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Overview
先週は独仏伊首脳会談が⾏われ、改めて EU の結束が表明された。また
Brexit の投票結果やそれに伴う英ポンド下落の経済への影響を⽰すいく
つかの統計が発表されている。
以下は、この一週間の経済と Brexit に関する主な動きである。
•

ONS (Office for National Statistics) の二次推計によると、第 2
四半期の英国経済は 0.6%の成⻑となった。当該四半期の個⼈消費
の伸びは、6 ⽉の国⺠投票実施までの 2 年間の中で最も速いペース

•

である。
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離幅を指数化した英国のエコノミック・サプライズ指数は、一連の
英国の経済データが予想よりも好調だったため、3 年ぶりの高い⽔
準となった。
•

EU-⽶国間の⾃由貿易協定として注目されていた環⼤⻄洋貿易投資
協定（TTIP）の交渉が失敗に終わる可能性が高いことについて、ド
イツの経済相は、「欧州が⽶国の要求に従いたくない」ことが原因
であると述べた。

•

英国⾃動⾞⼯業会（SMMT）によると、年初から 7 ⽉までの英国の
累計⾃動⾞⽣産台数は 2004 年以来初めて 100 万台を超えた。

•

•
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いることを⽰している。

高居 健一 / Kenichi Takai

欧州委員会の景況感指数によると、8 ⽉のユーロ圏の消費者マイン

JSG Partner
Tel: +44 (0)20 7007 7529
Email: ketakai@deloitte.co.uk

購買指数によると、8 ⽉のユーロ圏のビジネス景況は 7 か⽉ぶりの

ドも同様に改善している。
•
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•

英国の労働組合センターは、数年にわたる賃⾦伸び率の停滞により、
英国の 160 万世帯以上が「深刻な借⾦問題」を抱えており、借⼊⾦
返済のために家計収⼊の 40%以上を拠出しなければならないと分析
している。

その他の Brexit と欧州の政策に関する先週の主な動きは以下のとおりである。
•

不動産仲介業の Countrywide によると、英国の EU 離脱に関する不
確実性により、来年の英国の住宅価格は 1%ほど「わずかに」下落す
るものの、2018 年には回復すると⾒られる。

•

英国産業連盟（CBI）の企業動向調査によると、8 ⽉の英国の輸出受
注は、英ポンド下落が海外からの購買を喚起したことにより急増し、
2 年ぶりの高い⽔準となった。

•

スイス時計協会の発表では、7 ⽉の英国向けスイス時計の出荷は
13.4%増加した。英ポンド安を利⽤して英国で購⼊する買い物客の
需要が急増し、英国の小売業者からの注文が増加したためである。

•

地中海のヴェントテーネ島で開かれた独仏伊首脳会談で、三か国の首
脳は、英国の離脱による EU の弱体化阻止を表明した。イタリアの
Matteo Renzi 首相は、「我々は欧州が問題点であるとは考えていな
い。欧州が解決策だと考えている」と述べた。

•

英国の EU 離脱の国⺠投票結果を受け、投資家は 7 ⽉に 47 億ポンド
の資⾦を英国のエクイティ・ファンドから引き上げた。Morningstar
のデータによると、償還額は少なくともこの 3 年で最悪の⽉となっ
た。

•

英国歳⼊関税庁（HMRC）の新たなデータによると、7 ⽉の英国の商
⽤不動産の取引件数は前年⽐で 1.7%減少した。Brexit の投票結果
後、消費者マインドは底堅いにもかかわらず、事業者の景況感は弱ま
っていることが現れている。

•

ドイツの Angela Merkel 首相は、ドイツ在住のトルコ系住⺠に対し、
新たな祖国への「高い忠誠⼼」を期待すると述べた。これは異例とも
⾔える発⾔であり、トルコ⼈社会における忠誠度合いについて、政治
的懸念が高まっていることを⽰している。

•

世界最⼤の年⾦ファンドである⽇本の年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈（GPIF）は、第 2
四半期の投資損失が 520 億ドルになったと発表した。原因のひとつとして、Brexit の投票
結果を受けた予期せぬ急激な円高により GPIF が保有する海外資産の評価額が下落したこと
を挙げている。

•

英内務省が公表した統計では、EU 離脱の国⺠投票実施までに EU 国籍の英国在住者による
英国市⺠権の申請が 14%増加した。うちイタリア⼈は 26%増、ポーランド⼈は 9%増で
あった。

•

同統計によると、年初から 3 ⽉までの英国への留学者数は、2007 年以来の最低⽔準にまで
著しく減少した。

•

New Zealand Herald 紙は、Brexit の投票結果後に英国⼈からの移住に関する問合わせの
急増が政府発表のデータから明らかになったことを受け、「英国⼈の侵略」を警告した。投
票当⽇には、前年同⽇の 109 件に対し、998 件の移住登録があった。
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