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Overview
欧州委員会は、Brexit 後の英国との自由貿易協定案についての EU 内部での予
備的議論の内容を公表し、英国の求める関税ゼロ・関税割当なしは、EU の規
則に準ずる公平な競争環境（Level Playing Field）と英国の漁業海域へのア
クセスの維持に基づくものであるとの意⾒を⽰した。
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。


欧州委員会は先週、英国の EU 離脱後に交渉が開始される、英国との自由
貿易協定の形に関する予備的な議論を公表した。



この文書では、「関税ゼロ・関税割当なし」と「公平な競争環境（Level
Playing Field）」は強い関連性を有するとされている。アイルランドの
Leo Varadkar 首相はこの関連性をさらに強調し、英国が EU の規則から
乖離してしまうことのないよう「公平な競争環境 (Level Playing
Field)」を求めた。



さらにこの文書では、英国の漁業海域への EU によるアクセス継続が自由
貿易協定の前提となるとされている。



英国の欧州議会議員は、EU 離脱前最後となる欧州議会本会議に出席し
た。



英国の Sajid Javid 財務相は、EU 規則からの離脱に向けて取り組むもの
とみられる。しかし、EU 側は先に、緊密な自由貿易協定のためには EU
規則の遵守が必要であると明言している。



英国産業連盟（CBI）は、「EU 規則との連動は英国の雇⽤や競争⼒を⽀
えるものである」として警告を発した。
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党は上院では過半数を占めていない。上院が求める修正は、来週下院に戻
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ドイツの Angela Merkel 首相は Financial Times 紙のインタビューのな
かで、Brexit は「EU を目覚めさせるもの」であり、EU は「魅⼒、革新
⼒、創造⼒」を⾼めることで、この事態に対応しなければならないと述べ
た。
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離脱協定法案（WAB）は現在上院で審議が⾏われているが、与党・保守
され検討される。



Contact us:

アイルランドの Leo Varadkar 首相は、2 月初旬の総選挙実施を表明し
た。
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フランスにおいて、極右派の Marine Le Pen 氏は、2022 年のフランス⼤統領選挙に再び出⾺す
る意向を⽰した。



英国の 2019 年 9〜11 月期の国内総生産（GDP）の伸び率は、サービス部⾨と製造部⾨の不振か
ら前四半期比 0.1％増（前年比 0.9％増）にとどまった。



低い GDP 伸び率と物価上昇率を受け、イングランド銀⾏が急遽利下げに踏み切るとの⾒通しが強
まったことから、ポンドは一時 1.30 ドルを下回った。



ドイツの 2019 年の GDP 伸び率は、貿易摩擦と世界的な自動⾞産業の低迷から前年比 0.6％増に
鈍化した。
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