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「古き良き日」の規制 (I)「古き良き日」の規制 (I)

規制 純粋• 規制は純粋に国内の問題

• 命令と統制（Command-and-control）方式の規制は命令と統制（Command and control）方式の規制は
分かりやすく予測可能

政府は 政府の課題 優先度 タイムテ ブルに• 政府は、政府の課題、優先度、タイムテーブルに
従って規制を発出

• 高い遵守度



「古き良き日」の規制 (II)「古き良き日」の規制 (II)

• 結果

規制が複雑化し 確実さに関して妥協が行われた規制が複雑化し、確実さに関して妥協が行われた

貿易やイノベーションは、規制をすぐに時代遅れに
したした

ビジネス界は、規制の潮流を予期できなくなり、声をジ 界 、規制 潮流を予期 なくなり、声を
上げなくなった

市民が意見をいう権利が奪われた市民が意見をいう権利が奪われた

形式主義！ 規制遵守の問題、汚職への道



問題に対する OECD 諸国の対応 (I)問題に対する OECD 諸国の対応 (I)

• 証拠に基づく規制、業績に基づく規制、ユーザー
重視の規制

• 分かりやすい法案作成、アクセシビリティのための分かりやすい法案作成、アクセシビリティのための
ルール、規制のカレンダー

• インパクト分析 相談 オープンな政府 マルチレ• インパクト分析、相談、オープンな政府、マルチレ
ベルの一貫性



問題に対する OECD 諸国の対応 (II)問題に対する OECD 諸国の対応 (II)

• 行政の簡素化、リスクに基づくコンプライアンスと執
行 整合性に関する政策行、整合性に関する政策

• 公的行政の内部のカルチャーを変える！



しかし、新興諸国のほとんどは、 10～しかし、新興諸国のほとんどは、 10
20年昔のOECD 諸国の状況と同じ (I)

• 規制の複雑さ – 規制が問題を解決するのではなく、
問題を作り出している！問題を作り出している！

• 明確な規制政策がない

イ パクト分析がな• インパクト分析がない

• 事前に意見を聞く仕組みが限定的、アドホックで裁
量的なルール作り、規制の取り合い

• 非関税障壁、国有企業による限られた競争非関税障壁、国有企業による限られた競争

• 形式主義！重い行政負担

実効性のない不服申立プロセス 司法の独立の欠• 実効性のない不服申立プロセス、司法の独立の欠
如



しかし、新興諸国のほとんどは、 10～しかし、新興諸国のほとんどは、 10
20年昔のOECD 諸国の状況と同じ (II)

• なぜそうなのか？

政治的な優先順位が低い

成長が急速に進む中 改革が先送りされた成長が急速に進む中、改革が先送りされた

キャパシティの低さ、公的行政の報酬の低さ

改革を提 する有権者 欠如改革を提唱する有権者の欠如

「周りの国もやってない」



開発に向けたガバナンスの挑戦開発に向けたガバナンスの挑戦

都 沌 貧 定 も 頼• 都市化：混沌？ 貧困層のチャンスを限定するもの？ 信頼
できないインフラ？

• より若く、より高い教育を受けた人々の雇用：慢性的な失業、
不満？ 人口流出？

• より多くの、よりよいサービス需要に応えること：富裕層と貧
困層のための2つの基準？ 不適切な対象範囲？

• リスクの減少とリスク管理：大災害時の人命・資産の損失？
国に対する不信？ リソースの分配ミス？

• 市場に対するルール： 汚職？ 一方的な意思決定？ 知ら
んぷり？



ベトナム インドネシア (I)ベトナム、インドネシア (I)

ベトナムにおける行政の簡素化：ベトナム経済の
競争力を後押し

•OECD が発見したこと？
総理大臣と行政府担当大臣（ Minister of the Office of Government ）

による強いリーダーシップ

総合的なアプローチ、意見聴取におけるインターネットの使用、全ての政
府レベル府レベル

全ての規制を対象とした始めての統合データベース – 5,700 の行政手
続、9,000 を超える規制文書、100,000 を超える行政手続の書類フォーム

削減目標は 30%



ベトナム インドネシア (II)ベトナム、インドネシア (II)

特別なタ ク特別なタスクフォース

ステークホルダーの積極的な関与、行政手続改革アドバイザ
リー会議リ 会議

法律のインパクト評価に関する法律

実行：命令、および国会の法律による

• 得られたベネフィット：
以前は 全 企業は付加価値税（ )を毎月報告し た以前は、全ての企業は付加価値税（VAT)を毎月報告していた
が、今は、中小企業（ SMEs）は３ヶ月に一回ですむ

土地利用権に関する公証義務は廃止される予定地利用権に関する公証義務は廃 される予定

一度許可が与えられたら、建設着工のための期間の延長申請
は不要



ベトナム インドネシア (III)ベトナム、インドネシア (III)

次 段階• 次の段階：

全ての法規範に関する文書のオンライン化

負担 計測 拡大負担の計測の拡大

ワンストップショップ（one-stop-shops）の改善

全体的な規制改革戦略の採用全体的な規制改革戦略の採用

インパクト分析のためのキャパシティビルディング

官民パートナーシップのための法令の適切な枠組み

指標と計測

アドバイザリー会議を、規制改革の戦略的な全体構想を持つ恒久組織と
することすること



ベトナム インドネシア (IV)ベトナム、インドネシア (IV)

規制改革 ビ を ド 実施中• OECD 規制改革レビューをインドネシアで実施中

• ASEAN の政治対話• ASEAN の政治対話

• APEC と OECD の協力



日本にとってのチャンス (I)日本にとってのチャンス ( )

新興諸国が規制 ガバ を改善すれば 諸国• 新興諸国が規制のガバナンスを改善すれば、OECD 諸国
はメリットを受ける

確実性 分かりやすさ より大きな予測 能性 引 減少確実性、分かりやすさ – より大きな予測可能性、取引コストの減少

より高い水準の整合性…
ビジネス投資のリスクを減少させ 現地のビジネス文化を改善させる… ビジネス投資のリスクを減少させ、現地のビジネス文化を改善させる

よりよい成長、より高い生産性は、所得を高め、より高付加価値の物品
サービスの市場を拡大する



日本にとってのチャンス (II)
• 新興諸国のメリット

インフラに対する国内市場インフラに対する国内市場

官民パートナーシップ

「南－南（South-South）」貿易 – 途上国から途上国への輸出が世界貿
易に占める割合は1990年の 7.8% から2008年には 19% に増加

• 課題

非関税障壁 水準と調和非関税障壁、水準と調和

インフラに対する投資

信頼と透明性信頼と透明性

• 日本 – デモンストレーション効果

イノベーション、基準の宝庫

インフラと都市化

公共の利益を守る高水準の安全性
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Regulation in the « good old days » g g y
(I)

• Regulation is a purely domestic matter

• Command-and-control regulations are clear and 
predictable

• Governments issue regulations according to 
governmental agendas, priorities and timetables

• Compliance is high



Regulation in the « good old days » 
(II)

• The results
Regulations became complex; certainty was compromised

Trade, innovation made regulations quickly obsolete

Business could not anticipate the flow of regulations, and had no 
ivoice

Citizens were dis-enfranchised

fRed tape! And problems of compliance, leading to corruption



OECD countries are addressing the 
problem (I)

• Evidence-based, performance-vabased regulation
User-focused regulation

• Rules for clear law-drafting accessibilityRules for clear law drafting, accessibility
Regulatory calendars

• Impact analysis
Consultation, open government
Multi-level coherence



OECD countries are addressing the 
problem (II)

• Administrative simplification
Risk-based compliance and enforcementRisk based compliance and enforcement
Integrity policies

• A cultural change in public administration!



But most emerging economies are 
h OECD t i 10 20where OECD countries were 10-20 

years ago (I)y g ( )
• Regulatory complexity – rules that do not solve 

problems but create them!p
• No explicit regulatory policy
• No impact analysisNo impact analysis
• Limited consultation, ad-hoc, discretionary rule-making, 

regulatory captureg y p
• Non-tariff barriers, competition limited by state-owned 

enterprises
• Red tape! Heavy administrative burdens
• Ineffective appeals process, lack of judicial 

independence



But most emerging economies are 
O Cwhere OECD countries were 10-20 

years ago (II)y g ( )
• Why? 

Low political priority
Reform postponed while growth remains rapid
Low capacity pay in public administrationLow capacity, pay in public administration
Lack of constituency advocating reform
« Our neighbours are not reforming »g g



The governance challenges for 
development

• Urbanisation: chaotic? Limited opportunity for the poor? 
Unreliable infrastructure?

• Employment for a younger, better educated population: 
chronic unemployment; disaffection? Emigration?

• Meeting demand for more and better services: two 
standards for the rich and poor? Inadequate coverage?

• Risk reduction and risk management: loss of life and 
property in catastrophes? Mistrust of the state? 
Mi ll ti f ?Misallocation of resources?

• Rules for markets: corruption? Arbitrary decision-
ki ? I diff ?making? Indifference?



Vietnam Indonesia (I)Vietnam, Indonesia (I)

Administrative Simplification in Viet Nam: Supporting the 
Competitiveness of the Vietnamese Economy

• What did OECD find?
Strong leadership by the Prime Minister, and by the Minister
of the Office of Governmentof the Office of Government
Comprehensive approach, use of internet for consultation, 
all levels of government
First unified database of all regulations – 5,700 
administrative procedures, over 9,000 regulating
documents over 100 000 administrative proceduredocuments, over 100,000 administrative procedure
inventory forms
A target of 30% to cut in number



Vietnam Indonesia (II)Vietnam, Indonesia (II)

S i l T k FSpecial Task Force
Active involvement of stakeholders, Advisory Council of 
Administrative Procedures Reform
Law on Laws, for impact assessment
Action: by decree, by acts of the National Assembly

• Benefits:
I h ll fi d l VAT h h SMEIn the past, all firms declare VAT each month; now SMEs 
declare every 3 months
Mandatory notarisation of land use rights related to y g
contracts will be abolished
No need to ask to extend the period for a construction start-
up once permission is grantedup once permission is granted



Vietnam Indonesia (III)Vietnam, Indonesia (III)

• Next steps:
Put all legal normative documents on line
Expand measurement of burdens
Improve one-stop-shops
Adopt an overall regulatory reform strategyAdopt an overall regulatory reform strategy
Capacity building for impact analysis
Suitable legal framework for PPPs
Indicators and measurement
Make Advisory Council into permanent Agency, with a 
strategic overview of regulatory reformstrategic overview of regulatory reform



Vietnam Indonesia (IV)Vietnam, Indonesia (IV)

• OECD regulatory reform review of Indonesia is now 
underway

• ASEAN policy dialogue
APEC-OECD co-operation



The opportunities for Japan (I)pp p ( )

• OECD countries benefit when emerging economies 
improve regulatory governance
Certainty, clarity – greater predictability, reduced transaction costs
Higer standards of integrity…

reduce risk to business investment improve local business… reduce risk to business investment, improve local business 
culture

Better growth and productivity lifts incomes, expands markets for g p y p
higher-value goods and services



The opportunities for Japan (II)
• Emerging economies benefit

D ti k t f i f t tDomestic markets for infrastruccture
Public-private partnerships
« South-South » trade – Exports from developing countries to other p p g
developing countries increased from 7.8% of world trade in 1990 to 
19% in 2008

• IssuesIssues
Non-tarriff barriers, standards and harmonisation
Investment for infrastructure
Trust and transparency

• Japan – demonstration effectsp
Source of innovation, standards
Infrastructure and urbanisation
High standards of safety, protecting the public interest


