日・EU ビジネス・ラウンドテーブル
プレスリリース
2012 年 4 月 23 日（月）ブラッセル

日・EU ビジネス・ラウンドテーブル（BRT）のＥＵ側共同議長を務めるジャン・イ
ヴ・ルガル氏（アリアンスペース会長兼 CEO）は、本日、BRT のメンバー全員を代表
し、2012 年 4 月 3 日・4 日に開催された BRT の年次会合にて採択された共同提言書を
ヘルマン・ファン・ロンパイ欧州理事会議長に手交した。
ルガル氏は、「ファン・ロンパイ議長との面談は、日・EU FTA/EPA の交渉開始に向
けた日・ＥＵ間の討議の重要な時期に開催された。BRT メンバーー同は、我々の提言
が、日・EU 間の貿易投資の野心的な発展に向けた前進を目指して、日・ＥＵ政府当局
が必要な行程と適切な決定を行うための役に立つことを願っている。同提言書は、4 月
19 日東京にて、日本側共同議長の米倉弘昌氏（住友化学株式会社会長）より、野田佳
彦日本国内閣総理大臣へ手交されている。」と述べた。
共同提言書の内容は添付の通り。
お問合わせ
日欧産業協力センター（日・EU ビジネス・ラウンドテーブル事務局）
ブラッセル事務所 Tel: +32 2 282 0047
サイモン・クレイグ・グレイ
Email: simon.craiggray@eu-japan.eu

日・EU ビジネス・ラウンドテーブルについて
日・EU ビジネス・ラウンドテーブル（EU-Japan Business Round Table）は 1999 年
に発足、約 50 名の日本および EU 企業の CEO／経営幹部で構成されている。日・EU
間のビジネス協力のあらゆる局面に影響を及ぼす要因について見直し、日本政府および
欧州委員会に対する政策提言を行うことを目的に年 1 回一堂に会している。
ホームページ www.eu-japan-brt.eu
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EU-Japan Business Round Table

RECOMMENDATIONS
"Unlocking Growth Potential in EU-Japan Business"
3 & 4 April 2012
Tokyo, Japan

1. Introduction

The EU-Japan Business Round Table (BRT) held its Annual Meeting in Tokyo on 3-4
April 2012 under the theme "Unlocking growth potential in EU-Japan business". The
meeting was chaired by Mr. Hiromasa Yonekura, Chairman of Sumitomo Chemical
Co., Ltd., and Dr. Jean-Yves Le Gall, Chairman and CEO of Arianespace.

The BRT had the pleasure and honour of welcoming high-level representatives of
the Japanese and EU authorities:

Mr. Yukio Edano, Minister of Economy, Trade

and Industry of Japan, Mr. Seishu Makino, Senior Vice Minister of Economy, Trade
and Industry of Japan, Mr. Ryuji Yamane, Parliamentary Senior Vice-Minister for
Foreign Affairs of Japan, and Mr. Tetsuo Yamakawa, Vice-Minister for Policy
Coordination (International Affairs), Ministry of Internal Affairs and Communications
of Japan, as well as Mr. Antti Peltomäki, Deputy Director General for Enterprise and
Industry of the European Commission.

The meeting addressed the following subjects:
1. Discussion and adoption of general and sectoral recommendations
2. Special discussions on (i) EU-Japan FTA/EPA opportunities and challenges, (ii)
EU-Japan cooperation in energy-related issues, and (iii) Growth strategies and
re-industrialisation of advanced economies
3. Discussions with Japanese and EU authorities
4. Informal discussions on additional subjects of special interest:

(i) Implications of

financial issues for business, (ii) Value chain safety, (iii) Human resources
development, and (iv) Corporate strategies for the greening of industry.

In addition to the issue of a EU-Japan FTA/EPA and a political and cooperation
agreement, major matters of great mutual interest that were discussed at the
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meeting were the development of bilateral industrial cooperation, cooperation on
international standards, and the future direction of multilateral trade frameworks.

BRT members agreed to jointly submit their recommendations to Prime Minister
Yoshihiko Noda of Japan, European Council President Herman Van Rompuy, and
European Commission President José Manuel Barroso later this month.

2. Background

As major advanced economies and major global traders and investors, the EU and
Japan can do more to unlock the enormous growth potential which their bilateral
economic relations can offer. They are now working on enhancing bilateral trade,
investment and cooperation and building a closer relationship. As both strive to
overcome global financial instability and economic uncertainties, it is crucial that they
join forces in tackling common challenges in order to attain a long-term, sound and
stronger growth.

2011 saw economic uncertainty in the EU. Concerns about the sustainability of
government debt in some EU Member States caused financial market instability and
damaged the confidence of businesses, investors and consumers. Business made
clear that the euro was essential to investment and the growth of the EU
economy. EU leaders improved economic governance, but efforts must continue to
build on the recent momentum and deliver the necessary structural reforms.

Japan continues its strenuous efforts to achieve full recovery from the disaster of the
March 2011 Great East Japan Earthquake and rebuild its economy. Japanese
companies were recovering faster than expected from the aftermath but more
recently the pace is slowing as they face significant challenges such as weak
domestic demand and prolonged deflation, as well as signs of slowdown in some
emerging market economies.

Under these challenging circumstances, the EU and Japan have been working
proactively during the past year to further deepen and strengthen their political and
economic cooperation, with particular attention to boosting growth. At the EU-Japan
Summit of May 2011, the EU and Japanese authorities agreed to start discussions
with a view to defining the scope and level of ambition of a deep and comprehensive
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EU-Japan FTA/EPA as well as the scope and level of a strong political and
cooperation agreement. In September 2011, the BRT's "Joint Statement Towards an
EU-Japan FTA/EPA" requested the EU and Japanese authorities to seek a high
level of ambition and consider removing all the commercially significant obstacles to
trade and investment in all areas of shared business interest while leaving no room
for misunderstanding in the scoping process, lest the outcome of the scoping would
fail to live up to the expectations of business. The BRT also recommended
conducting any future negotiations in full transparency and in close cooperation with
the business community. Also, the BRT called on the EU and Japanese communities
to discuss the issue of non-tariff barriers (NTBs) bilaterally on the basis of an
adequate understanding of each other’s interests and concerns and work out, on a
sectoral basis, concrete and realistic solutions in order to support the governments’
efforts. Some promising results were presented in this Annual Meeting.

3. Calls and Recommendations

The BRT calls on the European Commission and the government of Japan to
expedite the remaining efforts necessary to complete their scoping activities on
ambitious terms. The BRT also urges the European Commission and the Council of
the EU to expedite their respective work on the mandates to authorise the European
Commission to negotiate an FTA/EPA and a political and cooperation agreement
with Japan on the basis of a successful scoping and keeping in mind the high level of
ambition shown at the May 2011 EU-Japan Summit and supported by the BRT in its
September 2011 "Joint Statement Towards an EU-Japan FTA/EPA". The EU-Japan
FTA/EPA would have to be ambitious, balanced, mutually beneficial and
comprehensive and tackle major outstanding issues, such as tarrifs, non-tariff,
barriers, public procurement, investment, and harmonization/mutual recognition of
regulations and standards, to develop and unlock the growth potential of EU-Japan
economic relations.

The BRT is strongly convinced that the EU and Japan, two of the world’s largest and
most advanced economies, can achieve sound and stronger growth together and
contribute to the sustainable development of the global economy by promoting more
open and free trade and investment, accelerating regulatory and standards
harmonisation, encouraging small and medium enterprises to realise their growth
potential in trade, while enhancing bilateral cooperation in a range of growth areas
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such as life science, biotechnology, healthcare, ICT, aerospace, energy, and the
environment.

The BRT supports a strong multilateral trading system and calls on the WTO to
break the current deadlock in the Doha Development Agenda negotiation and
demonstrate strong leadership in advancing trade liberalization as the world’s only
international organization to create rules and set standards on trade at the
multilateral level.

The BRT also makes the following calls to the EU and Japanese authorities:
(A) Trade, Investment, and Regulatory Cooperation
•

The BRT calls on the European Commission and the government of Japan to
expedite the remaining efforts necessary to complete their scoping activities
on ambitious terms. The BRT also urges the European Commission and the
Council of the EU to expedite their respective work on the mandates to
authorise the European Commission to negotiate an FTA/EPA and a political
and cooperation agreement with Japan on the basis of a successful scoping
and keeping in mind the high level of ambition shown at the May 2011
EU-Japan Summit and supported by the BRT in its September 2011 "Joint
Statement Towards an EU-Japan FTA/EPA". The EU-Japan FTA/EPA would
have to be ambitious, balanced, mutually beneficial and comprehensive and
tackle major outstanding issues, such as tarrifs, non-tariff, barriers, public
procurement, investment, and harmonization/mutual recognition or regulations
and standards, to develop and unlock the growth potential of EU-Japan
economic relations.

•

The EU and Japan should jointly call for a breakthrough in WTO Doha
Development Agenda negotiations and for a statement of strong support for
the fight against protectionism. The WTO should focus more on its core
functions, namely trade liberalisation and rule-making, advancing on a
case-by-case basis. This will showcase the advantages of comprehensive
market access negotiations and prevent weakening of the multilateral trade
system.

• Both the EU and Japanese Authorities should apply international standards
and enhance co-operation in the promotion of new global standards. They
should mutually recognise products certified under similar and equivalent
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product standards and cooperate in efforts to harmonize regulations and
systems where possible.
• Japan and the Member States of the EU should make further efforts to
expand the network of Social Security Agreements. They should also
introduce an interim measure, by which a host country either exempts
contributions to pension funds unilaterally or refunds the contributions in full
when expatriates return to their home country. Both Authorities should also
promote international frameworks enabling secure movement of personal
data within business organisations.
• The EU and Japan should aim for ”Better Regulation” through an improved
information exchange focusing on both existing and future regulation.
• The EU and Japanese Authorities should develop measures to promote and
assist SMEs to explore and seize business opportunities in each other’s
market. Should negotiations for an FTA/EPA begin, specific consideration
should be made to establish measures for SMEs within the framework of
negotiations.

(B) Life Sciences and Biotechnologies, Healthcare and Well-Being
General
•

The BRT recommends to the Japanese Authority that they should formulate
concrete strategies and action plans in Life Sciences & Biotechnology for the
governments “National Strategy / Policy for the Rebirth of Japan”, thereby
focus on measures to support the improvement of efficient healthcare
practices, food security / supply and innovations in Biotechnology.

HealthCare
•

The BRT asks both Authorities to support the implementation of new
innovation-rewarding pricing systems for pharmaceutical products, including
the abolishment of special price cuts at first generic launch, and the
abolishment of the rule of re-pricing by market expansion in Japan. Both
Authorities should enhance competitive pricing systems in order to promote
innovative products.

•

The BRT recommends to both Authorities that they support to improve the
pharmaceutical and medical device business environments by proceeding
with regulatory harmonization and further extension of “Mutual Recognition
Agreements” in order to avoid redundant inspections of manufacturing
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facilities (e.g. injectable pharmaceuticals and APIs) and ensure recognition of
quality management audit results for lower risk medical devices.
•

The BRT calls for harmonization regulatory standards for the approval of
non-invasive diagnostics between EU and Japan.

•

The BRT asks the Japanese Authorities to support the reinforcement of strict
regulations for GMP on medicinal gases.

Animal Health
•

The BRT recommends to both Authorities that they should introduce a 1-1-1
concept (one dossier – one assessment – one decision on marketing
authorization) for all animal health products, thereby further harmonize the
regulatory requirements for product registration, shorten review times and
recognize the GMP certification for veterinary products.

•

The BRT recommends to both Authorities that they should promote the
responsible use of antibiotics in Animal Health.

Plant Protection & Biotechnology
•

The BRT recommends to both Authorities that they should enhance the
acceptance of GMO’s by educating people about the efficiency and safety of
GMO’s based on scientific knowledge considering world food supply and
demand prospects in cooperation with the private sector.

•

The BRT asks the Japanese Authority to implement concrete action plans for
a higher food self-sufficiency of Japan.

•

The BRT recommends to the EU Authorities that they should shorten the
review times for new applications / product registrations in both plant
protection and biotechnology.

(C) Innovation, Information & Communication Technologies
ICT
z

Both authorities should execute respective growth strategy and ICT strategy.

z

Both Authorities should coordinate trading principles of ICT services.

z

Both Authorities should build trusted and safe online environment.

z

Both Authorities should build robust critical infrastructure supported by ICT.

z

Both Authorities should deploy Next Generation Broadband Networks.

z

Both Authorities should continue efforts for ICT usage towards social challenges.
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z

Both Authorities should balance personal data protection and innovation in the
cloud computing era

z

Both Authorities should expand product coverage and membership of ITA

z

Both Authorities should harmonise M2M communication and ITS regulations.

z

European Authorities should conduct fundamental reform of the Private Copying
Levy System and apply reduced VAT rate to e-Books

Innovation in general:
z

Both Authorities should enhance cooperation on 21st Century societal
challenges.

z

Both Authorities should strengthen business cooperation between EU and
Japanese clusters.

Innovation in aeronautics, space and defence:
z

Authorities should significantly upgrade bilateral industrial cooperation.

z

Authorities should broaden bilateral cooperation on environmental issues.

z

Aircraft certification authorities should make a full bilateral agreement.

z

Authorities should upgrade their cooperation on low altitude IFR routes and
satellite based navigation regulation for helicopters.

z

Authorities should establish a dialogue on satellite technology cooperation.

z

Authorities should establish mutual backup of government launch missions.

z

Authorities should establish a close cooperation between the EU’s Galileo and
Japan’s Quasi-Zenith Satellite System.

z

Authorities should spearhead a global effort of active space debris removal.

z

Authorities should expand agreements to exchange classified information.

z

In relaxing the three principles of arms exports, Japan’s Authorities should give
the EU industry opportunities equal to that provided to the US industry.

z

Japanese Authorities should facilitate the re-export of Defence equipment
imported to Japan for demonstration purposes.

(D) Financial Services, Accounting and Tax Issues
•

Regulation should be implemented looking ahead the broader economic
implication; otherwise the financial sector may be safer but not able to fulfil its
role to support economic recovery. Moreover, excessive ‘ring-fencing’ in each
jurisdiction and duplication of regulations have to be avoided with effective
supervision and international coordination.
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•

The BRT calls on Japan to review the proposed 2012 tax reform limiting
deductible interest to 50% of taxable income (after adjustments for interest
and depreciation). The reform will curb foreign investment into Japan as it will
cause double taxation of interest income in both the foreign investor’s home
country as well as in Japan.

•

In the perspectives of coping with today’s prevailing credit crisis, the
European governments should cautiously make a decision when and how to
introduce tighter regulations in order to minimize potential economic
slowdown and avoid worsening the current situation.

(E) Energy, Environment, and Sustainable Development
Natural Disasters and Safety Measures
•

The earthquake and the tsunami who struck Tohoku, and the Fukushima
nuclear power plant situation demonstrate the need for a more flexible
approach to allow a swift acceptance of support from overseas to facilitate the
international support in case of disaster.

Alternative and Renewable Energies
•

The drivers (long term price competitiveness, energy independence, climate
change and energy security) for using alternative and renewable energies,
including nuclear, will remain. The development of rechargeable batteries and
its multiple applications, from EV to smart cities and smart grids is a particular
area where Japan and EU should provide support and seek harmonization of
infrastructure and regulation.

•

In the wake of the Fukushima accident, the rising expectations for nuclear
energy call for a strengthened nuclear safety framework. Japan and the EU
should cooperate to promote “world safety standard” and capacity building,
and encourage skilled and independent safety authorities.

Global warming issues
•

It is urgent to reduce Green House Gas emission. It is therefore necessary
that Japan and the EU engage all large emitting countries in a new, fair and
effective international framework. At the same time, Japan and EU shall
encourage the widespread use of existing energy efficient and low carbon
products and technologies, support an effective technology transfer process
and cooperate in developing innovative solutions.
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Securing Supplies of Rare Metal Resources and other Raw Material
•

Japan and the EU should promote actions in international for a to establish a
set of rules on access to raw material, as a way to manage in a fair way the
pressure on price and availability of these resources stemming from a growing
demand and in some cases on limitation of supply.

The above bullet points are summarised excerpts of the BRT's five much more
complete and extensive sets of BRT Recommendations attached hereto.
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日・EU ビジネス・ラウンドテーブル
Unlocking Growth Potential in EU-Japan Business
－日本とEUの連携強化と成長の実現に向けて－
総括提言書（仮訳）
2012年4月3日～4日 於 東京（日本）
１． はじめに
2012年4月3日から4日の二日間に渡り、東京において「Unlocking Growth
Potential in EU-Japan Business ―日本とEUの連携強化と成長の実現に向けて」を
テーマに、日・EUビジネス・ラウンドテーブル（BRT）の年次会合が開催された。
本会合では、米倉弘昌氏（住友化学株式会社会長）ならびにジャン・イブ・ルガル
氏（アリアンスペース会長兼CEO）が共同議長を務めた。

また、本会合には、枝野幸男経済産業大臣、牧野聖修経済産業副大臣、山根隆治
外務副大臣、山川鉃郎総務省総務審議官、ならびにアンティ・ペルトマーキ欧州委
員会企業・産業総局副総局長ら日・EU両政府の代表が出席した。

本会合では以下のテーマについて議論を行なった。
１． 総括提言・分野別提言に関する議論と提言の採択
２． 特別会合

(i)日・EU自由貿易協定（FTA)／経済連携協定（EPA） チャンスと

課題、 (ii)エネルギー関連分野におけるEUと日本の協力、(iii)先進経済国の成
長戦略と産業復興
３． 日・EU両政府との官民対話
４． 特定テーマに関する非公式会合 (i)財政・金融問題が企業に与える影響、(ii)
産業バリューチェーンの堅牢性、(iii)人材開発、(iv)環境保全対策の強化に向け
た企業戦略
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また本会合では、日・EU FTA/EPAおよび政治・協力に関する協定のほか、産業
協力の推進、国際基準に関する協調、多国間貿易の枠組みの今後の方向性など、日
本とEUが互いに大きな関心を有している主要課題について議論した。

BRTメンバーは、野田佳彦日本国内閣総理大臣、ヘルマン・ファン・ロンパイ欧
州理事会議長、ならびにジョゼ・マヌエル・バローゾ欧州委員会委員長に対して、
今月末にも共同でBRTの提言書を建議することで合意した。

２． 背景
EUと日本は、主要先進経済圏として、また、世界の主要貿易・投資国として、
さらなる様々な取組みを進めることによって、日・EU経済関係の大きな潜在的成
長力を顕在化させることができる。両者は現在、日・EU間の貿易・投資および協
力関係の拡大、ならびに、より緊密な日・EU関係の構築に取り組んでいる。共に
世界的な金融不安と経済の不確実性を乗り越えるべく、懸命の努力を進めているな
か、長期的な、健全かつ、より力強い成長の実現に向け、EUと日本が共通の課題
に協力して取り組んでいくことは極めて重要である。

2011年のEU経済は不安定であった。いくつかのEU加盟国の政府債務の持続可能
性について懸念が生じたことで、金融市場が不安定となり、経済界、投資家ならび
に消費者の信頼を損ねることとなった。経済界としては、投資ならびにEU経済の
成長にとってユーロは不可欠である、との見解を表明した。EU首脳の努力によっ
て経済のガバナンスは改善されたが、引き続き、現在の機運を活かし、必要な構造
改革を実現していくための努力を重ねていくことが必要である。

日本は、2011年3月に発生した東日本大震災からの本格的な復興と経済の再建に
向けて懸命の努力を続けている。日本企業は予想を超えるスピードで震災の影響か
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ら回復しつつあったが、内需の低迷や長引くデフレに加え、いくつかの新興国では
景気減速の兆しが見えるなど、非常に厳しい環境に直面し、最近では回復のペース
が鈍っている。

こうした厳しい状況の下、EUと日本は、この一年間、政治的・経済的協力を一
層深め、強化していくために積極的な取り組みを続け、とりわけ、双方の経済成長
を加速させることを目指してきた。両政府は、2011年5月に開催された日・EU定期
首脳協議において、深く、かつ、包括的な日・EU FTA/EPAの範囲と野心のレベル、
ならびに政治・協力に関する協定の範囲とレベルを明確にするため、議論を開始す
ることに合意した。BRTでは、2011年9月の「日・EU FTA/EPAの締結に向けた緊
急提言」において、EU・日本両政府に対し、高いレベルの野心を追求するととも
に、日・EU双方が関心を有する全ての分野を対象に、貿易および投資に関連する
商業的に重大なあらゆる障害を撤廃することを検討するよう求めた。同時に、両政
府に対して、スコーピングの過程において誤解の余地を残さないこと、また、産業
界の期待に沿わない結果とならないようスコーピング作業を進めることを要請し
た。また、BRTは、今後の全ての交渉を十分な透明性と産業界との密接な協力のも
とで進めていくよう両政府に提案した。さらに、BRTは、政府の取組みを支援する
ために、相互の関心や懸念を十分に理解した上で、非関税障壁の問題について議論
し、セクター別に具体的かつ現実的な解決策をとりまとめるよう、EUと日本の双
方の産業界に呼びかけた。この取組みについて、2012年のBRT年次会合では、いく
つかの前向きな成果が発表された。

３． 要請および提言
BRTは、欧州委員会および日本政府に対し、スコーピング作業を野心的な内容で
完了させるために必要な残りの取組みを早急に進めるよう要請する。さらに、BRT
は、欧州委員会および欧州理事会に対し、2011年5月の日・EU定期首脳協議で示さ
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れ、かつ、BRTが2011年9月の「日・EU FTA/EPA締結に向けた緊急提言」の中で
支持を表明した、高いレベルの野心を念頭におき、スコーピング作業における成果
にもとづいて、日本とのFTA/EPAおよび政治・協力に関する協定についての交渉権
限を欧州委員会が取得するために必要な作業を早急に進めるよう求める。また、
日・EU経済関係の潜在的な成長力をさらに高め、顕在化させるために、野心的で
バランスの取れた、互恵的かつ包括的な日・EU FTA/EPAを実現し、関税、非関税
障壁、政府調達、投資、規制・基準の調和や相互承認等に関する主要な未解決の課
題を解決するよう求める。

BRTは、世界の二大先進経済圏である日本とEUが、より開かれた自由な貿易・
投資を促進し、規制・基準の調和を加速し、貿易における中小企業の潜在的な成長
力を顕在化するために中小企業を支援する一方、ライフサイエンス、バイオテクノ
ロジー、ヘルスケア、情報通信技術（ICT）、航空宇宙産業、エネルギー、環境な
どの幅広い成長分野において協力関係を強化していくことによって、共に健全な、
より力強い成長を実現し、世界経済の持続可能な発展に貢献できることを強く確信
している。

BRTは、多国間貿易制度を支持し、WTOに対して、ドーハ開発アジェンダ交渉
における膠着状態を打開し、多国間貿易のルール・基準を策定するための世界で唯
一の国際機関として、強いリーダーシップを発揮し、自由貿易を推進するよう求め
る。

BRTはまた、日・EU両政府に対して、以下を要請する。
(A) 貿易・投資と規制分野における協力
•

BRTは、欧州委員会および日本政府に対し、スコーピング作業を野心的な内容
で完了させるために必要な残りの取組みを早急に進めるよう要請する。さらに、
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BRTは、欧州委員会および欧州理事会に対し、2011年5月の日・EU定期首脳協
議で示され、かつ、BRTが2011年9月の「日・EU FTA/EPA締結に向けた緊急提
言」の中で支持を表明した、高いレベルの野心を念頭におき、スコーピング作
業における成果にもとづいて、日本とのFTA/EPAおよび政治・協力に関する協
定についての交渉権限を欧州委員会が取得するために必要な作業を早急に進め
るよう求める。また、日・EU経済関係の潜在的な成長力をさらに高め、顕在化
させるために、野心的でバランスの取れた、互恵的かつ包括的な日・EU FTA/EPA
を実現し、関税、非関税障壁、政府調達、投資、規制・基準の調和や相互承認
等に関する主要な未解決の課題を解決するよう求める。
•

日本とEUは共同で、WTOドーハ開発アジェンダにおける交渉の成功と、保護貿
易主義との闘いを強固に支持する声明をWTOに求める。WTOは、ケース・バイ・
ケースによる対応を推進させながら、その核となる機能、すなわち貿易自由化
と貿易ルール制定に、より重点的に取り組むべきである。これは包括的市場ア
クセス交渉の利点を明らかにし、多国間貿易システムの弱体化を防ぐものとな
る。

•

日・EU両政府は、新グローバルスタンダードの促進において、国際基準を適用
し、協力を強化すべきである。両政府は、類似あるいは同等な製品基準に照ら
して承認された製品を相互に認識し、規制およびシステムを可能な限り統一す
るよう協力して取り組むべきである。

•

日本およびEU加盟国は、社会保障協定のネットワークを拡大するために、さら
に取り組むべきである。また、受入国が年金保険料の支払いを一方的に免除で
きるか、国外居住者が母国に戻る際に保険料を全額返金できるかのどちらかを
可能にする暫定措置を導入しなければならない。両政府とも、グローバル企業
内部における個人データの安全な移動を可能にする国際的枠組みの導入を促進
すべきである。
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•

日本とEUは、既存および将来的な規制に重点を置いた情報交換の強化により
「ベター・レギュレーション」を徹底すべきである。

•

日・EU両政府は、相互の市場において中小企業がビジネスチャンスを追求し確
保できるよう、奨励及び支援するための措置を講じるべきである。FTA/EPA交
渉を開始する場合は、その交渉の枠組み内で中小企業対策が講じられるよう具
体的に検討されるべきである。
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(B) ライフサイエンス・バイオテクノロジー、健康・福祉
一般課題
•

BRTは日本政府に、日本の国家戦略としての「日本再生の基本戦略」の実現に
向けたライフサイエンス・バイオテクノロジー（LS & BT）分野における具体的
な戦略及び行動計画の策定を求める。特に、健康分野における効率性の向上や
食糧の安全と供給の確保、バイオテクノロジーにおけるイノベーションの改善
に焦点をあてるべきである。

健康
•

BRTは両政府に対し、革新的製品を推進するため医薬品のイノベーションに見
合い、競争力のある価格制度を施行することを求めると同時に、日本政府に、
後発医薬品が初めて上市された際の追加の薬価引き下げや市場拡大再算定を廃
止することを求める。

•

BRTは両政府に対し、医薬品及び医療機器の事業環境を改善させるために、日
本・EU間の規制調和を進め、製造施設に関する重複した査察（非固形剤、医薬
品原体）を避け、低リスクの医療機器に関する品質管理監査結果の認証を確保
するための相互承認協定（MRA）を一層拡大することを求める。

•

BRTは、日本・EU間における、非侵襲的な体外診断用医薬品・診断機器の製品
認可に関する基準の国際調和を進めることを求める。

•

BRTは日本政府に対し、医療用ガスGMPに関する厳格な規制の強化を求める。

アニマルヘルス
•

BRTは両政府に対して、全ての動物用医薬品について、「1-1-1コンセプト（1
つの書式－1回の審査－1度の決定）」を導入することを求める。それによって、
製品認可に必要な要件のさらなる調和が進み、審査機関が短縮される。また、
動物医薬品GMPの相互認証が可能となる。
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•

BRTは両政府に対し、アニマルヘルス分野における合理的責任のある抗生剤使
用を促進することを求める。

植物プロテクションとバイオテクノロジー
•

BRTは両政府に対し、GMOの市場受容の実現を目指し、官民一体となって、世
界の食糧供給事情とそれに基づくGMOの有用性及び科学的安全性に関する国
民啓発を図ることを求める。

•

BRTは日本政府に対し、日本におけるより高い食糧自給に向けての具体的な行
動計画を実行することを求める。

•

BRTはEU政府に対し、植物プロテクション及び植物バイオテクノロジー分野に
おける応用技術や製品審査に要する期間を短縮することを求める。

(C) イノベーションと情報通信技術
ICT
•

両当局は、それぞれの成長戦略とICT戦略の実行をすべきである。

•

両当局は、ICTサービスに関する貿易原則を調整すべきである。

•

両当局は、信頼された・安全なオンライン環境を構築すべきである。

•

両当局は、ICTにより支えられた堅牢な重要インフラを構築すべきである。

•

両当局は、次世代ブロードバンドネットワークを構築すべきである。

•

両当局は、社会問題解決に向けたICT利活用に対する努力を継続すべきである。

•

両当局は、クラウドコンピューティング時代においてデータ保護とイノベーシ
ョンの調和を図るべきである。

•

両当局は、ITAの製品拡大と加盟国の拡大を進めるべきである。

•

両当局は、M2M通信とITSに関する規則の調和を図るべきである。

•

欧州当局は私的録音録画補償金制度の抜本的見直しを実施し電子書籍に対して
VAT（付加価値税）の軽減税率を適用すべきである。
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イノベーション全般
•

21世紀の社会問題に向けて両当局はEUと日本の協力を強化すべきである。

•

両当局は、日欧の地域クラスター間のビジネス協力を強化すべきである。

航空・宇宙・防衛に関するイノベーション
•

当局は両地域の産業協力を格上げすべきである

•

当局は環境問題に関する両地域の協力を拡大すべきである

•

双方の航空認定機関は、完全な両地域間の協定を締結すべきである。

•

当局はヘリコプターに関する低高度IFRルートと衛星によるナビゲーション規
則の制定に関する協力が強化されるべきである。

•

当局は衛星技術に関する協力対話を確立すべきである。

•

当局は政府による衛星打ち上げの相互バックアップを確立すべきである。

•

当局はEUのガリレオと日本の準天頂衛星システムの緊密な協力を確立すべきで
ある。

•

当局は宇宙のごみの除去に関する世界的な活動を主導すべきである。

•

当局は機密情報の交換に関する合意を拡大すべきである。

•

武器輸出三原則の緩和に関して、日本の当局は米国産業界に提供されるのと同
様の機会をEU産業界にも与えるべきである。

•

日本の当局は、デモンストレーション目的に輸入された防衛機器の再輸出を簡
素化すべきである。

(D) 金融サービス、会計および税制
•

規制は、経済に及ぼす広範な影響を考慮した上で導入されるべきである。さも
なければ、金融セクターの安全性は高まるものの、経済の回復を牽引する役割
を十分果たすことが困難となりかねない。さらに、各国における過度なリング・

9/11

フェンス政策と規制の重複は、効果的な監督とコーディネーションによって避
けられるべきである。
•

BRTは、利子控除を課税所得の50%（金利・減耗分の調整後）を上限とする2012
年の税制改正案を見直すことを日本政府に提案する。この改正案は、外国投資
家にとって自国と日本で金利の二重課税が課されることを意味し、日本への投
資を減退させることになる。

•

欧州における今日の債務危機に対処するため、欧州政府は、潜在的な景気減速
を最小限にとどめ、現状の悪化を防ぐため、いつ、どのように規制強化すべき
かを慎重に検討すべきである。

(E) エネルギー、環境および持続可能な開発
•

自然災害と安全対策：地震と津波を受けた東北地方と、福島原子力発電所で起
きた状況は、自然災害が起こった場合、海外の支援を迅速に受入れるには、よ
り柔軟に対応することが必要であることがはっきりした。

•

代替エネルギーと再生可能エネルギー：長期的な競争価格、エネルギー自給、
気候変動、エネルギー安全保障などは、原子力を含む代替エネルギーや再生可
能エネルギーを考える場合の重要な要因である。電気自動車からスマート・シ
ティ、スマート・グリッドにいたるまで蓄電池開発やそれらのアプリケーショ
ン開発は、特に日本とEUが支援し、インフラと規制の調和を推進すべきである。
福島の事故の影響が残る中で、原子力エネルギーに対する安全体制強化への期
待が高まっている。日本とEUは「世界安全基準」の推進、能力強化に協力し、
洗練し独立した安全基準の機関を振興していかねばならない。

•

地球温暖化問題：地球温暖化ガスの排出量削減は喫緊の課題となっている。従
って、日本とEUは主要排出国のすべてに新規の公正で有効な国際的な枠組みに
参加してもらうことが必要である。同時に、日本とEUはエネルギー効率が良く、
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二酸化炭素排出量の低い製品の使用を推進し、効果的な技術移転を支援し、革
新的な解決方法創出に協力しなければならない。
•

希少金属資源と他の原材料の確保：日本とEUは、国際機関における活動を推進
し、原材料に適用される規定を設定しなければならない。需要増大や供給量の
限界から、資源の価格や供給量に圧力が加わるが、公正な対応をするには一定
のルール設定が必要である。

上記（A）乃至（E）の項目は、5つのワーキングパーティーの提言書の要約であり、
本文詳細は、別添のとおりである。
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