A New Era for the EU and Japan Starts Today
Tokyo and Brussels, 1 February 2019

The EU-Japan Business Round Table (BRT) welcomes today’s entry into force of the EU-Japan Economic
Partnership Agreement (EPA). The EPA will revolutionise the EU-Japan relationship; underscore free, fair
and rules-based trade; facilitate trade investment; create new possibilities for growth and cooperation;
develop new, high-level standards; benefit consumers; and have a positive impact on wider society.
In 2007, the BRT called for an Authority-led taskforce supported by business to explore the feasibility of
an enriched EU-Japan economic agreement. The BRT has encouraged and welcomed every step in the
journey, and congratulates the EU and Japanese negotiators on their commendable and unceasing efforts
to achieve a comprehensive, ambitious, and mutually-beneficial high-level Agreement that will serve as a
blueprint for future agreements.
Encompassing 37% of global trade, the EPA sends a strong message that stands for the rejection of
protectionism and against market-distorting measures, whilst showcasing the benefits of openness,
multilateralism, level playing fields, and inclusive societies. The BRT is convinced that the EPA, and other
multilateral agreements such as the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP), further strengthen the case for free and fair trade.
This Agreement must be regarded as a ‘living agreement’ that advances and reinforces regulatory
convergence, creates new opportunities for partnerships in key sectors such as circular economy and
digital economy; enhances cooperation in international standards; reduces non-tariff measures; and
furthers cooperation and establishment of frameworks for joint investment in third countries where EU
and Japanese companies increasingly operate.
In order for the EPA’s potential to be achieved, companies of all sizes – including SMEs – must also be
aware of the existence of, provisions within, and opportunities presented by the EPA. Public and private
stakeholders must raise awareness of the Agreement and its inherent benefits.
The BRT will closely follow the application of the Agreement, will continue to submit its recommendations
to the EU and Japanese Authorities, and would be pleased to offer its voice to the EPA’s various bodies
and civil society dialogues.
The BRT is confident that the EU-Japan Economic Partnership Agreement heralds a new EU-Japan
relationship, and looks forward to representing the voice of business and industry in advancing this
landmark Agreement.

Background: The BRT was created in 1999 to review factors affecting all aspects of EU-Japan business relations. Its members are
senior executives from around 50 leading European and Japanese companies. Its main objective is to submit policy recommendations
to the EU and Japanese Authorities in order to develop trade and investment between the EU and Japan, and to encourage industrial
cooperation on issues of common interest, such as innovation, energy or industrial standards. The annual meeting takes place
alternately in Japan and in Europe. More information: https://www.eu-japan-brt.eu/about-brt.
Inquiries: Please contact the BRT Secretariat, c/o EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. E-mail: roundtable@eu-japan.eu.
Tel. (Tokyo): +81 3 6408 0281 or (Brussels): +32 2 282 0040

日本と EU との新たな時代が本日始まる（仮訳）
東京・ブリュッセル
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日・EU ビジネス・ラウンドテーブル（以下：BRT）は、日・EU 経済連携協定（以
下：EPA）が本日発効したことを心から歓迎する。本 EPA は、日本と EU との関係に大
きな変革をもたらし、自由且つ公正でルールに基づく貿易と貿易投資の促進に寄与する
と共に、両者の成長と協力の新たな可能性の拡大に資すると考える。更には、この新た
な高水準の経済関係の構築は、消費者への恩恵はもとより社会に幅広く裨益することが
大きく期待される。
2007 年に BRT は、日本と EU の充実した経済協定の実現の可能性を模索すべく、産業
界支援の下での政府当局主導のタスクフォースの設立を希求した。以後、BRT は、この
経済協定の成立に向けた過程の歩みを後押ししてきた。将来の枠組みとなる包括的、且
つ野心的で双方に利益をもたらす互恵的な高水準の合意への達成に向けた殊勝、且つ不
断の努力を注いできた日本及び EU 双方の EPA 交渉関係者のご尽力に対して改めて敬意
を表したい。
世界貿易の 37%を占める本 EPA は、台頭しつつある保護主義的傾向及び市場歪曲的措
置に対する深い憂慮を示す一方、市場開放、多国間での自由貿易主義及び公平な競争環
境並びに共生社会がもたらす恩恵について強いメッセージを発信している。これに加え、
本 EPA や「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP）」
を含むその他の多角的貿易協定が、自由で公正な貿易の更なる推進に繋がっていくこと
と BRT は確信している。
また今後、日本と EU 間における規制の統一化の推進、循環型経済とデジタル経済など
の重要な分野において新たな連携機会の創出、国際規格の標準化における協力関係の強
化、非関税障壁の撤廃、そして日本及び EU 企業の協業関係が益々進む第三国市場での共
同投資の枠組みを更に推し進めるという意味において本協定は実効性のある合意でなけ
ればならない。
この度の EPA が内包する潜在性を萌芽させるためには、中小企業を含むあらゆる規模
の企業が EPA の存在、その条項、そしてこれにもたらされる好機を十分に認識すること
が必要である。これに加えて、官民各界の関係者は、本 EPA とこれによりもたらされる
恩恵に対する認知度の向上に努めることが重要である。
今後も BRT は、本協定の運用状況を注視すると共に、日本と EU の政府当局に対して
引き続き本協定に係わる更なる提案を示していく所存である。そして本 EPA に関与する
様々な業界団体に対して我々BRT の意見を届けていくと共に、市民社会との対話も行っ
ていく所存である。
BRT は、日・EU 経済連携協定が日本と EU の新たな関係の先駆けとなると堅く信奉し
ており、そして、この画期的な協定を推進し、産業界の声として代弁できれば光栄であ
る。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

背景
日・EU ビジネス・ラウンドテーブルは日・EU ビジネス関係の良好な発展を図るため、1999 年に発足。現在約 50 名の日本企業および
EU 企業の CEO、経営幹部で構成されている。日・EU 間の貿易、投資促進などに関する共同提言書を両政府へ提出し、イノベーショ
ン、エネルギー、産業規格といった共通の関心事項における産業協力を促すことを主な目的としている。年次会合は日本と EU が毎
年交互に場所を移して開催している。日・EU ビジネス・ラウンドテーブル：https://www.eu-japan-brt.eu/ja.
お問合せ先：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
東京事務所：TEL 03-6408-0281 ブリュッセル事務所: TEL +32-2-282-0040
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