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Overview
新型コロナウイルスが世界中に広がる中、英国・EU の将来関係をめぐる交渉
も停滞しており、英国政府に対して移行期間延長を求める声が高まっている。
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。


今週、英国の EU 離脱後の貿易協定をめぐる協議が行われるが、英国の
Boris Johnson 首相と EU 側の Michel Barnier 主席交渉官は新型コロナ
ウイルスに感染していることが明らかになっている。さらに、英国側の主
席交渉官である David Frost 氏も新型コロナウイルス感染症の軽微な兆候
が見られたことから、自主的に隔離措置を講じている。



欧州委員会は、新型コロナウイルスのパンデミックを受けた英国の中小企
業支援策を、EU の国家補助規制を遵守しているとして承認した。移行期
間中は引き続きすべての EU 法が英国にも適用され、今回の感染症に対応
するための一時的な措置についても例外ではない。



英国 Chloe Smith 内閣府担当閣外大臣の声明文によると、英国議会の議
員数を 650 人から 600 人に削減するという計画は破棄される。その理由
として同閣外大臣は、EU 離脱により英国が主権を取り戻し政治的・経済
的独立が回復することに伴い、議会の作業量が増えることを挙げている。



英国の貨物輸送協会（FTA）と道路輸送協会（RHA）は英国政府に対し、
新型コロナウイルスのパンデミックに伴い移行期間を延長するよう求めて
いる。RHA の Richard Burnet 会長は Michael Gove 内閣府担当大臣宛
ての書簡の中で、現在は新たな貿易協定の交渉・合意・管理ができる状態
ではないとしている。
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英国の Charles Hay 在マレーシア高等弁務官はマレーシア経済紙の
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での貿易・投資を後押しするべく、同国との合同委員会の設置を目指すと
述べた。同弁務官は、Brexit が現実となったため、これまで EU を海外進
出のための足掛かりと考えてきたであろう英国企業が視野を広げることを
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希望しているとも述べた。


Greg Hands 国際貿易閣外大臣は、英米間の貿易協議に関連して、両国政府は包括的な自由貿易
協定の交渉に全力でコミットしていると述べた。また、新型コロナウイルスの感染拡大が続く
中、両国ともに現状を考慮し、公衆衛生に配慮した交渉方法を検討しているとも述べた。
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