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○ メイ政権は英・ＥＵ間の将来関係に関する新たな政府方針に閣僚合意した。これを受けて、離脱派
の主要閣僚である、デイビスＥＵ離脱相とジョンソン外相が相次いで辞任を発表した。
○ 閣僚合意のポイントは、「財に関する自由貿易地域」を英政府とＥＵが設立し、「農産物を含めた
全ての財の共通ルールブック」に基づき通商取引を行うことを提案した点だろう。
○ 英国が財に関するＥＵ法を受容する姿勢を示したことにより、「ソフト・ボーダー・シナリオ」が
実現する可能性は高まった。今回の件で、メイ首相が更迭される可能性は低い。

１．「ソフト・ブレグジット」に舵を切るメイ政権
（１）チェッカーズ合意の内容
英国の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）を巡る閣内対立により、離脱派の主要閣僚であるデ
イビッド・デイビスＥＵ離脱相と、ボリス・ジョンソン外相が相次いで辞任を発表した。ＥＵ離脱派
の主要閣僚の辞任は、テリーザ・メイ首相が「ソフト・ブレグジット（穏健な離脱）1」へ方針転換し
たことへの抗議と捉えられている。
7 月 6 日に首相の公式別荘であるチェッカーズで行われた閣僚会合で、メイ政権は英・ＥＵ間の将
来関係に関する英政府としての方針に合意した（以下チェッカーズ合意、次頁図表 1）。メイ政権は、
チェッカーズ合意により、①財市場への摩擦の無い相互アクセスによるサプライチェーンの維持、②
アイルランド島の国境問題の解決、③独立した通商政策の回復、④柔軟なサービス市場、⑤欧州司法
裁判所の管轄からの離脱などが可能になると述べている。
チェッカーズ合意の内容をみると、「財に関する自由貿易地域（free trade area for goods）」を
英政府とＥＵが設立し、その中で「農産物を含めた全ての財の共通ルールブック（common rulebook for
all goods including agri-food）」に基づき通商取引を行うことを提案した点がポイントになろう。
自由貿易地域について、メイ首相は 2017 年 1 月に行った方針演説の中で、ＥＵの単一市場や関税同
盟から離脱し、大胆で野心的な自由貿易協定（ＦＴＡ）をＥＵと締結する方針を示している。チェッ
カーズ合意は、このＦＴＡ締結を念頭に置いたものである。
自由貿易地域は、経済統合の一形態と捉えられるが、関税同盟や単一市場よりも統合の度合いは緩
やかだ2。自由貿易地域では、構成国間の関税や非関税障壁など財移動に関する摩擦が撤廃される。他
方で、関税同盟では、上記に加えて対外関税政策の共通化が図られる。更に次の段階として共同市場
があり、ここでは財以外の資本や労働といった生産要素の移動制限が撤廃される。ＥＵ単一市場はこ

1

の共同市場に当たる。
チェッカーズ合意の中でメイ政権のこれまでの方針と異なるのは、自由貿易地域内では「農業品を
含む全ての財に共通のルールブック」が適用され、「財に関するＥＵ法との現時点での調和を約する
こと」を前提とした点である。ルールブックの内容として、原産地規則（ＲＯＯ）や衛生植物検疫措
置（ＳＰＳ）、貿易の技術的障害（ＴＢＴ）といった通商上の広範な規制調和を含むとすれば、主権
回復を目指してきた英政府としては、大きな譲歩になる。
さらに、メイ政権は国境での通関手続きの簡素化に向け「促進された通関手続き（Facilitated
Customs Arrangement）」の導入を提案した。前述の通り、関税同盟とは異なり、自由貿易地域は構成
国間で対外関税率を揃える必要は無いため、ＥＵに輸出される財と英国に輸出される財では、関税率
が異なり得る。英政府は、第三国から英国経由でＥＵに向かう財について、英国境でＥＵのために英
政府が関税を徴収し、その代わり英・ＥＵ国境では通関手続きを出来る限り簡素化することを想定し
ている。同時に手続きの複雑さを解消するために、メイ政権は、ＩＴ技術を駆使した新たな通関設備
を構築することも考えており、結果的に英・ＥＵ国境は、「あたかも統合された関税地域のように（as
if a combined customs territory）」なることを目指すとした。ただ、あくまでも「あたかも」であ
り、厳密には通関は無くならない。
他方で、サービスについては、自由貿易地域には含まれない旨が明記された。例えば金融サービス
については、単一パスポート制度は維持しないことになった。但し、統合された市場の便益を維持し、
金融安定を守るための措置を講じることが明記された。
図表1 チェッカーズ合意のポイント
財に関する自由貿易地域（ fre e trade are a for goods）の設置
英国とＥＵ による財の自由貿易地域を設立し、国境での摩擦を避け、アイルランド島の国境問題についても約束（ 物
理国境を設置しないこと） を果たす
農業品を含む全ての財に関する共通のルールブック（c ommon rulebook for all goods inc luding agri- food） を作
る。英国は財に関するＥＵ法との現時点での調和を約する
サービスについては、異なる取り決めを行い、現状と同じ相互アクセスとはならないことを認識する。金融サービス
は、パスポート制度と同様の物は作らないが、統合された市場の利益を維持し、金融安定を守るための措置を講じる
促進された通関手続き（ Fac ilitate d Cu stoms Arran gemen t） について
英国とＥＵ は、協働のうえ、新たな通関アレンジ促進策を段階的に導入する
最終的には、英・ ＥＵ間の通関手続きの必要性を取り除き、あたかも統合された関税地域のように（ as if a
combin e d cu stoms te rritory） 運営する
紛争処理について
英国とＥＵ は、英・ ＥＵ合意の一貫した解釈と適用のために、共同で制度的な枠組みを作る
紛争調停について、英国は英法廷、ＥＵはＥＵ法廷で行われるが、英国は引き続きＥＵの共通ルールブックを適用す
る分野ではＥＵ判例を考慮（ with due re gard paid） する
その他
人の自由移動は終了するが、旅行・就業・就学するための「移動枠組み（mobility framework)」 を作る
ＥＵ予算への支払いは停止する（ 但し、科学技術の分野など共同行動による適切な貢献は除く）
離脱協定が破たんする「 ノー・ディール」 となった場合の準備も行う
（資料）英政府発表より、みずほ総合研究所作成
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（２）離脱派閣僚が辞職した理由
辞任したデイビスＥＵ離脱相をはじめとする一部のＥＵ懐疑派議員は、今回の英政府提案が機能す
ると考えていない。彼らは、チェッカーズ合意はそのままではＥＵ側に受け入れられず、さらなるＥ
Ｕへの譲歩を強いられ、最終的に英政府はＥＵ法に完全に従うだけの「植民地国家と化す（ジョンソ
ン前外相）」と見做している。
まず、「自由貿易地域」の構想について、デイビス前ＥＵ離脱相は、メイ首相に宛てた辞任を知ら
せる書簡の中で、「現在の政策の方向性は、ＥＵの関税同盟や単一市場から離脱するという保守党の
公約実現を日増しに困難なものにしている」と述べている。デイビス前ＥＵ離脱相は、今後、さらに
英政府が妥協を強いられ、最終的に英国がＥＵ関税同盟又は単一市場への残留を余儀なくされるかも
しれないと考えている3（後述の「ノー・ボーダー・シナリオ」）。
チェッカーズ合意で示された「共通ルールブック」についても、デイビス前ＥＵ離脱相は、「広範
な経済の支配権をＥＵに明け渡すこととなり、真の意味で法の支配を取り戻すことは出来ないだろう」
と述べている。チェッカーズ合意では、英議会が共通ルールを法制化する権限を持つとしているもの
の、それも「幻想に過ぎない」と同氏は述べ、事実上、ＥＵ法に従うだけのルール・テイカーになっ
てしまうと見做している。
離脱派閣僚が辞職に踏み切ったもう一つの理由として、メイ首相が「ソフトな離脱を目指す」とい
う自身の立場を鮮明にした点が挙げられよう。これまで首相は、どちらかというと閣内の離脱派と残
留派の調停に徹し、自らの立場を鮮明にして来なかった。しかし今回メイ首相は、保守党員にあてた
書簡の中で、「連帯責任（collective responsibility）4」に言及、今後、チェッカーズ合意に逆ら
う発言は許容しない旨を宣言している。デイビス前ＥＵ離脱相やジョンソン前外相は、メイ首相が腹
を決め、「ソフト・ブレグジット支持」の姿勢を明確に示す中、辞任せざるを得なかった。他方で、
マイケル・ゴーブ環境相など、メイ政権の方針転換に一定の理解を示す離脱派閣僚は閣内に残った。

２．ブレグジット交渉の今後の注目点
（１）英国とＥＵの新協定の「最終形」
今後の注目は大きく二点ある。第一は、英・ＥＵ間の新協定が最終的にどのような形になるか、と
いうことである。第二は、メイ政権が崩壊するなどして、ブレグジット交渉が遅れたり、最悪の場合
破綻となる可能性が高まったのではないか、という点である。
吉田（2018）は、英国とＥＵの通商関係の最終形について、「英・ＥＵ間に通関手続きが発生する
のか」という点を切り口とした 5 つのシナリオと、そこに至る経路を分析している（次頁図表 2）。
離脱協定が無事に締結されるのかという点と、通商交渉における規制緩和の度合いがシナリオの分岐
点となっている。
今回、英国が財に関するＥＵ法を受容する姿勢を示したことにより、「ソフト・ボーダー・シナリ
オ」が実現する可能性が高まったと言えるだろう。現状を勘案して、5 つのシナリオを再考すると、
次頁図表 3 となる。「ソフト・ボーダー・シナリオ」に大きな変更は加えていないが、「ノー・ボー
ダー・シナリオ」はより明示的に関税同盟に残るシナリオに変えている。
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ＥＵのミッシェル・バルニエ首席交渉官は、チェッカーズ合意を受けてツイッターでコメントし、
「英国提案がＥＵの交渉ガイドラインに即して、現実的で機能するものか評価する」と述べている。
チェッカーズ合意はより詳細な白書として 7 月 12 日中にも公表される予定である。ＥＵ側はそれを精
査の上、7 月 16 日から始まる次回交渉に臨むこととなる。
図表2 ブレグジットのシナリオ・ツリー
ブレグジッ ト
交渉を開始

離脱協定
交渉
成立

景気後退
世論の急変

新協定交渉

ブレグジ ッ ト
交渉中止

政権交代/
再国民投票

決裂

突然の通関発生

ノー・ ディール・シナリオ

完全な規制調和

ノー・ ボーダー・シナリオ

広範な規制調和

ソフト・ ボーダー・シナリオ

限定的な規制調和

ハード・ ボーダー・シナリオ

通関復活せず

Ｕターン・ シナリオ

（資料）みずほ総合研究所作成

図表3 ブレグジットの5つのシナリオ
シナリオ

ノー・ディール・シナリオ

ノー・ボーダー・シナリオ

ソフト・ボーダー・シナリオ

ハード・ボーダー・シナリオ

Ｕターン・シナリオ

発生可能性

今回のシナリオ（赤字が修正点）

これまで（2018年1月時点）のシナリオ

低

英政府とＥＵの離脱協定合意草案が、野党と保守党
離脱派議員の造反にあい否決される。結果的に2019
年3月末までに離脱協定合意は間に合わず、突然ＥＵ
法が英国から失効し、ビジネスは大混乱

英政府とＥＵの離脱協定合意草案が、ＤＵＰ又は保守
党の造反にあい否決される。結果的に2019年3月末ま
でに離脱協定合意は間に合わず、突然ＥＵ法が英国
から失効し、ビジネスは大混乱

中

ＦＴＡ交渉において、英国の「自由貿易地域」提案を不
十分とするＥＵ側の意向や、共同報告書における「ア
イルランドにハード・ボーダーは作らない」という英政
府の約束に拘束される形で、英政府は関税同盟残留
に方針転換する。結果として通関はなくなることに

ＦＴＡ交渉において、英国内のＥＵ残留派の強い意向
や、共同報告書における「アイルランドにハード・ボー
ダーは作らない」という英政府の約束に拘束される形
で、英政府は将来にわたり、規制を完全にＥＵと調和さ
せる。結果的にほぼ関税同盟残留と同じ形に

高

ＦＴＡ交渉において、英国とＥＵは広範な規制調和を達
成する。英・ＥＵ間の通関手続きについては、完全に
は無くならないが、高度な規制調和の下、極限まで簡
素化・自動化が図られる。ほぼ通関手続きが無くなる
ため、アイルランド共和国も最終的には承諾

ＦＴＡ交渉において、英国とＥＵは広範な規制調和を達
成する。英・ＥＵ間の通関手続きについては、完全には
無くならないが、高度な規制調和の下、極限まで簡素
化・自動化が図られる。アイルランド共和国はハード
ボーダーは残っていると反発するが、ほぼ無くなるた
め最終的には承諾

低

ＦＴＡ交渉において、英国とＥＵは規制調和を達成する
が、その範囲は限定的なものに止まる。英・ＥＵ国境
における通関手続きは自動化等による手続きの迅速
化が進められるが、通関手続きは英・ＥＵ国境で行わ 同左
れる。アイルランド共和国と北アイルランドの国境につ
いては、「経済特区」の設立などを通じて、特区内の
財やサービスのやり取りについては自由化

低

ブレグジットの影響を受けたインフレや投資低迷等に
より英景気が後退し、ブレグジット反対の世論が急上
昇。メイ首相は、ブレグジット交渉の可否を問う再国民
投票の実施を表明。否決が採用された為、メイ首相は
辞任、総選挙へ。選挙では労働党が勝利し、コービン
党首はＥＵ離脱を問う再国民投票の実施を表明。今
度は残留が選択されブレグジット撤回へ

（資料）みずほ総合研究所作成
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ブレグジットの影響を受けたインフレや投資低迷等によ
り英景気が後退し、ブレグジット反対の世論が急上
昇。保守党議員がメイ首相に見切りをつけて不信任案
を提出。残留派保守党議員が首相になり、再国民投票
の実施を表明。今度は残留が選択されブレグジット撤
回へ

焦点は、「財のみの自由貿易地域」の設立と「財に関する共通ルールブック」をＥＵがどのように
解釈し、どの程度許容するかであろう。ＥＵは、2017 年 4 月に採択した交渉ガイドラインにおいて、
ＥＵ単一市場における「ヒト・モノ・カネ・サービス」の 4 つの自由移動は不可分であり、英国の「良
い所取り」は許さないという姿勢を示している。
ＥＵが、今回の英政府提案がこの大原則を曲げるものと捉えれば、英国提案が実現する可能性は低
くなろう。スコットランド民族党のニコラ・スタージョン党首は、チェッカーズ合意を前向きに評価
しつつも、「合意はＥＵの 4 つの自由移動を分断し、「良い所取り」をしようとする意図があるよう
に見え、ＥＵが受容するかどうかは疑問」とツイートしている。但し、ＥＵがガイドラインで禁じて
いる「単一市場における良い所取り」と、英国が提案するＦＴＡ締結を通じた自由貿易地域の設立は
異なるもので、ＥＵも英国とＦＴＡを結ぶという点は、了承している。
他方で、英国が提案した「促進された通関手続き」により、英国で消費される財と、英国を経由し
てＥＵへ向かう財を峻別することは事実上困難で、現実的で無いとＥＵ側が考える可能性もある。こ
の場合、代案として英国がＥＵと対外関税率を揃えることが考えられるが、これは英国がＥＵの関税
同盟に止まることを意味している。ＥＵ側がこれを求めてきた場合、デイビス前ＥＵ離脱相が予見し
たとおりの結果になる。結果としては英・ＥＵ国境は「ノー・ボーダー」となるが、英国は対外通商
交渉を行う自由を財については封じられる。
財とサービスを分けて考えることは困難で、「財のみの自由貿易地域」は機能しないとの見方もＥ
Ｕ内にはあるようだ5。例えば、トラックの運転手が財輸送に伴い国境を越えたサービスを提供するケ
ースなどを考えるとわかりやすい。もしもＥＵがこうした主張により、財のみでなくサービスについ
てもルールブックの作成と受容を求めた場合、英国にとっては許容しづらく、交渉が難航し「ハード・
ボーダー・シナリオ」に繋がる可能性もある。
ＥＵ各国の反応としては、当事国とも言えるアイルランド共和国のレオ・バラッカー首相はチェッ
カーズ合意に歓迎の意を示している6。同首相は、白書を詳しく見るのが先としつつも、「もし英国が
譲れない一線の幾つかを動かしたならば、ＥＵもまた動かすべき」と述べ、ＥＵ側に妥協を促してい
る。メイ首相は、アイルランドやドイツなどの首脳に対して今回の合意を入念に説明していると見ら
れ、こうした戦略が奏功しているようだ。

（２）メイ政権の崩壊と「ノー・ディール」のリスク
相次ぐ主要閣僚の辞任により、メイ政権が崩壊するリスクが高まったのかという点も懸念される。
英政局の流動化の結果、ブレグジット交渉が 2019 年 3 月 29 日の離脱協定の締結期限に間に合わず、
突然ＥＵ法が英国から失効し、ビジネスが大混乱する可能性が懸念されるからである。こうした懸念
が高まるようなら、金融市場にも影響を与える可能性がある。
筆者自身は、メイ首相の代わりとなる政治家がいないうえ、時限的に今から党首選を行うことは困
難であることなどから、メイ首相の更迭により交渉が遅延し、「ノー・ディール・シナリオ」が実現
する可能性は低いと考えている7。むしろ、「ノー・ディール・シナリオ」が顕在化する可能性として
は、今秋から年末にかけて英議会で決議にかけれられる予定のＥＵ離脱合意の草案が、保守党内のＥ
Ｕ離脱派議員と野党議員の反対などにより、可決されないような事態を想定している。
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既にメイ首相は、英国とＥＵの大筋合意内容に関して、60 名以上はいるとみられる保守党内のＥＵ
懐疑派議員の一部が反対することを前提として、野党の協力を得ようとしている。今回のチェッカー
ズ合意をうけて、メイ首相は労働党、スコットランド民族党、自由民主党の野党議員を首相官邸に呼
び、その概要を説明し、主旨に同意することを求めた。こうした野党議員へのブリーフィングは戦時
以外には通常行われない。しかし、今回のチェッカーズ合意に、野党は今のところ反対している。
早ければ今秋にも行われるＥＵ離脱協定に関する英議会での決議は、ブレグジットを巡る大きな山
場となる。これをメイ政権が乗り切れるかどうかは、おそらく今回の「ソフト・ブレグジット」路線
に野党をどれだけ巻き込めるかと、保守党内のＥＵ離脱派の造反をどれだけ食い止められるかにかか
ってくる。
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