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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200701-
covid-19-sitrep-163.pdf?sfvrsn=c202f05b_2 2



3月から6月への変化：感染の中心はアメリカ大陸へ

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
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各国別死亡率

Coronavirus death rate 
in countries with 
confirmed deaths and 
over 1,000 reported 
cases as of July 1, 2020, 
by country

https://www.statista.com/statistics/1105914/coronavirus-death-rates-worldwide/
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国別超過死亡
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ドイツのコロナ感染者数概要
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食肉工場のクラスター発生
ルーマニア人、ブルガリア人労働者、劣悪な居住環境

６５０人の最近の問題居住区隔離（約半数がルーマニ
ア人）、テストで陰性出るまで外には出られない。連邦
軍がテスト。（7000人中1553人陽性の工場あり）

陽性結果が出ると地区内でさらに隔離。

ノルトライン・ヴェストファーレン州の２か所（いずれも
Tönnies食肉工場）で、1500人、650人規模のクラスター
発生

州の上級行政裁判所が、患者数の少なかったギュー
タースローに関しては、全体でのロックダウンは不適切
であったとの判決下す。（7月6日）

労働者に関する下請け、孫請けのシステムは、他の
産業（農業の季節労働者）でも存在するため要注意。

その他の政治的に懸念されるクラスター

難民収容所

外国人の多い地区（コソボ系移民：水タバコ）

第三世界における感染者増が難民増につながる
懸念
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４月時点の独経済支援策

個人事業者及び従業員5人までの零細企業に対し、3か月分の一括給付として最大9,000ユー

ロ（約１１万円）給付； 従業員10名までの企業には、3か月分の一括給付として最大15,000

ユーロ（約１８５万円）、どちらも場合によっては更に2か月間の受給が可能。

上述の支援策は、芸術家やフリーランスとして活動するクリエイターにも適用。

１２歳未満の子供を家庭で見るために仕事ができない保護者に、連邦雇用庁が月額実質収

入の67%(最大で2,016ユーロ)を最大6週間支給。(給与補填)

各州でも個別の支援策あり。
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4月時点の経済対策

ドイツの失業者数推移

＊クルツアルバイト：解雇の代替として、従業員の労働時間を短
縮、労働者には時短による給与減少分の一部を政府が補填。

クルツアルバイトで自宅待機となった労働者の給与の6割を
政府が補償、条件付きで4カ月目からは7割、7カ月目からは8
割に。（２０２０年末まで）

クルツアルバイトの要件緩和

失業保険長期支払い

飲食店に7／１から１年間付加価値税免除

オンライン授業支援（機器購入に１５０ユーロ）

２０２１年から２０２４年に主に交通インフラと住宅建設
に毎年３１億ユーロを追加投資、２０３０年までに合計１４
００憶ユーロを特に交通・デジタル分野に投資、手続き簡素
化。

企業の資金繰り支援（緊急融資、納税延期、滞納の際の制
裁適用保留）

「経済安定化基金」（企業救済ファンド設立）
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「国家水素戦略」を閣議決定（6月10日）
ドイツ連邦経済エネルギー省(BMWi)

エネルギー転換の鍵としての水素活用

既存の天然ガスパイプラインを転用して、ドイツ全土に水素
供給網構築

将来的には二酸化炭素フリーの水素で国のエネルギー需
要を賄う

水素エネルギー分野で世界一になるための制度改正、研
究開発投資

90億ユーロ（約1兆800億円）の予算

⇒ 7月8日「欧州の気候中立に向けた水素戦略」

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-
wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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European 
Green Deal
C L I M AT E  N E U T R A L  C O N T I N E N T  BY
2 0 5 0 .
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「経済危機パッケージ」と「未
来パッケージ」（７月以降）

「経済危機パッケージ」

付加価値税減税 （半年間）
標準税率 19⇒16%
食料品・書籍など 7⇒5%

子ども１人あたり３００ユーロ（約３万７０００円）の現金給
付

電力コスト軽減

つなぎ資金の給付、輸入売上税の納期延長など

「未来パッケージ」

電気自動車購入補助金：４万ユーロ（約５００万円）以内の
純EV車購入の際、６０００ユーロの補助金

モビリティインフラ拡充：電気自動車用インフラ支援、Eモ
ビリティ開発支援など

ドイツ鉄道への支援（増資）追加で最大５０億ユーロの自
己資本を提供

12



EUの経済支援策：
3つのセーフティーネット（約5400億ユーロ）

1. 欧州投資銀行（EIB）の支援による企業の
保護

2. 欧州安定メカニズム（European Stability
Mechanism＝ESM）の支援による国家予
算の保護

3. 欧州委員会が運用する一時的助成金に
よる雇用と労働者の保護 （SURE)

「緊急時の失業リスク緩和のための一時的支
援策（temporary Support to mitigate 
Unemployment Risks in Emergency＝SURE）」
加盟国の自発的資金拠出を保証として、EU
が自身の信用力を背景に国際金融市場から
最大1,000億ユーロを調達し、自国民の救済
措置で多大な公的支出にあえぐ加盟国へ融
資。
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EUとコロナ危機：Hamiltonian Moment?
EU債務共同化への道 「メルケルの180度ターン」
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2020年5月27日フォンデアライエン委員長発表
EU復興基金案：7500億ユーロ（約89兆円）

補助金（grants）5000億ユーロと融資（Loans）2500億ユーロの組み合わせだが、

補助金の方が多くなっている。

「倹約4カ国」（スウェーデン、デンマーク、オランダ、オーストリア）と従来のドイツ

の立場はあくまで融資中心で行くべき。

6月18～19日のEUサミットで決着つかず、メルケルは夏中に決着を急いでいる。
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2020／5／18 独仏共同復興基金案5千億ユーロ（約58兆円）
A French-German Initiative for the European recovery from the corona virus

支援は、融資（ローン）ではなく、返済する必要のない供与

（グラント）、補助金の形をとる。

EU名義による金融市場での借り入れを認める。事実上加

盟国が共同で債務を負う方式。「独仏共同で、初めて共通化

した債務を加盟国に提案する」（マクロン）。ドイツは長らくEU

共同債（コロナ債）の発行を拒否してきた。

基金は2021～27年のEU中期予算の枠組みの中に取り込ま

れ、返済されていく仕組み。「5千億ユーロの返済期間は長

期に及ぶ見通しであり、通常のEU予算と同様に、ドイツの負

担割合は約27％になる」（メルケル）

「倹約4カ国」（スウェーデン、デンマーク、オランダ、オースト

リア）が即座に反対表明。
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ドイツの立場変化の背景
５月５日のドイツ連邦憲法裁判所判決

欧州中央銀行（ＥＣＢ）が行っている量的緩和策について、
独政府や連邦議会が適切に関与していないとして違憲性を
認め、３か月以内に修正を求めた。ドイツはＥＣＢの国債買
い入れに依存せずに、コロナ対策で必要なＥＵ資金調達の
道を探さねばならなくなり、マクロン氏の主張に寄り添ったと
みられている。

7月1日からドイツはEU理事会の議長国

コロナ対策で与党とメルケル氏の人気はうなぎのぼりであ
り、国内的に非常に強い立場にあるため、これまでのような
反対がほとんど出ていない。
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https://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwicklung_-_Themen_im_Ueberblick/Politik_I/

次の日曜日に連
邦議会選挙が
あったら？
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望ましい
政権連立

https://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwicklung_-_Themen_im_Ueberblick/Politik_I/
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https://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwicklung_-_Themen_im_Ueberblick/Politik_II/#Sympathiewerte

政府はいい仕
事をしている

か？
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最近の世論
調査結果
メルケル人気さら
に上昇

https://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwicklung_-
_Themen_im_Ueberblick/Politik_II/#Sympathiewerte

人気のある
政治家
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https://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwicklung_-_Themen_im_Ueberblick/Politik_II/#Sympathiewerte


EU-China 
summit 22 June 
2020

“Engaging and cooperating with China is both an opportunity 
and necessity. 
But, at the same time, we have to recognise that we do not 
share the same values, political systems, or approach to 
multilateralism. We will engage in a clear-eyed and confident 
way, robustly defending EU interests and standing firm on 
our values.”

(Joint statement by the President of the European Council, 
Charles Michel, and the President of the European 
Commission, Ursula von der Leyen)
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重要産業の外国支配への

警戒感が背景
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楽観的シナリオ
独仏合意による南欧経済再建。政治的一体感の回復

復興基金をきっかけに財政移転同盟への道を歩む

EUを中心に防衛力強化、NATOへの依存が減る

イギリスとの離脱合意が年末までにまとまり、平和的に
移行

日本などとの政治外交協力で政治的影響力を維持

中国、ロシアの東欧への影響は限定的に留まる
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悲観的シナリオ？
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