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Overview
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）関連のニュースが経済ニュースを独
占している。しかし、離脱交渉に一段と力が入り、移行期間の終了が 12 月末
となった今、Brexit に再び注目が集まっている。
以下、Brexit の動向に関する Deloitte UK のチーフエコノミストによる考察
である。



















英国は 2020 年 1 月 31 日に EU の法的枠組みを離脱し、2020 年末まで
の移行期間に入っている。移行期間中は、貿易をはじめとする取り決めの Contact us:
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り、またサービスについては最善の自由貿易協定を締結したい意向であ
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この結果は英国・EU が署名した離脱協定で予想されていたものであり、英国政府はこれは厳密には
「合意なき」離脱には当たらないとしきりに強調している。離脱協定では、新たな取決めが成立しなか
った場合の離脱初日の貿易への対処方法を説明する最低限の規定が定められている。
WTO ルールの適用は双方に混乱を生じさせ、英国－EU 間の経済関係が最も乖離した形のものとなる。
協定の妥結には双方が関心を持っており、譲歩する可能性はまだある。EU の漁業国が恐らくは現行の

















漁獲量の割当てを維持するという目標を断念する一方で、英国が現行の EU の雇用法及び環境保護法を
受け入れることはあり得る。
しかし、4 回の交渉を経て、英国－EU 間の隔たりはこれまでになく広がったようである。6 か月以内の
協定妥結が必要であることを考慮すれば、WTO のシナリオ、すなわち「内容の薄い合意」と呼ばれる
結果が非常に現実味を帯びてくる。内容の薄い合意では、特定部門の非関税障壁を軽減したり、一部の
技術基準の相互認定を認めるなどの調整を行って、関税ゼロ、割当ゼロが認められる可能性が高い。そ
れでも、現在の貿易の取決めからは大幅な後退となる。
英国に WTO ルールが再度適用されるようになれ
ば、最恵国待遇原則の拘束を受けることにな
る。この原則の下で英国と EU は、第三国に提供
する意思のないような貿易上の優遇措置を相手
国に提供することができない。最恵国待遇のル
ールの唯一の例外は、自由貿易協定を締結して
いる国同士の場合である。
WTO シナリオの下では、英国から EU への輸出
に対しては、平均 4.3％の関税が課され、特に農
産品や自動車など一部の商品はさらに高い関税
の対象となる。EU はサービスに関税を課してい
ないが、専門資格の相互承認の喪失のような非
関税障壁が貿易の負担となる。
英国は 2021 年から適用される予定の輸入関税
率表を発表した。これは英国と自由貿易協定を
締結していないすべての国に適用されることになる。貿易協定が締結されない場合、EU からの輸入品
に対してもこの関税表が適用されることになる。金額ベースで英国の輸入品の 87％は関税ゼロとなり、
対象は現在の約 80％から増加する。英国の消費者は一部の EU 輸入品の価格が上がり、EU 以外からの
輸入品の価格が下がるのを実感することとなる。
Brexit の各種シナリオが与える経済的影響を見積もろうとすることは、絶好のタイミングであっても推
測にしかならない。しかし、パンデミックが経済活動を大きく変化させる可能性が高いことから、
Brexit の影響を他の要因から抜き出すことはほぼ不可能となるだろう。通常の四半期であれば、英国経
済の成長率は約 0.4%と予想されただろう。Deloitte では、四半期の成長は、経済活動がロックダウン
の落ち込みから回復して、2020 年後半及び 2021 年前半にはこの約 10 倍になると予想する。仮に完
全なロックダウンが再導入されるとすれば、成長の見通しはより不安定になるだろう。
Brexit への対応については議論がある。経済活動を COVID 後の世界に適応させようとするのと同時に
Brexit がもたらす混乱に対処するのが最善だとする考え方がある。パンデミックを受けて、取引、移
動、移住や観光旅行が控えられたことで、Brexit により中断される活動が少なくなり、Brexit の経済的
影響は小さくなる。中央銀行や政府が実施している巨額の景気刺激策は、英国経済が Brexit による移行
を乗り切る後押しをするという。
しかし、パンデミックと Brexit による二度の打撃は、互いの影響を増幅する可能性もある。パンデミッ
クは多くの企業を疲弊させた。ソーシャルディスタンス、不確実性、通常時以下の需要、そして Brexit
に一度に対処するのは、一部の企業にとっては手に負えないかもしれない。また、Brexit 後の貿易体制
で混乱が生じる部門は、パンデミックの影響を受けた部門と一致するとは限らない。製薬部門や金融サ
ービス部門など、これまで比較的好調だった部門が混乱に巻き込まれる可能性もある。
Brexit の正念場が近づきつつある。譲歩と意思の力で、貿易協定が締結される可能性はまだある。しか
し、現状を踏まえると、WTO シナリオでの離脱の可能性が非常に現実的だと思われる。
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