附 属書八

Ａ

金融規制に関す る協力

両締約国 は、国際金融の安 定性、公平か つ効率的な市場 及び投資家、 預金者、保険契約 者又は信託上 の

規制 に関する協力
１

義務を金 融サービス提 供者が負う者の 保護を更に強化す ることを目的 として、二国間 及び国際機関 の場に

までに定める 原則であって、

から

まで に規定する枠組み において実施 される

両締約国は、規制に関する協力において、多数国間で合意された原則及び信用秩序の維持に係る基準に

おい て協力する（ 以下この附属書 において「規 制に関する協力」 という。）。
２
立脚し 、並びに５か ら
も のに従う。
規制に関す る協力の範囲

21

規 制に関する協 力は、両締約国 の別段の合意 がある場合を除く ほか、金融サー ビスの全ての 分野（当該

19

一〇七五

この 附属書の規定 は、両締約国の規 制当局及び監督 当局の権限の 配分及び行使に影 響を及ぼすも のでは

分野には、会 計及び監査に関す る枠組みも含 む。）を対象と する。
４

３
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－

一〇七六

な い。両締約国 は、規制に関す る協力が金融 サービスの分野に おいて両締約 国間に存在する ことのある市

場の構造及 びビジネスモデ ルの相違につ いての妥当な考慮 に基づくべき であることを認 識する。

各締約国 は、金融サービス の分野におけ る規制及び監督 に関する国際 的に合意された基 準が自国の領 域

規制 に関する協力 の原則
５

において 実施され、か つ、適用される ことを確保するた めに最善の努 力を払う。これ らの国際的に 合意さ

両 締約国は、１ 及び２に規定する 目的を支持す る方法で、金融 サービスに関する それぞれの規 制及び監

事会によっ て作成された基準 及び原則をい う。

れた 基準は、特に 、バーゼル銀行 監督委員会、 保険監督者国際機 構、証券監督者 国際機構及び 金融安定理

６

督 に関する枠組 みの相互の互換 性を達成するた めに最善の努力 を払う。

一方の 締約国は、自 国の立法手続を 妨げることなく、 他方の締約国 に対して、金融 サービスの分 野にお

ける規制に関する予定される取組であって他方の締約国に関連し得るものに関し、早期の通報を受ける機

両締 約国は、可能 な場合には、相互 の規則及び監督 に依拠するこ とができる。この ８の規定は、 依拠を

会及び意見を 提出する機会を与 えるよう最善 の努力を払う。

７

８
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確 立することを 目的として、一 方の締約国の 規則（特に、依拠 の基準に関す るもの）に従っ て他方の締約

国の規制及 び監督に関する 枠組みについ て評価を行う一方 の締約国の権 利を害するもの ではない。一 方の

両締約国は、国際的に合意された基準又は他の原則（特に、一方の締約国が他方の締約国の規制及び監

とを要求して はならず、規制の 効果に基づい て評価を行う。

締約 国は、当該評 価を行うに当たり 、他方の締約 国の規則及び監 督が自国の規則及 び監督と同一 であるこ

９

督に 関する枠組み に依拠する分野 におけるもの ）を実施するため に自国が効果的 な監督及び規 則の執行を
どのように 行っているかにつ いて随時相互 に通報する。

一方の締約国は、金融サービスの分野における規制に関する予定される取組の作成の過程において、当

該 取組が市場に 関する業務に従 事する者及び他 方の締約国の管 轄に及ぼす影 響に妥当な考慮を 払う。

一方の締約国は、他方の締約国からの書面による特別の要請により注意の喚起を受けた措置及び両締約

国の領域において市場に関する業務に従事する者の金融サービスを提供する能力に影響を及ぼす可能性の

ある措置につ いて、できる限り 相互に互換性 のあるものとす ることを目的 として、検討する 。

一方の締 約国は、他方の締 約国の規則及 び監督がその結 果において同 等でなくなった場 合、他方の締 約

一〇七七
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10
11
12

一〇七八

国 がその規則を 効果的に執行す ることができ ない場合又は金融 機関の監督に ついて他方の締 約国の協力が

十分でない 場合には、他方 の締約国の規 制及び監督に関す る枠組みへの 依拠の決定をい つでも撤回し 、並

びに 自国の規則を 再び適用し、及び 執行すること ができる。両締 約国は、自国の規 則を再び適用 し、及び
執行する前に 、適当な方法で相 互に協議する 。
日欧合同 金融規制フォ ーラム

両締約国は、この協定の効力発生の日に日欧合同金融規制フォーラムを設置する（以下この附属書にお

いて「フォ ーラム」という。 ）。

までに 定める規制

フォーラムは、両締約国間の規制に関する協力の運営に責任を負う。フォーラムは、特に、その進捗状

から

までに規定する枠 組みにおいて 実施されるもの を遵守する。

況 を検討し、及 び規制に関する 協力の将来の計 画を作成する。 フォーラムは 、５から
に関する協 力の原則であっ て、

ムにおけるそれぞれの代表の構成について決定する権利に影響を及ぼすことなく、他方の締約国に対し、

の規制上の問 題に技術的な段階 において責任 を負うものから 成る。一方の 締約国は、各締約 国がフォーラ

フォーラムは、欧州委員会及び日本国政府（金融庁を含む。）の双方の代表者であって、金融サービス

21
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12

13
14
15

他 方の締約国の 領域内の他の金 融規制当局又 は金融監督当局の 活動に関する 事項についての フォーラムの

議論及び準 備作業に寄与す ることを目的 として、当該金融 規制当局又は 金融監督当局の 代表者を招請 する

よう 要請すること ができる。他方の 締約国は、そ の要請に積極的 な考慮を払うべき である。

フォーラムの会合は、欧州委員会及び日本国の金融庁の上級職員をその共同議長とする。

各締約国 は、フォーラム において、規 制に関する協力を 円滑にするた め、連絡部局を 指定する。フ ォー

ラム は、特定の事 項を検討するた め、専門家に よる作業部会を設 置することがで きる。

フォーラム の会合は、少なく とも年一回及 びフォーラムの 構成員が必要 と認める場合には いつでも、日

本国の 東京及びベル ギーのブリュッセ ルにおいて交互 に開催する。

までに定める原則を実施するため、規制に関する協力のための枠組みを定め、

規 制に関する協 力のための枠組 み
フォーラム は、５から

12

一〇七九

各締約国 の立法手続及び行 政手続を妨げ ることなく、規 制に関する予 定される取組に関 し、他方の締

規制に関する 協力のための枠組 みには、次の 事項を含める。

及び適 用する。

19
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16
17
18
(a)

約 国との情報の 交換及び協議を 行う適当な形 態の仕組み

一〇八〇

に規定 する措置を検 討する手

相互の規制 及び監督に関す る枠組みへの 依拠に関する指針 であって、可 能な場合には金 融規制の特定

一方の締約国 が他方の締約国の 特別の要請に より注意の喚起 を受けた

の分 野について準 用されるもの

続

まで に規定する技術的 な仲介のため の手続

フォ ーラムの管理 に関する指針
から

滑にするた め、具体的な取 決めを定める こともできる。

12

技術的 な仲介

の規定 の適用を妨げ ることなく、他 方の締約国に 対し、５から
22

この附属書の 規定は、第二十一 章の規定によ る紛争解決の対 象とならない 。
一方の締 約国は、

ま でに規定する 規

規 制に関する協 力のための枠組 みについては、 国境を越えて行 われる監督及び 執行についての 協力を円

合意が ある場合には、規 制に関する協 力を促進するた めの他の取決 め

26
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22

11

(b)
(c)
(f) (e) (d)
21
22
23

制 に関する協力 の原則に関する 技術的な仲介 の手続の開始を書 面により要請 することができ る。技術的な

仲介の手続 については、両 締約国が特定 の問題について当 該手続を利用 することに合意 した後におい ての

の 規 定 に 従 っ て 手 続 を 開 始 す る 両 締 約 国 の 合 意 に よ り 、 技術 的 な 仲 介 に つ い て 作 業 部

み開 始することが できる。
フォーラムは 、

の 規 定 に 従 っ て 任 命 さ れ た 議 長 は 、 技 術 的 な 仲 介 の 結 果 を 付 し た 報 告 書 をフ ォ ー ラ ム の 共 同 議 長 に 提

約国 から独立して おり、かつ、フ ォーラムによ って任命されるも の）が議長を務 める。

会を設置 する。当該作 業部会は、各締 約国の代表者から 成り、及び関 連の専門知識を 有する仲介人 （両締

23

一〇八一

両 締約国は、こ の附属書の規定 の下で生ずる紛 争を解決するこ とを企図して誠 実に行動する。

出する 。
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