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１．イギリスのEU離脱（Brexit）について
－（1）Brexit選択の国民投票について－

EC加盟申請1961年、加盟73年
• 戦後英国は大英帝国（旧植民地）

依存路線
• →戦略失敗＝「英国病」→61年EEC

加盟申請→２度失敗→73年加盟

• 英国のEUに対する方針（態度）：

• →経済的利益獲得（大輸出市場、英
国企業競争力強化、ロンドン金融市場）。
共同体拒否。

• 欧州大陸：ヒットラーのヨーロッパ
戦争の惨禍→不戦体制。英国は
理念共有せず

• 英国加盟大成功（右図）→80年代
から成長率上昇。今日まで継続

クレバーな戦略＋金融資本主義
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EUでもっとも繁栄→離脱Why?

英国人口：2060年8000万人 離脱投票勝利の主要な理由

〇イングランド労働者層の批判：
格差・貧困、反エリート
（”Westminster elite”）、 反移民
〇高年齢層：EUからの自立=主
権回復、大英帝国の思い出

〇低成長・危機続きのＥＵを見限

る：ユーロ危機・低成長・増大するEU負
担、英輸出伸びず→早逃げ→中国、
インド・・

〇離脱派リーダー：英国独立党、
保守党の政治家の巧みな誘導
（国民の諸批判を「EU離脱」に集
約）



投票の特徴①「連合」王国の地域的分裂
国民投票の色分け
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②移民流入・③世代ギャップ

15年：EUから17万人、EU外19万
人（純流入） 投票率と残留賛成票シェア

6［出所］Ｂｒｕｅｇｅｌ．



EU加盟40年余：英国の対EU輸出

英国の財輸出先と主要輸出品 上位シェア

• 機械類・輸送機器類

34.8％
• 化学製品 15.5％
• 雑製品 12.3％
• 鉱物性燃料 11.0％
• 原料別製品 9.3％
• 食品・飲料・煙草 6.1％

EU, 47.4

米国, 12.5
中東＆アフリ

カ, 8.2

スイス, 6.9

中国, 5.1

ASEAN, 2.7

日本, 1.4 その他, 15.8

英国の輸出先構成（％）
（14年、FOB、総額3109億￡）

前年比：対EU２％減、中国大幅増加(金
輸出） 7



英国の輸入（対EU）

前年比：EU微増、中国7.3％増 上位シェア

• 機械類・輸送機器類

35.0％
• 雑製品 15.4％
• 化学製品 11.8％
• 鉱物性燃料等 11.2％
• 原料別製品 10.7％
• 食品・飲料・煙草 9.3％

EU, 52.8

米国, 
7.9

中東＆アフリ

カ, 6.2

スイス, 2.1

中国, 8.1

ASEAN, 2.8
日本, 1.7

その他, 18.4

英国の輸入先構成（％）
（14年、CIFベース、総額4175億￡）
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EU２７：英国は 大の輸出先
－サプライチェーン：EU規模－

EU27：英国は 大の輸出先

英国の離脱パターンが問題
→EU制度・規制をどこまで受け入れるか

• EU英国貿易→サプライチェー
ンはEU規模

• 製造業：供給網相互依存→
（関税同盟＋単一市場）

• サービス部門：単一市場

• 農業：CAP共通農業政策（輸
出入の各75％はEU）

• →EU離脱（WTOステータス）は
産業・経済的に無理

• →スコットランド問題、北アイ
ルランド問題も

英国, 16.8

米国, 16.5

中国, 
7.7

スイス, 6.5
トルコ, 3.9ロシア, 3.8

日本, 2.7
ノルウェー, 

2.4

その他, 39.6

EU27の輸出先構成
（2015年、FOB、総額3兆9千億ユーロ）
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2－（2）．英国の離脱交渉について

EU脱退交渉プロセス：3段階

• １．英国離脱プラン作成

• ２．脱退通告（17年3月末予定）

• →交渉（2年間）

• ３．脱退協定を取り決めて
離脱（中途で交渉決裂の可能
性）

• 交渉は欧州理事会の全会
一致により延期可能（第5０
条３項）

その他の注意事項
• １．脱退通告は当該国が行う（EU

は強制できない）。

• ２．交渉期間中はEU法適用（英

国はEU加盟国）。

• ３．2年後、合意が成立しない

とEU法は効力喪失→英国

はWTO加盟国へ。

• EUが締結した53の貿易協定を結
び直す必要。日EU・EPA､CETAな
ど独自に交渉。

• WTO加盟国：WTO関税設定へ（
恵国待遇について多数品目で多数国と交渉）
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英国が単一市場（ＳＭ）に残っても・・・
－「ノルウェー型」はモデルにならない－

ＥＵ関税同盟（ＣＵ）の問題

• ノルウェー：関税同盟非参
加→ＥＵとの貿易：

• ①関税（相互に）

• ②税関書類提出

• ③原産地規則適用

• （1）［サプライチェーン形成］
→相互に「関税ゼロ、税関
書類なし」にできるのか（「離
脱したけど残留」）

• （2）→原産地規則は？

• 本年1月3日：英国のEU大
使辞任（政府批判）

英国：ノルウェー型受け入れ不
可

• EUの単一市場法令を無条件
に受け入れ

• →①人の自由移動

• →②英国に不利な金融法令
（金融取引税など）

• →③EU予算に納金

• 産業安定・経済安定の視点か
ら：英国はEU残留へ方針転換
するのがbest

• 大陸諸国警戒：英国は外交交
渉上手
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メイ首相のナショナリスト路線

• ①メイ内閣：離脱派閣僚7人→Hard Brexit 提唱

• ②メイ首相：移民流入抑制を優先→
• Brexit：Soft, Hard, Crash →交渉戦術か本音か？

• メイ首相演説：「Brexitは静かな革命」「貧困者対策重
視」「英国を再び団結させる」

• 格差社会への反省、しかし財政支出増は不明確

• 「British Citizen first」（企業に外国人労働者数を申告させる、犯罪者はEU諸国に送

り返す）→SNP Sturgeon党首反発「deeply ugly, divisive nationalists」

• →1月第3週「離脱プラン」提出、2月：議会との「離脱プ
ラン」対話、3月EUに離脱通告
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２．イギリスの格差問題とポピュリズム

• Brexitを「ポピュリスト運動」とみる→米国トランプ大統領選出があ
り、EUが「主要な原因」とはいえない

• →米国と共通の格差問題、移民問題、主権問題が前景へ

• 英国：米国と並ぶ格差社会
• Brexit：「新自由主義・グローバル化路線」の行き詰まりを告発
• →保守党の政策40年（サッチャー首相以降の新自由主義路線）→外資依

存・福祉切り捨て路線
• ブレア労働党政権→移民依存路線＝英国の教育制度劣化
• リーマン危機後：労働党政権→銀行救済に巨費、キャメロン保守

党政権→「戦後 も厳しい」財政緊縮
• →福祉（失業手当、生活保護、母子家庭、医療制度‐NHS‐等）、教

育、住宅などさらに支出削減



上位10分位所得シェアと時代区分

自由資本主義
帝国主義

30年代大不況・第2次大戦
→戦後管理資本主義

新自由主義
グローバル化



税制改革の推移：所得格差に大きく影響

高相続税率 1900‐2013年 高所得税率 1900‐2013年
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アングロサクソンの極端：理想主義と転換の早さ



英国の所得地域格差、実質賃金の推移

実質可処分所得の地域格差 実質賃金推移（各国通貨表示）
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図6 英国地方の実質家計可処分所得（一

人当たり）の推移

－2004‐2013年（単位：￡）－
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［出所］Eurostat, NUTS2 data16年9月より作成。
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図5 米欧諸国の実質賃金推移
－2005－2015年、各国通貨表示－
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［出所］OECD, Average National Wages より作成。



英国の福祉政策の劣化

• サッチャー保守党政権の 高所得税率大幅引き下げ
（97％→40％）（＋相続税率75％→40％）

• →97年～2010年労働党政権は変更せず

• 格差拡大：リーマン危機前は実質賃金上昇＝「許容でき
る格差拡大」→リーマン危機後は実質賃金低下、実質
可処分所得低下＝「許容できない格差拡大」

• 金融資本主義：リーマン危機前、ロンドンと地方の所得
格差拡大

• リーマン危機後：12年オズボーン財務相→戦後 も厳し
い緊縮財政→福祉、教育、公営住宅建設へのダメージ

• 低家賃住宅の絶対的不足→家賃上昇、NHS（国立医療
サービス）も医者不足・ベッド不足→移民への非難へ。



英国の失業手当の額（2012年）：独仏の半分以下
－国民一人当たりGDPの％で表示－

［出所］Daniel Grosの計算と作図。CEPSより。

20％

40％

ヨコ軸：国民一人当たりGDP（ユーロ表示）



ポピュリズム：戦後資本主義の第3期

３つの時代の特徴
• 第1期：管理資本主義、ケインズ

主義、資本移動規制

• 第2期：新自由主義の資本主義、
グローバル化、資本移動自由化
英米先行（サッチャー・レーガン）

• 時代以降の論理［インフレ抑制＝マネ
タリズム理論、資本移動自由化］

• 第3期：ポピュリズム時代？ 地
政学的・世界経済論的には、強
国（列強）による世界経済支配
英米先行（Brexit・トランプ）

• 第2期→第3期：移行の論理不明確→
新自由主義・グローバル化の限界（ex.
格差・移民）＋地政学的転換（中国・ロ
シア→アメリカ）→移行の理論はない？

世界不況：1974/75年、2008/09年



３．ポスト・リーマン危機（第3期）のEUとEU経済

• 20世紀ヨーロッパ統合：戦後第1期：関税同盟＋
共通農業政策、第2期：単一市場＋通貨統合→
「広域国民経済形成」で経済成長→成長の果実
を企業・労働者で分け合う方式でリーマン危機
前まで経済成長を維持

• 第3期（ポスト・リーマン危機）：
• ①20世紀統合方式は機能しない（通貨統合で20

世紀経済統合は完結）、
• ②福祉（所得再分配）未統合の欠陥露呈、
• ③東欧加盟により「域内グローバル化」の問題



EU：ポスト・リーマン危機→経済混乱と回復の遅れ

• ［1］ダブルパンチ：リーマン危機＋ユーロ危機
• ［2］ユーロ危機による「二番底」→景気回復の遅れ：ユーロ圏GDP：

08年Q１ピーク回復は2016年
• ［3］EU/ユーロ圏は経済成長への対策を打てず。ユーロ危機でか

えって悪化。困難を「EUのせい」にする政治家、EU支持の中道（左
派）政党の無力への不信→極右ポピュリスト運動拡大

• ［4］極右ポピュリスト：「主権奪還」→EU・ユーロ圏離脱を公約。

• ［5］地域別国別格差の顕在化：ポピュリズムの広がり
• ①西欧北欧地域：独英の好調、他は冴えない。極右ポピュリスト政党：墺、蘭、

仏、独、デンマーク、フィンランド
• ②南欧地域：生産の落ち込み顕著、長期停滞→伊のポピュリスト政党（5つ星運

動）、左翼ポピュリスト：ギリシャ、スペイン
• ③東欧地域：キャッチアップ・プロセス停止→ハンガリーとポーランドの極右ポピュ

リスト政権（憲法変更）”Illiberal democracy”



①ユーロ危機の衝撃：W危機

英：リーマン危機後回復 ユーロ圏：ユーロ危機ダメージ

［出所］European Commission [2016] Autumn Forecast.



15年以降：緩やかな景気回復の特徴

• 投資低調（バブル崩壊により
建設投資の落ち込み70％）

• 財政支出抑制が基調
（ユーロ圏財政赤字3％以下を
ユーロ危機の中でも適用→南欧
諸国などの不況深刻化・長期
化、現在財政は景気に対して中
立）

• 14年からの回復は消費
と経常収支黒字が支え

• ECB金融政策が景気回
復を支える

• ①2014年6月マイナス
金利政策、低利融資政
策（TLTRO）→ユーロ為
替相場下落→経常収
支黒字拡大

• ②2015年3月よりQE（量
的緩和政策）継続→南
欧など低成長国の景気
回復を支持



経常収支黒字と銀行貸付

経常収支黒字：景気の支持要因 銀行貸出の推移



ユーロの対ドル為替相場

マイナス金利導入6月10日 QE導入決定1月22日 Brexit投票ドラギ総裁ロンド
ン演説7月26日



格差：失業率ドイツvs仏・ユーロ圏

16年17年は予想値



ペリフェリ諸国：格差拡大vsEU15
－＆「ドイツの独り勝ち」－
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ドイツへの批判

• 格差拡大へのEU諸国の不満→「EUはドイツの支配機
構化」

• EUの理念:「開かれた自由な社会、民主主義、人権、４
つの自由移動、難民受け入れ」→メルケル首相の理
念主義→「EUはドイツのEU支配を保証する制度」

• ドイツ：大陸に「勢力圏」→再統一後、中・東欧を獲得

• エマニュエル・トッド：「ドイツ帝国が世界を破壊する」
→フランスのEU離脱・ユーロ離脱を唱道→マリーヌ・ル
ペンの応援団長

• But,ドイツがユーロ圏・EUの中軸になるしかない：EU防
衛、難民問題対応（国境警備隊整備）、福祉問題？



EUの将来

• マリーヌ・ルペン：「トランプ大統領は『新世界』の積み石」→新世界
とは？

• EUの多くの国で極右ポピュリスト政党→EU・ユーロ離脱を公言→
• →政治リスク大：政治リスクの悪循環：政治リスク→低投資→低成

長→政治リスク→・・・

• EU諸国の将来：①貿易・経済の依存度高くEU離脱は困難（「後戻
りコスト」は膨大）＋②EUを離れて「どこへ」？

• ①②→Brexitの英国はどこへ？
• 「諸国民の決定権」という問題は残る

• 地政学的（世界経済論的）視角：「法の支配の世界」から大国支配
の世界へ（を目指す大国）：中国、ロシア→トランプのアメリカ

• →EU（独仏）の対応



４．まとめ

• Brexitは欧米の広汎なポピュリズム運動の一環
（asking the question: “Who are we?”）

• リーマン危機後「ポピュリズムの時代」へ。原因
はグローバル化した現代資本主義。

• EUはポピュリズム運動の原因ではない（トラン
プ）。だが、①「域内グローバル化」による移民、
②ブリュッセルの global elites、③各国政治家は
困難の源をEUに転嫁。標的とされた。

• 極右ポピュリズムと左翼ポピュリズムでEUに対
する評価は異なる。



まとめ（続）

• 英米資本主義：リーマン危機から比較的短期で回復し
たが、格差拡大と移民→ポピュリズム勝利

• EU：ユーロ危機のダブルパンチで回復遅れ。
• EU経済：15年から回復基調強まり、失業率も低下
• EU：地域格差、国別格差が拡大→「ドイツの独り勝ち」
への反発：欧ポピュリズムの拡大

• 主権回復・EU分断はヨーロッパ経済を衰弱させる
• 今後：政治リスク→統合麻痺・投資減退→低成長→政
治リスク、の悪循環の可能性

• 大国支配の世界経済へ→EUの役割は高まる
• 本年４/5月のフランス大統領選挙がEUの岐路


