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The U.S.-Japan Business Council and Japan-U.S. Business Council (the Councils) 
see tremendous opportunity surrounding the digital economy, and hope to see the 
United States and Japan continue to lead the international community in its 
development.  We applaud both governments for the focus they are bringing to digital 
economy-related issues, support the governments’ efforts to share best practices with 
other countries and regions, and hope for increased dialogues between the U.S., Japan, 
and others.  

 

日米経済協議会及び米日経済協議会（以下「両協議会」と言う）は、デジタル経済に多くの

機会を認めるとともに、デジタル技術がもたらす変革の可能性の完全な実現に向けて、日米両国は

国際社会をリードし続けることを望んでいる。両協議会は、両国政府がデジタル経済に関連する課題

に焦点をあてていることを称賛し、日米がベストプラクティスを第三国・地域と共有するための努力を

支援し、日米間、および第三国との対話の機会が増加することを望んでいる。 

 

To this end, we urge the governments to prioritize the following forward looking 
public policies related to data and personal information, intellectual property, and the 
promotion of international standards and best practices related to privacy, cybersecurity, 
and technical interoperability.  

 

この目的を達成するため、両協議会は、両国政府に対して、以下の、データや個人情報、知的

財産およびに国際基準やプライバシーに関するベストプラクティス、サイバーセキュリティ、技術的相互運

用性の推進に関する前向きな公共政策に優先的に取り組むよう要請する。 
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1) Design public policies that will enable new and transformative technologies to benefit 
society broadly: 

  

1) 社会に広く裨益する革新的な技術を可能にする公共政策を策定すること 

 
The Councils recognize the potential of new technologies, including those linked to 

Artificial Intelligence (AI) and the sharing economy. We encourage the two 
governments to continue to welcome these new technologies for their potential 
economic benefits, and discourage burdensome regulations that might kill new 
technologies in their infancy. With that said, the Councils recognize that the economic 
benefits of such technologies may not necessarily be distributed evenly across society, 
and that certain technologies may affect the labor market in unintended ways.  
 

両協議会は、人工知能（ＡＩ）やシェアリング・エコノミーに関連する技術を含めて、

新しい技術の可能性を認識している。両協議会は、日米両国の政府に対して、それら

新技術がもたらす経済的利益の可能性を引き続き歓迎するよう奨励し、その初期段

階において過剰な規制を課すことにより新技術の芽を摘んでしまうことがないように求め

る。さはさりながら、両協議会は、こうしたテクノロジーは社会全体に遍く普及するとは限

らず、いくつかの技術は、予期しない方法で、労働市場を破壊する可能性があると認

識している。 

 
However, as history has shown us, technological developments have often improved 

the livelihoods of people. The Councils believe well-designed economic incentives and 
appropriate public policy can help shape a positive direction for technological change, 
helping to improve productivity, create higher levels of employment, promote and 
inclusive growth.  To this end, the Councils encourage the two governments to 1) invest 
in and develop new technologies; 2) educate and train citizens for the jobs of the future; 
and 3) carefully consider how to best empower workers during the transition to a more 
automated, digital economy.   

 

しかしながら、過去の歴史が示す通り、テクノロジーは多くの場合、人々の生活を改善してきた。両協

議会は、適切に策定された経済的インセンティブと適切な政策により、生産性を向上させ、より高い

レベルの労働と包摂的な成長を達成すというポジティブな方向に、テクノロジーの変化を導くことができ

ると確信している。この目的を達成するため、両協議会は、日米両国政府に対して、1) 新しいテクノ
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ロジーに投資し推進すること、2) 将来の職のために市民を教育・訓練すること、3) さらに自動化・デジ

タル化が進む経済への移行に際し労働者を如何にエンパワーするか注意深く検討すること、を求め

る。 

 
2) Establish a safe and secure environment for the use of data and its free movement 

across borders and avoid data localization mandates: 
 

2) データの利活用及び国境を跨る自由な移動を担保する安全かつ確実な環境の整備と、データ・ロ

ーカライゼーションの義務化の排除： 

 
Given the growing importance of cloud computing and cross border data flows, the 

U.S. and Japan should work to establish a safe and secure environment for the use of 
data that serves as a basis for corporate activity without restrictions on locality. The 
seamless exchange of data across borders and internationally harmonized rules on the 
protection of personal information will facilitate growth of the digital economy on a 
global scale. As the two governments consider approaches to address critical privacy 
and security challenges, it is essential that any such requirements are not made overly 
prescriptive or one-size-fits-all, do not create barriers to cross-border data flows, and 
avoid data localization mandates. The Councils ask that the governments be proactive 
in reinforcing the idea that privacy protection is in no way linked to the physical location 
of servers or stored data. 
 

クラウド・コンピューティングと越境データフローの重要性が増す中で、米国と日本は、データの置き

場所に何ら制約のない、企業活動の基礎となるデータの利活用のための安全で確実な環境を確立

するために協力するべきである。国境を跨るシームレスなデータ交換及び国際的に調和のとれた個人

情報保護に関するルールは、世界的な規模でデジタル経済の成長を促進する。両国政府が、決定

的に重要なプライバシーとセキュリティをめぐる課題を解決するためのアプローチを検討するにあたり、過

度に規範的な、または、画一的（one-size-fits-all）な要請を行わないこと、また、越境データフロー

への障壁を作らないこと、そしてデータ・ローカライゼーションの義務化を排除することが、必要不可欠で

ある。両協議会は、両国政府が、プライバシー保護はサーバーやデータ保管の物理的な場所とは全く

関係ないという考え方を強化することに積極的であるよう要請する。 

 
To this end, the Councils applaud the leadership demonstrated by the U.S. and Japan 

with regards to cloud computing.  We encourage the two governments to advocate that 
governments avoid requiring network or data separation for all public institutions 
utilizing cloud services, thus requiring companies to create separate intranets for these 
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institutions. This approach not only undermines the efficiencies of cloud computing, 
but makes it prohibitively expensive for companies to build the required physical 
servers in jurisdictions that cannot leverage the economies of scale of an international 
infrastructure. This will ultimately deter cloud computing technologies from becoming 
ubiquitous, and prevent the benefits of the technology from being leveraged on a global 
scale. 

 

両協議会は、日米両国がクラウド・コンピューティングに関してリーダーシップを発揮していることを称

賛する。両国政府が、政府がクラウドサービスを利用する公的機関に対してネットワークあるいはデータ

の分離を要求する結果、企業がこれらの機関のために分離したイントラネットを提供するよう求められ

るべきでないと主張するよう勧奨する。そのような要求をすることは、クラウド・コンピューティングの効率

性を低下させるだけでなく、企業が当該国内に物理的にサーバーを置くことを余儀なくされ、致命的な

コスト高をもたらし、国際的なインフラの規模の経済性を活かすことを不可能にする。このことは、結果

的にクラウド・コンピューティング技術をユビキタス（誰もが何時でもどこからでもアクセスできる）なもの

にすることを抑制し、技術がもたらす恩恵をグローバルに活用することを阻害することになる。 

 
Further, the Councils emphasize the need for a harmonized regulatory framework 

across all levels of government in both countries, and encourage frequent regulator-to-
regulator dialogues between the U.S. and Japanese governments to help achieve this 
objective. The Councils believe that contradictory and scattered regulations decrease 
business efficiencies, increase compliance costs, and ultimately impede the development 
and adoption of new technologies and the growth of the digital economy at large. The 
need for harmonization is particularly acute in the digital economy, where business 
models and data flows often fall under the mandates of multiple regulators.  
 

さらに、両協議会は、両国の国・地方政府を通じて調和した規制のフレームワークが必要であること

を強調し、これを達成するために日米規制当局間の頻繁な対話を推奨する。両協議会は、相反す

るバラバラの規制はビジネスの効率性を阻害し、法令順守コストを増加し、最終的には新しい技術の

開発・導入やデジタル経済全体の成長を妨げると考えている。ビジネスモデルやデータフローがしばしば

複数の規制当局の管轄下におかれるデジタル経済においては、調和を確保することの必要性は特に

強い。 

 
3) Promote internationally harmonized rules and best practices for the protection of 

personal information:  
 

3) 個人情報保護に関する国際的に調和のとれたルールやベスト・プラクティスの促進： 
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The Councils applaud the U.S. and Japan for their continued leadership in the 

promotion of internationally harmonized rules and best practices for the protection of 
personal information, and in particular in their continued promotion of these ideals 
through the APEC Cross Border Privacy Rules system (APEC CBPR). In the absence 
of the cutting edge rules for digital trade, privacy, and cross-border data flows agreed 
upon under the Trans Pacific Partnership, the APEC CBPR has become one of the few 
multilateral tools that U.S. and Japanese companies have to ensure competiveness in 
Asia’s dynamic marketplace.  

 

両協議会は、日本と米国が、個人情報の保護のための国際的に調和のとれたルールやベスト・プ

ラクティスの促進、とりわけ、APEC 越境プライバシールールシステム（CBPR システム）を通じたこれら

の理想の追求において引き続きリーダーシップをとっていることを高く称賛する。両協議会はまた、日本

が TPPにおいて合意されたデジタル貿易、プライバシーおよび越境データフローに関する先進的なルール

を、アジア太平洋地域というダイナミックな市場において推進するために努力を継続していることを歓

迎する。 

 
We welcome the recent discussions between APEC members and the European 

Union on interoperability between CBPR and the EU’s General Data Protection 
Regulation (GDPR).  We urge the U.S. and Japan to continue to lead in creating a future 
work plan, particularly as Japan and the EU work towards mutual adequacy decisions 
on international data transfers. There is great room for U.S.-Japan collaboration in 
spreading such rules and practices throughout the Asia-Pacific through trade 
agreements, APEC processes, and other platforms. We urge the governments to 
identify such opportunities in concert with the private sector.  
 

両協議会々は、CBPR と EU の一般データ保護規則（GDPR）との相互運用性に関する

APEC・EU 間の最近の論議を歓迎する。我々は、特に日本と EU が、国際データ移転について相互

に十分性を認めるための作業を進める中にあって、日米が将来の作業計画づくりを引き続きリードす

るよう要請する。通商協定や APECのプロセス、その他のプラットフォームを通じて、アジア太平洋地域

全体に、このようなルールやプラクティスを広めるために日米が協力する余地は大きく、両協議会は、

両国政府に対して、民間セクターと共同して、そのような機会を特定することを強く求める。 

 

Similarly, The Councils are encouraged by Japan’s continued efforts to pursue the 
cutting edge rules for digital trade, privacy, and cross-border data flows agreed upon 
under the Trans Pacific Partnership, and hopeful that Japan will continue to promote 
these high-standards on a regional and global scale.      
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4) Prioritize connectivity and the further development of digital infrastructure: 
 

4) コネクティビリティと一層のデジタルインフラ開発に優先して取り組むこと  

 
The Councils urge the two governments to continue to prioritize the development 

of digital infrastructure that will be required for future growth, and the realization of 
the benefits associated with “the 4th Industrial Revolution” or “Society 5.0”. We 
encourage the two governments to continue efforts to facilitate international payments 
and transactions and make the Internet a truly seamless commercial platform, and 
importantly to prioritize connectivity. The Councils believe the deployment of 
ultrahigh-speed Internet Protocol networks will be a critical component to the 
development of the digital economy, and importantly serve as a “backbone” to some 
of the most promising technologies of the future. 
 

 両協議会は、両国政府に対して、一層の成長を必要とするデジタルインフラの開発と、「第 4次

産業革命」あるいは「Society 5.0」の成果を実現することに優先して取り組むよう求める。我々は、両

国が国際送金や国際決済を促進し、インターネットを真にシームレスな商業プラットフォームにしそして

特に重要なのはコネクティビリティに優先的に取り組もうとする努力を継続していることに勇気づけられ

ている。両協議会は、５G ネットワークの展開がデジタル経済の発展に必要な要素であり、最も約束

された将来の技術の「背骨」となるだろう。 

 
5) Protect Intellectual Property:  

 

5) 知的財産の保護と活用： 

 
Protection and enforcement of intellectual property rights remain the foundation of 

innovation and are key to the realization of the potential of the digital economy. The 
Councils encourage regular consultation between the two governments and the private 
sectors to ensure that intellectual property protection laws and regulations adequately 
support and protect existing rights, as well as the new ideas and business models that 
will emerge from ICT technologies.  
 

知的財産の保護と執行は、引き続きイノベーションの基礎であり、デジタル経済の潜在的可能性

の発揮にあたっての鍵である。両協議会は、知的財産保護法制がＩＣＴ技術が生み出す新しいア
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イデアやビジネスモデルのみならず、既存の権利をも適切に支持・保護するようにするために、両国政

府および民間セクターが定期的に協議することを推奨する。 

 
Further, the Councils consider proper and legal usage of intellectual property 

essential for economic growth, and urge both governments to promote balanced 
policies of protection and usage of IP.  The Councils believe that security requirements 
should not mandate forced technology transfer or review of IP such as source 
code.  Such IP is business proprietary information that is essential to a company’ ability 
to innovate and remain economically competitive. These requirements are problematic 
for ICT firms that (i) are already struggling to protect their intellectual property, and (ii) 
may have licensing obligations that preclude the disclosure of such code to customers 
in other countries who would be deeply concerned about possible security issues if a 
foreign government is given access to the code. Trade-inhibiting security reviews for 
ICT products and services may not only weaken security and constitute technical 
barriers to trade as defined by the WTO, but also reduce incentives to innovate.   
 

一方で、知的財産の一層の適切で適法な活用が経済成長には必要である。両協

議会は、バランスの取れた知的財産の保護と活用を進める政策を求める。両協議会

は、セキュリティを理由に技術の移転を強制したり、ソースコードのような IPの検閲を行う

ことはあってはならないと信じる。このような要請は、 (i)IP 保護に既に苦しんでいる、(ii)

外国政府がコードへのアクセス権を持った場合にはセキュリティ上重大な懸念があると

考える他国において顧客にコードの開示を除外するライセンス上の義務を負っている、

ICT 企業にとって、問題が多い。貿易を阻害する ICT 製品・サービスへのセキュリティ検

閲は、セキュリティを弱め、WTO が定義するところの貿易に対する技術的障害を構成

するおそれがあるのみならず、イノベーションのインセンティブを減じるものである。 

 
6) Avoid country-specific regulations or requirements and develop voluntary, industry-

led, and consensus-driven standards:  
 

6) 国固有の規制・要求の排除と自主的で産業界主導の合意に基づく規格づくり： 

 
The Councils are concerned with the increase in country-specific government 

mandates relating to the digital economy – including privacy and cybersecurity 
requirements, technical standards, and interoperability.  We believe such policies hinder 
U.S. and Japanese firms’ ability to operate in external markets, limit the positive effects 
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of competition, and are a substantial obstacle to the full realization of the digital 
economy’s transformative potential. In contrast, technologies built on global standards 
combined with globally consistent regulations can boost innovation and competition, 
and will ultimately improve the lives of consumers across the globe.  
 

両協議会は、デジタル経済に関し、プライバシー、サイバーセキュリティ、技術規格及び相互運用

性などについて、国固有の義務を課すケースが増えていることに懸念を抱いている。そのような政策は、

日米の企業の海外市場における活動を阻害し、競争がもたらすプラスの効果を制限し、デジタル経

済がもたらす革新の可能性の発揮を大いに妨げるものである。反対に、グローバルに一貫性のある規

制の下でグローバルな基準に基づいて確立された技術は、イノベーションと競争を加速させ、究極的に

は世界中の消費者の生活を改善するものである。 

 
The Councils also emphasize the importance of voluntary, industry-led, and 

consensus-driven standards developed through transparent and impartial processes, 
and focused on market-driven outcomes. A competitive environment that uses 
technology neutral frameworks will allow the digital economy to be leveraged in the 
most efficient manner, and will help prevent competition policy from being used to 
achieve industrial policy goals.  

 

両協議会はまた、透明で公正な手続きを通じて形成され、市場主導型の成果に焦点をあてた、

自主的で産業界主導の合意に基づく規格の重要性を強調したい。技術中立的な枠組みを採用し

た競争的環境の下でこそ、デジタル経済は最も効率的に活用され、競争政策が産業政策上の目的

達成のために利用されることを防ぐことができる。 

 

The Councils believe that the role of government should be to 1) encourage the 
development and adoption of standards related to the digital economy and emerging 
connected technologies, 2) foster interoperability in an open and transparent manner, 
and 3) participate in the standards setting process as a convener, trusted expert, and 
major purchaser and implementer of standards, but avoid “picking winners”.  
 
7) Increase U.S.-Japan collaboration on cybersecurity in international fora:  

 

7) 国際フォーラムにおける日米協力： 

 
Given the nature of cyber threats, the Councils reaffirm their support for globally-

aligned approaches to cybersecurity that advance cybersecurity and keep pace with the 
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constant evolution of cyber threats. In international fora, the Councils encourage the 
U.S. and Japanese governments to:  

1) Promote a flexible, innovation-enabling approach to cybersecurity;  
2) Harness the convening power of government to increase public-private 

collaboration;  
3) Prioritize risk management as the basis for enhancing cybersecurity;  
4) Utilize international standards to enable the deployment of best-in-class 

approaches to cybersecurity across borders; and  
5) Embrace opportunities for international cooperation and coordination. 

 

サイバーへの脅威のグローバルな性質に鑑み、両協議会は、グローバルに足並みを揃えたサイバー

セキュリティへの取り組みを支援することを再確認する。そうすることによって、サイバーセキュリティを強

化し、常に進化するサイバーへの脅威に遅れずに対処することを可能にする。両協議会は、日米両国

の政府に対して、国際的なフォーラムにおいて、次の項目に取り組むことを推奨する。 

1) サイバーセキュリティへの柔軟でイノベーションを活用したアプローチを促進すること 

2) 多様な主体を糾合する力を高めて、官民協力を一層推進すること 

3) サイバーセキュリティ強化のための基盤となるリスクマネジメントの強化に最優先で取り組むこと 

4) 国境を越えてサイバーセキュリティを確保すべく、国際標準を活用して、最高水準の取り組みを普及さ

せること 

5) 国際協力と協調の機会を進んで活用すること 

 
7.2) Encourage cyber threat information sharing to increase cyber resilience: 
 

7.2)  サイバー攻撃耐性を高めるためにサイバー脅威情報の共有化を促進すること 

 
The Councils recognize the potential for cyber threat information sharing to increase 

cyber resilience in the U.S. and Japan, by providing advanced warning of potential 
threats and their characteristics. Given that critical infrastructure is often operated by 
private entities, it is critical that they be incorporated into information sharing initiatives. 
The Councils encourage the U.S. and Japanese governments to:  

 

1) Employ international information sharing standards and protocols;  
2) Implement sufficient liability protections for companies who share threat 

information;  
3) Provide incentives for companies to expand engagement in information sharing 

entities; and  
4) Be transparent and conservative about how information shared with government 

entities can be used by law enforcement agencies 
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両協議会は、脅威の可能性とその性質を予告し、日米両国のサイバーの強靭性を高める上でサ

イバーへの脅威に関する情報共有の重要性を認識している。重要インフラが多くの場合、民間の機関

により運営されていることに鑑み、情報共有のイニシアティブにそれら機関が加わることが極めて重要で

ある。両協議会は、日米両国政府に対して次の項目に対して取り組むことを推奨する。 

 

1) 国際的な情報共有のための規格と手順を採用すること 

2) 脅威に関する情報を共有した企業に対して責任限定のための十分な保護を提供すること 

3) 情報共有対象機関に加わるためのインセンティブを企業に提供すること 

4) 政府機関との間で共有された情報の法執行機関による使用に関して透明性を確保すると

同時に慎重を期すること 

 
 
7.3) Promote cybersecurity in the Internet of Things (IoT): 
 

7.3)  IoTにおけるサイバーセキュリティ 

 
With 20 billion connected devices estimated to be in use by 2020, the Councils 

recognize the importance of cybersecurity of such devices in preventing large scale 
attacks. Regulators should be cognizant, however, of the limitations of top-down 
regulation of IoT security and the need to avoid prescriptive solutions that hamper 
innovation. The Councils have adopted the following principles, which they encourage 
regulators to embrace:  

 

1) Promote technical compatibility and interoperability, to ensure that political 
boundaries do not become obstacles to the movement of devices, data, or IoT-
related services;  

2) Leverage international standards to promote common approaches and solutions; 
and  

3) Encourage the development of richer interactions between devices and the 
network so that machine learning and automation can be leveraged to manage at 
the endpoints more effectively 

 

2020 年までに 200 億個に達すると言われる接続機器の増加に伴い、両協議会は、大規模な

攻撃を防止する上でそれらの機器のサイバーセキュリティの重要性を認識している。同時に、規制当

局としても、IoT セキュリティに対するトップダウン型の規制の限界と、イノベーションを阻害する規範的
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な解決策を避ける必要性を認識すべきである。両協議会は、規制当局が採用すべき原則として、下

記を採択した。 

 

1) 技術的な互換性と相互運用性を促進し、国境が、機器、データもしくは IoT 関連サービスの

移動の妨げとならないようにすること 

2) 国際標準を通じて、共通のアプローチや解決策を促進すること 

3) 機器とネットワーク間の相互作用を高めることにより、機械学習や自動化を通じた末端におけ

る管理をより効率的に行えるようにすること 

 
 


