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Overview

離脱協定法案は、下院が上院の修正案を全て否決し、上院がこれを受け入れ、

英国議会を通過した。そして、23 日にエリザベス⼥王の裁可を経て成⽴し

た。欧州議会の離脱協定の採決を受け、英国は 31 日に EU から離脱する予定

である。

Brexit、欧州の政治および経済に関する主な動きは以下の通りである。

 離脱協定法案は、22 日に上院が 5 つの修正動議を提出し下院に戻された

が、下院は当該修正案を全て否決した。その後、法案は上院で可決され、

⼥王の裁可を経て離脱協定法となった。

 離脱協定は欧州委員会でも署名された。今週、欧州議会で採決が⾏われ、

英国はこの協定をもって 31 日に EU から離脱する予定である。

 スコットランド、北アイルランド、ウェールズの英国の三つの⾃治政府

は、離脱協定法案に対する合意を保留する決定を下した。Stephen 

Barclay EU 離脱担当相は各⾃治政府に宛てた書簡の中で、⾃治政府の合

意なしで法案を推し進める理由として、Brexit は⼀度きりの、例外的なも

のであることを強調した。

 英国の Sajid Javid 財務相は、離脱後は英国の規則を EU 規則に合わせる

ことはないとした先の⾃⾝の発⾔にビジネス界が懸念を⽰したことを受

け、EU 規則からの離脱を目的としているわけではないと述べた。

 欧州委員会の Ursula von de Leyen 委員⻑は、英国が Brexit 後に EU 規

則から離脱することを選択するのであれば、EU の単⼀市場への英国のア

クセスはさらに遠のくと述べた。

 EU 側の首席交渉官である Michel Barnier 氏は、EU は英国との次の交渉

段階に向け、交渉権限付託の策定を進めているとツイートした。欧州委員

会は英国との将来の関係を検討するセミナーのために 35 の文書1を公表し

ている。

 2019 年 9〜11 月期の英国の雇用は、収益の伸びが引き続き堅調であった

ことから、予想を上回る 20 万 8000 人の雇用者数の増加となった。

1欧州委員会公表の文章「Negotiating documents on Article 50 negotiations with the United Kingdom」

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-
kingdom_en?field_publication_type_tid_i18n=452&field_core_tags_tid_i18n=351
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 影響⼒のあるドイツ欧州経済センター（ZEW）の調査によると、ドイツ経済に対する投資マイン

ドはこの 6 年間で最高の⽔準に達した。

 欧州中央銀⾏（ECB）は政策⾦利を据え置くとともに、⾦融政策の⾒直しを発表した。
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