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Brexitの背景
2016年6月の英国国民投票前後は、1990年代以降進んできたグローバリゼーションの限界と、欧州統合が進
む中での英国の主権喪失に対する危機感に関して、英国内外で議論が高まっていた時期でした。
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*1 Source: 毎日新聞 (http://mainichi.jp/articles/20161021/org/00m/030/009000c#csidxeef1e25306e300bb7293219cad856f8) 
*2 Source: Speech at the Global Entrepreneurship Summit (http://time.com/4382299/barack-obama-brexit-referendum-entrepreneurship-summit/)
*3 Source: http://www.express.co.uk/news/uk/739041/Michael-Gove-Brexit-Left-EU-sovereignty-no-immigration-referendum-Leave-Remain

「…I do think that yesterday's vote speaks to 
the ongoing changes and challenges that are 
raised by globalization. …」

前アメリカ合衆国大統領 オバマ氏
（2016年6月24日）*2

「… Brexit was not about immigration – we left 
over sovereignty…」
「… The overwhelming reason was 
sovereignty…」

英司法相 ゴーブ氏（離脱派）
（2016年12月）*3

「… グローバル化が行き過ぎると、人口のわずか
１％の人々による特権化が起きます。英国の
EU離脱やトランプ現象は、そうしたグローバリズムに
はこれ以上耐えることができないという大衆の反発
であり…」
「…（欧州統合の未来は）アイデンティティーの
危機、共同体に帰属しているという感覚の危機が
生じています。…」

仏 歴史人口学者
エマニュエル・トッド氏（2016年10月）*1

http://mainichi.jp/articles/20161021/org/00m/030/009000c#csidxeef1e25306e300bb7293219cad856f8
http://time.com/4382299/barack-obama-brexit-referendum-entrepreneurship-summit/
http://www.express.co.uk/news/uk/739041/Michael-Gove-Brexit-Left-EU-sovereignty-no-immigration-referendum-Leave-Remain


© 2017 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

英国を取り巻く状況
英国を含む28ヵ国が現在加盟しているEUの仕組みと関連する規制・規則は非常に複雑で、また時に官僚主
義的な運営と写ることから不満の声が高まっていました。
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欧州連合理事会（Council of the EU）

• 加盟国政府の利益を代表、
• 大統領任期は6ヵ月で持ち回り制
• 国際協定を締結

欧州議会（European Parliament）

• 欧州議会議員はEU加盟国市民の利益を代表
• 欧州委員会メンバーを承認

欧州委員会（European Commission）

• EU全体の全体利益を代表
• 国際協定を交渉

欧州理事会（European Council）
EUの政治的方向性と優先事項を定義

地域委員会
（Committee of the Regions）

経済・社会委員会
（European Economic and Social Committee）

欧州裁判所
（European Court of Justice）

欧州中央銀行（European Central Bank）
ユーロ圏内の金融政策を決定

加盟国・機関・ビジネス・個人間の
論争解決のための論拠を提出

欧州委員会に対する
アドバイザリー機関

リクエスト

方向性の
アドバイス

法律制定の判定、予算上の権限

意思決定の
トライアングル

政策・法律設定時の
ロビーイングポイント
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EUの基本理念「4つの移動の自由」
EUは基本理念として4つの「移動の自由」を掲げています。
この4つの移動の自由の中でも、「ヒト（労働者）の移動の自由」が国民投票前後の国民感情に大きなインパ
クトを与えたとされています。
英国は2000年代、東欧の新規EU加盟国から労働力を積極的に受け入れ、近年の移民の純増数は毎年30
万人に上っています（2016年6月までの1年間で33.5万人純増*）。しかし、金融危機にともなう雇用情勢の
悪化を受けて、労働者層を中心に「移民に職を奪われている」という不満が鬱積していました。
このような背景のもと、2016年6月、主に移民問題、多額の拠出額に対してのEUへの影響力の低さ、EU規制
の柔軟性の低さなどを論点として、EU残留是非を問う国民投票が実施されました。
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2つの側面を持つ：
• 関税なく単一市場への
アクセスが可能

• 非関税障壁
（商品規制や承認 等）
の撤廃

物品の
移動の自由

EU圏内の1加盟国に
会社を設立すれば、
支店や子会社設立なく、
その他EU加盟国でのサービス
提供が可能

サービスの
移動の自由

クロスボーダー取引・投資に
おいて重要な要素であり、
加盟国間では規制や
資本制限がほとんどなく
資本の移動が可能

資本の
移動の自由

労働者の移動と共に、
その家族と求職者の移動も
可能

ヒト（労働者）の
移動の自由

EU基本理念 – 4つの移動の自由

* Source: アジア経済ニュース（http://www.nna.jp/news/show/1542249）

http://www.nna.jp/news/show/1542249
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国民投票の論点
このような背景のもと、2016年6月、主に移民問題、多額の拠出額に対してのEUへの影響力の低さ、EU規制
の柔軟性の低さなどを論点として、EU残留是非を問う国民投票が実施されました。
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• 毎週ブラッセルに支払っている350Mポンドを節約することができる
• この資金を研究開発や新しい産業に投資することが可能である

• 英国は、1世帯あたり年間340ポンドをEUに支払い、3,000ポン
ドのベネフィットを得ている

• 離脱しても単一市場にアクセスする場合はこの支払いは必要で
ある

• 雇用法や安全衛生など、英国のビジネスが重要視するエリアの
コントロールが英国自身でできるようになる

• ほとんどのEU規制は、英国内規制を1つの基準に統一、官僚的
手続きをなくすことによりビジネスに貢献している

• 英国にとって有利な規制を作ることは可能である

• コントロールの効いていない移民システムを変えることができる
（現行のシステムは、EU市民の移民を許す一方、英国への貢
献度が高いと考えられるEU外の移民を抑制している）

• 離脱しても移民が減るとは限らない
• EUと通商しているEU外の国々では（EU域内の国も含めて）
英国より移民率が高い

• 英国のEUに対する影響は限定的
• 外部関係者になることにより、国際機関として、自由貿易などへ
の影響力を強めることができる

• 国際サミットでは、英国は外相、そしてEU上級代表として2つの
役割を持つ

• これによりエボラやアフリカの海賊行為に対して有効な手段をとる
ことができている

離脱派の主張 残留派の主張

• 英国はEU法にとらわれずに、EUとの新しい関係構築が可能で
ある

• 中国、インド、アメリカなど、重要な国々と通商条約を結ぶことが
可能である

• EUは英国の輸出の45%を占めており、EUに加盟していることで
関税・手続きなく輸出をすることができている

• 英国のマーケットサイズ・重要性を考えると、より良い通商条件を
得ることができる

通商

EUバジェット

規制

移民

影響力

Source: The Economist (http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/02/graphics-britain-s-referendum-eu-membership)



kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。
私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは
保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況
を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
© 2017 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

http://kpmg.com/socialmedia
http://kpmg.com/socialmedia

	Brexitの背景とその本質について
	Brexitの背景
	英国を取り巻く状況
	EUの基本理念「4つの移動の自由」
	国民投票の論点




