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OECD 自由化規約概説
は じめ に
資本、 投資、サービス の国境 を超える自由な 流通は 経済成長、 雇用 、開発 の原 動力
である。こ れらの 自由 な流通は、競争と 経済 効率を促進 して消 費者 に恩恵をも たらし 、
企業に 資金 と技術 革新 をもたらす 。また 、先進国と開発 途上国 の違いを問わず 、受け
入れ国 と発 出国の 双方 に恩恵をも たらす 。こうした考え は当初 から国際的な経 済・金
融関係 に対 するOECD のアプ ローチの核心に あるも のであるが、全 ての素晴ら しい考 え
と同じ よう に、自 由で 開かれた市 場とい う基本的な考え 方がう まく機能するの は、実
生活上 の様 々な状 況を 勘案して適 用され た場合のみであ る。そ れぞれの国とそ の国民
は、自 国の 経済、 イン フラ、金融 市場の 発展度に応じて 、自国 市場を資本とサ ービス
の自由なフ ローに 開放 した場合の ニーズ 、懸念、可能性 が異な る。成長と開発 は持続
可能な もの である 必要 がある。長 期的な 社会全体への恩 恵を保 証できるのは、 自由化
へのバ ラン スのと れた包括 的なア プロー チのみである。
こうし た課題−各国に 特有の 状況を尊重しつ つ全て の国で開か れた 市場を 促進 する
−に直 面し 、OECD 諸国は40 年 前に、直接 投資や 事業設立も対象 とする OECD 資本 移動
自由化 規約 とサー ビス を対象とす るOECD 貿 易外取 引自由化規 約と いう、 自由 化へと
徐々に 前進 してい くた めのバラン スのと れた枠組みを創 設した 。両規約は、開 かれた
市場と いう 中心的 な考 え方に深く コミッ トしつつ、圧力 と交渉 ではなく理解と 説得に
重きを置い た協議 プロ セスに依存 したも のである。
このよ うに、両規約 は、長年に わ たりOECD 加盟国 が資本とサービ スの自 由な流通へ
の不必要な 障害を 除去 するという 目的を 追求することを 効率的 にサポートして きた。
今日、 グロ ーバル 化と 自由化の問 題に対 する一般の関心 が世界 的にかつてなく 高まっ
ている が、 この関 心に はしばしば 憂慮と 不信が伴ってい る。ピ アレビューと討 議に支
えなが ら両 規約の 下で 段階的に自 由化を 進めてきた経験 は合理 的かつ調和的な 国際協
力の範 例と なる。

規 約の 内 容 と 構成 はど のよ う なも のか
OECD 自由 化規約は、 OECD 加盟 国政府 の行 動規則を定 めた法 的な文書であり 、厳密
に言え ば、 OECD 理事 会の決 定である。OECD 理事 会は 各国が 一票 の投票 権を 持つOECD
の最高機関 である 。全会一致を原 則とす るその決定 は加 盟国政 府を 法的に 拘束 するが 、
例えばWTO（世界貿易 機関） 協定のような国 際法上 の条約や国 際協 定では ない。
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両規約 は一部の例外を 除いて ほぼ同じ条項で 構成さ れている 。両 規約とも第1 条で、
加盟国 は資 本移動 と貿 易外取引に 関する 制限を互いに撤 廃する という一般的な 目的に
同意す ると いう中 心的 な考えを明 記して いる。残りの条 項は加 盟国がこの目標 の実現
に取り 組む 枠組み につ いて規定し ている。例えば次のよ うな条 項がある。
・ 留保を 付し維持するこ とによ って段階的 に自 由化を 進め ていく 権利
・ 無差別 義務
・ 治安や 安全保障上の理 由によ る例外
・ 一時的 な経済的苦境に 見舞わ れた場合の 適用 制限
・ EU（欧 州連 合）の ような地域 的取 り決め およ びその 特別 なプロセス との両 立を 確 保
するた めの条項
・ OECD の特 別委員 会で ある資 本移 動・貿易外 取引委 員会 による通知 ・審査 ・協議シ
ステム
各規約 には、二つの主 要な付 属文書とし て、 対象と される取引 のリ ストと 現加 盟国
の留保のリ ストが付い ている。

ど のよ う な 国 際取 引が 規約 の 対 象 とな る か
両規約 は適用され る経 済活動 について厳密に 定義し ている。こ れら の活動 のリ スト
は各規約の 付属文 書で 提示されて いる。付属 文書に明記 されて いる国際取引は 項目（ ア
イテム）と 呼ばれ る。加盟国 は自 国が同 意し たい項目に ついて 積極 的な選択を しない 。
即ち、 「選 り好み 」は できない。 特別に 留保を付すこと はでき るが、全ての項 目が全
面的に 適用 される 。
OECD 資本 移動自 由化規約は 、EU とEEA（欧 州経済地域 ）の規 則を 除けば 、国際資本
移動の 全面 的な自 由化 を促進する 唯一の 国際的な文書で ある。 この規約が作成 された
1961年 の時 点では 、適 用範囲は非 常に 限 定されていた。 しかし、その後、各国 経済は
統合を 強め 、金融 市場 に関する規 制はよ り調和し、資金 調達の 手法はより高度 化して
いる。 この 結果、 加盟 国は取引の リスト を徐々に拡大し てきて おり、それはほ ぼ完全
なもの と見 なされ てい る。
今日、 資本移動自由化 規約は 、株式・債券・ 投資信 託の発行と 売買 、短期 金融 市場
取引、ク ロ スボー ダーの与信・融資・相続な ど、OECD 諸国の居住者 間のあ らゆる長期 ・
短期の 資本 移動に 適用 されるよう になっ ている。更に、 外国直 接投資−外国企 業によ
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る既存企業 OECD の買 収や多 国籍企業による子会社 設立な ど− も適 用対象とな ってい
る。
経常的 貿易外取引自由 化規約 も幅広いクロス ボーダ ーのサービ ス取 引に適 用さ れる
が、さ ほど 包括的 では ない。クロ スボー ダーのサービス 取引と は、非居住者の サービ
ス提供者か ら居住 者へ の、あるい は居住 者のサービス提 供者か ら非居住者への 、サー
ビスの 供給 を意味 する 。サービス 提供者 は企業である場 合もあ れば個人である 場合も
ある。 対象 となる 主要 な業種は銀 行・金 融サービス、保 険、専 門的サービス、 海上・
陸上輸 送、 旅行・ 観光 などである 。
ここ10 年 ほどは 銀行、金融 サービス、保険分野で の多 くの進 展が見ら れ た。経常 的
貿易外 取引 自由化 規約 の義務はこ の分野 における国際化 傾向の 強まりを考慮し てアッ
プデー トさ れ、拡張 されている。OECD 諸国は、例えば 、外国の銀 行、金融 機 関、保険
会社に 対し て支店 や代 理店を設立 してサ ービスを提供す る権利 を与えるべきで あると
いうこ とで 意見が 一致 している。 もう一 つの新しい点は 、団体 や自主規制機関 に加入
する権 利− 多くの 国で は金融サー ビスや 専門的サービス を提供 したいと思って いる者
にとっ て極 めて重 要な 権利である −にか かわるものであ る。

規 約の 主 要 原 則は 何か
国際的 な資本移動とサ ービス 取引をあら ゆる 制限か ら解放し 、OECD 諸国の 居住 者が
あたか も一 つの国 の居 住者である かのよ うに互いに取引 できる ようにするとい う、両
規約の 究極 的な目 標の 実現につな がると 考えられる方法 はたく さんある。両規 約の条
項はこの目 標への 独自 の詳細な行 程表（ ロードマップ） を提案 したものである 。これ
らの条 項を 読むと 多く の主要な原 則が浮 かび上がってく る。

スタンドスティル
OECD 加盟国は両規約 により 、新 たな障 害を設けな いこ とを受 け入 れてい る。規約上 の
義務に 対す る留保 につ いては、削 減や撤 廃ができるのみ で、追 加や拡大はでき ない。
資本移 動自 由化規 約の いくつかの 特別な 項目に対する新 たな義 務や一時的な経 済的・
財政的 苦境 を考慮 に入 れるための 特別な 適用制限手続き を除き 、これは両規約 の対象
とされ る全 ての取 引に ついて言え る。い ったん制限を撤 廃した ら、その制限を 再び導
入すること はでき ない 。これはス タンド スティル義務と 呼ばれ る。できるだけ 効率的
にスタンド スティ ルを 実現するた め、政 府は留保につい て、実 際に存在する制 限のみ

© OECD, 2003

4

OECD CODES OF LIBERALISATION OF CAPITAL MOVEMENTS AND OF CURRENT INVISIBLE OPERATIOPNS: USER’S GUIDE

OVERVIEW

を反映する よう、 極め て正確に表 現する よう期待されて いる。 従って、規制の 現状は
「確定」さ れ、自由化 を推進する 方向に しか進めない（いわゆる「ラチェット 効果」）。

ロールバック
両規約 の主要な目標は 自由化 である。たとえ 、加盟 国が長い時 間を かけ自 国の 状況
に従っ て制 限を撤 廃し ていくこと により 徐々に自由化を 進めて いく場合でもそ うであ
る。こ れは ロール バッ ク原則と呼 ばれる 。加盟国が資本 ・サー ビスの自由な流 通への
制限を 維持 するこ とを 決めている 場合に は、定期的にそ の国の 状況が審査され る。他
の加盟諸国 はその 国か ら、なぜ引 き続き 制限を必要と考 えてい るかの説明を聞 くこと
になる が、 その国 が憂 慮している 問題は 他のもっと制限 の少な い方法でも解決 できる
という こと をその 国に 納得させよ うとす るかもしれない。両規 約の手続きは強 制やレ
バレッ ジの 適用に つい ては規定し ていな いが、自由化と いう共 通目標への加盟 国の強
い決意や自 由化プ ロセ スのダイナ ミック な進展、協調精 神など によって、留保 の件数
は長年にわ たり目 立っ て減少して きてい る。

一方的自由化
貿易や 投資に関する他 の国際 協定とは逆に、 両規約 のアプロー チは ギブア ンド テイ
クによる相 互譲歩 の交 渉によるも のでは ない。むしろ、 両規約 は、自由化は長 い目で
見れば貿易 相手国 の利 益になるば かりで なく、それと同 じくら い自国の利益に もなる
ので、 加盟 国は他 の加 盟国の譲歩 をすぐ に期待せずに制 限の撤 廃に動くべきで あると
する基 本的 考えに 基づ いている。 もちろ ん、このアプロ ーチが うまく機能する のは、
このア プロ ーチが 全て の当事者に 共有さ れ、全てのプレ ーヤー がゲームに参加 してい
る場合のみ である 。このアプロー チがう まく機能し てい るのは OECD 加盟国の 同質性が
比較的 高い からで ある と見ること もでき るが、一方的 自 由化は ここ10 年 ほど、先進国 、
開発途 上国 、移行 経済 国の違いを 問わず 、世界的な傾向 にもな っている。

無差別
OECD 加盟 国は全 ての他の加 盟国に同じ よう に無差 別に 開かれた市 場の恩 恵を 与え
るよう 期待 されて いる 。制限が存 在する 場合には、制限 を全て の者に同じよう に適用
しなけ れば ならな い。 経済的苦境 に見舞 われ、自らは自 由化で きない加盟国も 、他の
加盟国 によ って与 えら れる自由化 の経済 的メリットを受 け続け る。両規約とも 無差別
（あるいは 最恵国 待遇 ）原則に留 保を付 すことは認めて いない 。この規則の唯 一の例
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外は、 自動 的に全 ての OECD 加盟国に拡張す る必要 のない、 EU の ような 特別 な地域統
合システム の下で 導入 された自由 化措置にかかわるもの である 。

透明性
透明性とは、OECD 諸 国におけ る資 本移動 とサービス 取引 への障 害に 関する 情報 は完
全で、 最新 で、包 括的 で、誰でも 入手で きるようにしな ければ ならないという ことで
ある。 両規 約はど のよ うにこの目 標を達 成するのだろう か。第 一に、規約の対 象とさ
れてい る取 引に影 響を 及ぼすあら ゆる措 置について通知 するよ う加盟国に義務 付ける
ことに よっ て、第 二に 、これらの 措置を 修正する場合に はその 修正についての 通知を
求めること によっ て、 第三に、留 保リス トに掲載されて いるも の以外に制限が 存在し
ないこ とを 確信で きる よう国別留 保リス トにできるだけ正確に これらの措置を 反映さ
せること（ これは 定義 義務への「 トップ ダウン」アプロ ーチと 呼ばれる）によ って、
第四に 、規 約の最 新版 を、各 国の 立場と とも に、OECD の公式 ウェブサイトと 定期刊 行
物に掲 載す ること によ ってである 。

各 国の 規 約 へ のコ ミッ トメ ン ト の 度合 い は 同 じ か
全ての 加盟国は段階的 自由化 という共通 目標 につい ては同意し てい るが、 この 目標
への進 捗度 合いは 同じ ではない。 すぐに 自由化できない 加盟国 は規約の特定の 項目に
留保を 付す ことが 認め られている 。従っ て、ある時点で の各国 の立場は各規約 に付属
してい る留 保リス トを 見れば分か る。こ れらの留保リス トは各 国の現在のコミ ットメ
ントを 明確 化した もの である。あ る国が 特定の項目に留 保を付 していなければ 、その
特定の 項目 の対象 とな っている取 引は完 全に自由化され ている ことが期待され る。
留保に は「完全留保」 と「限 定留保」がある 。完全 留保とは、 その 対象と なる 取引
は全く 行う ことが でき ないという ことで あり、限定留保 とは、 その取引が一定 の制限
付きで認め られる とい うことであ る。留 保については、 一般に 、加盟国が国際 的な資
本移動 とサ ービス 貿易 に対して引 き続き どのような制限 を課し ていくのかをで きるだ
け正確に反 映した もの にすべきで ある。 新たに留保を付 す場合 には、加盟国は その理
由について 説明し 、維 持して いる留保の定期 審査を 受けなければな らない 。OECD が 制
限の程 度と その背 景に ある動機を 定期的 に審査するのは 、完全 留保を限定留保 へと変
え、さ らに 、限定 留保 を一層限定 的にし たり、完全に撤 廃させ たりするためで ある。
各国の 立場には実際の ところ 著しい差がある のだろ うか。それ ぞれ の国に は他 の国
より自 由化 してい る分 野があり、 その分 野は国によって 異なっ ているので、十 把一か
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らげの 総括 的な評 価を 下すのは難 しい。 しかし、一部の 国が他 の国に率先して 留 保を
撤廃し てい くこと によ って「牽引 」役を 引き受ける傾向 にある とは言えるだろ う。他
方、新規の 加盟国 は従来から「古くからの」加盟国の大 半より 留保リストが長 くな る 。

誰 が規 約 の 適 用を 監督 する の か
加盟国 が両規約の適用 と実施 について討議す る場と なっている のは 、CMIT とし て知
られて いる OECD 資本 移動貿 易外取引委員会である 。全 ての OECD 加盟国は CMIT の メン
バ ーと し て 専 門 家 を 指 名する こ と が で き る 。 EU の 代 表 も出 席 す る 。 非 加 盟 国 を 含 め 、
他の代 表が 招請さ れる こともある 。IMF（国 際通貨 基金）とEFTA（ 欧州自 由貿 易地域 ）
もオブザー バーと なっ ている。
CMIT は通 常、年 2 回（春と 秋に1 回ず つ）数 日間の会合 を開い ている。CMIT は OECD
事務局、特 に資本 移動・投資・サービス貿易課のスタ ッフの補佐を受 けてい る。CMIT は、
外国直 接投 資や特 定の サービスセ クター（保険や E ファ イナン スなど）のよう に、深
い専門知識 と分析 が必 要とされる 特定の 問題について検 討する アドホック作業 部会を
設置す るこ とがで きる 。また、し ばしば 民間セクターや 学界か らも参加する、 より非
公式の 会合 やワー クシ ョップを主 催する こともできる。例えば、1994 年から 行われ て
いる専 門的 サービ スの 自由化に関 するワ ークショップな どであ る。
両規約 を監督する常設 委員会 はなぜ必要なの だろう か。両規約 によ る自由 化は 、分
析、協 議、 他の加 盟国 による説得 に基づ くダイナミックで継続 的なプロセスだ からで
ある。CMIT は、資 本移動自由化 規約に 基づき、各 国の立場を定期 的に審 査し、その 国
がどう すれ ばより 開か れた市場へ と前進 できるかをその国とと もに模索する。 また、
特定の セク ターの みを 対象として いるも のの、全ての国 に対し て行われる経常 的貿易
外取引 自由 化規約 に基 づく水平的 審査も 行う。CMIT が この二つの審 査の報 告書を採 択
すると 、報 告書は OECD理事会に提 出され る。この二つの報告書 にはしばしば特 定国へ
の勧告案や 留保リ スト 修正決定案 が付さ れている 。これ らに関 する 最終決 定は OECD 理
事会で 行わ れる。
職務を 適切に遂行する ために 、CMIT は両 規約に影響 を及 ぼす可 能性 のある 加盟 国に
おける 政策 措置に 関す る信頼でき る情報 を必要としてい る。両 規約は、各国政 府は規
約に関 係す るあら ゆる 措置につい て60 日以 内にOECD に通知しな ければ なら ないと規
定している 。更に 、CMIT はOECD 事務局 のサポートを受 け、独 自の定期調査も 行って
いる。CMIT は数 多く の利用可能 な資源 を活 用して、資 本移動 、直 接投資 、サ ービス 貿
易に影 響す る加盟 国の 新たな政策 動向に ついて体系的な 審査と 討議を行ってい る。
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誰 が規 約 に よ る自 由化 の恩 恵 を 受 ける の か
両規約 は各国政府に権 利義務 を生じさせる国 際法上 の法律文書 であ る。法律 的 には、
加盟国 の各 国民・ 企業 は、両規約 から生 じる海外投資、 資金移 動、クロスボー ダーの
サービ ス提 供の権 利を 直接訴える ことは できず、自国政 府を通 じて両規約の対 象とな
る案件が CMIT で取り 上げら れるようにする 必要が ある。しか し、両規約は加 盟国に 対
し、国 内レ ベルで 必要 な措置を導 入・維 持することによ って自 国の義務を履行 するよ
う要求して いる。
従って 、自由化の最終 的な受 益者は各加 盟国 の国民 ・企業であ る。 国民・ 企業 は外
国の株 式や 投信を 売買 したり、相続した資産 を譲渡 したり、他 の OECD 加盟国 で企業 を
設立し たり 、外国 の顧 客に法律的 なサー ビスや金融サー ビスを 提供したりする ことが
できる 。重 要なの は、 これらの恩 恵を安 定して享受でき 、恩恵 を取り消される ことは
ないと の確 信を持 てる ことである 。外国に生産拠点を設 立する などして 、長期 的に海
外に投 資す る者に とっ て、この安 定性は 特に重要である 。
自由 化 措置 の 恩 恵 を受 けら れ るの は OECD 諸 国 の居 住 者 に 限 ら れ て い る の だ ろ う か 。
両規約 によ る法的 なコ ミットメン トはOECD 地域に 対してのみ 適用される 。し かし、加
盟国政 府は 自由化の恩 恵を IMF の 全加盟 国に拡張するよ う最大 限努力すること を受け
入れている 。従って、開発途上国や移行 経済国の居 住者 も OECD 諸 国の居住者 と同じ く
らいOECD諸 国にお ける 自由な市場 アクセ スの恩恵を受け ること ができる。実際 、調査
によれ ば、 OECD各 国政 府は非OECD諸国へ の差別を伴わな い自由 化措置を導入す る強い
傾向が 見ら れる。

両 規約は EU 規制と ど の 程度 整合 して い る か
前述の ように、両 規約は当初から 、EU（旧 EEC）のよ うな特別なシ ステム 内の地域統
合プロセス を受け 入れ る余地を残 してい る。EU 加盟 国は全てOECD 加盟国 でも あるが、
EUとOECD のプロセス は互い に全く独立した もので ある。 EU 加盟 国は加 盟国 同士でよ
り急速にあ るいは より 広範囲に自 由化を 進めることがで きる。 両規約の無差別 原則の
例外と して、EU 加盟 国はEU 加盟 国では ない他のOECD 加盟国 に自 由化措置を 拡張し な
いこと が認 められ てい る。具 体例 を 一つ挙げ ると、EU 第二銀行指 令によ って単一「 パ
スポー ト」 （EU全 域で 銀行サービ スを提 供する免許）が 導入さ れたが、この恩 恵は他
のOECD 諸国に完全に は拡張 されていない。
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しかし 、CMIT は、EU 規制・指令がEU 加盟 国の両 規約上の義務と 両立し ているか ど
うかを 判断 するた め、 EU 規 制・指令の審査 を行っ ている。特 に、 EU 域 内の 調和化と
自由化 によ って第 三国 との取引に 新たな 障害がもたらさ れるこ とにならないか どうか
である 。非 常に自 由化 された政策 を有し ている EU 加盟国が EU 域 内の調 和化 努力の一
環として特 定の分 野で より制限的 な政策 を導入せざるを 得なく なれば、新たな 障害が
もたら され ること にな る。 OECD とEU の円滑な協 力は 、 CMIT の会合に EU 委員会の代
表者が 毎回 出席す るこ とによって 促進さ れている。
EU 加盟国 は加盟 国同士でよ り急 速に自 由化を進め るこ とができる が、それ でも両規
約の全 体的 な目標 にコ ミットして いる。EU 域内で すで に撤廃 され ている 制限 は、両 規
約の適 用範 囲に入 って いるもので あれば 、他のOECD 諸 国に対 して もいずれ撤 廃すべ き
である 。制 限が全ての OECD 諸国 に対し て撤廃され るま で、自 由化 は完全なも のには な
らない。

両 規約は WTO 協定 と 比 較す る とど うか
全ての OECD 加盟 国はWTO に も加 盟して おり 、WTO 協 定 に拘束 されている。OECDの両
規約の 対象 とされ てい る分野に最 も近い WTO 協定はサー ビス貿 易一般協定（ GATS）で
ある。GATS は、クロ スボー ダー のサービス 貿易ば かりでなく、サ ービス業の 外国直 接
投資（ FDI）や事業設 立も対 象としている。 両規約 が OECD 加 盟国 に限定 され ているの
に対し、 GATS にはほ とんど 全ての国が加盟 できる 。
GATS と両 規約は いずれも自 由化 の促進 とい う同じ 目標 を推進する もので ある。GATS
のアプロー チは特 に二 つの点で両 規約の アプローチと異 なって いる。各国の個 別的な
コミッ トメ ントの 定義 に、両規約 の「ト ップダウン」ア プロー チとは違って、 「ボト
ムアッ プ」 アプロ ーチ を採用して いるこ と、そして、一 方的自 由化と加盟国に よる説
得ではなく 一連の 交渉 によって目 標を達 成しようとして いるこ とである。ボト ムアッ
プ・ア プローチを採用 してい るということは 、各国 はGATS の 全般 的な適用範 囲の中 か
らコミット メント した いと考える セクタ ー を選択できる という ことである。コ ミット
メント に関 して交 渉す るというこ とは、 自由化への進展 はしば しば異なるサー ビスセ
クター 間に またが る相 互譲歩を通 じて達 成されるという ことで ある。
CMIT は早くも1994 年にはGATS と両規約 の共存 と両立可能性の 問題に 着目し、両者
に基づ くOECD 加盟国 の義務 は、異なっ ているもの の、両立可 能で あるとの結 論を下 し
た。OECD 加盟国は GATS と 両規 約を自 由化への補 完的 かつ相 互補 助的な アプ ローチと
見なしてい る。CMIT か ら提出 された報告書を 踏まえ て、OECD 理 事会は両規 約を 維持 ・

9

© OECD, 2003

OECD CODES OF LIBERALISATION OF CAPITAL MOVEMENTS AND OF CURRENT INVISIBLE OPERATIOPNS: USER’S GUIDE

OVERVIEW

強化す るこ とで意 見が 一致してい る。こ れは、両規約を 通じて 達成された自由 化の進
展を守 りた いと考 えて いるためば かりで なく、今 後もOECD 諸国がバ ランス のとれた 世
界的な 自由 化に向 けて 牽引役を果 たして行きたいと考え ている ためでもある。
両規約 にはこのアプロ ーチを 支える相対 的な 強みが ある。第一 に、 両規約 の方 がい
くつか の基 本的な 分野 では適用範 囲が広 い。資本移動自 由化規 約は、資本移動 の全分
野を対 象と してい る唯 一の多国間 取り決 めであるばかり でなく 、OECD 諸国 と非加盟 三
カ国（ アル ゼンチ ン、チリ、ブラ ジル ） が自国領土で活 動する外国投資家を差 別しな
いと誓 約し た（た だし、拘束 力は ない）「内国民待遇に 関する OECD 理事 会決定」と と
もに、 経済 のあら ゆる セクターに おける 外国直接投資と 事業設 立の自由化を推 進して
いる唯 一の 多国間 取り 決めでもあ る。第 二に、両規約の 「トッ プダウン」アプ ローチ
は、スタ ン ドステ ィル を確保し、規則の 無差 別的な性格 を保証 する 上で効率的 である 。
第三に 、OECD の協調的 な雰囲 気によって投資 とサー ビス貿易のグロ ーバル 化という 世
界的な トレ ンドが 続く 中で考慮に 入れる 必要のある経済 ・政策 問題を討議・評 価する
余地が 生ま れる。

両 規約 は ど の よう な成 果を 生 ん で いる か
両規約は 40 年間 にわたって OECD 諸国 が追 求している 自由化への個別的な道 筋を協
調精神 でサ ポート する 多国間枠組 みを提 供してきた。ま た、経 済がさほど発展 してい
ない加 盟国 や一時 的に 経済的苦境 に見舞 われている加盟 国が他 の加盟国による アドバ
イスや 理解 を得ら れる 環境も作り 出して いる。更に、加 盟国の 自由化努力を長 期的に
評価・ 比較 できる 有益 な尺度にも なって いる。
両規約 に関する作業も 貴重な 情報をもた らし ている。OECD の アプローチでは 、自由
化への取り組みは 常に 経済政治情 勢の調 査・分析を 伴う。一例 とし てこの 10 年だけ を
見ても、外 国直接 投資 、保険、専 門的サ ービス、観光、 銀行・ 金融サービスな どの経
済活動 につ いて徹 底的 な審査が行 われて いる。しばしば これら の調査は学際的 アプロ
ーチを 駆使し、OECD の他部 局の 専門知 識をフルに 活用 して行 われ ており 、一 般に世 界
各国で 公刊 されて いる。
当初か ら自由化規約が 中心的 な役割を果たし てきた のは新規加 盟の 際であ る。 近年
の大半の新 規加盟 （メ キシコ、チ ェコ、 韓国、ポーラン ド、ス ロバキア）を承 認する
際にこの点 が再び 明ら かになって いる。両規 約は、OECD 加盟 国の 国際経済関 係に関 す
る基本的立 場を共 有し ようとする 新規加 盟候補国の姿勢 を測る ツールになって いる。
新規加 盟候 補国は 留保 を付すこと ができ 、新規加盟の際 の留保 リストは既存の 加盟国
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より長 くて もよい とさ れている。 ただし 、新規加盟候補 国は自 国が十分な自由 化段階
に近づ いて いるこ とを 示さなけれ ばなら ず、必要が あれば、OECD の基準に近 づくよ う
既存の 政策 を改善 しな ければなら ない。

変 貌を 遂 げ つ つあ る世 界で 両 規 約 の今 後 の 見 通 しは どう か
両規約は 21 世紀 も引き続き OECD 加盟 国と その国民に とって 有益な役割を果 たして
行くのだろ うか。 開か れた効率的 な市場 という究極的な 目標に 向かって目覚し い進展
が見ら れて いるが 、課 題もな お山 積している 。両規約は これま で同 様、OECD 加盟国 間
におけ る自 由化の 固定 、更に自由 化を進 めていくダイナ ミック なプロセスの維 持、進
捗状況 の監 視など で、 将来も極め て重要 な役割を果たし ていか なければならな い。同
時に、 両規 約はグ ロー バル化の恩 恵のバ ランスについて 疑念が 生じている今、 討議と
意見交 換の ための 安定 した環境も 提供す る。
しかし、両 規約に 基づく活動 を取 り巻く 環境 は刻々 と変 化している 。1994 年におけ
るウルグア イ・ラ ウン ドの終結と WTO 協 定の採択によっ て国際 経済関係をめぐ る情勢
は一変して いる。1998 年に、グ ローバ ル化に伴う 環境、労働、人 権へのリス クや消 費
者問題 、開 発問題 など への憂慮を 声高に 叫ぶNGO などに 押され る形で、多国間 投資協
定（MAI）に関す る交渉は放棄さ れた。その 1 年後 には、自由 化プ ロセスに弾 みをつ け
ようと した WTO の シア トルサミッ トも失 敗に終わった。 両規約 に基づく将来の 活動は
自由化 のリ スクに 関す る新たな懸 念に目 を瞑ることは許 されな い。また、資本 とサー
ビスの 国境 を越え る移 動への障害 を取り 除くことは関係 者全員 に長期的な恩恵 をもた
らすと いう 両規約 の土 台になって いる元 々の考えを見失 っても ならない。
両規約 に基づく活動の 焦点は 加盟国のニーズ に合わ せて調整で きる 。両規 約は 今後
も多く の方 法で、OECD 内ばかり でなく 、WTO 内の 活動のサポート や、国際的 な資本 移
動や金 融市 場統合 に関 する基準や ベスト プラクティスに ついて 討議する G7 プロセス
への補 完的 でより 幅広 いフォーラ ムとし ても、バ ランス のとれ た自 由化を 推進 できる 。
OECD はその柔軟な組 織構造 によって、民間セクター、市民社会、学界の代表 者が参 加
できる ワー クショ ップ やセミナー を主催 できる。非加盟 国を取 り込む新たなア プロー
チを開 発す ること もで きる。両規 約に関する 活動の 一環として、CMIT は 随時、新た な
あるい は特 に複雑 な経 済セクター の分析 を行い、意見が 分かれ ている問題につ いて理
性 的な 討 議 を 促 す こと が でき る。 そ う す る こ とに よ って 、 CMIT は 随 時 、 投 資 、 金 融 、
競争、消費 者、環境、各セクターの専門 家を 結集して、OECD が持 っている学 際的ア プ
ローチ への 潜在能 力を フルに活用 するこ とができる。
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