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１．これまでの流れ 

英国の EU 離脱に関して、メイ首相による離脱案を巡る英国議会の混乱及び、ボリス・ジョ

ンソン政権誕生以降について主な経緯を以下に記す。 

 

① 離脱協定のリオープン 

メイ元首相当時に合意された離脱協定（2018 年 11 月）の英国での批准を巡る最大の争点

は北アイルランド問題であった。1998 年に結ばれたベルファスト合意を尊重しつつ、陸続

きのアイルランドと北アイルランドの国境をどう管理していくかという問題である。「メイ

案」では、EU離脱後から将来協定が結ばれ英国が完全に離脱するまでの「移行期間」の終

了までに将来関係について合意に至らない場合、北アイルランドだけでなく英国全てが関

税同盟に残り、かつこの措置の終了決定は英国・EU 双方の合同委員会が下す、という「バ

ックストップ条項」を含んでいた。しかし、「メイ案」に対しては、メイ政権と閣外協力す

る北アイルランドの地域政党・民主統一党の反対や、EU からの離脱を確実に担保するもの

ではないとし、与党保守党からも大量の造反者がでて議会は混迷、結局メイ首相は退陣を余

儀なくされた。 

 2019 年 7月に後継首相に就任したボリス・ジョンソン氏は、10月末離脱の実現とこのバ

ックストップ案の修正を掲げ、No Deal も辞さずとの姿勢を強く打ち出し EU 側を揺さぶっ

た。No Deal 離脱の場合、英国からの清算金が入ってこなくなるなど EU側の被害も大きい

ため、EU側は従来の「絶対にリオープンしない」との強硬なポジションを取り下げ、10月

17 日に新たな離脱協定が合意された。この新協定の北アイルランドの取り扱いを巡る主な

修正点は以下の通りである。 

 

 ・移行期間終了後、北アイルランド含む英国全体が EU関税同盟から離脱。事実上、英国

本土とアイルランド島との間の海上に国境を設け、北アイルランドに輸送される物品

の仕向け地などから、関税賦課の有無を英国本土側で判断。 

・北アイルランドを含むアイルランド島全体に対して EUの規制・基準を採用。英国から

北アイルランドに入る農産品は、英国本土で検査を実施。 

・北アイルランド議会は 4 年ごと（一定の要件を満たした場合は８年毎）にこの枠組みの

延長を決議 

 

しかし、労働党を始めとする野党は、これに先立つ 9 月 4 日に、10 月末を期限とする離

脱の延期要請を義務付ける「ＥＵ離脱延期法案」をハモンド元財務相など保守党からの約 20

名の造反者を得て可決に成功していた。加えてジョンソン首相が土壇場まで「No Deal 離

脱」を追求するのではないかとの疑念から、超党派で離脱関連法が成立するまで離脱合意案

の採決を保留するとの動議を可決させた。これにより、ジョンソン首相は EU 側に対して３

度目となる離脱期限の延長を申請せざるを得なくなった。 
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②保守党の大勝と離脱協定の批准 

 この「ジョンソン案」は 10 月 22 日に英国議会で審議・可決された。ただし関連法案の

可決はできず、事態を打開するため解散総選挙を提案、これに労働党など野党も応じ 12月

12日に総選挙が実施された。 

 総選挙のマニフェストで保守党が掲げたのが、「移行期間の延長をしない」ことである。

ブレグジット党に離脱強硬派の票が流れることを阻止することが目的とされる。一方、労働

党は「離脱協定の再交渉と、その結果をもっての二度目の国民投票」を訴えブレグジットそ

のものに対する旗幟を鮮明にしなかった。また鉄道事業の国有化などの政策を掲げたこと

から、残留派の票を集めることができなかった。この結果、保守党は改選前を大幅に上回る

365 議席を獲得、1987 年のサッチャー政権以来となる大勝を収めた。 

 2020 年 1 月に入ってからは、英国・EU 双方の議会で粛々と離脱協定の批准手続きが進

められた。1 月 29 日に EU 議会が正式に批准を可決した際に議員たちが手をつなぎ、また

涙し『蛍の光』が歌われた光景がテレビで繰り返し流された。まさに歴史的瞬間と言えよう。

翌 30日には EU 理事会が離脱協定締結に関する決定を採択、法的に英国の EU 離脱が確定

した。 
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２．離脱協定（2019年 10月改正）のポイント 

①移行期間 

・離脱日から 2020 年 12月 31 日までを「移行期間」とする。2020 年 1月 31 日以降、英国

は EU 加盟国ではなくなるが、移行期間が終了するまでは、EU 加盟国と同様に EU法が

適用され、引き続き欧州司法裁判所の管轄下に置かれる。 

・英国の参加が必要、かつ EU の利益に沿うものであり、かつ協議内容が英国に関するもの

であれば、英国は引き続き EU の会議や EU が参加する国際機関等の会合に参加できる。 

・EU が第三国と締結する国際協定に、英国は引き続き拘束される。英国は EU 以外の国と

国際協定について交渉・署名・批准を行うことができ、移行期間終了後に発効させること

ができる。 

・漁業に関する取り決めは EU に準拠し、移行期間中は英国の漁獲割り当ては変更されな

い。移行期間終了後の英国・EU 間の取り決めに関しては、2020 年中に交渉し決定する。 

・移行期間の延長は英国・EU による合同委員会が 2020 年 7 月 1 日より前に決定すること

で、１回に限り 1年または 2年延長できる。 

 

②市民の権利 

・移行期間終了時点で EU 加盟国に居住している英国民、または英国に居住している EU 市

民は、移行期間終了後も同様の権利を有する。 

・移行期間終了時点で 5 年以上継続して EU 加盟国に居住している英国民、または英国に

居住している EU市民は永住権を持つ。5年未満の場合でも、5 年に達して永住権を獲得

するまで居住できる。 

 

③清算金 

・移行期間中は、英国は EU の年間予算に対してこれまで通り拠出金の支払い・割戻金の受

領を行う。（大半の支払いは 2019 年及び 20 年の拠出金で行われる） 

 

④北アイルランド問題 

・移行期間終了後、以下の内容が発効する。 

・北アイルランドを含む英国は EU の関税同盟から離脱する。ただし、北アイルランドは引

き続き EU 関税法典に従う。 

・通関手続きは北アイルランドと英国本島との間で、英国の当局が実施。アイルランドに向

かうおそれがある物品には関税が賦課される。英国当局が徴取した関税は EU に送金せ

ず、北アイルランドに留まる物品との差分還付や、事業者の他の支出との相殺等に用いる。 

・工業製品、農産品などに係る規制は、北アイルランドのみ EU の規制が適用される。 

・物品貿易にかかる付加価値税・物品税は北アイルランドのみ EU規制を適用する。徴税は

英国当局が行うが、関税と同様に EUに送金しない。 

・北アイルランドに対する措置については、北アイルランド議会が採決により意思表明でき

る。議会が支持しなければ適用期間終了から 2 年で解除。その間にハードボーダー回避
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策を検討する。 

・最初の適用期間は移行期間終了後から 4 年。以後、議会の決議状況によって 4 年もしく

は 8年間継続する。 

 

⑤安全保障 

・英国は「共通安全保障・防衛政策（CSDP）」の下での永続的協力プロセスから、また EU

のネットワーク、情報システム、およびデータベース（安全保障の観点からの情報交換）

へのアクセスから除外される。 
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３．総選挙の結果を受けた英国の政策方針 

ジョンソン首相は 2 月 3 日、離脱後の EU との交渉方針を明らかにした。それによれば

市場を開放しつつＥＵルールの完全適用を避けるため、EU との将来関係については、EU

カナダ FTA(CETA)に似た自由貿易協定を目指すとしている。主要なポイントについて以

下に記す。 

 

①市場アクセス・原産地規則 

関税、賦課金、数量規制等は行わない。非関税障壁に関する協議の場を設ける。原産地規

則は日 EU EPA 及び CETA に倣う。英国と EU が共通して FTA を結んでいる国で生み

出された付加価値を原産割合に加算できる。 

 

②貿易救済措置 

WTO 整合的な透明性ある適切な貿易救済措置を導入する。 

 

 ③投資・越境サービス貿易 

日 EU EPA や CETA などの最近 EU が結んだ FTA と同等の取り決めを導入する。越境

サービス貿易には内国民待遇や最恵国待遇を与えるべき。専門家サービスやビジネスサ

ービスなどの分野では、既存の協定を超える野心的な約束を行う可能性がある。投資に関

して、EU および英国への投資を促進するための「透明性・予見可能性」の重要性に言及。 

 

④専門資格の相互承認 

規制面での協力をもとに、専門資格を相互承認する枠組みを導入する。 

 

⑤金融サービス 

双方は金融の安定性の観点から、金融事業者と双方の当局に確実性を提供し、市場アクセ

スと公正な競争に関する義務を履行することで、金融事業者に予見可能性・透明性のある

事業環境を提供する。また、規制・監督に関する協力を行う。 

 

⑥道路交通 

双方の陸路運送業者が英国・EU をまたぐサービスを提供できるよう、互恵的な取り決め

を導入する。 

 

⑦競争政策、政府補助金、環境・気候変動、労働者の権利保護、税制 

従来の FTA に含まれる内容以上の取り決めはしない。双方がこれらの分野で高水準の規

制を維持し、国際的義務を履行し、貿易環境をゆがめるために悪用しない。 

 

⑧漁業 

移行期間終了後、英国は独立した沿岸国となりあらゆる協定はこの現実に立脚する。ノル



8 

 

ウェー、アイスランドなどと同様に、EU との間で英国水域と漁業機会へのアクセスに関

する交渉を毎年実施する。 
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４．英国・EUの将来協定の見通し 

2 月末に双方から提示された交渉方針から読み取れるのは、以下の通りである。 

双方は、FTA をベースとした将来の経済関係を想定しており、いずれも「関税なし、数

量規制なし」の野心的な自由貿易協定を目指すスタンスは共通している。また、英国は金融

サービス分野の規制の同等性に対する言及も行っている。加えて、専門的資格の認定、原産

地規則、および道路輸送の分野において特別な取り扱いを求めている。 

しかし、双方が鋭く対立する論点も同時に明らかとなっており、移行期間の延長をしない

のであれば、果たして期間内に合意・批准が可能であるか、懸念が広がっている。 

 

（１）想定される主な論点 

①level Playing Field（同一競争条件） 

英国も EU も野心的な FTA を想定していると前述したが、EU 側には「但し書き」が

つく。それは、英国側が政府補助金、競争政策、労働者の権利保護、環境規制、気候変動

対策などで広範な「Level Playing Field」を英国が認めることである。 

政府補助金は双方の懸隔が最も大きい論点の一つで、EU 側が政府補助金に関する EU

ルールに準拠することを英国に求めているのに対し、英国は独自のルールの導入を指向

するなど、双方の立場は対立している。またその執行機関に英国は競争法当局を充てるこ

とを想定している一方、EU 側は紛争解決手段として英国が絶対に受け入れないと繰り返

し言及している欧州司法裁判所の関与を想定しているなど、真っ向から対立している。 

ただし、競争政策や環境規制、気候変動対策、労働者の権利保護の点では、英国側は EU

法及び EU の紛争解決メカニズムの使用を拒否しているだけであるなど、歩み寄れる余

地はあるものと思われる。 

 

②漁業 

漁業は、英国の GDPに占める割合は 0.1 パーセントに満たず就労者も 1万人程度と極

めて小さな産業ではあるが、他の何よりも高度に政治化され抜き差しならないのがこの

論点である。英国にとって強いカードの一つと言えよう。 

英国周辺の経済水域は、タラなどの漁業資源に恵まれた好漁場であったが、EU の前身

である EC 加盟時に英国は自主権を EC に委ね、定められた漁獲枠に従うことで、海洋主

権を実質的に喪失した。加えて、スペイン・ポルトガルの加盟後、主にこの 2か国の企業

が英国に法人を設立し、両国の割当枠を大幅に超える漁獲を得て、英国の割当枠を実質的

に奪っているとの不満や、各国が割当枠のキャップを鑑み、商品性に劣る稚魚などを大量

に廃棄しているといった乱獲に対する危惧があった。 

また、2018 年には、フランスと英国との間で「ホタテ戦争」と言われる漁民間の紛争

が勃発し、今年 1 月末に英国が EU を離脱したことで、既に一部の英国海域に他の沿岸国

が乗り入れできなくなっている等、双方にとって長年の懸案であり現在進行形の極めて

敏感な問題である。 

英国・EU 双方は、本件に関する全ての主要論点で鋭く対立している。例えば、EU は
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漁獲割当枠等の現状維持を求めているが、英国側はノルウェー、アイスランドと同様に毎

年交渉することを望んでいる。 

尚、本件に関しては、金融分野の同等性と引き換えに何らかの妥協が図られるのではな

いかといった観測がある。しかしながら、2020 年 2 月 6日に、フランスのルメール経済・

財務相は「英国との将来協定において、英国に EU 域内の金融市場へのアクセスを認める

代わりに、英海域の漁業権を引き換えにすべきではない」とクギを刺している。加えて EU

側首席交渉官のバルニエ氏は、「漁業に関する取引は自由貿易協定の条件」と繰り返し明

言しており、市場アクセスを盾に譲らない姿勢を示している。 

 

③金融 

いわゆる「単一パスポート」の問題であり、本件は漁業と同じく重要な論点となってい

る。英国は、規制の恒久的な同等性評価に基づく金融サービス市場へのアクセスを求める

方針を示しているが、EU にとっては英国の金融業が EU でビジネスをしたければ、EU

のルールに従えばよいだけの話である。一方、英国は金融業に対する規制緩和をイングラ

ンド銀行総裁が既に明言している。今後双方のルールが異なっていく可能性が高いだけ

に、簡単な交渉ではないと思われる。 

 

④個人情報保護に関する十分性認定 

英国は EU 加盟時、一般データ保護規則（GDPR）を履行していた。ただし、EUにお

いて「規則」とは各国の国内法の上位にあるため、離脱後も同様の法制度を英国が継続す

る場合は、これを国内法制化しなければならない。英国は既に国内法制化を明言している

ことから、EUが十分性を認める可能性は高い。ただし、十分性認定をするかどうかはあ

くまで EU 側の裁量であり、取引の材料化される懸念がないわけではない。EU 側は、12

月末までにこの判断を行うとしている。 

仮に十分性認定がされない場合には、引き続き英国に所在する企業は EU からの個人

情報を含むデータの移転を行うためには、拘束的企業準則（BCR）もしくは標準契約条項

（SCC）を満たすこと必要となる、。 

 

（２）スケジュール、今後の見通し 

移行期間の延長に合意されず 2020 年 12 月末に移行期間が終了する場合、大きく分けて

4 つのフェーズが想定される。 

 

①第一フェーズ（3月 2日～6月） 

将来協定の構造や、詳細を今後議論するための基本的な物品貿易交渉の在り方などにつ

いて議論するもので、計 5 回、5月中旬までの交渉スケジュールが発表されている。 

既に第 1 回交渉は 3 月 2 日から 5 日にかけブラッセルで行われた。以降、2 週間ごとに

双方を訪問しあう形で行われる。ただし、3月 18日から 20 日にかけロンドンで行われる予

定であった第 2 回交渉は、新型コロナウイルスの影響で延期となっただけでなく、EU側首
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席交渉官のバルニエ氏が陽性反応を示し、また英国側首席交渉官のフロスト氏も新型コロ

ナウイルスの症状を示したと報じられており、今後の交渉の行方が非常に懸念される。 

 なお、EU 側首席交渉官のバルニエ氏は、この一連の交渉会合で漁業権、欧州司法裁判所

の管轄問題、EU 法と英国法の調整メカニズム、そして将来協定が適切に執行されているか

どうかの監視メカニズムについて議論すると明言している。 

 

②第二フェーズ（6月中） 

 6 月に英国と EU でサミットが開催され、第一フェーズの結果を評価する見込みである。

英国側はここで十分な進展がなされていないと判断した場合、交渉のテーブルから離れ「第

二の崖」に向け国内の準備に取り掛かるとしている。 

 どのような進展があった場合に引き続き英国が交渉に留まるのか。政治宣言では漁業権

の交渉期限を６月としていることから、このフェーズまでに漁業権の問題で一定の進展が

あることが確認できるかどうかがカギとなろう。 

 

③第三フェーズ（7月～11月 26日） 

 7 月以降は再び交渉会合が開催される。ただし移行期間の延長が行われない場合、EU側

が批准手続きに相当な時間を必要とすることから、これをできる限り短縮しても 11 月 26

日が交渉妥結のデッドラインとなると見られる。 

 

④第 4フェーズ（11月末～12月末） 

 交渉が妥結した場合、英 EU 双方で批准手続きが行われることになる。ただし税関手続き

の仕組みなどの事務的な問題についてはこのフェーズで初めて着手される可能性が高く、

双方が事前に何らかの移行措置を取り決めない限り、将来協定が 1 月から発効したとして

も輸出入通関で問題が生じる可能性は残る。 

 

仮に 6 月末時点で離脱期間の延長が合意されないとしても、双方が歩み寄り土壇場で移

行期間の延長が合意される可能性はないのか。法的には、離脱協定及び英国離脱関連法を改

定すれば理論上可能と考えられる。 

 しかし、離脱協定を改定するためには、欧州委員会は 27 加盟国と欧州議会から新たなマ

ンデートを取り付けなければならない。 

一方の英国では、議会の承認が当然必要となる。そのためには、英国議会の単独過半数を

大きく超える保守党議員がこの提案をのまなければならない。但し、保守党は「移行期間の

延長をしない」ことをマニフェストに掲げて選挙戦を戦った経緯から、議員らが簡単に「転

向」するとは考え難い。 

即ち、理論上は可能であるものの、EU側に新たなマンデートを取得させ、英国保守党議

員にそろって宗旨替えさせるような決定的な状況の変化がない限り、移行期間の延長は困

難であると思われる。 
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〇関連スケジュール 

区切りとなる日 内  容 

2020 年 3 月 2日 第 1回英国・EU将来協定交渉（於：ブラッセル） 

2020 年 3 月 11 日 英国大蔵省が 2020 年度予算案を発表。コンティンジェン

シープランに関する言及無し。 

2020 年 4 月 4日 労働党党首選。保守党は過半数を得ており野党・労働党の

影響力は小さいが、労働党新党首の優先順位によってはジ

ョンソン政権の意思決定に何らかの圧力を与える可能性

がある。 

2020 年 6 月 英国・EUサミット 

2020 年 7 月 1日 移行期間延長の判断期限（１回に限り、１～２年の延長が

可能）。漁業権に関する交渉についても一定の結論が出て

いる必要がある。 

2020 年 11月 3 日 米国大統領選挙 

2020 年 11月 26 日 移行期間終了までに批准・発効手続きを終えるためのデッ

ドライン 

2020 年 12月 31 日 移行期間終了日 

2021 年 1 月 1日 （交渉が成功裏に終わり、すべての批准発効手続きが完了

した場合）将来協定の発効 
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５．将来協定無きままに移行期間が終了した場合、何が起きるか 

英国の交渉指針によれば、2020 年末までに将来協定の交渉で合意に達しない場合は、ジ

ョンソン首相の言う「EUオーストラリア式の関係」（注：EUオーストラリア間には自由貿

易協定が存在しないため、WTO に基づく貿易関係）となる。 一方で離脱協定の多くの条

項は、アイルランド/北アイルランドの関係に関するものなど英国に対し拘束力を持ち続け

る可能性がある。例えば、北アイルランドは物品貿易に関して EUと連携し続け、北アイル

ランドへの輸入に EU関税を適用しなければならないことは以前に述べたとおりである。 

 

（１）どのような問題が発生するか 

 移行期間が終了する 2020 年 12 月 31 日に企業が直面する「第二の崖」は、「No Deal 離

脱」とは「似て非なるもの」と考えるべきである。 

EU と英国は既に離脱協定を発効させているため、将来協定がないままで移行期間が終了

したとしても、既に合意された離脱協定は英国・EU 双方を拘束し続ける。例えば、北アイ

ルランドは EU 関税法典に拘束され、その規則を引き続き執行しアイルランドとの間であ

らゆる「ハードボーダー」の回避に努めることになる。No Deal 離脱であれば、アイルラン

ドと北アイルランドの国境は、EUの税関と英国の税関の境界となったはずである。 

また離脱協定は市民権に関する規定も定めている。同様に、No Deal 離脱となった場合、

EU は EU の FTA 相手国に対し、従来同様に移行期間中も英国を EU 加盟国として扱うよ

う要請することはなかったであろう。 

No Deal 離脱の蓋然性が高まった 2019 年においては、英国と EU 及びその加盟国の双方

による一連の対応策につながったが、「第二の崖」シナリオの場合には、これらがそのまま

の形で再び準備されるとは想定しにくい。例えば、英国は No Deal 離脱が生じた場合は、

ほぼすべての輸入品に対し関税を一時的に免じ、通関手続きを簡素化する計画だった。しか

し、現状、英国は EU の WTO 関税率をコピーし WTO に通知した「英国グローバル関税

率」を適用するとしているが、英国の利益に基づき選択的に一部の品目により低い関税を適

用するとも述べている。一方 EU側は、例えば英国との貿易に関する税関輸出入申告書の処

理を開始しており、将来協定が発効するかどうかに関わらず企業はいずれにしても準備す

る必要がある。 

3 月 1 日付けのフィナンシャルタイムズ紙によれば、欧州委員会の通商担当であるフィ

ル・ホーガン欧州委員は、EU 企業に対し物流面での避けられない変化に備えるために更に

努力するよう促し、EU 加盟国に対しては、港と空港で「第二の崖」への準備ができている

かどうかを確認するため一層の取り組みを要請した。英国政府は、税関を強化するため、最

大 50,000 人の税関職員を採用すると既に発表している。EU 側は、加盟国単位で同様の措

置が行われている。 

十分な実効性ある将来協定が批准・発効しない場合、EU が最終的に実用的な柔軟性を示

すかどうか現段階では予測できない。よって、企業は移行期間の終了後に、英国、EU 及び

EU 加盟国による影響緩和策が行われるとは期待すべきでないだろう。 
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（２）欧州企業への影響 

将来協定が締結されない場合、英国・EU間の貿易はWTO協定に基づく関係に移行する。

大陸側に拠点を置く企業への影響は、英国に拠点を持つ企業への影響とは異なる場合があ

り、また業種により異なる点にも注意するべきである。 

EU への輸出に対する関税の賦課により最も影響を受ける EU 加盟国はドイツであり、ベ

ルギー、スペイン、オランダ、フランスがそれに続く。最も影響を受けるのは自動車産業で、

続いて繊維・衣料品、農産品・食品が続くと見られる。 

英国が EU 関税同盟の一部ではなくなり、単一市場から抜けることは、英国自身が公然と

認めているように将来的な「貿易摩擦」を引き起こす懸念にも留意すべきである。 

 

①通関手続き 

EU に拠点を置く企業は、英国との貿易に際し輸出入申告を行うことが必要となる。よっ

て、通関業務にあたるための人員を増やすか、この業務をアウトソーシングする必要がある。 

注意すべきは、各 EU加盟国の努力にもかかわらず、EU のビジネスセクターの大多数を占

める中小企業の準備が十分ではないと考えられる点である。（なお、仮に英 EU 間の FTAが

発効した場合でも、英 EU 間の物流には、これまで不要であった税関申告や原産地証明とい

った手続きが必要となることにも留意すべきである。） 

税関手続きを円滑化するために、AEO 相互承認等を含め何らかの合意が結ばれない場合、

上述の通り煩雑な通関手続きが発生するとともに、EU の AEO ステータスを保持していて

も英国では用をなさない。また EU に拠点を置く企業は事前申告のために必要な時間を考

慮することが必要になる（安全保障目的）。  

 

②物流上の課題 

EU 側に拠点を持ち、英国市場に物品を輸出している企業にとって、英国が EU 関税同盟

を離れ第三国となることは、ドーバー海峡を挟む英国・大陸間に新たに国境線が引かれるこ

とを意味する。よって、この輸出入通関に係る業務と一定の時間を要することをシステムに

組み込む必要がある。 

税関当局の準備が十分進んでいない場合、EUまたは英国側で物流のボトルネックが発生

するケースが想定される。とりわけ、食品、医薬品などの製品に対する規制の度合いが高い

ほど、輸入製品のチェックと遅延が発生する可能性が高くなる。特にジャストインタイムの

サプライチェーンにおいて、英国の材料または部品に依存している EU企業は、移行期間の

終了後に将来協定（FTA）に移行しない場合、加えて例え協定が発効されたとしても、通関

手続きで何らかの困難に直面する可能性がある。 

 

③人の移動 

新しい英国の入管規則によって、英国に社員を派遣することを希望する EU 側企業は、長

期滞在または労働許可に関する制限に直面する可能性がある。 
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④製品の各種規制 

上記のように、将来協定が合意されない場合（および合意されたとしても）で、英国の様々

な規制は 2021 年以降、EU のルールとは違ったものになっていく懸念がある。英国が EU

の規則から逸脱しないと決めたとしても、英国規則と適合性評価の順守を実証するには、英

国機関が英国市場向けの特定の製品を再テストする必要がある。EU が英国に相互承認を付

与することを望まない場合、英国はこの分野で柔軟性を示さない可能性がある。 

 

⑤EUがこれまで構築してきた FTA網との関係 

英国からどれだけの中間財を調達しているかによっては、EU 側の製造業者は、とりわけ

「付加価値基準」を用いる場合、EU がこれまで結んできた FTA を使用する場合の「原産

性」を失っていないかどうかに注意しなければならない。即ち、FTA 特恵関税の対象では

なくなり、契約の履行義務に反する結果となり顧客の求償に応じなければならない可能性

があることを意味する。 

また、EU 側企業は、他の EU または第三国の企業に発行した長期供給契約および EU・

第三国にこれまで提出してきた原産地証明書を取り消さねばならなくなる可能性があり、

その結果、顧客は他のサプライヤーに切り替えることにもつながりかねない。 

 

⑥企業の合併 

企業の合併に関して、英国の競争法規制当局である CMA（Competition and Markets 

Authority）は、移行期間中にその機能に関するガイダンスを公開した。このガイダンスに

よれば、移行期間後に CMA の権限が拡張されることを示している。具体的には、特に移行

期間の終わりまたはその前後に終了すると予想される合併手続きに関して、欧州委員会の

管轄中であったとしても、CMA に対し自主的に情報を提供することを勧める。移行期間が

終了すれば、英国での売上高は以後 EUの売上高の閾値にはカウントされなくなる。 EUと

英国の規制当局の両方に通知する必要があるかもしれないが、合併手続きの一部には EUの

閾値を満たさなくなるものもあり（一括審査の場合）、国内規制当局に通知する必要がでて

くるため申請の負担が大幅に増加する。 

 

⑦政府補助金 

英国が将来どのような政府補助金の仕組みを導入するかによるが、EU側の企業は英国政

府の支援を受けた英国の競合他社との競争に直面する場合がある（よって、EU は Level 

Playing Fieldを英国に求めている）。 

 

（３）日本企業への影響 

在 EU 日系企業への具体的な影響は、上記の EU 企業へのインパクトと同様でと想定され

るが、その程度は「第二の崖」への備により多少違ってくる。 

特に、英 EU 貿易における関税の支払い、EU が第三国と締結した FTA を利用する場合

の原産地証明（英国での付加価値がカウントできなくなる）、個人情報の EU から英国への
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移転、最終的に英国が EU と異なる規格・基準を導入することによるコスト増等が特に懸念

される。 

上記の懸念は、関税が依然として高く、複雑なサプライチェーン及び製造プロセスをもつ

傾向がある機械産業にを中心に存在する。具体的には、 

 

・EU 側の工場に供給される英国産の部品は、EUがこれまで結んできた FTAに定められ

た原産性にカウントできなくなる可能性がある。 

・製品の製造のために EU と英国の両方の製造プロセスが必要となる場合、（a）国境を越

えるたびに通関手続きが繰り返され、（b）そのたびに関税が課せられる可能性がある。 

 

また、製薬業界では、製品の規制、製造と販売の承認、研究の制約、知財権が企業の運営

と収益性に影響を与える可能性が高い。 
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６．産業別に想定される対応策対応策 

 

 以下、将来協定無きままに移行期間が終了した場合に、日本企業が求められる対応策につ

いて、産業別に考察する。 

 

（１）共通事項 

 多くの企業が No Deal 離脱の際にとった対応は、将来取り決めなしに移行期間が終了し

た場合に対しても、引き続き有効であると考えられる。 

 

①サプライチェーン 

 将来協定が結ばれない場合も想定し、改めてサプライチェーンにおけるリスクを洗い出

すべきである。 

・原材料及び部品への関税賦課 

・英 EU間の貿易における通関手続きの導入（通関業務に関する十分な知識をもった社員が

いるか。あるいはアウトソーシングするか。） 

・通関手続きが供給のスピードにどのような影響を与えるか（とりわけジャストインタイム

の場合）。最適な場所（英国または EU側に）を選定して戦略的に在庫を積むか。 

・EU で AEO（Authorized Economic Operator）認定を受けている企業は、英国の規則に基

づいて AEO 申請を行うか 

・EU（英国）側の生産プロセスで英国（EU）の原材料・部品を使用する場合、第三国との

貿易における特恵関税を利用する上での原産性の喪失、および原産性に関する契約条項

の影響、または特定のインコタームズに基づく可能性のある影響（例：配送税） 

・供給された商品に関連する新しい認可または証明書の必要性（税関文書、製造・営業認可、

認証等）。 

・将来的に結ばれるであろう英国と第三国との FTA により、英国から非 EU 市場に対する

モノの供給にビジネスチャンスが生じる可能性がある。EU・英国進出日系企業からは、

迅速な日英 FTA の批准・発効を望む声があった。 

 

②人の移動 

 企業は、EU・英国間の社員の移動に関し注意を払う必要がある（英国の新たな入管ルー

ルや契約上の勤務地条項等）。専門資格の認定も同様である。 

 

③その他の重要な事項 

 とりわけ英国側に所在する企業は以下の点に注意すべきである。 

・新たな英国の税制への対応 

・排出権取引を含む英国の環境関連規則の確認 

・既存の知財権の範囲及び新たな権利申請のメカニズム 

・英国・EU 間のデータの移転は引き続き可能か。この段階で同等性や GDPR の十分性認
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定が終わっていない可能性があり、英国に所在する企業は GDPRに即したデータ移転を

正しく行っているかどうか確認すべき 

・英国側の金融機関は「パスポート」喪失に伴い、大陸側での金融サービスを継続するため

の方策の検討（大陸側の金融機関が英国でサービスを行う場合も同様） 

・EUの資金調達メカニズムへの参加。英国が引き続き EUの支援プログラム（「Horizon2020」

など）に参加し続けることができるかは不明であり、もしそうであれば、どの条件の下で

ならば企業は EUの支援プログラムを利用できるか綿密に確認する必要がある 

 

交渉が進むにつれて、英国が EUの規則から外れることを決めた場合、どの範囲までが同

一でどこからが異なっていくか、より明確になる可能性がある。英国は自らがルールを作っ

ていくことを強調しているが、最近では「自らがルールを決めることにこだわり、その必要

がないのにルール変更を行うことはない」と言っている。 2021 年 1 月 1 日、将来協定なき

まま離脱した場合、多くのルールは当初は EUルールのままとなる（例えば、関税ルールや

製品基準・規格の分野）。どのようなルール変更をすれば英国の利益につながるかを評価し

た後、徐々に規格・基準の相違が起こっていくものと思われる。 

英国政府が変更を決定する前に、英国企業やその他のステークホルダーの声に耳を傾け

ると考えるのが自然である。日本企業は、直接または工業会などの各種団体を通じて密接に

関与し続け、さまざまなレベルで意見や懸念を表明していく必要がある。 

 

（２）自動車及び自動車部品産業 

自動車及び自動車部品産業は、移行期間終了後にスムーズに将来協定に移行しない場合、

（１）に加え、以下の課題について留意する必要がある。なお、欧州の自動車産業の代表者

グループが、ACEA（欧州自動車工業会）や CLEPA（欧州自動車部品工業会）などの自動

車関連団体との連名で 2019 年 9 月に No Deal 離脱に対する共同声明を出している。 

https://www.acea.be/press-releases/article/eu-automotive-leaders-unite-to-say-no-to-

no-deal-brexit 

 

①製品規制 

移行期間終了後、「型式認証」の相互承認が行われない場合、英国（EU）で生産された完

成車または部品は EU（英国）側でも認証の取得が必要となる可能性がある。現在の規則は

主に国連の ECE 規格に基づいており、将来の英国の技術規制は EU の規則と類似したもの

となる見込みであるものの、英国側が既存の EU型式認証番号を認識せず、英国で型式承認

番号またはその他の適合性評価の再取得を求められる可能性がある。ただし、英国経済にと

っての自動車産業の重要性を考慮すれば、英国政府は自動車・自動車部品産業に配慮した政

策を採る可能性がある。 

 

②関税 

将来協定（FTA）が結ばれない場合、部品および完成車とも英国および EU への輸入時に

https://www.acea.be/press-releases/article/eu-automotive-leaders-unite-to-say-no-to-no-deal-brexit
https://www.acea.be/press-releases/article/eu-automotive-leaders-unite-to-say-no-to-no-deal-brexit
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関税が課せられる。EU の完成車に対する関税率は 10％（乗用車）から 22％（商品車）、自

動車部品の場合は概ね 3～4.5％である。 

英国は、2021 年 1 月 1 日から適用される英国のグローバル関税に関するパブリックコン

サルテーションを実施した（3 月 5 日締切）が、どの品目で関税が引き下げられるか現時点

では不明である。 

EU 側では、EU 側で生産されていない英国からの部品供給に依存している場合、EU ル

ールの下で関税の一時停止または関税割当を求めることができるかもしれない。当局がこ

れを受け入れた場合、EU で生産されていないことを証明すれば、どこで製造されたかに関

係なく一時免除を利用できる可能性がある。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.363.01.0006.01.ENG&toc=OJ:C:2011:363:TO

C 

 

英国の部品に大きく依存している EUの生産者は、（EU からの輸出向けであれば）EUの

「inward processing」の申請も検討できる。 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/inward-processing_en 

 

これにより、加工品が実際に EUを離れる場合、英国からの輸入部品・原材料に対する関

税と VAT の支払いが免除されるが、管理上の負担が伴う上、特定の条件（期間と必要な数

量、および保証の提供）を満たす必要がある。このオプションの利用に際しては、主要市場

とサプライチェーン変更の可能性を検討した上、費用対効果を考慮する必要がある。 

英国の将来のグローバル関税が EU 側の MFN レートと同一である場合、EU の部品を使

用して英国で製造する場合も、「inward processing」を検討する価値がある。この段階では、

現在の EU 税関規則から英国がルールを変更し、EU 規則に基づく同様の認可と比較して管

理上の負担を軽減できるかどうは明確でない。ただし、これがビジネス側にとってメリット

があるのであれば、英国には十分検討の余地がある。 

 

③原産地規則 

移行期間の終了後、EU がこれまで結んできた 各種の FTA について、英国から供給され

る原材料・部品は、EU 原産品としてカウントできなくなり、各協定で定められた原産地規

則を満たすことが難しい、あるいは不可能となる可能性がある。同様に、英国が第三国と将

来結んでいく FTA における原産地規則についても、EU から供給された部品を原産品にカ

ウントするこができず、満たすことが難しくなる可能性がある。 

自動車産業は通常、複雑かつ統合されたサプライチェーンにより生産を行っているため、

企業は EU または英国から輸出する完成車または部品の原産性に対する部材調達の影響を

慎重に確認する必要がある。これにより、第三国で輸入関税が課せられる品目がどうかを評

価することができる。FTA による特恵関税を利用できない場合、FTA を活用している現状

と比較してコストが増加することは避けられない。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.363.01.0006.01.ENG&toc=OJ:C:2011:363:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.363.01.0006.01.ENG&toc=OJ:C:2011:363:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.363.01.0006.01.ENG&toc=OJ:C:2011:363:TOC
https://ec.europa.eu/taxation_customs/inward-processing_en
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また、EUと英国で事業を展開する日本の企業においては、英 EUFTA における原産性の

「累積」が幅広く認められることにより、日英 EU 間での柔軟な生産体制の構築が可能とな

る可能性がある。 

 

④在庫の積み増し 

自動車産業が構築してきたジャストインタイムの生産体制を考慮すると、将来協定が結

ばれようが結ばれまいが、部材の調達を途切れさせないようにすることが重要であろう。税

関手続きが適用され始める 2021 年初頭の物流の停滞（例：EU-英国間での輸出入通関手続

き、業務にあたる税関職員の不足）を回避するために、2020 年の終わり頃に部材を継続的

に調達すべく再び在庫の積み増しが行われる可能性がある。 

 

⑤研究開発 

英国側の企業は、EU の研究開発支援スキームを継続して利用できるのか、または新規に

参加できるのか、注視することになる。 

 

（３）医薬品及び医療機器産業 

医薬品および医療機器産業では、いくつかの例外を除き国際的に関税が賦課されていない

ため、新たな関税の賦課による問題は生じない場合が多い。その結果、この産業部門は通常、

他の産業部門が直面する原産地規則の問題とは無関係である。ただし、製品規制や、知的財

産権（IPR）への影響が主となると考えられる。 

 

①製品規制 

自動車・自動車部品産業と同様に、英国の企業にとっては EU市場向けの製品が EU 規則

に基づいてその市場で認可されるかどうかが重要である。EU 規制においては、認可された

代理人が必要に応じて EU で任命される必要があることを意味する（例：ラベリング手続き

を完了するため）。また、営業許可を 2020 年末までに取得する必要がある。 

 

②原在料と最終品の戦略的在庫 

多くの製品では関税が賦課されないものの、輸出入通関手続きの導入により物流が滞る

ことを考慮し、原材料調達を途切れさせないため、企業は年末までに特定の品目の在庫の積

み上げを検討する必要がある。同様に、市場への継続的な供給（および既存の供給契約の条

件の順守）を確保するために、最終品の在庫を積み上げる必要がある。 

 

③知的財産権 

企業は、知財権保護の観点から、将来協定が発効しない場合の影響を慎重に検討する必要

がある。英国または EUの一方で登録した場合においても、他方において改めて新規登録を

行う必要が生じる場合もある。 

 

④研究開発 
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他の産業部門と同様に、英国の企業も EU の研究開発支援スキームを継続して利用でき

るのか、または新規に参加できるのか注視することになる。。 

 

（４）機械産業 

機械産業は、自動車部門と同様に、長く複雑なサプライチェーンを欧州大で張り巡らせて

おり、多くの課題に直面することになる。 

 

① 製品規制 

将来協定が結ばれない場合、EU規則の順守のために英国で実施された適合性評価の相互

承認がないことを意味する。また、EU で実施された適合性評価も英国で認められない可能

性がある。現在、この分野の EU ルールでは、特にいわゆる「ハーモナイズドスタンダード」

が使用されている場合、CE マークを付けることにより、特定の技術的特性（例：製品安全

性の観点）への準拠を自己宣言している。ただし、特定の領域では、製品の適合性は独立機

関によって評価される必要がある。 

EU と英国の間で適合性評価の相互承認を認める取り決めが存在しない場合、英国で生産

された製品であっても、EU 基準に準拠し続ける必要がある。即ち、英国の製造業者が特定

の製品を EU 市場に出す際に遅延に直面する可能性がある。英国の製造業者は、これらの

EU 基準に合わせ、製品が顧客に提供される前に製品のラベリングとマーキングを完了する

ために、EU の認定代理人を任命することができる。 

 

② 関税 

現在の機械類に対する EU および英国の関税は 0％から 14％である。自動車・自動車部

品産業と同じく、関税の一時停止措置、原産地等に関する検討が必要となる。 

 

③部品在庫の積み増し 

特に部品やその他の原材料に関して、2020 年末頃に予想される物流の遅れ、およびジャ

ストインタイム生産プロセスを保持するために、特定の部品の在庫を積み増す検討も必要

である。 
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７．将来協定における日本企業の関心事項・要望 

 今回の調査において実施した在欧州の日本企業に対する一連のヒアリングを通じて、そ

の中では、業種、生産品目、規模、立地、サプライチェーン、仕向地など、パラメータの数

だけ企業がとるべき対策は異なり、「対策におけるひな形」は存在しないことが明らかとな

った。また、一部の産業においては、理論上、Brexit により通商環境が変化した結果、むし

ろプラスに働くケースもありうるとの声もあった。 

 このため、英 EU 間の将来協定及び日英間の新たな経済パートーナーシップに関する関

心や要望についても、企業によって千差万別となる。しかし、大まかに言えば以下の方向性

に集約することができる。 

 

① 予見可能性を高める 

本稿執筆時点（2020 年 3 月）では、将来協定交渉の大まかなスケジュールが明らかにな

っているのみであり、移行期間の延長がなされるのか、将来協定の全体像等は依然として不

透明である。それゆえ、事業経営の立場に立てば、この不透明性こそ最も忌避されるべきも

のであろう。 

例えば、No deal 対策として代表的な「在庫の積み増し」に関して言えば、生産・販売体

制維持の点で有効な手段である一方、新たな部品手配・倉庫の確保などによる資金需要や金

利負担、キャッシュフローの悪化、バランスシート上の資本効率性を棄損するなど副作用も

付随するため、不透明な状況が続けば続くほど、こうしたリスク対応をいつまで続けるか、

あるいはいつ打ち切るか、難しい判断を迫られる。 

加えて、仮に在庫を積み増すとしても、相応の準備期間を要することも課題として挙げら

れる。例えば、耐久消費財の生産を欧州・英国で行う場合、一般的に部品手配（サプライヤ

ーへの発注）は半年程度前に行う必要があるものと考えられる。日本やアジアなど遠隔地か

ら部品を調達する場合は、さらに輸送のためのリードタイムを考慮に入れなければならな

い。 

しかしながら、将来協定交渉は極めて短いタイムフレームの中で行われ、事態はおそらく

二転三転し、政治的決断はぎりぎりまでなされない可能性が高いなど、「予見可能性」とは

対極にあるものとすら言えよう。 

 

②規格・基準・規制の統一 

2 番目に挙げられるのは、EU・英国双方が将来にわたって同じ規格・基準・規制を維持

することである。これが維持されない場合、英国向けと欧州向けで違う仕様の製品を生産し

なければならないなど、モノづくりに大きな影響を与えることは間違いない。一方で EUは

「Level Playing Field」の確保を強く求めており、とりわけ英国と EU の利害が深刻に対立

する論点となっていることから、企業側の危惧は大きい。 

一例として、各社が共通して指摘した「CE マーク」がある。英国政府は、EU の CE マ

ークに代わって、英国独自の CEマーク（UKCAマーク）を導入する予定である。UKCAマ

ークの具体的な内容やその詳細は現時点で明らかではないが、No deal が避けられたため一
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旦検討案は取り下げられている。 

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit 

 

ただし、移行期間終了後、一定期間を経過すれば UKCA マークと CE マークの同一性は

失われる方向になる。そのため、例えば UKCAマークのみを取得し、CEマークのない製品

は、大陸側で流通させることができなくなる可能性が高い。 

また、英国の認証機関である BSI は大陸側の認証機関と相互承認を行っているが、今の

ままであれば 2020 年末にこれが打ち切られる。すると、過去に BSI で取得した認証は以後

一切大陸側で認められなくなるため、改めて大陸側の認証機関で認証を取得しなおす必要

が出てくる。 

化学物質規制（REACH規制）も心配される制度の一つである。現時点で詳細は明らかに

なっていないが、英国側に新たに REACH のデータベースが設置されることが公表されて

おり、移行期間終了後 120 日以内に登録することが求められている。また、EU に英国から

登録した場合には、大陸側の拠点から再度登録する必要がある。このため、企業に相当の負

担が発生することになる。 

これらの例以外にも、6章で述べたように自動車の型式認証等、規格・基準を巡る不透明

性は広範な分野にわたって存在している。加えて、将来的に CO2 排出規制やリサイクルに

関する基準が違ってくる可能性も指摘されているなど、モノづくりに直結し企業に二重投

資を強いる懸念が多数存在する。 

 

② スムーズな輸出入通関手続き 

サプライチェーンの観点からは、英国の EU 離脱は、EU から見て英国が、日本や米国、

中国などと同じ「第三国」になり、これまで「域内取引」だったものが「域外取引」になる

ことを意味する。当然、域内取引であれば不要の輸出入通関手続きがすべての取引にわたっ

て発生することになる。この通関手続きの円滑化や、双方が FTAに合意した場合の原産地

規則が柔軟であることなど、物流に係る負担の軽減に対する要望も強い。 

通関手続きに関しては、双方の当局は相当の期間をかけ入念に準備を行ってきたと言わ

れる。例えばベルギー税関によれば、税関職員を 100 名程度増員し十分なトレーニングを

行った上、主要港であるジーブリュージュと、ロンドンとブラッセルを結ぶ鉄道の窓口にあ

たるブラッセル南駅で「ストレスチェック」を実施し、良好な結果を得たとしている。最も

心配されるのが英仏間のドーバートンネルである。フランスでは 2019 年 3月に税関職員に

よるストライキが行われたが、これは Brexit による通関手続きの混乱を見越し、職員の増

員、賃上げ、労働条件の改善などを名目として実施されたものである。 

今回のヒアリングに調査において、「大陸側は比較的準備が整っているが、英国側の対応

については不安」との声も聞かれた。また、物流は「やってみるしかない」という側面もあ

り、多くの企業が、ドーバー海峡間での物流が滞った際の代替輸送手段を研究していた。 

FTA に関する原産地証明に関しては、次の項目で詳述する。 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit
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③ 関税と原産地規則 

前項でも触れたが、Brexit 後は英国との物品のやり取りは域外取引となり、輸出入通関が

発生するだけでなく、双方が定めた MFN 税率に従い、域内取引であれば課されていなかっ

た関税の納付が必要となる場合がある。一例を挙げれば、英国から EU に乗用車を輸出する

場合、英国が第三国になれば EU 側で 10%の MFN 税率が課され、その分営業利益を圧迫

する。そこで、将来協定の具体像がどうなるかはさておき、「FTA」の締結が求められる。 

しかし、仮に FTA が締結されたとしても、そもそも関心品目の関税が撤廃されなければ

意味がなく、関税が撤廃されても原産地規則を満たすことが難しければ、せっかくの特恵関

税が利用できないことになってしまう。また FTAの利用には、原産地証明が必要であるが、

原産認定のハードルが高すぎればこれを満たすことが難しく、証拠書類の整備が必要であ

り相応の手間がかかる。よって、シンプルかつ満たしやすい原産地規則が求められる。 

 

④ 人の自由な移動 

英国側に生産拠点等を持ち、多数の労働者を雇用する場合に当てはまる。英国では大陸側

からの出稼ぎ労働者がいわゆるブルーカラーの一端を担っていることが多い。しかしなが

ら、離脱後は英国居住が 5 年を経過した者については従来同様の権利が認められるが、そ

れ以下であればその限りではなく、大陸側に戻ることを選択せざるを得ないケースあり得

る。 

加えて、2020 年 2 月に英国は離脱に伴う新たな移民受け入れ制度の概要を発表した。年

収や学歴などに基づくポイント制により、単純労働者などの低技能な人の英国への流入を

制限するものである。 

これらの措置により、労働力の確保が難しくなる可能性がある。よって、離脱後も人の自

由な移転を極力維持してもらいたいという意見が見られた。 

労働力確保の観点からすれば、為替の変動も重大なパラメータとなりうる。仮に離脱後に

英国ポンドがユーロに対して弱くなれば、大陸側からの出稼ぎ労働者の給与が相対的に目

減りするため、結果として英国側から労働力が流出するのではないかと懸念する企業もあ

った。 

 

上記の論点については、あくまで一般論であり、本章の冒頭で言及したように企業によっ

てはむしろ他社との競争上有利に働くことも想定される。例えば、関税や輸出入通関、規格・

基準・規制の不統一は、結果的に競争力を高め、参入障壁となる可能性がある。 

規格・基準の不統一に関して言えば、量産品を手掛ける企業ほどインパクトが大きく、一

品モノの産業機器やインフラ等であれば、それほど影響はないという声も聞かれた。 

また、英国と EUの相克が漁夫の利となるケースを指摘する声もあった。例えば自動車に

かかる国連規格の ECEを介したり、直接英国との間で相互承認を結んでいる第三国であ

れば、規格・基準面で新たな対応をせず直接英国に輸出できる可能性がある。一方、英国

内で英国国内市場向けと大陸市場向けを作り分けなければならない企業の場合、コスト的

にむしろ不利になる可能性が懸念される。 
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８．日本企業の対応 

前章で述べたように、No Deal 対策は業種、生産品目、規模、立地、サプライチェーン、

仕向け地など企業の置かれた状況により、まさにケースバイケースである。以下、今回の一

連の調査及び報道等の内容をもとに、日本企業が取り得る対応についてまとめる。 

 

（１）短期的対応 

①在庫の積み増し 

最も確実な対応は在庫の積み増しである。今回ヒアリング対象としたほぼ全ての企業が

何らかの形で No Deal 危機の際に在庫を積み増したと回答している。しかしながら、ごく

わずかではあるが「No Deal リスク馴れ」し、ほとんど手を打たなかったという例も存在す

る。 

 「短期的な在庫積み増し」にも、業種や立地によって様々なケースが存在する。例えば大

陸側の自動車部品産業の例では、「ジャストインタイム」のサプライチェーンが一時的に滞

ることを前提に、1 週間分程度の在庫を英国側に確保していた。また大陸側で生産を行う耐

久消費材メーカーの例では、新たに英国とアイルランドに倉庫を確保し、適正水準の安全在

庫を積み上げていた。逆に英国側で生産し大陸側で販売しているケースも同様で、大陸側の

販売会社に在庫を多く持たせて危機に備えていた。英国で生産している別の企業のケース

では、アジアから輸送するパーツが死活的に重要であるため、No Deal 後の混乱を避けるべ

く大量に部品在庫を積み上げ、その後もその在庫水準を維持していた。 

しかしこうした在庫積み増しには、長期的スパンでの検討が不可避である。前章でも述べ

たように、部品の発注は最低限半年程度前に行う必要があるのに加え、倉庫の確保など資金

的な裏付けが必要となる。 

 一方、大量生産品ではなく、オーダーメード/カスタム品の場合は状況が異なる。英国側

で生産するケースでは、No Deal 離脱の際、関税賦課や通関時の滞留が懸念されるものの、

取引条件として関税は顧客負担となっている、またそもそもカタログ価格で販売されるこ

とはなく、価格交渉の中で関税額は争点になりにくい、発注から納品に係る全体のスケジュ

ール感からすれば、通関による時間のロスはあまりクローズアップされない、といった回答

もあった。 

 

②サプライチェーンの見直し 

英国が第三国になれば、これまで域内取引だったはずの英国・EU 間の取引に輸出入通関

が必要となるため、企業側にも十分な知識をもつ人員の確保が求められる。 

また、輸出入通関業務がボトルネックとなり物流が滞る懸念がある。例えば、ドーバート

ンネルの入り口にあたるカレーでは、通関を待つトラックにより数十キロの渋滞ができる

のではないかという報道もあった。通関に時間がかかるだけでなく、トラックの運転手（日

本同様欧州でもドライバー不足と言われている）の回転が結果的に悪くなるため、悪影響は

さらに広がるものと思われる。（尚、英国側のドライバーは東欧出身者が多いといわれ、

Brexitによる労働力の減少は運輸の分野にも及ぶ懸念がある） 
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そこで、短期的な対策としてサプライチェーンを見直す例も見られた。 

例えば英国から大陸側の各国それぞれに製品を供給していたが、大陸側の本社にしか輸

出入通関業務に精通した社員がいなかったため、一旦全て本社側で受け取り、その後大陸側

各国に転送することを検討している例があった。英国から直接各国に送るよりコストがか

かるものの、円滑なサプライチェーンを確保する上でやむを得ないと判断したという。 

 また、欧州本社が大陸側にあり、比較的少量ではあるが英国の顧客にも出荷しているとい

うケースでは、日本から英国に直送することを検討した。結果的に、一旦大陸側の自社の倉

庫に保管（保税）したのち必要に応じて英国に出荷すればコストを抑えられかつ十分対応で

きると判断したという。  

 在欧日系企業の多くが、ロジスティクス関連業務を外部のリソースに委託している。そう

した運送会社によれば、一般的に日系企業は欧州企業より対策に熱心だという。冒頭のドー

バー海峡の混乱を避けるために、ジーブリュージュ港（ベルギー）などからのフェリー輸送

など代替ルートの検討を行っていた。 

 

③認証の取得地の変更 

 Brexit 後、前章で述べたように、今後英国と欧州で規格・基準が異なる可能性があり、ま

たいずれ相互認証がなされなくなる可能性が高いため、認証取得においても対応が必要に

なるケースがでてくる。今回の調査でも、これまで英国側でのみ行っていた認証取得を、大

陸側でも行った例があった。 

 

今後、交渉がどのように進むかについて予見することは極めて難しいが、6月末時点で少

なくとも移行期間の延長が行われるか否かについて一定の判断が可能となるため、移行期

間切れとなる本年末を見据え、上記の短期的なリスク回避策をもう一度取ると判断する企

業もあろう。一方、4 章で述べたように、土壇場になって移行期間の延長が合意される可能

性も完全には捨てきれず、来年以降も振り回される展開が続く可能性がある。 

 

（２）中長期的対応 

 今回ヒアリング調査したいずれの企業も、中長期的な確たる方針を示すことができない

状況であった。ただし、各社とも懸念すべき点として様々な課題を認識している。 

 

① 生産地の見直し 

英国が EU から離脱することは、EU がこれまで結んできた FTA 網や関税同盟から英国

が外れることを意味する。その EU の FTA 網であるが、発効して約 1 年となった日 EU・ 

EPA の他、カナダ、ベトナム、シンガポール、韓国、北アフリカ諸国（エジプトなど）、南

アフリカなどとの FTAが存在している。取り決め内容は協定毎に異なるが、これまで英国

で生み出された付加価値を EU 原産としてカウントできたが、今後はそれができなくなる。

よって、FTA の活用が必須となる産業分野においては、生産地の変更を検討しなければな

らなくなる可能性がある。英国は、EU 加盟時代に享受してきた FTA による利益の回復を
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目指し、なるべく早期に従来同様の FTA 網を再構築しようとするだろうが、とりわけ英国

（および中間財を英国から輸入する場合の EU）からの輸出に関しては原産性のカウントが

必ず問題となるため、いずれにせよ生産地の見直しが不可避になるケースが出てこよう。 

今回調査した中で、既に生産地変更を実施した例はなかったものの、FTA 利用を前提に

付加価値の高い主要パーツの生産地を英国から大陸側へ移転させる検討を進めている企業

があった。 

 

②Level Playing Field（同一競争条件） 

EU は、離脱後の英国を「コンペチタ―」として見ている。よって、英国が EU と同水準

の規制などの競争環境を維持しない限り、市場アクセスは認めないという強固な立場を示

している。一方、英国はそもそも Brexit の出発点がこうした点での自主性確保にあり、EU

の立場とは相容れない。英国は自主性を取り戻すことそのものに重きを置いており、異なっ

た規格・基準ができれば企業としては対応を避けられない。 

英国の将来を考える場合、英国と米国との今後の交渉にも注目すべきである。米国は基本

的に規制緩和による自由競争を指向しており、EUとは異なる価値観をもつ。例えばGDPR

において、法令で縛る EU と業界の自主基準で個人情報保護を担保しようという米国との

間には明らかな考え方の違いがあるが、ビジネス環境を維持するために妥協が図られてい

る（プライバシーシールド）。今後英国が米国と通商交渉をする過程で、英国の GDPR 上の

扱いに影響が生じた場合には、日本企業にも大きな影響が懸念される。 

前述したように、英国は GDPR の国内法化により同等性を確保し、EU 側は本年末まで

に十分性に結論を出すとのことであるが、仮に将来的に十分性が認められなくなれば、英国

と大陸にまたがって拠点をもつ日系企業にとって、個人情報を含むデータのやり取りに多

大な支障をきたす。仮に十分性が認められない場合でも、拘束的企業準則（BCR）もしくは

標準契約条項（SCC）により企業単位での十分性確保は可能であるが、そのためには膨大な

時間と手間、コストがかかることになる。 

こうした懸念は GDPR にとどまらない。EU はフォン・デア・ライエン体制になってか

ら、「グリーンディール」と称する環境政策を起点とし、EU の産業競争力強化を図ろうと

している。英国も例えば 2035 年以降、ハイブリッド車の販売を認めないなどむしろ EUよ

り野心的な政策を掲げる分野もあるが、その逆に動く例も出てこよう。これらに加えて AI

等のデジタル分野やサイバーセキュリティにおける特定の国の製品への対応等、英国と EU

のルールが異なるケースがでてくることを念頭に置かなければならない。 

 

③労働力の確保 

今回調査した英国に工場を持つ企業の多くが、サッチャー政権時代に進出を決めている。

以来、約 30年にわたって英国で操業を続け、生産品目を変更するなど市場の変化にも対応

してきた。 

こうした企業の多くが指摘するのは、ベテラン技術者・作業員の存在である。企業の中に

は、その企業グループ内の技術コンペで非常に優秀な成績を収める者を輩出するなど、30
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年に及ぶ生産活動を通じて高度な「人財」の蓄積がなされており、歴史ある英国工場の特殊

性、希少性を指摘する声が多かった。逆説的に言えば、そうした熟練作業員なくして高品質

なモノづくりを行うことは難しく、おいそれとは英国から大陸側に工場を移転できない。  

一方で、前章で述べたように、英国は今後人の移動の自由を制限する方向にかじを切って

おり、労働力不足とともに賃金上昇の懸念がある。この点はどの企業も認識しており、大陸

側での生産を模索するのであれば次は東欧だろうが言語に課題がある、といった声もあっ

た。 

また、仮に工場を撤退する場合、社員・従業員の解雇することになれば、英国は確定給付

企業年金制度を長年採ってきており、撤退時にはこれらを一気に処理せねばならず膨大な

キャッシュが必要となる。そのため、英国に根を張って長年操業してきた企業程、この問題

は深刻に受け止められている。 

一方、賃金を含むコストは為替と連動して考える必要があり、離脱後にポンド安に振れれ

ば英国のコスト競争力が相対的に高まる可能性があるといった声も聞かれた。 

 

④今後の英国をどうとらえるか 

EU の加盟国であり、英語圏である英国は、日本にとって長年「欧州市場へのゲートウェ

ー」であった。しかし、離脱後はこの位置付けは変わらざるを得ないだろう。 

今回の調査を通じ、今後の英国では製造業の立地が難しくなるのではないかといった懸

念をたびたび耳にした。例えば英国では、国民投票のあった 2016 年を境に、新車生産台数・

自動車産業への投資額ともに、明らかな減少傾向を示している。また、既に 2025 年までの

撤退を表明した完成車メーカーがある他、部品メーカーの中にも撤退を表明したところが

ある。これらと Brexit の直接的な関連性については議論の余地があろうが、企業の立場に

立てば、国民投票から続く不透明性をプラスに評価することはないだろう。 

自動車産業に限らず、英国はそもそも GDP に占める第二次産業の割合は 20%弱と、70%

を占める第三次産業に比べればはるかに小さい。しかもこの 10年程度のスパンで見た場合、

第二次産業の割合は漸減傾向を示している。 

ではジョンソン政権は、EU 離脱後の英国でどのような国づくりを目指していくのだろう

か。複数の指摘があったのが、世界的な競争力をもつ「シティ」を軸に、さらにサービス業

を強化していく可能性である。将来協定交渉の焦点の一つが金融サービスにおける同等性

の確認にあることはこれまでに言及した通りだが、仮に同等性が確認されず、大陸側にも拠

点を置かなければならない事態となっても、シティが培ってきた金融センターとしての重

要性は失われず、また英語とコモンローの強みは大陸側にないものであり、結局は英国の優

位は動かないだろう。 

製造業にも光明がないわけではない。例えば医薬品や航空宇宙産業等が引き続き優位性

を保つ可能性が高く、今後の伸びが期待できるという声があった。 

他、ケンブリッジ・オックスフォードの両大学に代表される優れた教育機関・研究機関が

英国に多数集積しており、世界中から優秀な人材を吸い寄せていることから、最先端分野で

の研究開発が今後も積極的に行われると考えられる。日系企業の中には、英国の政策的支援
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の下、こうした研究クラスターとの協力による最先端技術開発のプラットホームとして英

国に期待を寄せているという声もあった。 

 

以 上 


