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■１．欧州を襲う感染第三波

　新型コロナウイルスへの危機対応を巡っ

て、欧州諸国の評価が二転三転している。昨

年春の感染第一波では、自国での爆発的な感

染拡大への対応に追われ、欧州連合（EU）

として一体的な危機対応をまとめることが出

来なかった。各国が医療資源を抱え込み、医

療崩壊の瀬戸際にあったイタリアやスペイン

に迅速な医療支援を提供することに失敗し

た。同時に、都市封鎖（ロックダウン）の間

の国民生活や企業活動を守るため、欧州各国

は巨額の財政出動を繰り出した。欧州中央銀

行（ECB）が資産買い入れの強化で長期金

利の上昇を抑制するとともに、EUは時限措

置として財政規律の適用を全面的に停止し、

各国の財政出動を後押しした。だが、債務不

安を抱える加盟国への財政支援を巡っては、

南北欧州間の意見対立が長引き、加盟国政府

に財政資金を提供する安全網の準備が整った

のは、既に第一波の感染がピークアウトした

後だった。

　その後は評価が一転する。厳しい行動制限

で第一波の封じ込めに成功したことに加え、

時短・休業補助金の積極活用で失業率の上昇

を抑制し、国民生活への打撃を軽減すること

に成功した。さらに、昨年７月には南北欧州

間の対立を乗り越え、経済復興と社会課題の

同時解決を目指す欧州復興基金を創設するこ

とで合意した。緊急時対応ながら、積年の課

題であった財政統合への第一歩を踏み出した

ことが好感された。経済のダイナミズムや労
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働市場の柔軟性に欠け、万年低成長の欧州は、

過去の景気後退局面では米国に比べて景気や

雇用の回復の遅れが目立った。ところが、昨

年夏場にかけては、欧州で第一波が収束した

後も米国で感染者が高止まりしていたことも

あり、欧州が米国よりも手堅く危機に対処し

ているとの受け止めが広がった。

　そうした欧州への評価が今、再び揺らいで

いる。昨年秋の感染第二波に続き、年明け以

降、多くの欧州諸国を感染第三波が襲ってい

る（図表１）。この間、米国でバイデン政権

が誕生し、ワクチン接種の大幅加速と大型財

政出動やインフラ投資の決定で、早期の集団

免疫獲得と経済回復が視野に入ってきた。対

する欧州ではワクチン接種が伸び悩み、感染

再拡大で経済活動の再開が後ずれしそうだ。

加えて、欧州復権の起爆剤として期待された

復興基金の早期稼働にも暗雲が立ち込めてい

る。何が欧州の危機対応の歯車を狂わせてい

るのだろうか。

■２．遅れるワクチン接種

　ワクチン接種の進捗状況は国によって区々

だ。少なくとも１回ワクチンを接種した人口

の割合は、先行するイスラエルで60％を超え、

英国が50％、米国も40％を上回った（４月下

旬時点）。EU内では中国製ワクチンの独自接

種を行っているハンガリーが40％に迫る一

方、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン

などは軒並み20％強にとどまる（図表２）。

英国や米国に比べてEUのワクチン接種が遅

れている背景には、ワクチンの供給量が不足

しているだけでなく、安全性に対する国民の

（図表１）地域別の新型コロナウイルスの感染者数

（注）７⽇移動平均
（出所）Reuters資料より第一生命経済研究所が作成
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不信感や国内の接種体制にも原因がある。

　初期の医療支援に失敗したEUは、ワクチ

ンを共同調達することで、加盟国に平等に配

分しようとした。EU離脱前に欧州医薬品庁

（EMA）が置かれ、製薬会社と太いパイプを

持つ英国は、ワクチンの契約や承認手続きで

EUに先行し、国内に複数のワクチン製造拠

点を持つ。EUは英国に比べて契約や承認手

続きが遅れたうえ、域内で製造されているワ

クチンの多くを域外に輸出している。製薬会

社との取り決めに基づき、英国は欧州内の工

場で製造されたワクチンを優先的に出荷され

てきた。類似の取り決めを行っていなかった

EUに対しては、供給目標が引き下げられた。

EUは契約不履行を理由に製薬会社に訴訟を

提起している。ワクチン契約での詰めの甘さ

や経験不足も露呈した。

　EUは別のワクチンの承認を急ぐとともに、

１月末には域内で製造されたワクチンの域外

輸出時に届出と承認を義務づける輸出管理を

開始し、域内への供給量を確保しようとして

いる。ただ、EU内で製造されているワクチ

ンの原材料の一部は域外からの輸入に頼って

いる。輸出制限を多発すれば、報復措置を取

られる恐れもあり、これまでのところ輸出管

理の発動例は少ない。

　欧州内で供給が先行してきたアストラゼネ

カ製ワクチンを巡っては、接種後に血栓が発

生する症例が複数報告されたことを受け、安

全性が確認されるまでの予防措置として、加

盟国の多くが接種を一時中断した。EMAは

４月初旬、因果関係が立証できないとしなが

（図表２）少なくとも１回ワクチンを接種した割合

（注）人口100人当たりの接種人数、４月26⽇時点の最新集計値
（出所）Our World in Data資料より第一生命経済研究所が作成
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らも、ごくまれに接種後に血栓を発症する副

作用の可能性があるとの見解を公表した。

EMAは引き続き、接種による利益が副作用

のリスクを上回るとして、接種を推奨してい

るが、EU市民の間では同社製ワクチンを敬

遠する動きが広がっており、ワクチン接種が

伸び悩む一因となっている。

　この他にも、非効率なワクチン配布手順、

医療システムのデジタル化対応の遅れ、ワク

チン在庫があっても接種に必要な注射器が不

足するケースや、接種会場の多くが夜間や土

⽇に開いていないといった問題も指摘されて

いる。ようやく３月に入ってフランスで薬局

での接種が解禁され、４月にはドイツでかか

りつけ医での接種が始まり、接種体制の強化

に動き出した。

■３．不安定な政治環境

　感染第三波に見舞われているフランスやド

イツでは、厳しい政治環境がコロナ対応を鈍

らせている。フランスは年明け以降に感染が

再拡大し、医療関係者が行動制限の強化を呼

び掛けたが、政府は当初ロックダウンの再開

を見送った。さらなる感染拡大と医療資源の

逼迫を受け、ようやく４月に入ってフランス

全土を対象にした三度目のロックダウンを開

始した。ドイツでは家族や友人が集う４月初

旬の復活祭（イースター）休暇を前に、厳格

なロックダウンを導入する方針を発表した

が、産業界などからの反発を招き、僅か１⽇

で計画を撤回した。メルケル首相が異例の謝

罪会見を行ったことも話題となった。両国と

（図表３）フランス⼤統領選（決選投票）の世論調査

（注）３月５〜11⽇に2,554人のフランス有権者を対象に行った調査
（出所）調査会社Ifop資料より第一生命経済研究所が作成
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もに重要な選挙を前に、政権への逆風が吹い

ていることが政策判断に影響した可能性があ

る。

　フランスのマクロン大統領は来年４・５月

の大統領選での再選を目指すが、強引な改革

手法に「金持ち優遇」や「傲慢」と感じる国

民も少なくなく、人気が低迷している。最新

の世論調査では、2017年の前回選挙で大統領

の座を争った極右政党のルペン候補が初回投

票でリードし、上位２名が進出する決選投票

でもマクロン大統領との差はごく僅かだ（図

表３）。前回選挙では初回投票で両候補以外

に投票した有権者の反極右票がマクロン大統

領に集中したが、こうした勝利の方程式が崩

れつつある。また、共和党・社会党の伝統的

な二大政党の候補が今後追い上げる場合、固

定票を固めるルペン候補が決選投票に進出す

る一方、浮動票に頼るマクロン大統領が初回

投票で落選する恐れもある。再選が脅かされ

るとの危機感が初動の遅れにつながった面も

ありそうだ。

　秋に選挙を控えるドイツでは、政権を率い

るキリスト教民主同盟（CDU）が、ワクチ

ン接種の遅れやマスク調達スキャンダルなど

が響き、このところ急速に支持を落としてい

る（図表４）。代わりに第一党の座を窺うのが、

都市部のホワイトカラー層や若者を中心に支

持を伸ばす環境政党・緑の党だ。両党が首相

候補を発表して以降、一部の世論調査で緑の

党がCDUを逆転している。このまま与党の

支持低迷が続けば、CDUは政権の座を追わ

れる可能性が出てくる。潤沢な医療資源と徹

底的な検査・追跡でコロナ危機対応の優等生

とみられてきたドイツだが、感染封じ込めに

（図表４）ドイツの政党別⽀持率調査の推移

（出所）調査会社Kantar資料より第一生命経済研究所が作成
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四苦八苦している。コロナ危機対応で主導的

な役割を担う州政府との足並みの乱れも目立

ち始めている。イースター休暇中の厳しい行

動制限を軌道修正したことが、今後の更なる

感染拡大につながらないかが懸念される。

■４．復興基金の稼働に暗雲

　昨年７月の欧州首脳会議で合意した復興基

金は、財政資金が不足するEU加盟国に、コ

ロナ危機からの復興資金を提供する。EU予

算を裏付けに欧州委員会が債券を発行し、そ

れを原資に加盟国に財政資金が振り分けられ

る。総額7,500億ユーロの基金の約半分が返

済を前提としない補助金として、残りの半分

が返済を必要な低利融資として提供される。

コロナ禍の時限措置ではあるが、EUは部分

的な債務共有化に踏み出すことになる。

　基金の利用を申請する加盟国は、EUの優

先課題である気候変動対策やデジタル化、さ

らには各国が抱える構造問題の解決に向けた

取り組みを網羅した復興計画を欧州委員会に

提出する（図表５）。計画が承認される場合、

各国に割り当てられた資金の13％が初回分と

して拠出され、その後は計画の進捗状況に合

わせて追加で資金が提供される。復興計画の

提出期限は４月末に設定され、計画の承認に

２〜３ヵ月程度を要するため、加盟国が初回

（図表５）欧州復興基⾦の資⾦の流れ

（出所）第一生命経済研究所が作成
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の資金を手にするのは最短で７月頃とみられ

てきた。

　だが、欧州委員会と加盟国政府との事前折

衝の過程で、多くの国の復興計画が踏み込み

不足を指摘され、計画の練り直しを求められ

ている。加盟国を取り巻く不安定な政治環境

や既得権益からの抵抗もあり、計画策定が遅

れている。また、基金の原資となる債券発行

を開始するには、全ての加盟国でEUの自主

財源に関連した規則の議会承認が必要とな

る。４月中旬の時点では、27ヶ国のうち10ヶ

国の議会承認が終わっていない。

　このうち、議会採決を終えたドイツでは、

復興基金の合憲性を巡る訴えが提起されたこ

とを受け、法的検討が行われるまでの間、憲

法裁判所が関連規則の批准を差し止めてい

た。その後、憲法裁判所は予備的な判断を下

し、基金の返済原資の穴埋めでドイツの財政

主権が脅かされる恐れがあることを認めた

が、ドイツ政府に財政上の負担が発生する可

能性が高くなく、基金の稼働を妨げない利益

が上回るとして、申し立てを棄却した。

　これで基金の正式稼働に向けた障害の１つ

が取り除かれたが、幾つかの国の議会承認の

行方が不安視される。３月に総選挙を行った

オランダでは、政権発足協議が難航しており、

早期の発効が危ぶまれる。今回の選挙で議席

を獲得したのは実に17政党に上る。多政党に

よる連立が必要で、2017年の前回選挙では政

権発足までに225⽇を要した。当初、前政権

を率いたルッテ首相の再任が確実視された

が、組閣構想中の政敵排除の画策や虚偽発言

が問題視され、速やかな政権発足が難しい状

況にある。場合によっては、再選挙が必要と

（図表６）欧⽶主要国の１⽇当たりのワクチン接種数

（注）人口100人当たり、７⽇移動平均
（出所）Our World in Data資料より第一生命経済研究所が作成
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の声も浮上している。

　ポーランドでは復興計画を巡って連立与党

内の意見集約が難しく、議会承認に必要な野

党勢の協力取り付けも難航している。こうし

た状況を踏まえると、加盟国への復興基金の

拠出が開始されるのは、秋から冬にずれ込む

可能性がある。また、近年EUとの関係悪化

が顕著なハンガリーが、自国に有利な条件を

引き出すために議会承認を遅らせる可能性も

ある。ハンガリーとポーランドは昨年末、

EUの基本価値違反とEU予算の執行を結びつ

ける計画に反発し、復興計画の裏付けとなる

EUの多年度予算の成立に拒否権発動をちら

つかせた。

■５．危機克服に向けた展望

　2021年の世界経済は、新型コロナウイルス

をいち早く封じ込めた中国経済と、ワクチン

接種の加速と大型財政出動で急回復が見込ま

れる米国経済が牽引する形で、コロナ危機か

らの克服を目指す。これまで見てきた通り、

欧州経済の回復の遅れが懸念されるが、感染

動向、ワクチン接種、経済活動には一筋の光

明が差し込みつつあり、夏場にかけて欧州経

済が急回復すると考える。

　感染動向については、年明け後にフランス

やドイツに先行して爆発的な感染拡大に見舞

われたエストニア、ハンガリー、ポーランド

などで感染者がピークアウト傾向にあるほ

か、ロックダウンの再開が遅れたフランスで

も先行して行動制限を強化した地域で感染者

の増加が一服しつつある。また、EU加盟国

の１⽇当たりのワクチン接種件数がやや増加

してきており、追加承認やボトルネック解消

の取り組みが効果を発揮し始めている（図表

（図表７）ユーロ圏の購買担当者指数（PMI）の推移

（資料）IHS Markit資料より第一生命経済研究所が作成
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６）。４〜６月期中には域内のワクチン供給

量が倍増する見通しで、徐々に感染抑制と重

症化リスクの軽減につながることが予想され

る。感染者のピークアウトとワクチン接種の

進展を受け、夏前には多くの欧州諸国で段階

的なロックダウンの解除と行動制限の緩和が

開始されよう。

　復興基金の遅れは懸念材料だが、基金の稼

働自体が危ぶまれる訳ではない。予備的判断

として復興基金の稼働にゴーサインを出した

ドイツの憲法裁判所は、今後も法的検討を継

続する。欧州司法裁判所に法的判断を付託す

る可能性もあり、最終的な判断が出るまでに

は年単位の時間を要するとみられる。最終的

に違憲と判断される可能性もゼロではない

が、予備的判断の内容から判断する限り、そ

の可能性は低そうだ。オランダやポーランド

などの動向で復興基金の稼働が大幅に遅れる

場合、その間の政策支援を継続するため、加

盟国政府は独自に財政資金を調達すること

や、欧州安定メカニズム（ESM）の融資枠

を活用することで、当座の財政資金を工面す

る必要がある。

　感染第二波・第三波での経済活動の落ち込

みは、昨年春の第一波に比べて限定的だ（図

表７）。未知のウイルスの脅威に見舞われた

第一波では、製造業・サービス業を問わず経

済活動が全面的に停止したのに対し、昨年秋

の第二波、年明け後の第三波ではロックダウ

ンの対象業種や地域が絞り込まれたこと、在

宅勤務体制や感染予防措置の浸透で企業や家

計のロックダウンへの対応能力が増したこ

と、自粛疲れで政府のロックダウン方針に従

わない人々が増えたこと、米中景気回復期待

（図表８）ユーロ圏の家計貯蓄率の推移

（出所）欧州統計局資料より第一生命経済研究所が作成
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を背景に輸出需要が堅調なことなどから、景

気は予想以上の底堅さを保っている。ロック

ダウン開始時点の景気の居所の差も、下落率

の違いとして表れる。時速100キロと時速60

キロで走っている車にブレーキを掛け、時速

30キロに減速した場合、前者の下落率が後者

を上回るのと同じ原理だ。

　集団免疫を獲得し、経済活動を再開した後

の欧州景気は、コロナ禍で先送りされた需要

が顕在化することから、当面は潜在成長率を

上回る高成長となる可能性が高い。外出制限

で消費機会を失った家計は、ロックダウンの

間に巨額の貯蓄を積み上げている（図表８）。

経済活動再開後は、こうした貯蓄の一部が消

費に回り、力強い景気回復を後押ししよう。

挽回需要が一巡した後の欧州景気は、危機下

で膨れ上がった債務の返済負担が重石とな

り、危機以前よりも潜在成長率が低くなる可

能性がある。今回の危機では、時短補助金や

保証付き融資の積極活用で、厳しい経済調整

の割に解雇や企業倒産が抑制されてきた。感

染収束と経済活動の再開に伴い、財政支援や

金融緩和が段階的に打ち切られ、潜在的な失

業者や企業倒産が顕在化することも、中長期

的な経済活動を下押ししよう。
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