基づき規制対象技術を外国人に開示するためのライセンスを発給している。米国国務省国防機器取引管理部

（Directorate of Defense Trade Controls、以下「DDTC」という）は、USML を管理し、ITAR に基づき規制対象技術

を外国人に開示するためのライセンスの発給を行っている。EAR についての情報および BIS へのライセンスの申

請方法は、www.bis.doc.gov に掲載されている。また、規制対象技術の外国人への開示に関する EAR の規定につ

いての詳細は、www.bis.doc.gov/deemedexports に掲載されている。USML において定義されている防衛物資、軍

需サービスの、またはそれらに関連する技術データを保有している製造会社、輸出業者および仲介業者は、

DDTC にライセンスを申請する前に DDTC に登録しなければならない。ITAR についての情報および DDTC への

ライセンスの申請方法は、www.pmdtc.gov に掲載されている。また、規制対象技術データの開示に関する ITAR の

規定についての詳細は、http://www.pmddtc.state.gov/faqs/license_foreignpersons.html に掲載されている。 
 
会社の技術が上記政府機関のどちらの管轄であるか不明確である場合、DDTC に商品管轄権（Commodity Ju-

risdiction、以下「DJ」という）の確認要求を提出すると、DDTC は、御社の技術の輸出ライセンスを管轄するのが BIS
であるか DDTC であるかを確定してくれる。また、BIS は、CCL に列挙されている品目のどれに当てはまるか判断

をし、技術や技術データが規制対象であるか否かを判断できるようにサポートを行っている。 
 
雇用主への提案 

 
米国輸出管理規則の検討と解釈は、非常に時間がかかり、複雑かつ理解をすることが難しい。雇用主は、弁護

士またはこれらの規則を熟知した経験のあるコンサルタントからアドバイスを得ることをお勧めする。 
 

会社に適切な輸出管理のコンプライアンス・プログラムがない場合、雇用主は、所有する規制技術や技術データ

の確認、維持および保護に関わる明文化されたポリシーを作成すべきである。さらに、雇用主は、将来 USCIS に非

移民ビザの嘆願を提出する際、効率よくかつ正確に証明義務が果たせるように、輸出管理全般のコンプライアン

ス・ポリシーを作成すべきである。 
 

増田・舟井法律事務所は、本分野に経験のある弁護士を有し、連邦輸出管理規則に準拠するための社内プロ

グラムの作成をお手伝いいたします。 
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USCIS の新フォーム I-129（非移民労働者ビザ嘆願書）における証明義務に関してご質問のある方は、当事務所

移民法部門の弁護士までお問合せください。 
 
• キャサリーン・ゲイバー弁護士（電話：847.734.8811  Email: kgaber@masudafunai.com )  
• ブライアン・舟井弁護士 （電話：847.734.8811  Email: bfunai@masudafunai.com ) 
• エルドン・角田弁護士 （電話：847.734.8811  Email: ekakuda@masudafunai.com ) 
• ボブ・ホワイト弁護士 （電話：847.734.8811  Email: rwhite@masudafunai.com ) 
• ファズィラ・ベイド弁護士 （電話：310.630.5900  Email: fvaid@masudafunai.com ) 
• エスター・コントレラス弁護士 （電話：847.734.8811  Email: econtreras@masudafunai.com ) 

 
また、社内コンプライアンス・プログラムもしくはポリシーについてご質問のある方は、下記の弁護士までお問合

せください。 
 

• ジェニファー・ワトソン弁護士 （電話：312.245.7500  Email: jwatson@masudafunai.com )  
• ライン・クレイマー弁護士 （電話：312.245.7500  Email: rkrammer@masudafunai.com ) 
• 川上 さやか弁護士 （電話：312.245.7539  Email: skawakami@masudafunai.com ) (日本語可） 

  
 

移民法部門 

増田・舟井法律事務所の移民法部門は、株式公開会社、非公開会

社、教育機関、非営利団体、及び個人に対し、ビジネス関連の非移民

ビザや移民ビザの申請手続を代理しています。当部門は、米国有数

の規模を誇り、自動車業界、コンピューター・コンサルタント会社、工作

機械、電子、運輸、建築・建設機械、銀行、金融、医療及びハイテク業

界など多岐に渡る企業を代理しています。年間に取り扱うビザの申請

数は２，５００件以上、代理する企業も２７５社に上ります。 

 

増田・舟井法律事務所 

増田・舟井法律事務所は、シカゴ、シカゴ郊外(シャンバーグ)、およ

びロサンゼルスに事務所を構え、米国で事業経営や投資を行う国際

企業を代理しています。当事務所に所属する４５名以上の弁護士た

ちは、会社設立、買収、売却、融資、事業や施設の売却、海外から

の従業員派遣、外国人従業員の採用や管理、製品の流通、販売、

サービス・システムの構築など、事業のあらゆる側面からクライアント

にリーガル・アドバイスを提供しています。 

 

キャサリーン・ゲイバー                 デイン 河野 

エスター・コントレラス                スティーブン・プロクター 

ブライアン 舟井                         ファズィラ・ベイド   

コーリン 原                   ロバート・ホワイト                     

エルドン 角田                          

  

 
 

 
CHICAGO 
203 North LaSalle Street 
Suite 2500 
Chicago, Illinois 60601-1262 
TEL 312.245.7500 
FAX 312.245.7467 

LOS ANGELES 
19191 South Vermont Avenue 
Suite 420 
Torrance, California 90502-1051 
TEL 310.630.5900  
FAX 310.630.5909  

SCHAUMBURG 
1475 East Woodfield Road  
Suite 800 
Schaumburg, Illinois 60173-5485 
TEL 847.734.8811  
FAX 847.734.1089 

 
www.masudafunai.com 


