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○ ブレグジットの行方を左右する下院採決が、3月12日～14日に行われる。3月12日の採決で修正離脱
協定が可決されれば離脱協定交渉は終了に向かうが、否決となれば離脱期限延期への道が開ける。
○ 交渉の焦点は、英国が一方的にアイルランドのバック・ストップから抜け出せるか、バック・スト
ップを期限付きとするよう法的に担保された修正が出来るかだが、今のところＥＵは否定的。
○ 英政府とＥＵの交渉は難航している。離脱期限が延期となった場合は、延期される期間の長さが注
目される。英政府は短期間の延期を提案しているが、野党など穏健離脱派の反発が予想される。

１．ブレグジット交渉の現状
（１）ブレグジットの行方を決める「3 つの採決」
英国の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）の行方を左右する下院採決が、3 月 12 日～14 日にか
けて行われる予定である（図表 1）。テリーザ・メイ首相が現在ＥＵと行っている離脱協定の再交渉
が決着し、3 月 12 日の採決で修正された離脱協定が英下院で可決された場合、離脱協定交渉は終了に
向かう。他方、修正離脱協定が否決された場合でも、離脱期限延期によって、再国民投票実施を含む
図表1 英下院で行われる3つの採決とその後の展望
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穏健離脱の道が開ける。
離脱協定の再交渉では、アイルランド島の国境問題に関する「バック・ストップ（保証措置）」の
枠組みについて、英保守党内の離脱強硬派を納得させられるだけの譲歩をＥＵから得られるかどうか
が注目される。しかし、これまでの報道に基づくと、アイルランド島のバック・ストップ問題に関す
る英・ＥＵ間の交渉は難航している模様である。もし離脱強硬派が交渉結果を認めなければ、3 月 12
日の下院採決では修正離脱協定が否決されるだろう。
その場合、翌 13 日には、合意無き離脱の是非を問う下院採決が行われる予定である。現在、英下院
は合意無き離脱を支持する議員は過半数を満たしていないため、合意無き離脱という選択肢は排除さ
れる公算が大きい。
合意無き離脱の可能性が排除された場合、翌 14 日には離脱期限延期の是非を問う採決が実施される
予定である。3 月 30 日（中央欧州時間）に離脱期限が迫る中で、英下院は離脱期限の延期を採択する
公算が大きい。しかし、どの程度の期間の延期とするのか、或いは離脱期限の延期が選択された場合、
延期された期間に目指される交渉方針は、まだ決まっていない。ＥＵからの更なる譲歩が難しいこと
が明らかとなれば、より穏健な離脱にブレグジットの方向性が変わる可能性がある。穏健な離脱の選
択肢の中には、離脱取りやめに道を開く国民投票の再実施が含まれる。
「離脱期限延期の後に国民投票の再実施に向かう」という展開は、保守党の離脱強硬派が最も懸念
する事態である。このため、離脱強硬派の間では、3 月 12 日の採決で、「離脱期限延期に向かうぐら
いならば不満は有ってもメイ首相の修正離脱協定に賛成しよう」という誘因が高まっている模様だ。

（２）難航するアイルランド島のバック・ストップ問題
英・ＥＵ間の交渉の焦点は、英国が一方的にアイルランドのバック・ストップから抜け出せるか、
バック・ストップを期限付きとするように法的に担保された修正が出来るかであるが1、今のところ
ＥＵは妥協の姿勢を見せていない。英国側の離脱協定の修正交渉には、ジェフリー・コックス法務長
官があたっている2。
アイルランド島の国境問題に関する「バック・ストップ（保証措置）」とは、英国とＥＵが離脱後
の移行期間を過ぎてもまだアイルランド島の国境問題について解決できていなかった場合、英国全体
がＥＵの関税同盟に残留する、という措置であった。保守党の離脱強硬派が反対したのは、このバッ
ク・ストップから抜け出す仕組みが英・ＥＵ双方の合議によるとされていた点である。彼らは、現在
の離脱協定合意案では、ＥＵの承認が無ければ永久にＥＵ関税同盟から抜けられず、その間英国が第
三国との通商協定を発効出来ない点を懸念した。
離脱強硬派は、修正離脱協定を受け入れるための 3 つの条件として、①法的拘束力を持つ条約レベ
ルでの変更、②解釈変更では無い実質的な離脱協定の修正、③バック・ストップから一方的に脱却す
るための明確なルートの確保を挙げており3、この 3 条件が英下院の支持を得るために必要ということ
になる。3 条件が確保されているかどうか、修正離脱協定が議会に提出された際には離脱強硬派が選
んだ 8 名の弁護士が精査を行うとしている。
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２．ブレグジットの今後の展開と合意無き離脱の可能性について
（１）離脱期限延期の場合は延期される期間の長さに注目
3 月 7 日時点までの報道では、英政府とＥＵのアイルランド島のバックストップ問題を巡る交渉は
難航している。ＥＵ側は今のところ英国の要求を飲む気配を示していない。ＥＵのサビーヌ・ウェイ
アンド次席交渉官は、1 月 28 日に「バック・ストップを期限付きとする案や、英国が一方的に離脱で
きる条項を設置する案など、（現在、英国で議論されているアイルランド島の国境問題に関する代替
案で）新しいものは何も無い。全て過去の交渉途上で集中的に協議された結果、バック・ストップの
目的を失わせるものとして否定されたものだ」と述べており、議論は尽くされているとの立場である4。
3 月 7 日付英テレグラフ紙は、政府はＥＵから十分な譲歩を引き出すことが出来ず、3 月 12 日の投票
で 100 票差をつけて敗北する可能性が高いと報じている5。
仮に 12 日の採決で修正離脱協定が否決された場合、冒頭で述べたとおり離脱期限延期を問う投票が
行われる予定だが、ここで注目されるのは離脱が延期される期間の長さになろう。
離脱期限の延期について、メイ首相は 3 月 14 日に予定される採決では「短期間、限定的な延期」を
提案する旨を明らかにしている。英政府は 2～3 カ月の離脱期限延期を意図しているとみられるが、メ
イ首相が交渉時間が限られる中でも短期間の延期を主張しているのは、自党の離脱強硬派へ配慮して
いるからだ。長期の離脱期限延期は、場合によっては国民投票の実施などを通じて離脱取りやめに繋
がる可能性もあるうえ、英国はＥＵを離脱しない限り第三国と通商交渉を行うことは出来ない。これ
らは離脱強硬派議員にとっては受け入れ難い。
短期間の延期をメイ首相が想定している以上、延期後の交渉方針は基本的に現在の政府案が土台と
なろう6。交渉の方向性を大きく変える場合には、2～3 カ月の延期では時間的に不十分であるからだ。
例えば、国民投票の再実施を行うにしても、英議会では再度国民投票法案を提出、審議の上で立法化
する時間が必要であり、2～3 カ月程度の延期では国民投票後の交渉まで視野に入れた場合は到底間に
合わない7。
一方野党は、再国民投票の実施を視野に入れつつ、より長期の離脱期限延期を要求してくる可能性
がある。3 月 14 日の投票では、離脱期限が延期されるかという投票結果と共に、延期される期間の長
さが注目されよう。
ＥＵ側はより長期の延期を視野に入れ始めているとされる。期間としては 9 カ月（2019 年 12 月ま
で）や、21 カ月（2020 年 12 月末まで）といった見通しが報道されている8。ＥＵ側にしてみれば、5
月 23～26 日には欧州議会選挙が予定されているうえ、2019 年後半には欧州委員長を含む首脳の交替
があり、意思決定が困難になる恐れがある。このため、出来れば離脱期限の延長は短期間としたいと
いうのが本音であったと思われる。しかし、ブレグジット交渉の先行きが見通せない中で英政府に離
脱期限を何度も延期されるよりは一度限り長期間の延期を認めることで、秩序ある離脱の実現を目論
んでいるのではないかと考えられる。今後は、ＥＵ側としてどのような意思統一が図られるかが注目
される。ＥＵ条約第 50 条に基づけば、離脱期限の延期はＥＵ27 カ国全ての同意が必要であり、英国
が一方的に離脱期限の延期を決めることは出来ない9。
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（２）合意無き離脱の可能性は低下も、完全に除外は出来ない状況
英国でビジネスを展開する第三国の目線から見ると、合意無き離脱が発生するリスクがどの程度あ
るのかが懸念されるが、合意無き離脱となる可能性は低下している。合意無き離脱について英下院は
3 月 13 日に決議を取る予定であり、下院の総意として反対であることは概ね明らかとなっているから
だ。しかし、それでも離脱期限の延期が何度も取れる選択肢では無いことと10、メイ政権が短期的な
離脱期限延期を考えていることを併せて考えると、合意無き離脱の可能性を完全に排除することは出
来ない。一度離脱期限を延期すれば、新たな期限こそが最終的な交渉期限となり、交渉がその期限に
間に合わなければ時間切れで合意無き離脱が実現する可能性があるからだ。
ブレグジットの帰趨は、合意のある離脱、合意無き離脱、離脱取りやめという 3 つの道があるが、
現時点では、筆者はメイ首相の離脱協定案が修正される形で、合意のある離脱になると考えている（図
表 2）。その場合でも離脱期限は延期されよう。まずは、英国とＥＵの修正合意が締結できるのか、
出来た場合はその内容と国内の離脱強硬派議員の反応が注目される。3 月 12 日の採決が否決された場
合には、離脱期限がどの程度延期されるのかがポイントとなる。3 月 12 日～14 日に行われた英下院採
決の結果を受けて、3 月 21・22 日に開催されるＥＵ首脳会合でＥＵ側の対応が決まると考えられる。
図表2 ブレグジットの今後の展開
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