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Overview

英国と EU との将来関係を巡る 7 回目の協議が先週行われた。しかし依然とし

て目立った進展はなく、EU の主席交渉官は FTA の年内合意の可能性は低いと

述べている。

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。

 英国側の主席交渉官である David Frost 氏と EU 側の主席交渉官である

Michel Barnier 氏は、先週ブリュッセルで第 7 回目となる協議を行っ

た。

 Frost 氏は協議終了後の声明のなかで、進展はほとんどなかったとしたう

えで、主な不一致の分野は公正な競争環境（level playing field）と漁業

であると指摘した。

 また、Barnier 氏は今回の協議について、「前進しているというより、む

しろ後退していると感じることが多かった」と述べた。Barnier 氏は会見

の最後に、「残り時間はあとわずか」であるとしたうえで、現段階で合意

に至ることができる可能性は低いと述べた。

 EU は、将来の貿易協定における運輸分野の構想に関する法的文書の草案

を公表した。この草案では、規則や要件の標準化といった協定における公

正な競争環境の要素が重視されているものの、英国と合意しうる市場アク

セスの水準は明確に示されていない。英国運輸協会（UK Road Haulage 

Association）はこの EU の草案について、短絡的であり、十分な市場ア

クセスを認めるものではないと批判した。

 英国政府は北アイルランド議定書（Northern Ireland Protocol）の詳細

を発表した。この政策文書は、北アイルランドの企業による英国の全市場

への自由なアクセスを規定する法律を制定する意図を確認するものであ

る。また、あらゆる貿易業者が無償で利用できる新たな Trader Support 

Service（TSS）の詳細が含まれているほか、グレートブリテン島から北

アイルランドへの食品・農産品の輸入に関する新たな手続きについても言

及されている。

 英国政府はまた、北アイルランドに対し 6 億 5,000 万ポンドの投資を行

うことを発表した。これには TSS のための 2 億ポンドのほか、手続きの

デジタル化・合理化に向けた新たな技術の開発のための 1 億 5,500 万ポ

ンドが含まれている。

 協議中の日英通商協定に関しては、茂木敏充外務大臣の訪英中の妥結が期

待されていたものの、実現はしなかった。英国の Liz Truss 国際貿易相は

茂木大臣の訪英後、「8 月末までに公式な大筋合意を目指すという方針を

共有できた」とツイートした。

 英米間の第 3 回目となる貿易協議も終了した。次回の協議は 9 月初旬に行

われる見通しで、それまでに両国は市場アクセスに関して初めて互いの提

案を示すものとみられている。

 Creative Europe、Horizon、Euratom といったさまざまな EU の資金助

成制度について、英国企業が助成を受けるための最新の詳細情報が公表さ

れた。英国政府によると、制度によっては英－EU 間の協議の結果にかか

わらず、2021 年も引き続き英国からの申請を受け付けるものがある。

 英国の保健・公的介護省は製薬会社に対し、移行期間の終了に向け、6 週間分の医薬品を備蓄するよう

書面による勧告を行っている。また、輸送の経路についても、混乱が予想されるイギリス海峡ルートか

ら別ルートに切り替え可能にしておくことが推奨されている。
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 ドイツの Berlin Social Science Center が発表した論文によると、Brexit に関する国民投票以降、英

国から EU へ移住した人の数は 30％以上増加している。さらに、英国からドイツに移住した 46 人にイ

ンタビューを行い、そのおよそ 65％は収入が減少すること、または無職となることを覚悟したうえで移

住に踏み切っていたと述べている。

Deloitte では以下の Webinar を予定しております。また情報提供サイトもご利用ください。

 Brexit Webinar – Trade Negotiations Update
内容：英-EU 間の貿易交渉に関する最新情報の解説

日時：9 月 15 日（火）BST 午前 11 時

登録リンク：参加登録

 Brexit Webinar – Tax Readiness 
内容：2021 年 1 月 1 日からの税務上の変更点や検討事項に関する解説

日時：9 月 17 日（木）BST 午前 12 時

登録リンク：参加登録

 Brexit Pulse Alerts - Respond to the business impacts of Brexit 
Deloitte の Brexit Pulse Alerts website より、Brexit によるビジネスへの影響について、5 つの領域

（Supply chain, Immigration, Legal and regulation, Trade and market access, Tax and 

finance）に関する実用的なインサイトを提供します。
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