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フラタニティ、2016.8 
BREXIT―イギリスの EU 離脱をめぐる 
ナショナリズムとゼノフォビア(外国人嫌い) 
 

羽場 久美子  
 
 2016 年 6 月 23 日、イギリスのキャメロン

保守党政権下で、EU 離脱の是非をめぐる国

民投票が行われた。  
 だれもが僅差で残留であろうと思われてい

た中、一部雷雨が起こる雨の中で行われた国

民投票の結果は、「イギリスの EU 離脱」であ

った。  
 最終的には、離脱 51.9％、残留 48.1％、わ

ずか 4％、130 万票の差であった。  
 
1．なぜ離脱派が勝利したのか？  
 なぜこうした結果となったのだろうか。  
 ポイントは 3 つある。  
 一つは、EU(ヨーロッパ連合)に対する、イ

ギリスの大英帝国の大国意識やナショナリズ

ムがあおられ、それが強く反映した結果であ

ること。  
 それは以下のポスター、大英帝国の「特別

な地位」に象徴的に表れている。  

 
 
 離脱派は、ポスターに象徴されるように、 
「自分たちは EU の奴隷である」、「許せん！

Britain First!」「主権をわれらに！」という

気持ちをむらむらと起こさせる現状をついた。 
｛この図は、かなり差別的な内容を含んでい

る。女性である EU(おそらくメルケルのパロ

ディ、あるいは女性の強い小国連合 EU)が、

大英帝国の旗を来た男性を犬のようにつない

でいる。そして大英帝国の「特別な地位」は、

実際にはユーロにも属さず、移民も入れない、

という特権的な地位であるにもかかわらず、

EU に屈辱的に犬のようにつながれていると

いう実際とは逆の構図となっている。｝  
第 2 は、国民の半数を離脱に導いた戦略、

すなわち社会のピラミッド構造のうち、上層

のエリート、大企業、知識人、大学生若者、

を除いた、広範な中産層から下層にかけての

労働者層、さらに地方の住民と高齢者層を取

り込んだ、ということである。  
一部のマスコミは労働者の反乱、と書いた

が、労働者だけではない、広範な保守層を含

む中産層の不満を基礎とした反乱でもあった。 
3 つ目に、その特徴は、強いナショナリズ

ムとゼノフォビア (外国人嫌い )にあった、と

いうことである。政治的な反乱ではなく、心

理的な、EU に対する渦巻く怒りと不満によ

る反乱であったといえる。  
国民投票が終わってから、市民たち、多く

は若者たちを中心とする 450 万人に及ぶ離脱

取り消しを要求する署名が集まり、スコット

ランドや北アイルランド、さらにはロンドン

市までが、イングランドからの独立、を求め

てデモをする、という状況が生まれ、騒然と

なった。が、広範な保守層はそこには加わっ

ていないと思われる。その後保守党政権メイ

首相が確認した結論は、EU 離脱であった。 
 
２．社会の背景には何があったか？  

こうしたことが起こった背景には、グロー

バル化の進行の中で、地方、高齢者、そして

社会のかなり広範な中産層が、グローバル化

の恩恵を被らずむしろ格差社会の拡大によっ

て被害を受けたという問題がある。  
労働賃金の頭打ち、地方の衰退、高齢者の

社会保障の削減や年金の目減り、中産層が安

心して働けなくなり将来に強い不満を抱くよ

うになったこと。  
そしてそれは実は、EU のせいではなく、

グローバル化の結果、衰退するイギリス国内

で起こっている問題点であり、イギリス自身

が抱えている問題であった。それを EU にス

ケープゴートとしてぶつける形で，「離脱」に

すり替えていったのである。  
すなわち一つにはグローバリゼーションの

競争の結果としての地方の衰退や、高齢者へ

のしわ寄せ、中産層の没落であるにもかかわ

らず、あたかも EU が、イギリスにそれを強
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いているように「すげかえ」ることにより、

離脱派は国民に訴えかけ、国民はそれをその

通りであると受け取る土壌があった、という

ことである。  
 
３．移民・難民と移民排斥のゼノフォビア(外
国人嫌い) 

いま一つは、いわゆる移民・難民問題であ

る。  
2015 年、シリアにおけるアサド政権と反ア

サド派の闘争、アメリカやロシアさらにフラ

ンスも加わっての外部大国からのシリア空爆、

IS(イスラム国 )のテロ、さらに中東の広い地

域とくにアフガニスタン、イラクにおける戦

争の継続により、大量の難民が流出し、100 万

を超える難民が地中海の海路、またバルカン

半島の陸路を伝って欧州に押し寄せた。  
しかし 2013 年の時点で、世界の移民の数

は 2 億 3000 万人、世界の難民の数は 6000 万

人であった。EU における移民の数は 3000 万

人(国籍を取得した移民 2 世 3 世は含まない)、
難民の数は 100 万人で極めて多いが、世界の

移民難民はその比ではない。その多くが、中

東、アジアに吸収されていることをも忘れて

はならない。  
ちなみに 2014 年の日本での難民受け入れ

はわずか 11 人、2015 年は 27 人で、先進国

では最低の数である。国際機関からもこの数

は批判されており、少なくともあと 3 桁、4
ケタ(4 ケタで、27 万人)の難民受け入れが大

国の「保護する責任」(国連)としては望まれる

ところである。  
安倍政権が、移民として毎年 20 万人、難民

としてシリアからの留学生を 150 人 (5―10
年間)受け入れることを発表したのも、一つは

国際的圧力、今一つは日本の労働力人口が

2050 年には半減することを見越してのこと

である。  
しかしドイツ、フランス、イタリアなどを

目指して入ってきたこの難民の数に関しては、

中・東欧やフランス、ベルギーやスウェーデ

ン、スイスを含むかなり広範な地域で、移民

排斥を叫ぶゼノフォビア (外国人嫌い )を生み

出した。移民難民の流入が、各国で右翼ポピ

ュリストが成長するきっかけを作ったのであ

る。(これは日本にとっても制度化なき安易な

受け入れは禍根を残すことをも示唆してい

る) 
 
４．イギリスは今後どうなる？  
 イギリスはどうなるのか？  
 今回の国民投票の実行を決めた保守党党首

首相のキャメロンは、イギリスの残留を繰り

返し呼び掛けたにもかかわらず離脱に決まっ

たことから、責任を取って辞任した。  
 2016 年 7 月 13 日に新たに組閣されたメイ

内閣は、離脱手続きについては早期に行うこ

とは避け少なくとも今年いっぱいかかるとし

つつ、「(EU の)統一市場に留まる、他方で移

民・難民は受け入れない」と EU に申し入れ

た。  
 他方、EU の側は、「この結婚はそもそも不

幸であった、離婚手続きは早く進めたい」、と

しつつ、「統一市場に留まりたいなら、移民・

難民を受け入れることが前提」とイギリスを

けん制し、真っ向から対立している。  
 EU の言い分も理解できる。イギリスの要

求はあまりにも調子が良すぎるからである。 
 
＜イギリスの特殊な立場＞  
 そもそもイギリスは、欧州石炭鉄鋼共同体

（ECSC）,及び欧州経済共同体（EEC）の当

初からの加盟国ではない。  
原加盟国として知られる６カ国は、欧州大

陸での長年の敵対国であった、独仏和解とし

ての、ドイツフランスおよびイタリアと、独

仏の戦争のはざまで常にその犠牲を強いられ

てきた、ベネルックス (ベルギー、オランダ、

ルクセンブルグ)であった。そして戦争の原因

となった資源 (石炭鉄鋼及び原子力 )の共同管

理から、欧州統合は始まったのである。  
その結果として、欧州は、戦争地域から平

和と安定の象徴として、２０１３年ノーベル

平和賞を獲得したのである。時の委員長バロ

ーゾは、これは５億人一人一人すべてに与え

られた賞であると述べた。  
 第２次世界大戦後、チャーチルは戦争を避

けるために欧州に「ヨーロッパ合衆国」を作

らねばならない、という有名な言葉を述べた

が、イギリスはこの埒外にあった。  
 １９６３年と６７年の２度、イギリスはこ

の欧州経済同盟に加わろうとしたが、その時

は時のフランス首相ドゴールが、イギリスの

加盟を、２度、拒んだ。  
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 １９７３年、イギリスはようやく、EC 加盟

を認められた。  
７５年に行われた当時の国民投票では、イ

ギリス国民は６７．２％という高得票で、EC
加盟を支持している。（この時においても、３

３％近くが反対を表明していたことにも思い

を致すべきかもしれない) 
 
＜オプトアウトの連発＞  
 イギリスは、加盟後も、いわゆる「オプト

アウト」(統合の規定に従わなくてもよいとさ

れる規定)を連発し、ユーロに加盟せず、シェ

ンゲン協定も締結していない。  
 すなわち、独自の通貨と貨幣、大英帝国の

女王が示されているスターリングポンドを維

持し続け、人モノ金サービスの自由移動とい

う、欧州統合の基本理念である国境の自由移

動に対してもこれを受け入れていない。  
 それでも許されてきた「特殊な地位」を、

逆に主権のはく奪と逆解釈し、さらなる主権

の拡大を求めて「離脱」を決意した。にもか

かわらず、離脱派政権が最初に求めたことは、 
５億人の「統一市場」に留まるという、EU 加

盟最大の利点を維持しつつ、EU 加盟の最低

条件である「シェンゲン協定」人の自由移動

を拒否する、という要求を打ち出している。 
 これは他の EU 諸国からすると、傲慢以外

の何物でもない。  
だからこそ「いいとこどりは許さない」と

いうドイツ・メルケルの演説を EU 諸国は満

場の拍手を持って受け入れたのである。  
そうでなくとも、イギリスは、英語圏であ

り軍事大国であるというメリットを生かし、

EU の中で主流でないにもかかわらず、欧州

委員会やいわゆるユーロクラット (欧州官僚 )
の中でも、重要な地位を占めてきた。またフ

ランスとともに、欧州の安全保障の中核を占

めても来た。自国の限られた財源を、戦車や

戦闘機・軍艦を購入するより社会保障や経済

発展生活水準の向上に振り向けたいという

EU 諸小国は、あえて英仏の軍事力を受け入

れてきたのである。  
イギリスにとっての離脱のデメリットは数

知れない。  
まずは、５億人の市場を失うこと（あるい

は市場を受け入れることで、最も離脱派が強

調していた人の自由移動を受け入れることが

できるか）。  
イギリスの前には、ノルウェー方式、スイ

ス方式、トルコ方式、カナダ方式の４つの選

択肢がある。  
移民を受け入れることができれば、ノルウ

ェー方式、スイス方式を取り入れることがで

きるが、EU からの移民は断固受け入れない、

という方向が国民の間に濃厚であれば、カナ

ダ方式しかない。これは基本的には EU の外

にありながら限られた形で一つ一つの項目に

ついて議論を重ねながら FTA を結ぶ方式で

あり、長期の交渉が必要とされる。  
イギリスは、イソップの童話、肉をくわえ

た犬が、川に移った自分の姿を見て、それを

取ろうとほえた途端、肉を失ってしまったと

いう寓話に似ている。あらゆる特権を使って

オプトアウトを繰り返しつつ、さらなる特権

を得ようとして５億人の市場という最大の経

済発展要因を逃してしまった。  
EU の移民についても現在は、シェンゲン

協定に入っていないがゆえに、国境で独自の

入国審査が行える特権を持っていた。しかし

離脱の結果、逆に「５億人の統一市場と移民

の受け入れ」はセットになったのである。  
離脱派はさぞほぞをかんでいることであろ

う。  
 
５．世界への影響、日本への影響  
＜日本企業への影響＞  

イギリス経済は、現在完全失業率２％とい

う好調であり世界の大企業や金融界がシティ

に集中している。がこれも欧州大陸、特にド

イツに移行せざるを得まい。  
日本の企業１０００社も、現在、ロンドン

に残るか、ドイツに移動するか、あるいは両

方に支社を置くかの選択を迫られている。  
ポンドの下落と UK, EU 双方の頭打ちは、

円の上昇につながり、日本においてもアベノ

ミクスの破綻につながる危険性がある。  
いくら人為的に円を増刷して円安を作ろう

としても、世界の投資家が円に流れる以上、

アベノミクスは頓挫し、輸出産業の頭打ちが

はじまる。日本の製品と労働力は高すぎて競

争力を失い、特にアジアにおいて中国・イン

ド・ASEAN 諸国に次々に追いこされていく

可能性がある。  
そもそもイギリスで、ジョンソン、ファラ
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ージ (UKIP)というポピュリストが功を奏し

た背景は、先進国の頭打ち状況である。  
 
＜トランプ現象との類似＞  

それは、アメリカが、経済的にも政治的に

も軍事的にも頭打ち状況に入っているからこ

そ、「強いアメリカ」「メキシコ移民を追い出

せ」「メキシコ国境に高い壁を作り、それをト

ランプの壁と名付けよう」というトランプの

言葉が、下層中産層の心に非常に受ける状況

と極めて似通っている。  
先進国全体の頭打ち状況が、イスラムや移

民など、異なる価値に対する反逆として広が

っている。３０年代の「自由からの闘争」に

近い状況が今生み出されているといえよう。 
 
＜アジアとの連携か、戦争への突入か＞  

そう考えると情勢は緊迫している。  
 先進国の危機感、また国際関係における権

力構造の転換は、その境界線上で、敵対関係

とコンフリクト (紛争 )を生み出す。シリアの

IS, ウクライナ紛争、アラブの春、中央アジ

アの構想、南シナ海、東シナ海尖閣諸島での

緊張、すべて、頭打ち状態の先進国と、これ

に対抗する新興国の伸長との、境界線をめぐ

る緊張関係の中で起こってきている。  
 これに、「壁」や空爆、無人機、戦闘機や軍

艦で対抗するのか、それとも成長しつつある

アジアと結び、中東やアフリカの新興国に投

資や支援を行うことにより Win Win を作り、

ともに発展するのか。  
 少なくとも理性的、理念的には、後者を選

択すべきであろう。  
 EU もイギリスも、またアメリカも、現在

頭打ち状況の自国経済に対して、中国、イン

ド、ASEAN 諸国に接近し、自国経済を回復

させようとしている。  
 日本ではほとんど報道されないが、中国の

AIIB(アジアインフラ投資銀行 )には、今やア

ジア一帯の国々のみならず、イギリスを筆頭

として欧州のほとんどの国がかかわっており、

今や５７か国、さらに３０カ国が加盟を希望

している。早晩、日本、アメリカにリードさ

れるアジア開発銀行 (ADB) ６７か国を上回

る可能性も高い。  
 また中国・インド・中央アジア・ロシアな

どが加わって進行している、シルクロード構

想 (一帯一路構想 )は、陸と海のインフラ整備

を、中国の元の投資によって行っている。そ

れは中央アジア、中東、アフリカを通って、

中・東欧、西欧まで伸びるインフラルートで

ある。こちらも、アジア太平洋に対抗するよ

うに、中国インドから西半球を経て欧州と連

結している。  
 今後 EU、イギリスが起死回生を遂げると

すれば、中国・インド・ASEAN さらには

BRICS の国々と結びつつ、アジアの発展を停

滞する先進国経済の回復につなげていくこと

ができるかどうかにかかっているといえよう。 
 その意味で、イギリスの EU 離脱は、イギ

リスと欧州関係にとどまらず、日本にも、世

界の発展にも影響を与える、大きな転換点の

一つの始まりをなしているといえよう。  
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