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 丸紅欧州会社 

 国際調査チーム 松原 弘行  

Brexit 最近の動き 

～ 英ジョンソン新首相が修正案を提示、EU27 側も検討中 

メディア等が伝えるとおり、英国ではジョンソン首相の誕生後、議会がいったん 5 週間にわたる

休会となりながら、最高裁の判決によって休会が撤回され、下院で激しいやりとりが行なわれる

等、急な動きが続いている。17-18 日にはブリュッセルで Brexit 対応を議論する欧州理事会が開催

されるところだ。 

日々の細かな動きを書いてもすぐに陳腐化してしまうところだが、なるべく大局的な観点から本

質的な点に絞り、最近の動きをお伝えしてみたい。 

１． 7 月からの英国政治の主な動き 

➢ メイ前首相の辞任に伴う保守党の党首選挙で、

約 2/3 の保守党員の支持を得てジョンソン氏が

党首に選出、7 月 24 日に英国首相に就任した。

同氏は勝利演説でも「10 月 31 日に EU から離

脱する」と明言した。党首選挙中の公開討論会

等で、Brexit に対しては強硬姿勢を打ち出した

方が党員のウケがよかったことから、選挙戦が

進むに連れて、保守党全体が強硬離脱を辞さな

い方向にシフトして行ったように見える。 

➢ メイ前政権下では強行離脱派の最右翼であったジョンソン氏が首相に就任したことにより、

下院議員らが、首相の「合意なき離脱」への盲進を阻止するための動きに出た。英シンクタ

ンク Institute for Government も、英国が 10 月 31 日に EU との合意に基づく離脱を達成で

きる可能性は低いとした上で、英国政府が「合意なき離脱」を目指すとした場合に、その阻

止のために英国議員が講じることのできる手段は限られていることに警鐘を鳴らしていた。 

例えば、内閣不信任案を可決しても新政権樹立前の選挙期間中に 10 月末を迎えてしまえば、

自動的に「合意なき離脱」となる。そこで英国議会は、首相が議会を閉会させて「合意なき

離脱」に陥らせることを難しくするための措置をまずは可決した。また、10 月 31 日以前に

総選挙を実施する時間的猶予がないことから、総選挙実施に向けた挙国一致内閣（選挙管理

内閣）を樹立し、EU 側にリスボン条約第 50 条の発動延期を申し入れることを検討した。

具体的には、野党第 1 党のコービン党首が他の野党に書簡を送り、夏休み明けの議会再開後

に不信任案を提出し、同氏を首相に据えた暫定政府を樹立するする計画を提案したが、他党

の支持は得られなかった。 

➢ ジョンソン 首相は、そうした議会の動きによって EU27 か国側との交渉姿勢が制約される

のを嫌ったのか、9 月にもともと予定されていた議会休会期間を 9 月 10 日から 10 月半ばま

での 5 週間という長期間とすることをエリザベス女王に進言し、それを実現した。 

➢ 9 月 3 日にいったん再開された議会では、首相の独走により 10 月 31 日に「合意なき離脱」

することを阻止するべく、「10 月 19 日までに離脱協定案を EU と合意できなかった場合、

または『合意なき離脱』してもよいとの議会承認を得ることができなかった場合には、英国

議会所定の内容のレターで 2020 年 1 月 31 日への離脱期限の延期を EU 27 か国側に要請す

ることを義務付ける」法案を可決した。これに対して、ジョンソン首相は、「『合意なき離

本日になってもジョンソン氏の Tweet の 

トーンは変わっていない。 

Boris Johnson @BorisJohnson 

It’s time to #GetBrexitDone #LeaveOct31st  

（以下の文面は実際には動画のテロップ） 

We’re preparing to leave the EU on 31 
October 
We’re seeking a new partnership with the EU 
based on free trade and friendly cooperation 
And we’ll create an Australian style ‘point-

based’ immigration system  

https://twitter.com/BorisJohnson
https://twitter.com/hashtag/GetBrexitDone?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LeaveOct31st?src=hashtag_click
https://twitter.com/i/status/1184065029404008448
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脱』の交渉カードを封じる動きは EU に協力する『Surrender（降伏法案）』だ」として議

会を激しい言葉で非難した。ジョンソン 首相は、「EU に対し離脱の延期を求めるよりは

『野垂れ死にしたほうがましだ』」とまで述べ、解散総選挙を 2 度提案したが、いずれも必

要な賛成（議員の 2/3）を得られず否決された。この採決において造反した 21 人の保守党

議員は党を除名処分となった。この他、議会は政府に対し、合意なき離脱となった場合のシ

ナリオを示した文書「オペレーション・イエローハンマー」の公開を求める法案を可決、 

9 月 11 日に英国政府は当該文書1を公表する、等の慌しい政治の動きが短期間のうちにあっ

たが、議会はジョンソン首相の意向どおり閉会期間に入った。 

➢ こうして 9 月 10 日に閉会された議会の再開は 10 月 14 日の予定であったが、9 月 24 日に

英国最高裁判所が首相による議会の長期閉会は Unlawful であるとの判決を下し、議会は翌

25 日に再開された。しかし、近日中に総選挙が行なわれるのがほぼ確実の中、国会論戦は

議論というより、公開政党討論会の様相を呈し、激しい言葉での非難合戦ばかりが目立った。 

➢ 9 月はもともと英国の各政党の党大会の時期である。総選挙にむけた主な党の Brexit 方針は

次のとおりとなった： 

 Brexit 党：「合意なき離脱」を「Clean Break Brexit」と呼び、前提条件や手切れ金の支払

いをせずに Brexit する。現在はジョンソン首相の交渉姿勢を弱腰扱いしているが、小選

挙区制の英国の選挙制度の下、状況によっては

保守党との選挙協力を匂わせてもいる。 

 保守党：できれば合意した上での離脱派。即ち、

交渉カードとしての「合意なき離脱」を排除せ

ず、可及的速やかに離脱を実現する（「合意な

き離脱」が目標ではないのは、右の Tweet のト

ーンからも察することができる）。世論調査上

は、野党による効果的な選挙協力が行われない

限りは、第 1 党になる可能性が高いと予想され

ている。 

 労働党：玉虫色。国会議員の 7 割や支持者の多くが残留派であるにも拘わらず、コービン

党首の急進社会主義的政策（例：鉄道・水道等の国有化、私立学校廃止）の実現には EU

からの離脱が望ましいというねじれ状況が党内にある。党大会では、ちょうど最高裁判

決が出たことに勢いを得て、ジョンソン首相に辞職を要求することに注力し、離脱か残

留かの方針決定は先送りにした形。具体的には、次の総選挙においては Brexit に対して

中立の立場をとった上で、自らが離脱法案の再交渉を行って得た「現実的な離脱案」か

「EU 残留」かを「国民投票」にかけることを公約とする一方、その「国民投票」に際し

てどちらの立場を支持するかは予め特別党大会を開いて決定するとした。 

 自由民主党：親 EU 派。国民投票の再投票のような手順を行わずに、Brexit を取りやめる

（リスボン条約第 50 条の発動の撤回。Revoke）と EU に通知する。新たに女性として 

初めて党首となったスウィンソン氏は「Brexit を阻止するためにあらゆる手を尽くす」と

宣言しているが、「最大の敵はコービン」とも語っている。急進社会主義のコービン党

首個人を忌避しているか、または、総選挙になれば残留派の票を労働党と奪い合うこと

を意識しているかと思われる。 

 
1 政府が作成したこのシナリオでは、国境での通関手続の遅延から、医薬品や必需品が不足し、消費者向け

の食品価格は上昇する可能性があるとされており、メディアでもいったん話題になったが、冷静に考えれ

ば「最悪のシナリオに備える準備のチェックリスト」であり、すぐに話題から消えた。 

Conservatives @Conservatives 

9 月 20 日 
We will leave the EU on October 31st. 
No ifs, no buts. 

Let’s get Brexit done 

（以下の文面は実際には画像の中の文字） 

WE NEED TO BE PREPARED TO 
LEAVE WITHOUT S DEL IN ORDER 

TOGET THE RIGHT DEAL.  

https://twitter.com/Conservatives/status/1174994359306948608
https://twitter.com/Conservatives/status/1174994359306948608
https://twitter.com/Conservatives/status/1174994359306948608/photo/1
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２． ジョンソン首相が提出した修正案 

メディアの報道ではあまり強調されていなかったと思うが、上のような英国議会の「政治ゲー

ム」のさなかでも、英国と EU27 か国側の Brexit 交渉担当者は週 2 回の交渉を続けている。ジョ

ンソン首相がユンカー委員長と握手する写真を使って「PM @BorisJohnson met with EU 

Commission President @JunckerEU and said the UK would be leaving the EU on October 31st 

whatever the circumstances, but he wanted to work together to try to secure a deal.」とつづった 

9 月 16 日の英国首相官邸の Tweet もそうした動きを示していた。 

そのため、10 月 2 日にジョンソン首相が新たな離脱協定案を発表したことは筆者にとっては想定

内だった。この修正案は、移行期間終了時点で新たな貿易協定が決着していない場合であっても、

北アイルランドを含む連合王国全体が関税同盟から離脱する（バックストップなし）ことが特徴

である。バックストップの代替案としては、食品・農産品・工業製品について北アイルランドは

EU 規制に従うことにしている。この結果、北アイルランドは関税に関してはアイルランド共和国

側との間に、一部分野の EU 規制に関しては大ブリテン島との間に、それぞれ「国境」ができる

ことになる。「Hard Border は設けない」というアイルランド関係者との約束に関しては、通関業

務を事前の書類審査等で極力簡素化した上で「国境」から離れた場所、例えば保税工場・倉庫の

ような場所で行なう案が考えられているとのことである。こうした北アイルランドの特例措置の

導入には北アイルランド議会・政府の同意が必要で、移行期間終了前および 4 年毎に継続の是非

を問うとした。 

この提案に対して、メディアは当初 EU トゥスク大統領らの否定的なコメントを引用して、ジョ

ンソン首相の苦し紛れの提案に過ぎず、EU27 側が憤慨していると報道した。しかし、実際には保

守党内欧州研究グループ（ERG。強硬離脱派のグループとして知られる）も民主統一党（DUP）

もこの案を支持したと言われ、筆者はこれは事務方が周到に根回しした案であると感じた。 

しかし 10 日、ジョンソン首相のアイルランド・バラッカー首相との非公式会談後、バラッカー首

相が「前向きなものだった」「ブリュッセルでの交渉再開に十分値する」と好感触を示したこと

で、メディアの報道姿勢も今は一変している。13 日には欧州委員会が次のような公式声明を発表

しており、修正案が真剣に検討されているのは間違いない。 

Brexit: European Commission statement following this weekend's technical talks with the 
United Kingdom 

Brussels, 13 October 2019                                                                        STATEMENT/19/6073 

European Commission - Statement 

Michel Barnier briefed EU27 Ambassadors this afternoon, following constructive technical-level talks 
with the United Kingdom over the weekend（10 月 12-13 日）. He will also inform the European 

Parliament's Brexit 

Steering Group this evening. 

A lot of work remains to be done. 

Discussions at technical level will continue tomorrow. Michel Barnier will brief EU27 Ministers at the 
General Affairs Council (Article 50←リスボン条約の離脱期日に関する条項) on Tuesday（10 月 15 日）. 

今朝の報道には「欧州連合（EU）のバルニエ首席交渉官は 14 日、英国の EU 離脱を巡る合意の

成立は徐々に難しくなっているものの、週内に合意に達することは依然として可能との考えを示

した。ただ、10 月 17 日に開かれる EU 首脳会議（サミット）で合意を成立させるためには、 

15 日夜に法的文面を確定する必要があるとしている。」というものも見られる（この文面は、

EMB/ NNA 速報 2019.10.15 (1)より）。 

https://twitter.com/10DowningStreet/status/1173629609495224320
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３． 離脱延期の可能性とその後の展開予想 

メディアや専門家が不完全だと酷評したジョンソン首相の修正案が、根回しがあったかどうかは

別として、真剣に検討されているのはなぜだろうか？1 つのわかりやすい考え方は、11 月から EU

執行部が新体制に移行するにあたり、「Brexit という難題は現体制で片付けてしまって欲しい」

という新執行部の強い意向が働いている可能性がある。実際、EU27 か国側が離脱期限を 10 月末

に設定したのも、もともとそういう発想だったのは間違いない。また、英国で今総選挙が行なわ

れると保守党が過半数を取るとの予想があり、EU27 か国側は今のうちに Deal をまとめる方が得

だと考えている可能性がある。さらには、EU 予算の歳入確保の点から「合意なき離脱」は避けて

手切れ金を確保したいという思いが強いのは確実である。 

このように「アイルランド関係者さえ、それでよいと言うの

なら」修正案に早く合意してしまって Brexit のことはしばら

く忘れたいと EU27 か国側がもし考えていたとしても、さす

がに 10 月末まででは検討時間が不足する可能性が高い。 

さらには、英国議会は相変わらず意見が分断したままで、 

造反者を除名した後の保守党単独では過半数に約 40 議席も

足りない状況では、英国議会の承認が得られる保証もない。

離脱延期には、欧州理事会（首脳会議）が全会一致で同意す

る必要があるが、3 月末前後には仏マクロン大統領は離脱延

期に厳しい条件を挙げていたのが思い出される。しかし、 

ブリュッセルの日本政府関係者らに聴取したところ、上述の

ような動機もあるので、英国から正式に離脱延期が要請され

れば EU27 か国側としては拒否はしないはずだ、とのことで

あった。延期理由としても、ジョンソン首相の修正案に対し

て EU27 側で検討する時間が必要だからということ自体が理

由になるだろう、とのことだった。 

そのように検討時間を稼ぐための「テクニカルな」延期を別

とすれば、離脱延期が認められれば英国では総選挙が行なわ

れる。最近の世論調査では、今選挙になれば保守党が過半数

前後の議席を取ると予想されているが、英国の過去の総選挙

の事前予想は大きく外れることが続いており、先行きは不透

明である。 

 

 

 

 

 

再び注目を集めることになった欧州理

事会はブリュッセルのこのビルで行わ

れる。（筆者撮影） 

筆者自宅にも届いた有権者登録周知 
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４． Brexit 報道に接する際の留意点 

さて、ロンドンにいて情報を収集していて、またブリュッセルでシンクタンクや日本政府関係者

の話を聞いて、唯一確実なのは「Brexit の先行きは不確実」という点だけである。メディア、特

に日本の報道、は Brexit に関して悲観的情報に偏って誇張して伝えている中（それが彼らのビジ

ネスである）、状況をヨミ間違えないようにしていただきたい。 

➢ ジョンソン首相を「合意なき離脱」至上主義者と決め付けるのは恐らく間違いであろう。決

して本気で「合意なき離脱」を目指していたわけではないと筆者は考えている。 

小泉元総理は郵政改革がやりたくて首相になったとは思うが、トランプ大統領はメキシコ国

境に壁を作りたくて大統領になったのではなく、大統領になるために必要な国民支持を得る

ためにシンボリックに壁の話を掲げただけだと思われる。つまり、ジョンソン首相も首相に

なるためには「合意なき離脱」を辞さない「強い男・強い父親」をシンボリックに演じる必

要があり、ここ数年はそれを掲げていただけのはずだ。 

一連の Brexit の混乱は 2016 年の国民投票にあったとする見方が多い（筆者も同じ）と思う

が、当事者であるキャメロン英元首相が最近回顧録を出版し「Brexit 国民投票実施に後悔は

ない」と語ったことが注目された。その著書の中で同氏は「ジョンソン氏は離脱推進派では

ない」と明言している。また、ジョンソン首相とかつて一緒に仕事をしていた人物の講演を

聞いたことがあるが、彼は「ボリスが離脱派だなんてとんでもない」と語っている。 

実際、保守党党首選挙でのジョンソン氏の発言は「100 万分の 1 の確率で『合意なき離脱』

になるかもしれないが」というもので、話の本質は「自分なら EU と再交渉して、もっと有

利な離脱協定を結べる」ということの方だったようである。何度も引用される発言も「With 

or without deal, we will leave ON 31 Oct.」（上の保守党の Tweet も同じ）であって、 

「『合意なき離脱』の方がよい」というのはジョンソン氏の発言の一部をメディアが切り取

って面白おかしく伝えているに過ぎないと筆者は考えている2。 

➢ そもそも「合意なき離脱」はたいへんな危機をもたらすと考えるのは早計である。「合意な

き離脱」になって混乱するかどうかについて、当地の人は全く心配していない。英国民の 

日常生活はふだんと全く変わっておらず、金曜日のパブや観光地の賑わいもいつものままで

ある。確かに、もし「合意なき離脱」になるとそれなりの混乱は起きるだろう。中小零細の

企業では十分に対策が取れているとは言えず、例えば、書類準備のできていない（やり方が

わからない）大陸側の零細トラック業者が英国企業からの指示のままに英国に集荷に行き、

帰りに国境を越えられなくなることが頻発する。それが準備のできている他の業者の通行を

も妨害する、といったことが起こるとの予想がある。しかし、こうした混乱は規模も限定的

で、かつ、一時的なものだろう。 

実際、在英国日本大使館の複数の関係者から「Brexit に関する報道の量は、世界の中では英

国に次いで日本が群を抜いて多い。日本のメディアは騒ぎすぎで、困ったものだ」というコ

メントを聞いている。先日同大使館員と意見交換を行った際に「メディアのビジネスモデル

上はやむを得ないが、日本のメディアは明らかに騒ぎすぎで、日英関係に悪影響を与えかね

ない状況」という認識で一致したところである。 

日本の報道を浴びていると意外だろうが、EU27 か国側は Brexit に対しては極めて泰然とし

ており、筆者がブリュッセルで参加しているセミナー類では、EU は「英国はいなくなる」

のを規定路線として議論している。EU が気にしているのは、「合意なき離脱」による経済

の一時的な混乱ではなく、「手切金」や 2020 年 12 月末までの英国拠出金が EU に入いらな

くなると予算の歳入が大きな欠損となる点のようである。 

 
2 ジョンソン首相が就任した直後の 7 月 24 日に、ロンドンでの EMB 社講演会にて同様のお話をさせていた

だいている。https://europe.nna.jp/news/show/1930326 

https://europe.nna.jp/news/show/1930326
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イングランド銀行は、保守党員投票の結果以前には確かに「『合意なき離脱』となる可能性

が実感として高まっており、『合意なき離脱』となった場合は経済の混乱という重大なリス

クがもたらされる」と述べてもいた。しかし、その後には「『合意なき離脱』に向けた準備

がこの数か月で進んだことを受け、『合意なき離脱』が経済に及ぼす影響は以前の予想ほど

厳しいものにはならないだろう」という見解を示している。一連の発言は関係者に予め覚悟

を植え付けショックを和らげるための恣意的なものだったようにも見える。 

➢ 日本のメディアは「英国民の Brexit 疲れ」も強調して報じていると思うが、これも筆者の実

感とは違う。そもそも離脱派と残留派の英国民が路上で口論する姿を目にしたことはない。

残留派や強硬離脱派によるデモ行進も整然と行われ、暴力的な衝突は見かけない。英国民が

そうした争いに疲れているということは恐らくないはずだ。むしろ、政治ゲームにあけくれ

る議会に呆れ果て、世界に恥をさらしていると感じているとのつぶやきを耳にする。 

他方、企業においては、離脱の可能性がある日に備えて在庫を積み増すといった対応が必要

になるため、確かに「もう疲れた」というコメントが多い。ただし、これも「『合意なき離

脱』でもいいから、早く決着してくれ」というコメントである。 

 

➢ 英国民以外の EU 市民が英国に入国する際（またはその逆）の審査について、日本では

「Brexit 後は英国民やフランス人も日本人と同じように入国審査を通らなければいけなくな

って不便だろう」と考えられているかもしれないが、これは間違いである。英国とアイルラ

ンド共和国はシェンゲン協定（入国審査なしに国境を通過できるとする EU の協定）には加

盟していないので、今でも入国審査はある。ただし、Eurostar の駅の場合、出国検査の窓口

と対岸の入国審査の窓口が出国側の駅に並んで（続いて）設置されており、実質的に一度の

審査であるかのようになっている。さらに英国の Eurostar の駅やロンドンの空港における

入国審査場には、東京の空港と同様に機械化ゲートが設置されており、このゲートは英国

民・EU 市民以外に米国人・日本人・韓国人等も利用できるので、入国の手間を感じない。 

そのように（英国民以外の）EU 市民に対しても入国審査がある現状下でも、アイルランド

共和国と英国との間では入国審査はない。Brexit したからといって、北アイルランドの「国

境」において入国審査を行なおうという話は一切ないとのことである。 

➢ 「他人の『不幸』を喜ぶ」ように聞こえるため、各国政府等は公式には発言できないと思わ

れるが、仮に「合意なき離脱」となっても Brexit を密かに喜ぶ関係者も多い。わかりやす

い例としては、金融サービスにおける英国 CITY の地盤沈下を独フランクフルトは心待ちに

しているし、パリ等の主要都市のオフィス需要も Brexit で恩恵を受ける。英国に大量の労働

力を送っていたポーランドでは、労働者が国内に還流して賃金が下押しされることに産業界

が期待しているそうだ。ロッテルダム・アントワープ・ハンブルグといった貿易港は、もし

フランスの税関が通関業務に悲鳴を上げるなら、自分たちの港をぜひ使って欲しいと積極的

に物流を誘致している。オランダ政府は、Brexit に備えて税関職員を約 1,000 人増員した、

と PR している。 

残留派と「合意なき離脱」派とが 

整然とそれぞれの主張を掲げている

Westminster（英国議会）周辺 

（2019 年 3 月、筆者撮影） 
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日本にとっても、英国政府が「合意なき離脱」対策として約 88％の品目の輸入関税を暫定

的に（1 年間）無関税とするため、品目によっては日本企業にとって現行の関税率（日 EU 

EPA における税率）よりも「合意なき離脱」の方が有利になる。この他、Brexit を契機とし

た英国移民法の改正に関しては、Brexit の展開に拘わらず 2021 年 1 月から抜本的に改善・

合理化されるので、日系企業にとってむしろ望ましい変化である。 

一般的な経営学の理論でも「不確実性こそが利益のもと」というのがセオリーであり、 

「備えさえすれば不確実性を恐れるべきではない。むしろチャンス」と、Brexit を好機と 

捉えた戦略立案（例えば、英ポンドが下落しているときに英国資産・企業を買収）も重要な

はずである。歴史的には、お客様に不確実性に「備え」ていただくためにこそ、総合商社が

各地に駐在員を張りつけているように思う。 
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