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Overview

英国と EU との将来関係を巡る協議は、交渉期限の延期を繰り返しつつ継続さ

れている。12 月に入り、貿易協定の合意に至るか否か、決断の時が迫ってい

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。

 今週も英－EU 間の対面での通商協議が引き続き行われている。EU 側の主

席交渉官である Michel Barnier 氏は 11 月 27 日、ツイッターに「英国と

の通商協議を続けるため、今晩ロンドンに向かう」と投稿した。Barnier

氏はロンドン到着前、加盟国及び欧州議会に向けた説明の中で、「依然と

して重大な隔たりが残っている」と述べた。

 Brexit 後の英国と EU の関係について対面での交渉が再開されたことを受

け、英国の Dominic Raab 外相は「実質的な交渉の最終盤に突入してい

る」と述べた。

 欧州委員会の Ursula von der Leyen 委員長は 11 月 25 日のツイート

で、英－EU 間の協議について、「今後数日間が決定的なものになる。こ

れまでに進展はあったが、現時点では最終的な合意に至ることができると

は言えない」と述べた。同委員長は、双方とも合意を望んでいるとした上

で、「EU 加盟国であること」と「単なる価値あるパートナー国であるこ

と」の間には明確な違いがあると述べた。

 カナダは英国との取引に関して移行期間の終了後も現行のカナダ－EU 間

の貿易協定を引き続き適用し、新たな協定については 2021 年に協議を開

始することで合意した。英国の Liz Truss 国際貿易大臣は今回の合意につ

いて、200 億ポンド相当の貿易と数千人の雇用を確保するものだとして、

「ビジネスチャンスを創出し、両国の人々の生活を向上させるよう、さら

に野心的な協定を来年新たに締結できることを英国は楽しみにしている」

と述べた。

 英国の新たな漁業法が 11 月 24 日に成立した。これは英国の漁業海域に

ついて、英国に完全な管轄権を与えるものであり、現在認められている

EU 漁船の自動アクセス権は停止される。英国の George Eustice 環境大

臣は、「本漁業法は、英国が国際社会において主導的で責任ある、独立し

た沿岸国家であり続けるという意図を明確にするものだ」と述べた。

 海外から英国への投資を呼び込むべく、英国政府は 11 月初旬に新たに投

資局（Office for Investment）を立ち上げた。同局は、純排出ゼロ

（Net Zero）の達成をはじめとする英国政府の優先事項に沿った投資プ

ロジェクトの誘致を図る。Truss 国際貿易大臣は、「投資局の働きによ

り、英国は今後、テクノロジー、サービス、先進製造、クリーン成長とい

った分野において世界をリードする国という評価を得ることになるだろ

う」と述べた。

 Boris Johnson 英首相は、Joe Biden 次期米大統領と電話会談を行った。

両者は両国の長く緊密な関係について話し合い、通商等の分野において今

後もこのような関係を築いていくことを約束した。

 英国政府と財務報告評議会（FRC）は会計・監査事務所向けに、移行期間

終了後に生じる報告フレームワークの変更点について説明する文書1を公表した。

1 GOV. UK - UK accounting and audit framework from 1 January 2021
https://www.gov.uk/government/publications/uk-accounting-and-audit-framework-from-1-january-2021
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