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英国 貿易管理制度 ウクライナ情勢をめぐる特別措置 

 

1. ウクライナ支援 

ウクライナへの支援措置は軍事、医療、人道、難民、エネルギー、復興支援などだ

が、そのうち貿易に関する支援は以下の通り。 

 

i. 英国企業の対ウクライナ輸出支援 

 ウクライナの人道支援のために輸出する物品の通関手続きを、ロシア、ベラル

ーシを通過しないことを条件に簡素化。 

ii. ウクライナから英国への輸入関税、割り当てを撤廃 

 英国・ウクライナ政治・自由貿易・戦略的連携協定に基づき、全品目の関税と

割り当てを撤廃。鉄鋼製品についても 2024 年 6 月 30 日までセーフガード措置を

停止している。 

英国政府：ウクライナ援助輸出を支援するための関税緩和（Customs 

easement to help Ukraine aid exports） 

英国政府：英国、ウクライナを支援する新たな貿易措置を発表（UK 

announces new trade measures to support Ukraine） 

 

2. 対ロシア経済制裁 

ロシアによるウクライナのドネツクおよびルハンスク両地域に対する独立国家とし

ての一方的な承認とそれに続くウクライナへの侵攻を受け、英国はロシア（クリミ

ア自治共和国およびセバストポリ市、ウクライナ国内の被ロシア支配地域を含む）

に対し、2 月 22 日から 8 月末現在にかけて、貿易制裁など 10 回以上にわたって制

裁を発表している。 

 

現在実施されている主な制裁 

i. 主な輸入規制 

https://www.gov.uk/government/news/customs-easement-to-help-ukraine-aid-exports
https://www.gov.uk/government/news/customs-easement-to-help-ukraine-aid-exports
https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-trade-measures-to-support-ukraine
https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-trade-measures-to-support-ukraine
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・鉄鋼製品 

・石油、石油製品 (2022 年 12 月 31 日以降) 

・石炭、石炭製品 (2022 年 8 月 10 日以降) 

・銀や木材製品、キャビアなどの高級品 

※プラチナ、パラジウムなど指定の品目には 35％の追加関税。 

ii. 主な輸出規制 

・軍事目的の二重用途物品、技術 

・エネルギー関連製品、先端技術関連製品（素材、電子機器、通信、航空等）

とその部品、技術 

・一部奢侈（しゃし）品 

・航空燃料などの燃料品 

※ロシア向けの輸出信用保証を停止 

 

英国政府：英国のウクライナ問題への対応（Russian invasion of Ukraine: UK 

government response） 

英国政府：英国の対ロシア制裁（Collection UK sanctions relating to 

Russia） 

英国政府：対ロシア制裁下でのロシアとの貿易（Guidance Trading under 

sanctions with Russia） 

英国政府：英国の対ロシア制裁の法制面（Statutory guidance Russia 

sanctions: guidance） 

英国政府：輸出業者への告知（2022/4）: 新たな対ロシア制裁の導入（Notice 

to exporters 2022/04: introduction of new sanctions against Russia）：

重要製品・重要技術など 

 

英国政府：輸出業者への告知（2022/14）: 対ロシア追加制裁の導入 （Notice 

https://www.gov.uk/government/topical-events/russian-invasion-of-ukraine-uk-government-response
https://www.gov.uk/government/topical-events/russian-invasion-of-ukraine-uk-government-response
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia
https://www.gov.uk/guidance/trading-under-sanctions-with-russia
https://www.gov.uk/guidance/trading-under-sanctions-with-russia
https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202204-introduction-of-new-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202204-introduction-of-new-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202214-additional-sanctions-against-russia/nte-202214-introduction-of-additional-sanctions-against-russia


最終更新日:2022年 8月 17日 

禁無断転載 Copyright (C) 2022 JETRO. All rights reserved. 3 

 

NTE 2022/14: introduction of additional sanctions against Russia)：石油精

製品、先端技術など 

英国政府：輸出業者への告知（2022/18）：対ロシア追加制裁の導入（Notice 

NTE 2022/18: introduction of additional sanctions against Russia）：化

学・生物兵器、船舶製品・技術など 

英国政府：輸出業者への告知（2022/22）: 新たな対ロ制裁の導入（Notice to 

exporters 2022/22: introduction of new sanctions against Russia）：エネ

ルギー関連製品など 

英国政府：輸出業者への告知（2022/23）: 新たな対ロ制裁の導入（Notice to 

exporters 2022/23: introduction of new sanctions against Russia）：船舶 

 

3. 対ベラルーシ経済制裁 

ベラルーシに対しては、ウクライナ侵攻以前から、その民主主義の継続的な弱体化

と人権侵害を理由に制裁を課してきており、2021 年 8 月 10 日に発表された制裁

により既に二重用途用品輸出、通信傍受設備と技術、タバコ産業関連品の輸出、お

よびタバコ製品の取引などが禁止されていた。同国がロシアに同調する姿勢を明確

に示したことから英国政府は 2022 年 3 月以降、制裁をさらに強化、対ロシア同様

の制裁を加えている。 

 

現在実施されている主な制裁 

i. 主な輸入規制 

・鉄鋼製品 

・カリ、 

・鉱産物 

ii. 主な輸出規制 

・武器、関連品 

・通信を傍受、監視できる機器、技術 

https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202214-additional-sanctions-against-russia/nte-202214-introduction-of-additional-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202218-introduction-of-additional-sanctions-against-russia/nte-202218-introduction-of-additional-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202218-introduction-of-additional-sanctions-against-russia/nte-202218-introduction-of-additional-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202222-introduction-of-additional-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202222-introduction-of-additional-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202223-general-trade-licence-russia-sanctions-vessels
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202223-general-trade-licence-russia-sanctions-vessels
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・軍事目的の二重用途物品・技術 

・一部奢侈（しゃし）品 

・石油精製品およびその技術 

※ベラルーシ向けの輸出信用保証を停止（英国輸出信用保証局、UKEF） 

 

英国政府：英国の対ベラルーシ制裁（Collection UK sanctions relating to the 

Republic of Belarus） 

英国政府：対ベラルーシ制裁の法的側面（Statutory guidance Republic of 

Belarus sanctions: guidance） 

英国政府：ロシア及びベラルーシからの輸入に対する追加関税（Guidance 

Additional duties on goods originating in Russia and Belarus） 

英国政府：告知 輸出業者への通知 2022/20:ベラルーシに対する追加制裁の導

入 （Notice to exporters 2022/20: introduction of additional sanctions 

against Belarus） 

https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus
https://www.gov.uk/government/publications/republic-of-belarus-sanctions-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/republic-of-belarus-sanctions-guidance
https://www.gov.uk/guidance/additional-duties-on-goods-originating-in-russia-and-belarus
https://www.gov.uk/guidance/additional-duties-on-goods-originating-in-russia-and-belarus
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202220-introduction-of-additional-sanctions-against-belarus
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202220-introduction-of-additional-sanctions-against-belarus

