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英国EU離脱（ブレグジット）の最新状況
̶  英・EU新体制によるブレグジットの予想シナリオと日本企業のとるべき
対応について̶

英・EUの新体制について
英国では、メイ首相の退任に伴い、保守党内で

の党首選挙を圧倒的多数で勝ち抜いたボリス・ジョ
ンソン氏が、7 月 24 日に新首相に就任した。一方、
EU では、今秋にジャン＝クロード・ユンカー欧
州委員会委員長などの EU 指導部が任期満了を迎
えるのに伴い、後任人事が決定した。そこで本稿
では、新体制を踏まえた今後のブレグジットの行
方および日本企業の現状と、とるべき対応につい
て説明する。

英国は、国民投票以降、メイ首相が EU 離脱派
と穏健派を調整しながら交渉してきたが、ジョン
ソン新首相は昔から強硬離脱派一辺倒で有名な人

物であり、合意なき離脱も辞さないという発言も
度々している。ジョンソン首相の新内閣は、前メ
イ内閣の閣僚が多く入れ替えられ、中には合意な
き離脱も辞さないとするジョンソン氏の方針を批
判し、自ら新内閣入りを辞任した閣僚もいた。結
果、ジョンソン内閣は主要ポストに離脱派メン
バーが多く配置されることとなった。

ジョンソン首相は、続いて 6 人の主要閣僚で構
成する「戦時内閣」チームを設置した。英政府は
合意なき離脱への準備を強化しはじめ、ジョンソ
ン首相の側近である強硬離脱派のゴーブ国務相が
作業を統括する閣僚チームを指揮し、10 月 31 日
までの確実な EU 離脱を目指し、週末も毎日活動

Point
❶  7月に入り英国では強硬離脱派のジョンソン新首相が就任、対するEU側も任期満了に伴い、秋か
ら主要ポストが新人事に入れ替わる。

❷  ジョンソン首相は合意なき離脱も辞さないと主張しており、英国のEU離脱はいまだ不確実な状況
が続いている。

❸  日本企業はブレグジットがもたらす潜在的なあらゆる可能性に対応するため、引き続き確実に準備
を進めておく必要がある。

❹  先進的な企業は、ブレグジットを変革の機会と捉え、中長期的な欧州戦略の見直しや事業の高度化
への取り組みを進めている。
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するとしている。
一方、EU の主要人事として、欧州委員会委員長

はドイツのフォンデアライエン国防相に決まっ
た。欧州議会では、当初は各政党の筆頭候補から
選ぶとしていたが、ドイツのメルケル首相が推薦
した候補にフランスのマクロン大統領が反対し、
その後 6 月の G20 で独仏が協議して推薦した候補
が東欧諸国から反対を受け、なかなか候補の決定
に至らなかった。最終的にフォンデアライエン氏
が欧州理事会の首脳会談で指名され、欧州議会で
承認された。

ただしフォンデアライエン氏は任期が 11 月 1
日から、欧州理事会常任議長（いわゆる EU 大統
領）に決まったミシェル氏（現ベルギー首相）の
任期は 12 月 1 日からである。そのため、英国の
EU 離脱日（10 月 31 日）が延期にならない限りは、
現体制のメンバーであるユンカー欧州委員会委員
長とトゥスク欧州理事会常任議長、バルニエ首席
交渉官が交渉にあたる。この英国・EU の新体制
を踏まえて、今後のシナリオについて考察する。

ブレグジットのシナリオ予測
まず、1 つ目は合意して離脱するシナリオであ

る。ジョンソン首相は EU と再交渉すると公言し
ているが、アイルランド国境問題に関するバック
ストップ 1 は撤廃したいと主張している。それに
対し、EU 側は、バックストップ撤廃はあり得ず、
離脱協定の再交渉もしないと主張している。

ところが、夏季休暇に入る前に、メルケル首相
が、バックストップに関して「政治宣言」2 とそ
れに基づく「将来関係協定」で上書き（overwritten）
すればよいと発言した。バックストップはあくま
でも一時的な措置であり、EU 側としてもできれば
使いたくない。そのため、政治宣言にバックス
トップの代替案を書き、EU 側もその案を実行する

という保証をつければ、離脱協定の内容は修正せ
ずに済むという案である。つまり、離脱協定自体
は変えずに、その代わり自由度のある政治宣言を
修正し、ジョンソン首相もそれで英議会を説得し、
承認を得て合意するというシナリオだ。また、メ
ルケル首相は、G7 前のジョンソン首相との会談で
も、バックストップの代替案を英国が提出すれば、
合意の可能性もあると発言している。

2 つ目のシナリオは離脱の延期である。英国で
は、議会の再開後すぐに、合意なき離脱に反対す
る野党が離脱延期法案を提出し、議会の承認を得
て正式に成立した。この法律では合意なき離脱の
敢行を認めず、10 月 19 日までに英議会が新たな
離脱条件について承認できない場合、ジョンソン
首相は 10 月 31 日の離脱期限の延長を EU に要請
しなくてはならないと定めている。他方で、もし
EU 側と離脱合意が成立したとしても、関連法案
を議会に通す必要があり、10 月末には間に合わな
い可能性がある。英国では条約は国内法化しない
と批准できないため、結局は離脱を延期して対応
せざるを得ないということだ。

3 つ目のシナリオとして考えられるのは、合意
なき離脱である。英国と EU が離脱条件で合意で
きない、または合意できても英議会が承認しない
場合は、前述の離脱延期法に基づき、ジョンソン
首相が離脱延期を EU に要請することになってい
る。しかし、延期には EU27 カ国すべての承認が
必要である。すでに 2 回も離脱期限を延期してい
る英国に対し、フランスは、英国が明確な方針を
示さない限りは延期を認めるつもりはないとして
いる。また、ジョンソン首相は法には従うとして
いるが、合意が得られなかったとしても、離脱日
は延期せず、10 月末に離脱を実現すると表明して
いる。もし合意なき離脱になった場合は英国・欧
州に進出する日本企業にとって大きな混乱をもた

1    バックストップは現在の離脱合意に規定されており、移行期間後も英 EU 間で将来の通商協定が決まらない場合、北アイルラン
ドとアイルランドの厳格な国境管理を回避するため、必要な「代替的な取り決め」が取り交わされるまでの間、英国が EU の関
税同盟内にとどまるとする安全策。

2    離脱条件を定めた離脱合意とは別に、政治宣言には通商・安全保障など英 EU の将来関係の枠組みが定められている。
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らす要因となりうる。
結局、いまだ英国内の状況は混とんとしてお

り、首相が代わっても議会内での意見もまとまっ
ていないのが現状だ。英議会はジョンソン首相の
就任直後から、9 月初めまで夏季休会期間であり、
さらにジョンソン首相は、9 月 9 日の週から約 5
週間、英議会を閉会することを決定した。つまり
10 月 31 日の離脱日まで、ほとんど時間は残され
ておらず、英政府は「合意なき離脱」に向けた準
備を強化するとしている。

日本企業のとるべきブレグジット対応策
～8つの後悔しない決定～

日本企業は、当初の離脱予定日であった 3 月 29
日に向けて準備をしていたが、離脱日の延期によ
り対応に疲れ、振り回されている印象だ。筆者の
日本企業とコミュニケーションしている中で対応
タイプとしては 2 つに分類される。1 つ目のタイ
プは、ある程度準備していたため静観している企
業である。静観と聞くと「あきらめている」とい
う印象を受けるかもしれないが、あきらめという
よりは待っている状態である。一番対応が進んで
いる企業は、すでに各シナリオに対するプランを
作成し、いつ離脱するのか、合意なく離脱する

（ノーディール）のかどうか等、確実性が高まった

時点でアクションを起こそうとしている。
もう 1 つのタイプは、ノーディールはないだろ

うという前提で準備をしていた企業である。3 月
末に向けてノーディールの可能性が著しく高まっ
たが、そのタイミングでいきなりプランを作れと
言われてもなかなか現実的に難しく、それこそあ
きらめていたが、延期により多少の時間的猶予が
できたため対応を検討しようとしている。

離脱日は 10 月末まで延期されたが、ジョンソ
ン首相の議会閉会決定により、離脱をめぐる審議
の時間は少なくなり、今のところ EU と合意して
離脱する確実性は高まっているとはいえない。
よって、日本企業はブレグジットがもたらす潜在
的可能性すべてに備えるため、改めて今何をして
おくべきかにこれまで以上に注意を払う必要があ
るだろう。3 月末に離脱の準備を整えていた企業
も、離脱日延期に伴い準備内容を見直す必要があ
るかもしれない。10 月 31 日の後に来るものが何
であっても、可能な限りの準備を確実にするため
に、われわれは以下の 8 つの「後悔しない」決定
を推奨している。

合意の有無にかかわらず、英国と EU との将来
関係がどうなるか、その不確実性は今後数年間続
く可能性がある。したがって、ブレグジットの対
応準備については、長期にわたって組織の持続可

図表 1　英国のEU離脱までの主要な日程
日程 政治的な動き

7月 24日 ジョンソン氏が英国首相に就任

7月 26日 英議会の夏季休会入り

8月 24日～ 26日 G7主要 7カ国首脳会議（フランス）

9月 3日 英議会の再開

9月 10日 1週間ほどの審議後、英議会が閉会

9月 21日～ 25日 野党労働党の党大会

9月 29日～ 10月 2日 与党保守党の党大会

10月 14日
女王演説と議会再開の宣言（施政方針演説：政権が今後 1年間の計画
を示し、主な優先事項と政府が可決を目指す法案が発表される。政府
が起草した演説をエリザベス女王が読み上げる）

10月 17日～ 18日 EU首脳会議

10月 20日～ 21日 女王演説内容についての採決

10月 31日
•英国のEU離脱期限
•ユンカー欧州委員会委員長の任期満了による退任
•ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁の任期満了による退任

出所：PwC Japan グループ
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図表 2　企業が今行動できる8つの後悔しない決定

サプライチェーンの把
握 ‒ 顧客やサプライ
ヤーの対応、関税、管
理コスト、リードタイ
ムなど

政府が提供する制度を
活用する ‒ 研修制度や
助成金プログラム、倉
庫保管制度など

従業員をサポートする
‒ 影響を受ける従業員
を支援し、丁寧にコミュ
ニケーションする

現状のデータを整理す
る ‒ クレンジング、保
管・処理方法、品質理
解など

今行動できる8つの「後悔しない」決定

システムがより多くの
データを入手する方法
を構築する ‒ 今後の変
更に柔軟に対応

主要な第三者と相互協
力する ‒ 規制当局、物
流会社、銀行、保険会社、
共同事業パートナーな
ど

現状の契約をチェック
する ‒EUのレギュレー
ションから英国法に変
わるため、各種契約書
の中身をレビュー

機敏に行動できるよう
計画する ‒ 役員・取締
役会レベルでの適切な
ガバナンスの構築

出所：PwC Japan グループ

図表 3　欧州統括機能移転に当たっての着眼点例

どの国が候補となりうるか？
（そもそも英国を統括拠点とした理由は？） どのような機能が必要なのか？

将来のオペレーティングモデルは
どのようなものか？
（例えば 5年後の姿）

移転する場合、その範囲と
タイミングは？

どのようなグループ
組織構造が必要か？

出所：PwC Japan グループ

能性を担保できることも見据えて、機敏に行動で
きるよう計画し、当該計画を実行する必要がある。

ブレグジット以降の中長期的な対応策
～欧州統括機能の移転等～

日本企業の中にも、差し迫ったブレグジット対
応準備だけではなく、今後の欧州事業を中長期的
に見据えて大きな組織再編を検討している企業が
ある。最近受けている問い合わせで多いのは、
3 ～ 5 年後のことを考慮してモノの流れ、お金の
流れなどを俯瞰的に見た場合に、欧州統括機能は
どこに配置するべきかを中長期的な視点で検討し
ている企業である。以下図表 3 は欧州統括機能移

転に際して、日本企業の方とディスカッションす
るときの着眼点例である。そこには、幅広い検討
軸が必要である。例えば、移転先の国の候補、機
能軸、オペレーションモデル、タイミング、そし
てストラクチャといったものである。

上記以外にも欧州市場へのアクセスレベル、市
場規模、市場成長予測、情報収集の容易さといっ
た視点が必要である。さらには、欧州子会社とし
て獲得した利益を日本にどう還流できるかという
税効率の側面や、欧州市場の中心となる国はどこ
かというような検討軸も必要となるであろう。

欧州統括機能の移転以外にも、ブレグジットを
きっかけとして各種取り組みを進める動きは、わ
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れわれのクライアントにも広がっている。図表 4
は、潜在的な「合意なき離脱」のシナリオに対応
するための短期的な取り組みを契機として、同時
にそれらを変革の機会と捉え、中長期的に事業を
どのように変革できるかを検討する取り組みの例
である。短期的な対応として、混乱回避のため在
庫を積み増したり、あるいはコスト増軽減のため
の施策等、さまざまな準備をしているかもしれな
い。それに加えて、先進的な企業は欧州事業戦略
自体の見直しや欧州における事業展開の再検証、
オペレーションモデルの再設計等を検討してい
る。実際に、いくつかの日本企業でも発表されて
いるように欧州戦略自体の大きな見直しをしてい
る企業もある。ブレグジットをきっかけにサプラ
イチェーンの変革を積極的に進めており、物流に
も起きつつある自動化や省力化などの大きな変化
を自社に取り入れようとしている企業もあるよう
だ。

最後に
最近はブレグジットだけでなく米中貿易摩擦

等、世界中のさまざまな地政学リスクへの対応と

その準備が必要である。2019 年に実施した地政学
リスクに対する意識調査によれば、海外でビジネ
スを展開する約 80% の回答者は地政学リスクを経
営課題として重要と回答しているにもかかわらず、
そのうちの約 1/2 は何も対応ができていないとい
う状況だった。そして、過去において地政学リス
クに伴う損失を経験している回答が過半数超存在
していた。今後、地政学リスクは、海外に展開す
る日本企業にとっては対応必須のアジェンダであ
り、さらにその要求は社内外のステークホルダー
から高まってくるであろう。このような変化をい
ち早く捉え将来を的確に予測し機敏に対応するこ
とが肝要である。ただ、「言うは易く行うは難し」。
まずはブレグジットなどの地政学リスクに常にア
ンテナを張り、そして、不確実性の中でも一定の
段階で必要な決断を下す、という胆力がますます
経営層には必要となってくるであろう。そのため
には高度なテクノロジーを駆使することや、各分
野の専門家サポートも頼りになるのであろう。

（本稿の内容は、執筆時点（2019 年 9 月時点）の
情報等に基づくものです）

図表 4　ブレグジットを契機とした事業の高度化への取り組み

サプライ
チェーンの
混乱

在庫の積み上げなどの
事前準備

アナリティクス活用による
サプライチェーン最適化

事業運営全般
の混乱

パートナーとの取り組み進展
工場、物流などの自動化、

省力化の進展

対処法 高度化

従業員、パートナー向けの
コミュニケーション、対応

業務の優先順位付けと
対応策の策定

業務可視化その他各種支援
ツールの導入

デジタルシェアードサービス
などの体制の整備

事業運営
コストの上昇

パートナーとの連携による
コストの圧縮努力

パートナーとの
デジタル連携の推進

マルチチャネル
コミュニケーションの推進

課題

コスト転嫁の検討

事業戦略、
計画の
見直し

事業（再）構築

事業展開
地域の
再検証

オペレー
ティング
モデルの
再設計

短期的な取り組み ブレグジット後の中期的事業成長への取り組み

出所：PwC Japan グループ

英国EU離脱（ブレグジット）の最新状況




