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英国のEU離脱シナリオに向けた課題と対策

1 離脱シナリオ～不確実性が高いが時間経過
とともに明らかに～

離脱シナリオは大きく分けて以下のように4つのシナリオ
に大きく想定されます（図表1）。
現在英国メイ首相が「独自（bespoke）の新しい型」の英EU
関係に言及する中、EU離脱の姿をソフトブレグジットもしく
はハードブレグジットのいずれかとするかについて議論され
ています。つまり、英国は独自の移民政策の採用を優先し、
単一市場へのアクセスを犠牲にする「ハード（強硬な）ブレグ
ジット」なのか、もしくは、メイ首相は投票前の残留キャン
ペーンで積極的な役割を演じることはなかったが、残留派と

はじめに
　昨年6月23日の英国によるEU離脱の国民投票の結果は、
まさに世界に衝撃を与える出来事でした。これまで一部の業
種を除き、英国のEU離脱（以下、ブレグジット。）についてお
おむね、静観してきた企業が大半であったのではないかと思
います。しかし、2017年は、英国のEU離脱の行方が明らか
になる年ではないかと予想されます。そのためわが国日本
企業にとって、しっかりとした対策と実行に向けた取り組みが
必要となってきます。本稿ではその対策と実行に向け、参考
となる内容を含めて、説明していきます。

経済への打撃の程度

単一市場へのアクセス

EU規制への影響力

EU規制・指令への適用

EU予算への拠出

独自の移民政策

独自の貿易通商政策

EEA member
(Norwegian option)

Bilateral agreement
(Swiss option)

UK-EU Free trade
agreement (FTA) 

No access agreement
(WTO / MFN) 

低い 中程度 中程度 高い

低い

無し

独自の政策

拠出なし拠出なし拠出あり拠出あり

無し無し

高い─EEA諸国は単一市場へのアクセ
スが可能、関税同盟を含まない

中程度─スイスの例ではモノ及び一
部のサービスに関しては同意

中程度─英国はEUとモノに関して自
由貿易を保持するも、規制・基準から
逸脱したものについては、非関税障壁
が発生するか可能性あり

ほとんど影響力なし─議決権はなく、限
定的な交渉力を持つにとどまる。その他
の分野である程度の主権を確保

適用される─社会保障及び労働関係
も含まれる（労働時間指令）

テクニカルには適用されない─ただ
し、他国に居住する場合は実態として
適用される

無し─「4つの移動の自由（人、モノ、
サービス、資本の移動の自由）」の全て
が保障される

ある程度の主権を確保─ただし、スイ
スの例ではEUからの移民に対する制
限はできない

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり

英国はFTAによってカバーされるモノ
については、EU規制を遵守する必要が
ある

テクニカルには適用されない─ただし
第三国との同等性が問われる場合、実
際には自由裁量権が限定的となる

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり

独自の政策

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり　

EEA加盟国※1

（ノルウェー・オプション）

1

個別具体的な
二者間交渉

2

自由貿易協定※2

（FTA）

3

ノー・アクセス合意
（WTO/MFN）

4

ソフトブレグジット ハードブレグジット

※1 EEAシナリオには、サブシナリオとして「EEA＋関税同盟」が想定される。
※2 FTAシナリオには、「FTA＋関税同盟」が想定される（この場合のFTAはカナダ型を想定）。
（上記※両方とも、メリットは、英国製品の対EU輸出が無関税であること、英国がWTO加盟地位で再交渉する必要がない一方で、EU域外共通関税に服することというデメリットもある）

図表1：ブレグジットシナリオ～4つのオプション
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目されており、首相就任が決まった当初、単一市場へのアク
セスを重視する「ソフト（穏健な）ブレグジット」を目指すので
はとの期待の声もあります。
このような現状を踏まえた上で、英EU間の将来の関係の方
向性を①EEA型、②EUスイス型（複数の分野別協定）、③
FTA型（ここではEUカナダFTA（CETA）型）、④WTO型という
4つのシナリオ（EEA型プラス関税同盟型のように、これらのう
ちいずれか２つを組み合わせるシナリオもありうる）に基づき
分析することが、今後の対策検討のための前提となります。
2017年1月17日にメイ首相は演説の中でEU単一市場か

らの離脱を表明すると同時に、EUとのFTA締結の可能性に
言及しました。そうなると上述のシナリオオプションはさらに
絞り込まれることになります。また、2017年1月24日の最
高裁判所の判決によりEUへの離脱通知のためには議会の
承認が必要となったことから、離脱通知のタイミングが3月
末までに実施されるかどうか、そしてその後の交渉がどのよ
うに展開されるか、注目するべきところです。このように時
間の経過とともに、状況が変化していくことから、今後の情
報収集のアップデートと対策が一層重要となってきます。

2 課題抽出のための第一歩
～潜在的影響の全体像を俯瞰する～

ブレグジットに向けた対策立案のためには何が必要でしょ
うか。まずは各企業によるブレグジット後の潜在的影響の全
体像を俯瞰的に見ることが第一歩です。全体像を俯瞰的に

捉えるためのステップは以下のとおりです。

Step1 ：	ヒト、モノとサービス、経済、法規制の4つの分析
視点を理解する

Step2 ：	事業を機能別に影響項目ごとに確認する
Step3 ：	シナリオオプション別の実行計画を策定する

Step1：4つの分析視点を理解する

4つの分析視点とは、「ヒトの移動の自由」「英国経済の先
行き」「モノとサービスの移動の自由」「規制、税金、法制度の
変更」のことを指します（図表 2）。ここでいう、英国経済の先
行きとは、英国経済全体の景気が停滞する可能性について
のさまざまな各産業分野への影響を指します。そして、ヒト
の移動の自由とはEU域内の人が英国内で就労することにブ
レグジット後制限されることになる可能性のことを指します。
また、モノとサービスの移動の自由とは、英EU間の貿易に関
する影響のことを指します。また規制、税金法制度の変更に
ついては、英国がEUから離脱することによるさまざまな土台
となる規制や税制等が置き換わることによる影響を指しま
す。これらの4つの視点を常に念頭に置くことが、最初の1歩
となります。

Step2 ：事業を機能別に影響項目ごとに確認する

4つの視点について理解できたので、次に、自社欧州事業
を機能別に分解し、前述の4つの視点それぞれがどのよう
な影響をもたらし得るのかを分析していきます。具体的には

モ
ノ
と
サ
ー
ビ
ス

の
移動の自由 規制、

税金
、法

制
度
の
変
更

英国経済の
先
行
き

ヒ
ト
の
移

動の
自由

EUは「ヒト、モノ、サービス、カネの移動の自由」を基本原則に、「単一市場」の実現を目指して、EU全体の経済活動であたかも一つの国のよ
うになっています。このEU離脱により英国の経済活動がEUから分断されることになり、グローバルに展開する日本企業にとっても、影響が
あると予想されます。

ヒトの移動の自由
EU域内の人の移動を自由にするという原則について、英国
がEU離脱することにより、EU域内の人が英国内で就労す
ることに制限がかけられることになります。したがって、
日本企業の英国拠点において就労して いるEUの人々
については、離脱後もそのままの 状態では就労がで
きなくなるおそれがあります。

英国経済の先行き
英国経済全体がEU離脱により景気が停滞すると見込ま

れ、ひいては欧州経済全体にも影響を及ぼしてきます。
また為替相場や金融政策等は英国の各産業分野に

波及してきます。日本企業の英国拠点・欧州事業全
体に対する悪影響を及ぼす可能性が存在してい

ます。

モノとサービスの移動の自由
EU域内におけるモノとサービスの自由とは、 移動
に障壁がない、つまり、EU域内の貿易につ いては
関税がかからない、というコンセプトです。英国はEU
離脱によりモノとサービスに関するEU諸国との貿易に
ついては関税が課される可能性があり、コスト増のみな
らず、事務手数も煩雑になりビジネスモデル・オペレーショ
ン等に影響が予想されます。

規制、税金、法制度の変更
EU法に基づき、EUへの拠出金や様々な補助金

等一定のルールに従う必要がありますが、EU離
脱により、それらを遵守する義務がなくなり、英国

内で新たに制定される政策ルールに従うこととな
ります。また、EU法に従った許認可・免許等が英国で

は適用されないことから、金融機関のパスポートにも
影響が出てきます。これらは英国に進出している日本企業

にも影響を及ぼします。

図表2：EU離脱による日本企業への影響～４つの視点
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以下の表（図表 3）のとおりとなります。会社の戦略・組織構
造をつかさどる経営企画や事業企画、また部品などの調達
やサプライチェーン全体を検討する部署、また、法務・コン
プライアンス関連部署、IT／情報セキュリティ関連部署、会
計・税務等の財務経理部署、そして人事部、最後に資金管
理関連としてトレジャリーを挙げています。もちろん各社固
有の事情や業界特有のものもありますが、一般的にはこれ
ら7つの機能に分解し分析します。

Step3：シナリオオプション別の実行計画を策定する

ブレグジットのシナリオはいくつか想定されます。シナリ
オの中で最も影響が小さいといわれているものは前述のシ
ナリオでいえば、EEA型といわれているものです。これは、
欧州経済領域に属することによって、欧州単一市場へのアク
セスは可能となります。一方で、移民政策の自由度は制限
されることになります。一方で、最も影響が大きいといわれ
ているものはWTO型といわれているものです。英国とEU間
の離脱後の経済協定が締結されない、つまりWTOにおける
最恵国待遇（Most	Favorable	Nation）の枠組みの中でさま
ざまな取り決めがなされることになります。これは、最終的
な英国とEUとの交渉がうまくまとまらなかった場合のケース
となります。
おおむねシナリオオプション別の実行計画を策定するに
当たってはそれぞれのシナリオに応じて、とるべきアクショ
ンを整理しておくことが必要となります。

3 日本企業にとっての課題・対策例

ここではいくつかの典型的な課題と対策について述べて
いきたいと思います。
①課題─英国・欧州経済の低迷や規制環境変化
	 対策─欧州戦略・拠点の見直し・許認可取得
（例）法制度の変化や英国経済の変化により欧州戦略全体
を見直す必要性があるかもしれません。例えば金融パス
ポート制度が取り上げるように、英国がEU離脱することによ
りこのシングルパスポートにより自由に欧州域内で営業や取
引ができなくなるおそれがあります。特にハードブレグジット
と呼ばれる場合にこのことが想定されます。この場合、最悪
のケースではそのものができなくなる可能性があります。そ
のため、英国以外の大陸側で営業ができるようパスポートを
再度取得する必要性が出てきます。また、その際、顧客や税
制その他事業運営のためのインフラ環境などを比較検討し、
拠点を新たに設置し、構築しなおす必要が出てきます。

②課題─関税や輸出入手続き負担等によるコスト増
	 対策─サプライチェーンの見直し
（例）これまで欧州単一市場にアクセスし、欧州域内では
関税が課されない状況が続いていましたが、英国がEU離
脱することにより、関税や輸出入手続き、そしてVAT等のさ
まざまな追加負担の可能性があります。これは、自動車業界

EU離脱に伴う業績予測の変更に従い、日本企業は欧州事業戦略について根本的に見直す必要となる
可能性があります。見直しに伴い、欧州事業の組織再編や欧州拠点の移転、また必要に応じてM&Aの
実施も検討します。

EU離脱により、モノとサービスの移動が関税が課されるなどの変更の可能性があるため、調達・サプラ
イチェーンの構造をEU離脱後の最適な姿に変更する必要が生じ得ます。

EU離脱により、英国がEU単一市場へのアクセスを失う可能性があることから、既存契約や許認可など
の見直しが余儀なくされ、コンプライアンス責任についても変更の必要があります。

EU離脱により、英国はEUのGDPR（一般データ保護規則）の適用外となると予想されています。英国と
EU市場にアクセスする日本企業は、英国で適用される基準をモニタリングする必要があります。

CFOは、業界マーケット予測を見直し、より厳格なコスト管理をする必要が出てくる可能性があります。
英国では新しい税法が適用され、それらが日本と英国間の租税条約に影響を与える可能性がありま
す。EU離脱に関連したディスクロージャーにも影響を与えます。

従業員のビザなどのステータスを把握していない場合、人材確保のために、労働許可やビザ取得の計
画を立てなおす必要があります。

EU離脱に関連して、為替のボラティリティの変化等により、企業活動のキャッシュ・フロー予測等事業
計画数値の前提条件を変更する必要が生じてきます。また運転資本等に関連した資金繰りについても
見直しが必要となる場合があります。

ビジネスモデルとオペレーション
（戦略・組織）

調達・サプライチェーン

法務・コンプライアンス規制

IT・情報セキュリティ

会計・税務

人事

資金管理（トレジャリー）

英国経済の先行き 規制、税金、法制度の変更 モノとサービスの移動の自由 ヒトの移動の自由

4つの視点 会社の機能 機能別の影響

図表3：EU離脱による日本企業への影響～業界や事業の状況により、その影響はビジネスモデル、サプライチェーン、人事等広範囲に及びます
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などの幅広く製造業全般にわたり、コスト増加要因となりま
す。そのため、生産拠点・物流拠点・プロセスを見直す必要
性が出てきます。さらに資金管理にも影響がありますので留
意が必要です。詳細は後述の税務への影響およびサプライ
チェーンへの影響のコラムを参照ください。

③課題─源泉税課税によるコスト増
	 対策─グループストラクチャ見直し
（例）英国法人が欧州統括会社として機能しており、その
子会社がEU各国の法人としての形態であるような場合、こ
れまで親子指令を適用し減免措置を受けることにより、子会
社からの配当等の源泉税については課されていなかったの
ですが、EU離脱により、この親子指令の適用がされない可
能性があることから源泉税に関連してコスト増につながりま
す。そのため、税務的な視点からのストラクチャの見直しが
必要となってきます。詳細は後述の税務への影響およびサ
プライチェーンへの影響のコラムを参照ください。

④課題─EU加盟国籍人員の就労不可
	 対策─人材戦略の見直し・確保
自社従業員のなかに英国外のEU加盟国籍で英国内にて
就労してり、逆に、英国籍の人が他のEU域内で就労してい

る人が多いケースが相当します。優秀な人材を確保するこ
とは容易ではありませんし、事業運営上、大きな影響となり
ます。そのため、人材の確保のためさまざまなサポート体制
を構築することが必要です。

このように、影響課題を特定し、それぞれシナリオ別にど
のような影響が想定され得るのか、また最も影響の受ける
ケースはどのような場合かを整理しておく必要があります。
下図（図表 4）はブレグジットへの影響と作業タスクのイ

メージ図です。読者の皆さまの参考となるとともに、2017
年はまさに、ブレグジットの交渉が本格化し、その行方が明
らかになってきます。変化があるときには必ず何らかのチャ
ンス・機会が発生しますので、対応と同時に新たな事業機
会にも今一度再確認することが、欧州戦略策定に際して重
要と考えます。	　

 初期仮説の検討 全体分析影響分野の特定
シナリオ別分析

 現状把握

シナリオ別にブレグジットによる影響を受けるエリアを、インタビュー及びデータ分析を通じて網羅的に抽出します

● EU離脱後の事業ビジョン・タイムフレーム、戦略・事業計画の精緻化
● EU離脱後の事業計画目標、施策実行責任の明確化
● 新会社を設立する場合の対応方針　等

事業戦略

● EU離脱後に想定される取引に係る売買契約、業務委託契約、 技術契
約等内容の取決め、業務フロー、制度、規定等の見直し

● 取引先への説明、取引先との調整事項への対応
● 官公庁等への各種届出（税務署等）

サプライチェーン

● データ保護の対応に関する影響
● EUパスポート制度など業界特有の規制
● 法律改正による影響、契約書等を修正または作成する必要　等

規制・法律

● 欧州拠点の検討
 ─欧州統括会社、製造・販売拠点、グループ金融子会社　等

組織

拠点

● 重要人事の決定
 ─EU拠点のガバナンスの維持を見据えた経営陣選定　等
● 社内コミュニケーションプラン
 ─従業員への説明、将来戦略の説明　等

人事

● EU離脱後の事業計画精緻化とともに、運転資金、資産／負債、人員等
の再配置・見直しの具体的検討

● 実務面での課題抽出と解決策検討
 ─執務スペース共有の場合の取り扱い（フロアプラン）
 ─各種耐久消費財の振り分け、共用の場合のルール策定
 ─会社保有資格の継承　等

リソース

資産／負債
運転資金

人材

1

(例）ブレグジットによる影響を受けるエリアの特定とその作業タスク

想定シナリオ

EEA加盟国
（ノルウェー・オプション）

2 個別具体的な
二者間交渉

3 自由貿易協定
（FTA）

4 ノー・アクセス合意
（WTO/MFN）

図表4：ブレグジット影響分析～エリア特定及びシナリオ別分析

舟引 勇 （ふなびき いさむ）

PwCアドバイザリー合同会社
シニアマネージャー
E-mail：jp_brexit_support@pwc.com
HP：http://www.pwc.com/jp/ja/the-eu-referendum.html
EU離脱（ブレグジット）最前線ツイッター：
https://twitter.com/PwC_JP_Brexit

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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