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Brexitをめぐる
今後の英国の
EU離脱シナリオと課題



© 2017 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

これまでのBrexitシナリオの流れ
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国民投票後、どのようなシナリオで英国がEU離脱（Brexit）するのか多くの議論がされてきました。
2017年1月17日、メイ首相はスピーチの中で、英国は移民管理に重点を置き、単一市場へのアクセスを断念、
EUと自由貿易協定（FTA）締結を目指すことを明確にしました。これにより英国は、カナダが7年かけてEUと
交渉・締結する自由貿易協定を、2年で実現しようとしています。

当初、Brexitシナリオは現
在存在するモデルをベースに
推測・議論され・・・

新首相（メイ首相）
のもと、議論が進み・・・

「英国独自モデル」の議論
がされ・・・

単一市場へのアクセス
（ノルウェーモデル）

業種により制度を交渉
（スイスモデル）

関税同盟に加盟
（トルコモデル）

自由貿易協定
（カナダモデル）

WTOモデルor

英国独自路線か

「A country that works 
for everyone」
メイ首相のスピーチ
2016年10月

ソフト Brexit
単一市場・関税同盟

セクター別Brexit
業種別にカスタマイズ

ハードBrexit

EUから完全に離脱

英国独自のニュアンスを
強め、当初議論された
モデルに落ち着いている

自由貿易協定
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「…We do not seek to adopt 
a model already enjoyed by 
other countries….. we will 
get control of the number of 
people coming to Britain 
from the EU…. we do not 
seek membership of the 
Single Market. Instead we 
seek the greatest possible 
access to it through a new, 
comprehensive, bold and 
ambitious Free Trade 
Agreement…」
メイ首相のスピーチ
（2017年1月17日）
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EU基本理念に対する今後の論点
英国独自の自由貿易協定を締結するシナリオでは、EUの4つの基本理念に対し英国内だけではなく、英国と
EUの間で議論・交渉していくと想定されます。
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• 単一市場への
アクセス可否

• 農産物、工業製品に
かかる関税

• 原産地規制の適用
• 関税手続き

• 金融パスポートの維持、
同等性アプローチの解釈

• eコマースビジネスにおける
顧客データの取り扱い
（GDPR）

• 専門資格（医者、弁護士
など）の相互認定

• 資本、支払金の移動の
担保

• 投資の保護（合併課税
免除 など）

• 仲裁と論争解決（二重
課税回避のためのEU仲
裁規定 など）

• 英国で働くEU市民の権利
の保護

• 英国外のEU加盟国で働く
英国民の権利の保護

• 移民管理

2つの側面を持つ：
• 関税なく単一市場への
アクセスが可能

• 非関税障壁
（商品規制や承認 等）
の撤廃

物品の
移動の自由

EU圏内の1加盟国に
会社を設立すれば、
支店や子会社設立なく、
その他EU加盟国でのサービス
提供が可能

サービスの
移動の自由

クロスボーダー取引・投資に
おいて重要な要素であり、
加盟国間では規制や
資本制限がほとんどなく
資本の移動が可能

資本の
移動の自由

労働者の移動と共に、
その家族と求職者の移動も
可能

ヒト（労働者）の
移動の自由
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欧州連合理事会（Council of the EU）

• 加盟国政府の利益を代表、
• 大統領任期は6ヵ月で持ち回り制
• 国際協定を締結

欧州議会（European Parliament）

• 欧州議会議員はEU加盟国市民の利益を代表
• 欧州委員会メンバーを承認

欧州委員会（European Commission）

• EU全体の全体利益を代表
• 国際協定を交渉

欧州理事会（European Council）
EUの政治的方向性と優先事項を定義

地域委員会
（Committee of the Regions）

欧州裁判所
（European Court of Justice）

欧州中央銀行（European Central Bank）
ユーロ圏内の金融政策を決定

リクエスト

意思決定の
トライアングル

EUの仕組みの中でのBrexit手続き・交渉
Brexitの交渉は、EUの仕組みの中で実施されることになります。
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①欧州理事会（メイ首相、
メルケル首相、オランド大統領
などの政府の代表が出席）
にて交渉指針・方向性を定義
し欧州連合理事会に伝達

②詳細を合意。欧州理事会は
欧州議会と共に、欧州委員会が
交渉を担当するEUの協定について
判断

③欧州委員会が実際の
交渉プロセスを担当

④欧州議会が最終的な
協定について採決
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