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1. Brexit その後
（１） 情勢概況


Brexit からの学びは何か？：控えるイタリアリスク。教訓をどう生かすか
英国の国民投票から約 2 ヶ月が過ぎ、日本では関連報道も、殆ど見かけなくなった。当初懸念された金融的
な危機は去ったように見えるが、欧州地政学リスクは今後も続くだろう。本年１０月には、イタリアの国民投票、
翌年はフランス大統領選、そしてドイツ総選挙が控えている。英国の動向はしばし静観モードとはいえ、欧州に
横たわる不確実性リスクは消えていない。中でもイタリアの国民投票は、銀行セクターの不良債権問題や中東
欧への連鎖リスク等、経済的な課題が加わってくると予想される。
他方、英国の国民投票を通じた、ビジネスへの示唆もあった。人とモノの移動に絡む物流セクター、シティを
中心とする金融セクターは厳しい状況だ。その一方で、英国に腰を落ち着けると腹を括っていた輸出企業にと
っては、苦境とはならなかった。デジタルセクターでも、M&A の積極推進の好機とした事例もあった。勝負の差
は、「周囲の悲観論に左右されることなく、自社目線で情勢判断を見極められるか」にあったのではないだろう
か。不確実性の中での、ビジネスへの教訓である。



事態は沈静化？： 地政学リスクに目を奪われすぎていないか。根本的な構造変化にどう向き合うか
ビジネス実務では、通商を代表とする手続きへの影響が、リアルな試算とともに、明らかになってきた。
同時に、Brexit がもたらした影響を地政学リスクとして片づけてしまって良いのか、という問いも浮上している。
例えば、ダメージが大きかった金融セクター。ロンドンから他の地域へ拠点を移したところで、問題解決になる
のか。Brexit は、分かりやすい地政学リスクであるものの、将来の厳しさは地政学リスクだけではないだろう。
「想定外の事態」は、ポピュリズムが招いた混乱と片づけられがちだが、突き詰めれば「中間層の消滅、浮遊」
という構造変化によるものである。ロケーション戦術も良いが、フィンテック等による技術革新や消費者ニーズ
の変化への対応は避けて通れない課題。Brexit の有無に関わらず、根本的な構造変化は突きつけられていた。



商機の掴み方：英国の対外姿勢にも変化。日本にとっては、好機到来か
英国ビジネス界では、「親欧州主義を修正し、新たなグローバル化」を唱える傾向もある。確かに、英国金融
セクターの貸出残高の変化を見てみると、２００５年から２０１５年の間で、独・仏向け与信残高は１１％から１
０％と殆ど変化しなかった。他方、対中国（含む香港）向けは圏外から計１６％に増加。日本向けも、３％から
４％と微増した。大きな流れは、アジアを中心とする地域への連携強化だった。AIIB との連携もその流れに合
致する。英国は、伝統的に「パワーオブバランス」を標榜する国である。仮に、英国が欧州との一体運営を加速
していれば、他地域、すなわち中国等との関係強化など、どちらかの地域に片寄らないようバランスを維持した
であろう。
しかし、Brexit 後は、欧州との関係構築を迫られている。また、中国企業との交渉中断等、中国との連携強

化も、小休止に見える。英国は、多方面でのチャネルを再構築しているのだ。英国のパートナーとして、日本の
重要性は高まっている。日系企業にとっては好機でもあるだろう。

（２） マクロ経済的洞察


英国：企業マインドの大幅な悪化が先行きの設備投資や雇用に悪影響をもたらす可能性は高まっている
足許の英国経済は、 2016 年 2Q の GDP 成長率が前年同期比で＋2.2%と緩やかに拡大しているものの、仔
細にみると、4 月に工業、サービス、建設部門の生産が好調だったことを反映したものであり、5 月と 6 月はこう
した状況は大幅に後退している。また、7 月の総合 PMI も大幅に悪化しており、先行きの設備投資や雇用等に
深刻な影響をもたらすとの見方が増えている。一方、個人消費や住宅関連では、落ち込みを示すような動きは
まだ見られていない模様。もっとも、7 月の消費者信頼感指数が▲12（6 月は▲1）と 1990 年 3 月以降で最大の
落ち込み幅となるなど、今後家計マインドの悪化が個人消費に悪影響をもたらす懸念も出ている。
こうした中 BOE は、8 月 4 日に、2009 年以来 7 年ぶりの利下げと共に、国債と社債の購入および銀行への
貸付プログラムを含んだ金融緩和策を実施した。更に、声明文において、MPC メンバーの過半数が景気動向
が予測通りであれば年内に政策金利を事実上の下限（ゼロ近傍）まで引き下げる意向にあることが示された。



欧州：欧州経済への影響はこれまでのところ軽微。市場も落ち着きを取り戻しつつある
ユーロ圏経済の底堅い成長が続いている。7 月ユーロ圏総合 PMI は前月から小幅改善し 53.2 となった。国
別にみても、7 月ドイツ総合 PMI が 55.3 と高水準となったほか、前月に 50 割れとなったフランス総合 PMI が前
月から上昇し 50.1 となった。また、ユーロ圏各国の失業率は足許にかけても、総じて、横這いあるいは低下傾
向を辿っている。このように、現時点では、英国の国民投票を受けた経済環境の目立った悪化は確認されてい
ない。この間、インフレ率は概ね横這いで推移している。
また金融市場でも、英国の国民投票直後に高まったリスク回避的な動きはほぼ払拭され、債券市場では過
熱感が高まりつつある。株式市場では、いち早く国民投票前の水準に回復した英国に加え、ドイツ、フランスに
おいても、国民投票前の水準に戻しているほか、ハイイールド市場では利回りの低下が一層進んでいる。また、
国債利回りをみると、ギリシャ国債が 8%を上回る比較的高い水準で推移しているが、他国の利回りは総じて低
下しており、英国債利回りは過去最低を更新し、スペイン国債（10 年物）も初めて 1%を割込む水準にまで低下
している。

（３） 通商への影響


英国は 1 兆円強の貿易コストアップを回避できるのか
Brexit によるビジネスインパクトのうち、最も確実視されているリスクが関税コストアップだ。英国は EU から離
脱することで、貿易の半分を占める EU 各国との貿易に関税が発生することになる。加えて、残りの半分である
EU 域外国との貿易においても、これまで EU として FTA を締結してきた 63 ヶ国との間の特恵関税率が英国に
は適用されなくなる。WTO のアゼベド事務局長は、Brexit により英国が WTO の枠組みのみで貿易することに
よるコスト増を 90 億ポンド（1 兆円強）とコメントしている。
英国の離脱派は、EU 脱退後に自由な立場で各国と FTA を締結できるメリットを主張する。だがこれはひとつ
の通商交渉に必要な労力の相場観と、いまの英国政府の経験値が理解できていないと言わざるを得ない。
EU・カナダ FTA の例では、2009 年の交渉開始から 2014 年の最終合意まで約 5 年、発効（2017 年予定）ま
で合計約 8 年を費やした。スイスとの交渉も同様の年月をかけている。これら交渉の主体はあくまで EU であり、
英国は過去 40 年以上も独自に FTA 交渉を経験していない。EU として結んでいた FTA の締結し直しに加え、

対日・米を含む新たな交渉を完遂するには膨大な官民リソースの投入が必要となる。



英国との貿易相手国も数百億円規模の関税コスト増の可能性
EU との FTA を発効している域外国のうち、日系企業に関連する生産拠点が多いのがメキシコと韓国だ。メ
キシコから英国には電機・機械を中心に年間 2,200 億円の輸出があり、韓国からは自動車分野など年間 6,600
億円の輸出がある。メキシコは 2000 年、韓国は 2011 年に EU との FTA を発効しており、現地日系企業も英国
との貿易で FTA を活用している。各社はメキシコや韓国に生産拠点を立地させる前提として FTA の特恵関税
率を享受してきたが、このコスト前提が狂うことになる。デロイトの FTA データベース Trade Compass を用いた
分析では、英国との間で新たな協定を締結できなければ、メキシコは年間 63 億円、韓国は年間 310 億円の対
英国の輸出コストアップとなってしまう。
同じく、EU との交渉を終え FTA 発効を待っていたカナダやベトナムにも大きな動揺が走る。メキシコやベトナ
ムは TPP を梃子にした産業誘致をもとに欧州への輸出を拡大させようとしていた矢先の状況変化となってしま
った。
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