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Overview
3 月 2 日に英国と EU は将来関係に関する交渉を開始した。それに先立ち双方
は交渉方針を明確にしており、特に英国は、6 月を期限に EU カナダ型の FTA
の大枠での合意を目指すとしている。
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。


2 月 25 日に EU の総務理事会で交渉権限付託が承認され、3 月 2 日から
英国との交渉が開始された。この付託では、最近の欧州委員会の主要なメ
ッセージである「公正な競争環境（level playing field）」を求めるとす
る EU の目標が確認されている。



2 月 27 日に英国が交渉方針の詳細を発表した。この文書の中で、英国
は、EU の司法制度に縛られることがなく、また、EU が直近で合意した適
切なガバナンスの枠組みの前例ともいえるカナダ型の自由貿易協定
（FTA）を目指すということが明確にされている。



英国の交渉方針の中で特筆すべきは、貿易協定締結までの新たなタイムラ
インの詳細が示されたことである。6 月までに協定の大まかな概要が取り
まとめられなかった場合、英国政府は移行期間終了後の秩序ある離脱に向
け、国内での準備に取り掛かることを検討するとしている。



Michael Gove ランカスター公領相は交渉方針公表後の下院議会におい
て、英国は Brexit 後は EU 法に従うべきではないと主張した。Gove 氏
は、英国と EU の地理的・経済的な近接性が事態を特殊なものにしている
という EU 側の主張について、いかなる FTA においても近接性は決定要因
にはならないと述べ、これを一蹴した。
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George Eustice 環境・食糧・農村地域相は全国農民組合（National
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いて追及を受けた。新たな FTA が食品輸入に関して英国の厳しい食品安
全基準に従うとする農業法案の修正について、Eustice 氏はこれを政府が
承認するかは保証できないと述べた。
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突然の大臣交代を受け先送りされるのではないかとの憶測が出ていた英国
の予算案について、Rishi Sunak 財務相は予定通り 3 月 11 日に発表する方針を明らかにした。
しかし、現在の経済面での不確実性を鑑みると、重要な決定は今年後半に先送りされ、今回の予
算規模は縮小されると見られている。



2 月 19 日に Priti Patel 内務相がポイント制に基づく新たな移民制度の詳細を発表した。新たな
制度では、移民助言委員会（Migration Advisory Committee）の提言に従い、高度な技能を有
する人材については求められる最低年収額が引き下げられる一方で、EU 市民に対する優遇措置が
撤廃される。



英国産業連盟（CBI）はこの新たな移民制度について、企業の声を反映した制度だとして大筋で
歓迎する意向を示した。ただし、申請手続きや企業が負担する費用を考慮すると、特に中小企業
にとっては利用しにくいものになる可能性があるとしている。



コロナウイルスの感染拡大が経済に及ぼす影響に対する懸念から、世界中の株式市場で株価が急
落するなか、英国の FTSE100 種総合株価指数も先週末は 11.1 パーセント安の 6,581 で取引を
終えた。これは 1 週間の下落幅としては、金融危機以降で最大である。
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