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Overview

10 月 15-16 日の欧州理事会において、英国も EU も互いに譲歩を要求し、交

渉は中断された。しかし、両者は歩み寄る姿勢を見せ、22 日に協議を再開

し、現在交渉が続いている。

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。

 欧州理事会が 15 日及び 16 日に開催され、Boris Johnson 首相は、会議

後の声明で「今回の首脳会議では、45 年間も加盟国であり続けた英国に

対し、EU はいかなる理由があろうともカナダと同等の条件を提示する気

がないことが明らかになった」として、英国はオーストラリア型の協定に

備える構えであることを示唆した。しかし、Johnson 首相は協議に完全

に背を向けたわけではなく、「アプローチの方法が抜本的に変更されるの

であれば、英国はいつでも喜んで話を聞く」とも述べていた。

 英－EU 間の第 4 回合同委員会が 19 日に開催され、英国の Michael 

Gove 内閣府担当大臣と Maroš Šefčovič 欧州委員会副委員長が出席し

た。両者は 2021 年 1 月 1 日から離脱協定を実行に移すための準備状況

について評価を行った。Šefčovič 氏は、現在協議中のすべての問題につ

いての双方合意に向けた Gove 大臣の政治的な舵取りやコミットメントを

歓迎すると述べた。

 英国政府は移行期間の終了に向けた備えの緊急性が高まっていることを強

調するべく、19 日に「Time is running out」というキャンペーンを発

表した。Alok Sharma ビジネス・エネルギー・産業戦略大臣は、「再び

独立した貿易国家となる英国の新たなスタートに確実に備えるため、企業

は今すぐ行動を開始しなければならない。移行期間の延長はなく、無駄に

できる時間はない」と述べた。

 Johnson 首相と Gove 大臣は 20 日、ビジネス界のリーダー250 人に対

し、移行期間の終了に伴う離脱に向けた備えについて語った。Johnson

首相は「この場にいるすべての人が、備えることの必要性を真剣に考える

ことが重要だ。どのようなことになっても、変化は生じるのだから」と述

べた。

 EU 側の主席交渉官である Michel Barnier 氏は 21 日、「我々は原則とし

て英国の主権を尊重する。今後数日間、双方が法的文書に基づき、歩み寄

りの精神をもって建設的に取り組むならば合意に至ることも可能だ。ただ

し時間は限られている。」とツイートし、譲歩する姿勢を示した。

 そして、22 日に、英国側の主席交渉官である David Frost 氏と Barnier

氏は協議を再開した。

 両主席交渉官は、21 日に正式な交渉に向けた指針を合意した上で、22 日

から 25 日にかけてロンドンで交渉を行った。その後、当該協議は 28 日

まで継続されることが発表された。

 英国と日本は自由貿易協定を締結した。同協定は Brexit 後の移行期間が

終了する 2021 年 1 月 1 日に発効する。
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Deloitte UK は英国企業の CFO を対象とした「The Deloitte CFO Survey Q3 2020」（以下、本サーベ

イ）を公表した1。以下は、Deloitte UK のチーフエコノミストによる、本サーベイ結果の主要事項につい

ての考察である。

 ロックダウンの解除に伴い経済活動が活発化した夏を経て、CFO はさらに厳しい状況に向けて備えてい

る。英国企業の CFO の 6 割以上が完全な回復の予想時期を後ろ倒しし、需要は 2021 年後半以降ま

で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大前の水準を下回ると回答している。感染の拡

大により生じた収益の穴を埋めるには想定よりも長い時間がかかりそうだ。

 外的な不確実性に対する実感も、依然として

感染拡大の初期に記録した 10 年ぶりの高い水

準にある。リスクアペタイトも非常に弱い。

COVID-19 は CFO の他のすべての懸念事項

を大きく上回ってしまっている。中国との緊

張の高まりや米国大統領選挙など、政治的な

不確実性が広く存在するなかで、CFO のリス

クランキングでは地政学上の懸念が第 2 位、

Brexit が第 3 位となっている。

 EU からの離脱は、協定が締結できたとしても

非常にネガティブなものと考えられている

が、COVID-19 はある意味、より巨大なリス

クである。感染拡大が今後 12 か月間の自社の

ビジネスに「重大」または「深刻な」負の影

響を及ぼすと考えている CFO は 75％いる一方で、Brexit に関してそのように考えている CFO は 25％

に満たない。

 不確実な状況のなか、設備投資や事業の拡大は後回しになっている。今後 12 か月間の投資の優先事項

は、デジタル化、オートメーション化、合理化といったビジネストランスフォーメーションである。感

染の拡大が組織構造の改革や経営の在り方に変革的な影響を及ぼした可能性がある。

 2020 年 7～9 月期の CFO サーベイの結果は、経済活動の制限強化と相まって、Deloitte の 2020 年お

よび 2021 年の英国 GDP 成長率予測の引下げを促すものである。ロックダウン解除後のリバウンドは

弱まりつつある。GDP 成長率の前月比は 6 月の 9.1％および 7 月の 6.4％から、8 月は 2.1％にまで減

速した。政府による景気刺激策の縮小や、倒産企業の増加、失業、Brexit、厳格なソーシャル・ディス

タンスの要請といった逆風は、2020 年の残り 3 か月間の経済活動を妨げるだろう。Deloitte では、

2020 年 7～9 月期の GDP 成長率は 15.3％と大きく反発するものの、同 10～12 月期の成長率はわず

か 1.0％に減速すると予測している。また、2020 年通年の GDP 成長率の予測は、マイナス 10.1％か

らマイナス 10.6％に下方修正されている。

 感染拡大に伴う制限が緩和され、天候にも恵まれ、ワクチンの試験結果が向上し、少なくとも社会的弱

者に対するワクチン接種が可能にならない限りは、2021 年 1～3 月期も経済の回復は弱い状態が続く

だろう。Deloitte では、2021 年の GDP 成長率の通年予測を 7.5％から 6.0％に引き下げているが、こ

れは通常の基準からすれば楽観的な数字である。英国の GDP は 2021 年末でも感染症拡大以前の水準

を下回る可能性がある。

1 「The Deloitte CFO Survey Q3 2020」は下記のリンク先より参照可能

http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/deloitte-cfo-survey.html
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