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Overview 

英国の EU離脱に伴い通商交渉が開始され、英国・EUの双方において貿易協

定や金融サービスの同等性評価等に関する発言が行われた。また、移行期間後

には英 EU間で通関手続が必要となるおそれも示唆されており、企業は対応を

迫られる可能性がある。 

 

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。 

 

 Boris Johnson首相は Greenwichにおいて、EU離脱後初めてとなる演

説を行った。この中で首相は、英国は EU-カナダ型のような包括的な自由

貿易協定を望んでいるとしたうえで、「世界の自由貿易の旗手」としての

英国の地位を取り戻すと述べた。 

 一方、EU側では、欧州委員会が欧州理事会に対し、英国との新たなパー

トナーシップを巡る交渉に関する勧告を示した。欧州委員会の「英国との

関係に関するタスクフォース（UKTF）」の Michel Barnier首席交渉官は

この方針について、EUは一定の条件の下で幅広い分野を網羅する非常に

野心的な貿易協定を提示する用意があると述べた。 

 Michael Goveランカスター公領相は、移行期間の終了後は EUとの間で

通関手続が発生する可能性があることを認めている。Gove氏は貿易摩擦

の拡大は避けられないとして、企業は大規模な変化に備えるべきだと明言

した。 

 報道によると、英国政府は EUに対し、金融サービス部門について恒久的

な同等性評価を求める可能性がある。欧州委員会の Barnier首席交渉官は

欧州議会において、金融サービスについて現在の全般的かつ無制限な同等

性を認めることはないと述べた。 

 英国政府は関税に加え、自由港についての審議も開始した。政府としては

自由港を「英国経済の成長のための国家的なハブ」とすることで、地域社

会の再生と雇用創出を促したいと考えている。 

 欧州議会は先週、今後の英国との貿易交渉における優先事項を示した決議

を可決した。この中には、さまざまな分野において同等の基準を確保する

ために、公正な競争環境（level playing field）を求めていくことも含ま 

れている。同決議では、EUの漁業従事者の英国海域へのアクセスの継続が 

最優先事項とされている。 
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 この決議ではさらに、将来的に英国が EU規則に従わなくなった場合に EUの単一市場の完全性

を守るため、セーフガード条項についても交渉すべきだとされている。 

 大規模な内閣改造に伴い、Johnson首相から補佐官チームの解任を求められた英国の Sajid 

Javid財務相はこれを拒否し、大臣を辞任した。 

 後任の財務大臣に Rishi Sunak氏が起用されたことを受け、次期予算案には積極的な財政政策が

盛り込まれるとの市場の期待からポンドは持ち直した。 

 相次ぐ経済指標の不振を受け、ユーロは 2月 12日に 2017年以降でもっとも低い水準にまで下

落した。 

 アイルランド下院の総選挙では、ナショナリスト政党であるシン・フェイン党が大きく躍進した

ことから、議会はハングパーラメントとなった。 
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