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Ⅰ．政治 

 2017年の欧州は 3月のオランダ下院選を皮切りに、4～6月にフランス大統領選と下

院選、9月にドイツ下院選と、主要国で重要選挙が連続する「選挙の年」を迎える。グ

ローバリゼーションの波に取り残され、格差の拡大に怒りを募らせる国民が選択した

英国の EU離脱（Brexit）や米国のトランプ大統領誕生は、多くの加盟国で反移民・難

民を掲げる EU懐疑派を勢いづかせ、一部の国では過半数には届かずとも、既存政党を

第一党の座から引きずり降ろしかねないまでに支持を拡大させている。EU統合の遠心

力はこれに留まらず、3月には英国政府が EU離脱を正式に通達する見込みで、2年間

を当面の目途とする交渉が本格化する。イタリアでも下院選が実施される可能性がさ

さやかれ、ここでも EU懐疑派の台頭が懸念されている。経済面では緩やかな回復基調

が続くが、国民の不満を緩和させるほどの力強さには乏しい。トランプ政権やロシア

の脅威など、外交面でも不安定要因に直面し、NATOを基軸としてきた欧州の安全保障

環境は、新たな難題に直面している。EUは国内外からの不満、批判を払拭し、欧州安

定の礎石となってきた結束を維持できるのか、その真価が改めて問われている。 

 

１．主要国の選挙情勢 

（１）オランダ：移民排斥派、反ＥＵの自由党が第一党奪取も 

選挙の年の先陣を切る

のは 3月 15日に実施され

るオランダ下院選。ウィ

ルダース党首(53)率いる

極右政党の自由党（PVV）

が議席を伸ばすのは確実

で、第一党に躍り出る可

能性が高まっている。自

由党はイスラム系移民の

排除やモスク閉鎖、EU 離

脱の是非を問う国民投票

の実施を主張し、この 4年

で支持を倍増させてきた（図表１）。 

オランダ経済は 2016 年 10-12 月の実質 GDP 成長率が前期比年率 2.8％、失業率も

5.6％と低水準で推移している。一方で、ルッテ首相の率いる中道右派の自民党（VVD）
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と中道左派の労働党の連立政権は、緊縮財政に伴う年金削減や社会保障改革に着手し

ており、数字に表れる景気回復とは裏腹に、有権者に現状や将来への不安が強まった。

2015年の欧州難民危機では、オランダにも 5万人以上の難民認定希望者が流入し、治

安への懸念や税金で難民認定希望者を保護することへの不満もくすぶっており、自由

党はこうした不満の受け皿となって勢力を拡大させてきた。 

それでも、最新の世論調査によると、自由党の獲得議席数は過半数に至らない可能

性が高い。仮に第一党になったとしても、主要政党や左派が中心の少数政党が自由党

の極端な主張を受け入れ、連立に合意する可能性は極めて低い。ウィルダース党首と

しても連立政権という中途半端な形で体制側になるより、次期総選挙での単独過半数

獲得をにらんで最大野党の立場で政権批判を継続する方が長期的なメリットは高い。 

こうした理由から、現時点で自由党が政権入りする可能性はないとみられる。ただ

し、国政への自由党の影響力が今まで以上に無視できないものとなり、今後のオラン

ダ政府が自由党の主張を意識して、EU改革の必要性や難民の流入阻止を声高に要求し、

他の加盟国と対立する蓋然性は高い。 

もう一つの懸念材料であるオランダの EU離脱の可能性だが、オランダは EUの前身

である欧州石炭鉄鋼共同体の創設メンバーであり、離脱を決めた英国と比べると、EU

加盟国との地理的、経済的、文化的な結びつきが格段に強いことから、現状では「離

脱」のメリットよりもデメリットを感じる国民が多いとされる。さらに、現行のオラ

ンダ憲法では、国民投票の結果にも法的拘束力を持たせるためには、議会の 3 分の 2

の同意を必要とする憲法改正が不可欠となる。このため、自由党の躍進が直ちに英国

のような EU離脱に結びつく可能性は低いと予想される。 

 

（２）フランス：三つ巴の争いもフィヨン氏は撤退不可避か 

 オランダ以上に EU の将来を左右しかねない政権選択選挙として注目されるのは、

ドイツとともに統合を牽引してきたフランスの大統領選だ。4月 23日に初回投票が実

施され、1位の候補者が過半数を得られなければ、2位の候補者との決選投票が 5月 7

日に行われる。争点はテロ・難民対策、若年層を中心に約 10％に達する失業率や経済

対策となっている。 

各種世論調査によると、反移民・難民を主張する強硬な EU 懐疑派である国民戦線

（FN）のルペン党首(48)が 20％台半ばの支持を得ており、オランド政権で経済産業相

を務めた無所属のマクロン候補(39)が支持率 20％前後で追撃している（図表 2）。1月

末までルペン党首と支持率を競い合っていた中道右派・共和党のフィヨン元首相(62)
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は、勤務実態のない

妻や子供を秘書と

して雇用し、公金を

不正に受給してい

た疑惑が浮上、清廉

なイメージが打撃

を受けて人気が急

落している。フィヨ

ン元首相は疑惑を

否定しているが、最

新の支持率は 20％を割り込んでマクロン前経済産業相にも後れを取っており、出馬辞

退が現実味を帯び始めた。共和党は今回の大統領選で初めて予備選を実施したが、候

補者が辞退した場合の規定がない。 

 選挙情勢は極めて流動的だが、現時点での情勢分析では、固い支持基盤を持つルペ

ン党首が初回投票を 1位で通過するとみられる。ただし、疑惑浮上前の世論調査によ

ると、フィヨン元首相とマクロン前経済産業相のどちらが決選投票に進出しても、ル

ペン党首の極端な政策を嫌う無党派層の得票が一定程度見込めるため、20％以上の大

差で勝利すると予想されていたことから、共和党候補が誰となっても基本的な構図に

変化はないとみられる。 

 有力候補に浮上したマクロン前経済産業相は、投資銀行から政治経験なしにオラン

ド政権の経済産業デジタル相に就任し、2016年 8月までの 2年間、小売店の日曜営業

の一部解禁など、オランド大統領が任期後半で取り組んだ規制緩和を主導した。若さ

と経済通を売りに無党派層の支持を集めている。選挙戦では、政党色を排除した「改

革」を掲げているが、一部の社会党の有力議員も支持に回るとみられており、フィヨ

ン元首相のスキャンダルもあって存在感が日増しに高まっている。 

しかし、支持率が一ケタに低迷するオランド政権で閣僚だったことはウィークポイ

ントとなりかねず、ライバル候補に攻撃の糸口を与えかねない。国民の関心が高いテ

ロ対策や移民対策、外交政策が未知数なことも不安要因で、今後のマニフェストの発

表やテレビ討論でのアピールが、勝敗の分かれ道となるだろう。仮に大統領に就任し

た場合でも、無所属で出馬しているマクロン前経済産業相がどこまで議会の協力を得

られるかで、政権運営が大きく左右されることになる。 

注目のルペン党首は 2011 年の FN 党首就任後、父親である前党首の極右色を薄め、
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トランプ大統領と同様にグローバリゼーションの恩恵を受けられない「忘れられた国

民」の救済を訴えて支持を拡大してきた。移民政策は極右だが、社会保障政策では左

派と主張が近似する。ルペン党首が決選投票で勝利する可能性もゼロではないが、本

人は 2022 年の大統領選に現実的な照準を絞っているとされ、今回は支持率 30％程度

の 1 位通過で基盤を固めることを現実的な目標として囁かれる。また、6 月の下院選

で現状の 2 議席からの大幅増を狙っており、院内会派の結成が可能な 14 議席を目指

しているとの指摘もある。 

フィヨン元首相はカトリックの価値観を重んじる保守派で、同性婚や中絶に反対の

立場。清廉潔癖なイメージもあって保守層の支持を得ていた。それだけに金銭絡みの

スキャンダルは致命傷となりかねない。治安への懸念やフランス独自の文化を保護す

る視点から、イスラム系の移民制限に厳しい姿勢で臨む方針も打ち出している。 

他方、経済政策は改革派であり、労組の反対で頓挫してきた労働市場改革、企業減

税や VAT の引き上げ、社会保障費や公務員削減など 5 年間で 1000 億ユーロの支出削

減を主張している。ロシア政策では対話の重要性を主張し、セクター制裁を緩和する

可能性にも言及するなど、融和的な姿勢を示している。 

本来なら共和党の対立軸として存在感を示さねばならない社会党は、オランド大統

領の不人気に加え、党内で右派と左派の路線対立もあって支持率で大きく後れを取っ

てきた。予備選で勝利したアモン前教育相(48)は左派色が強く、社会保障対策として

毎月一定額のベーシックインカム支給を目玉対策として打ち出している。左派の強力

な支持を得て支持率を 10％台後半まで伸ばしている。 

 フランス大統領選の最大の懸案は、仮にルペン党首が当選した場合、どこまで EUや

ユーロ圏離脱を推し進めるかとなる。ルペン党首は、Brexitを賞賛し、自分が大統領

に就任した場合、通貨政策や国境管理の主権回復を求め、EU側との交渉に乗り出す方

針を示していた。さらに、2 月 2 日付の仏紙とのインタビューでは、当選から「半年

後に EU離脱の是非を問う国民投票を実施する」と明言し、交渉が成功なら残留を、不

調なら離脱を訴える方針を示している。EUとの交渉と国民投票をセットにするやり方

は、Brexitの国民投票を主導した英国のキャメロン首相とも重なる。 

ただし、フランスでは必ずしも EU やユーロ圏離脱の機運が盛り上がっているわけ

ではなく（図表 3）、それでも強引に離脱を推し進めて経済状況が悪化すれば、最初の

犠牲者となるのは、自分の支持基盤である低所得者層に他ならない。FNの支持理由が

既存政党への批判票の側面もあり、すべての政策が支持されているわけではないこと

も勘案すると、国民投票が実施された場合でも、どこまで離脱派に勢いが出るかは不



- 6 - 
 

透明だ。 

 一方で、共和党の多くの

支持者も共鳴する移民制限

に乗り出すのは、ほぼ確実

で、難民認定希望者に紛れ

たテロリストの侵入を阻止

するため、シェンゲン協定

からの脱退を目指して国民

投票の実施に動くことも予

想される。EU 統合の深化に

欠かせない銀行同盟や財

政、防衛の統合深化を拒否

するのも確実で、例え離脱の議論が据え置かれたとしても EU 統合は窮地に陥るだろ

う。ルペン党首の勝利で短期的には市場が激しく動揺し、株価や仏国債、ユーロの下

落に伴う金融不安が引き起こされかねないことにも注意を払う必要がある。 

 フランス政治で中長期的に懸念されるのは、既存政党の社会党と共和党が、それぞ

れに左派色と右派色を強めていることだろう。社会党はオランド大統領の不人気の反

動でアモン氏を大統領候補に選出し、ルペン党首を意識した共和党は、当初は有力候

補とみられた穏健派のジュペ元首相を選択せず、より右派色の強いフィヨン元首相を

担ぎ上げた。党内世論の先鋭化で無党派層が置き去りにされ、両党の非妥協的な姿勢

が鮮明になれば、社会の断層がさらに深まりかねない。既存政党の分断の深刻化で、

次期大統領選ではルペン党首だけでなく、より強硬に既存政党の打破を主張する大衆

扇動型の政治家が台頭する可能性にも警戒が必要となる。 

 

（３）ドイツ：メルケル続投も連立の枠組みに不透明感 

 フランスとともに EU 統合を牽引し

てきたドイツでは、4 選を目指すメル

ケル首相(62)のキリスト教民主・社会

同盟（CDU/CSU）が合計で 35％前後の

支持率を維持しており、第一党となる

ことが有力視される（図表 4）。トラン

プ大統領の誕生や Brexitで EUを取り
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巻く環境が複雑化する中、11年以上にわたって舵取り役を担ってきたメルケル首相の

安定感を求める声は党派や国境を超えて強い。 

 一方で、寛容な難民政策を頑として譲らないメルケル首相には、世論や党内、連立

政権内からも批判があり、2015 年 4 月に 75％を記録した支持率は下降、2017 年 1 月

現在で 56％となっている（図表 5）。ドイツ社民党(SPD)を含む連立政権への批判票は、

反移民・難民を掲げる EU懐疑派政党「ドイツのための選択肢（AfD）」に流れ、15％前

後の支持率を維持している。トランプ大統領や Brexit と同様、世論調査に表れ難い

「隠れ支持者」の存在も指摘されており、AfDは次期下院選で最大 20％まで支持を拡

大し、第 3党となる可能性が高い。それでも、ナチスの記憶が色濃い歴史的な背景も

あり、既存政党側に大衆迎合的な AfDとの連立を模索する動きは皆無であり、第 3党

に躍進したとしても、政権入りする可能性はない。 

また、SPDは 1月 24日に、今秋の下院選で欧州議会の前議長、マルティン・シュル

ツ氏（61）を首相候補として擁立すると発表したことが好感され、各種世論調査によ

ると、CDU/CSUに追いつく勢いで急速に支持率を伸ばしている。 

 支持率がこのままなら、現状の大連立の枠組みが維持されるとみられる。リスク要 

因は大規模テロの発生と体感治安の悪化、沈静化した難民問題の再燃で、有権者の批

判票が左派勢力や AfDに流れれば過半数の維持が困難となり、左派である「緑の党」

や中道の自由民主党(FDP)を加えた連立の可能性も浮上する。ただし、CDUと緑の党な

どが防衛、環境政策などで合意するのは容易ではなく、仮に連立に合意したとしても、

その後のドイツ政府の政策決定に時間がかかり、政策遂行能力が大幅に低下する懸念

も出てくる。 
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 任期満了の 2021年に首相在任期間が 15年を超えるメルケル首相の後任問題も国内

外で意識されよう。候補者として名前が挙がるのは、フォンデアライエン国防相(58)、

シュパーン財務副大臣(36)、ストローブル副代表(56)らだが、政治的ライバルが浮上

する芽を事前に摘むことで権力を維持してきたとされるメルケル首相には、誰もが認

める有力な後任候補が存在せず、ポスト・メルケルの行方も見通せない。 

 

（４）イタリアでも総選挙前倒しの可能性 

イタリア下院の任期は 2018 年 2 月だが、政府が主導した 2016 年 12 月の国民投票

が否決され、レンツィ首相が辞任したことで政局が流動的となり、総選挙待望論がく

すぶっている。早ければイタリアを議長国として 5 月に開催されるＧ7 終了後の 6 月

に解散総選挙との観測も囁かれる。ただし、選挙の前倒しには、議会による現行の選

挙制度の部分的な修正が不可欠で、早期選挙の是非をめぐる各党内の議論や世論の動

向次第では、待望論が沈静化することも考えられる。 

現行の選挙法は、安定的な政権運営を可能にするため、得票率 40％超の政党に「ボ

ーナス議席」を与えて過半数が確保できる仕組みを採用している。40％に達する政党

がなければ上位 2党の決選投票で「ボーナス議席」の獲得を決める。しかし、憲法裁

判所が 1月 27日、決選投票の部分を「違憲」として削除するよう言い渡しており、議

会側は現行法の修正を迫られている。また、現行法は上院の選挙廃止を前提としてい

るが、上院改革を目指した憲法改正が国民投票で否決された。引き続き上院の選挙が

実施されるため、法的な整合性が取れない状態にもなっている。議会の解散権を持つ

マッタレッラ大統領もこの点を問題視しており、各政党は議会で早期に修正を図るこ

とになる。 

各種世論調査によると、ユーロ圏離脱の可能性に言及する「五つ星運動」が、政権

与党の民主党と支持率 30％前後で拮抗しており、ここでも EU 懐疑派の伸張が懸念さ

れている。ただし、実際にはどの政党も 40％超の得票で単独政権を獲得するのは困難

で、選挙後も連立政権の発足が予想される。こうした状況で選挙に踏み切ることには、

党利党略も絡んで異論がある。 

連立の枠組みでは、レンツィ前首相が党首の民主党と、ベルルスコーニ元首相が党

首の中道右派「フォルツァ・イタリア」の大連立が有力な選択肢となる。しかし、他

党との連立を否定して独自路線を歩む「五つ星運動」が民主党を抑えて第一党となれ

ば、前言を翻して政権奪取に動き、反ユーロや移民排斥を掲げる「北部同盟」や EU懐
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疑派の少数政党と協調する可能性もゼロではない。イタリアが反 EUを強めれば、市場

の動揺を誘うだけでなく、不良債権問題の行方にも悪影響を与えかねない。 

 

２．EU 懐疑派の台頭と難民問題 

（１）勢い止まらぬ反移民・難民、反緊縮勢力の台頭 

 独仏蘭伊に留まらず、EU加盟国内では移民や難民流入の急増による社会不安や財政

緊縮に反発する世論を追い風に EU懐疑派が勢力を強めている（図表 6）。 

 難民問題に直面するオーストリアでは 2016 年 5 月の大統領選で、強硬に移民や難

民流入の制限を主張するオーストリア自由党のノルベルト・ホーファー候補(45)が、

大連立を組む二大政党の中道右派・国民党（OVP）、中道左派・社会民主党(SPO)の候補

者を抑え、緑の党が支持するアレクサンダー・ファン・デア・ベレン候補(73)との決

選投票で約 3 万票差に肉薄した。手続き上の問題から 12 月に実施された決選投票の

やり直しでは 10 万票以上の差が開いたが、それでもオーストリア自由党の躍進を見

せつける結果となった。2018 年 12 月までに実施される次期下院選でオーストリア自

由党は第一党の座をうかがう情勢で、国民党との連立政権が現実味を帯びている。 

 難民流入が独自の文化や価値観を脅かすとの主張に共鳴する国民は、北欧や中欧で

も多い。フィンランドでは「真正フィン人党」が連立入りして外相ポストを獲得し、

デンマーク国民党も第二党として少数与党のラース・ロッケ・ラスムセン首相（52）

が率いる現政権への影響力をちらつかせている。 

ハンガリーのオルバン政権は、イスラム教徒の流入で「キリスト教に根差した価値

観が危機に陥る」と主張し、EUが 2015年 9月に決定した難民認定希望者 16万人の受
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け入れ分担を拒否しており、独仏中心の EUを公然と批判している。ポーランドもハン

ガリーに同調する姿勢を示している。両国は EU をリベラル勢力が牛耳っていると主

張、西側主導の EU政策からは距離を置く「illiberal（反リベラル）」を標榜するなど、

「東西対立」が収束する兆しはない。 

 また、スペインやギリシャでは 2008年の債務危機後、緊縮財政に反対し、既存政党

を糾弾する EU懐疑派が台頭し、スペインではポデモスが第 3党に躍進、ギリシャでは

SYRIZAが政権を維持している。背景にはドイツやベネルクス諸国が好景気の恩恵を受

ける中、南欧諸国を中心に経済回復が遅れており、若者を中心とした高失業率や将来

への不安が、EUや既存政党への批判となって EU懐疑派の台頭を招いている。 

 

（２）難民流入は小康状態 

各国で世論の対立を生み、EU 懐疑派を勢いづかせる引き金となった難民問題だが、

その流入はピーク時に比べて激減している（図表 7）。国際移住機関(IOM)によると、

欧州には 2016年に 36万 3401人の難民認定希望者が流入した（速報値、以下同）。2015

年の 104 万 6599 人から 66％減となった。とりわけ、ギリシャ経由の減少は劇的で、

2015年の約 86万人から 79％減の 17万 6906人になった。一方で、イタリア経由の流

入は 18万 1436人で、16％の増加を記録している。 

ギリシャ経由の大幅減が、沿岸警備の強化やトルコ経由の難民認定希望者を送還す

る見返りとして、60 億ユーロの支援などを約束した 3 月の EU トルコ合意にあるのは
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明白だ。4月以降の流入は毎月 4000人以下に落ち着いている。バルカン諸国による警

備強化で、国境を越えた移動が、ほぼ不可能になり、結果的にドイツなどへの流入も

減少している。 

今後の焦点は EU トルコ合意の行方に尽きる。合意の一部であるトルコ国民の短期

ビザなし EU 渡航は実現しておらず、妥結の見通しも立っていない。EU 側はトルコに

①汚職対策の法制化、②犯罪者引き渡し体制の確立、③ユーロポールとの捜査共助、

④個人データ保護の法制化、⑤対テロ法の緩和を求めているが、トルコ側は難色を示

しており、特にテロ法の緩和を拒否している。 

 仮に合意が崩壊すれば、ギリシャやブルガリアに大量の難民が再流入する可能性も

捨てきれない。行き場を失った難民の滞留が治安悪化を呼び、対策費の支出、受け入

れ分担をめぐって加盟国の議論は再び紛糾するのは確実で、合意の維持に向けた EUト

ルコ関係の行方が注目される。 

 テロの脅威や難民流入による体感治安の悪化を抑えるため、独仏の主導にオランダ

や北欧、中欧諸国の協力も取り付け、EU域外国境の警備強化に乗り出す可能性は高い。

ロシアの脅威に直面する中、NATOに対するトランプ政権のスタンス次第では、独仏主

導で EU独自の防衛体制を模索する動きが強まることも考えられる 

 

（３）統合速度は鈍化へ 

一方で、統合深化のスピードをめ

ぐっては、加盟国内に温度差があ

り、単一市場アクセスの維持と対ロ

シアを見据えた安全保障協力を重

視する北欧・バルト 3国、独自の歩

調と価値観を維持したい中東欧諸

国、さらにはユーロ圏内でも仏独な

どの中軸国と南欧では見解が異な

っている。それぞれのペースで統合

の深化が異なる「マルチスピードの

EU」が、より顕在化することも予想

される。 

ただし、EUは金融危機などを通じ

て結束を強めてきたこともあり、今回の EU 懐疑派の台頭や Brexit、トランプ政権の

図表８ 経済状況に関する EU世論調査(2015年 10月) 

■現状は悪く、1年後も悲観 ■現状は良好、1年後も楽観 

（出所：Eurobarometer 2015） 
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誕生、ロシアの脅威などの諸課題で共闘し、「逆境に強い EU」を示すことで求心力は

高まり、むしろ EUにはプラスとなるとの楽観論もエリート層を中心に存在する。 

一方で、大戦の教訓を経て生まれた恒久的な平和を希求する EU 設立当初の理念が

時とともに見失われており、時代に即した新たな理念を共有する必要性を指摘する識

者も多い。南北や東西の経済格差も EU 懐疑派の台頭を生む土壌となっており（図表

8）、是正に向けた取り組みの強化が、EUの課題となる。 

 

３．英国の EU 離脱（Brexit） 

（１）英国は単一市場を離脱、包括的 FTA を志向 

英国のメイ首相は 1月 17日の演説で、EUとの

Brexit交渉では域内移民の制限を優先し、EUの

単一市場と関税同盟には残留しない方針を表明

した。欧州司法裁の管轄からも離脱し、巨額の予

算拠出の終了も強調するなど、「離脱派」の主張

の二本柱である移民制限と主権奪還を前面に押

し出した。交渉で重視する 12 項目（図表 9）を

示した上で、「悪い取引をするくらいなら、取引

なしの方が良い（No deal for Britain is 

better than a bad deal）」と述べ、状況次第で

は新たな貿易協定を結ばず、WTOルールの適用に

移行して離脱を完了させる強硬な姿勢も辞さな

い方針を鮮明にした。 

一方で、自動車産業や金融サービスなど英国

の重点産業で「可能な限り最大限」の市場アクセ

スを求め、移民の制限も実現する EU側との包括

的な FTA の締結を目指す方針を示しており、EU

側には「良いとこ取り」とも映りかねない内容

だ。EU との最終的な合意内容は、英国の上下両

院の承認を得ることを表明し、議会への配慮も

示している。 

こうしたメイ首相の姿勢は、変更不能な最終

方針というよりも、政府方針に可能な限り民意
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を反映させ、EU側に「現段階での譲れない一線」を提示する交渉戦術の意味合いが強

い。ただし、メイ首相自身も内相時代から移民制限の必要性に繰り返し言及してきた

経緯があり、世論の支持と自身の基本方針が合致したことで、移民政策の変更に関し

ては、妥協する可能性はほぼ皆無であることを念頭に置く必要がある。メイ首相の演

説直後に実施された英国の調査会社 You Govの世論調査によると、回答者の 74％が移

民規制は必要としており、5割以上がメイ首相の方針に賛意を示した（図表 10）。 

英国の最高裁は 1 月 24 日、EU 条約第 50 条に基づく離脱を EU に正式通達するため

には、議会の議決が必要との判断を示した。しかし、保守党のほぼ全議員に加え、多

くの労働党議員に国民投票の結果に背いてまで離脱に反対する意思はない。残留派が

多数のスコットランドや北アイルランド議会の承認は必要ないと最高裁で判断された

ことで、通達を阻む障壁は、ほぼ取り除かれた。メイ首相の当初の予定通り、3 月末

までに離脱を正式通達し、その後に交渉が本格化することになる。欧州理事会が 3月

9～10日、オランダ下院選が 15日、ローマ条約の締結 60周年記念が 25日に控えてい

ることから、早ければ 3月上旬に通達が実施される可能性もある。 

 

（２）FTA 交渉は長期化も、移行措置の合意は不可避か 

今後の交渉では、①離脱交渉（これまでの関係の清算）、②新関係の交渉（FTAを含

む英国と EU関係の将来像の構築）が論点となる。交渉開始から 2年でまとまらなけれ

ば、加盟国の全会一致がない限り、時間切れで強制離脱となる。 

英国政府は離脱と新関係の交渉を同時並行で行い、すべてを 2年間で完了できると

しているが、EU側や通商交渉の専門家は「非現実的」との見方で一致している。EUと

カナダが締結した CETA（包括的経済貿易協定）は、モノとサービス（金融は除く）を

はい いいえ わからない

EU離脱の選択は正しかったと思うか 46% 42% 13%

これまでのメイ政権の交渉手法を良いと思うか 21% 53% 26%

メイ首相の交渉能力を信頼しているか 47% 38% 15%

英国は移民を規制できる権限を保持すべきだと思うか 74% 12% 14%

単一市場を離脱し、FTAを結ぶ方針を正しいと思うか 57% 21% 22%

関税同盟を離脱し、他国との貿易協定を模索する方針は正しいか 56% 20% 25%

メイ首相の方針は国民投票の主旨に合致していると思うか 62% 13% 25%

EU加盟国はメイ首相の方針に同意すると思うか 20% 56% 25%

「Bad Deal（悪い合意）」なら「No Deal（合意なし）」の方が良いと思うか 48% 17% 35%

EUがBad Dealしか提示しないなら、交渉の席を立つ覚悟で臨むべきか 55% 24% 21%

英国よりもEUの方が、より英国を必要としていると思うか 34% 28% 19%

図表10　メイ首相の演説直後の英国世論

（出所：英世論調査You Govのデータを基に三井物産戦略研究所作成）
1月17～18日、1654人から聞き取り
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対象に約 40 項目で交渉し、調印までに約 7 年を費やした。EU に精通し、英国政府の

あまりに楽観的な交渉見通しに憤慨して辞任したロジャーズ前駐 EU英国大使は、FTA

締結に 10年が必要との見解を示したとされる。 

英国と EUでは、サプライチェーンが絡み合う自動車産業など、双方がなるべく現状

維持を望む分野があること、EUと英国が同じ法体系にあることなどが、複雑な FTA交

渉を簡略化するプラス要素として働くとの指摘もある。一方で、英国が最重視する金

融サービスでは、シティからユーロ決済業務の引きはがしを狙う一部の EU 諸国の思

惑もあり、交渉の難航は不可避とみられている。以上の議論を総合すると、FTA 締結

に少なくとも 5年程度は必要との見方が主流になっている。 

どのように交渉を始めるかという初歩的な部分でさえ、双方の見解は食い違ってい

る。英国の「同時並行」という主張に対し、EU側は「関係の清算」を優先させたい意

向で、未払いの EU 予算拠出金や職員の年金、EU 予算による英国での投資プロジェク

ト費用などとして、最大 600億ポンド（GDP比約 3％）の支払いを求めている。英国の

抜けた穴は残りの 27 加盟国で補填するしかないが、EU 懐疑派が台頭する現状で負担

増を避けたいのが加盟国の本音だ。しかし、英国が簡単に拠出に応じる可能性はない。

交渉の中身以前に、何をどう話し合うのかで、早くも対立することが予想される。 

実質的な交渉期限も極めて短い。EU側の交渉担当となる欧州委員会のバルニエ首席

交渉官は、英国と EU の合意内容は加盟国の議会で批准される必要があり、2019 年 3

月の交渉期限から逆算すると、18 年 10 月までには最終合意が欠かせないとの認識を

表明している。2017年は独仏蘭で秋口まで選挙が相次ぐことを勘案すると、交渉の本

格化は 11月以降となることが予想され、実質的な交渉期間は 1年弱となりかねない。 

 このため、本格交渉入り後、「離脱」の議論と同時に、FTA交渉の長期化を見越した

「移行措置協定」の設定を交渉し、合意締結までは現状に近い関係を維持することを

確認した上で交渉を継続する現実的な路線の採用も浮上している（図表 11）。 

図表１１　英国のEU離脱交渉のスケジュールと主要選挙日程
2019年

5月3月10月
2020年

5月
2017年

3月 5月 8～10月
2018年

英議会承認離

脱を通達
交渉入り

オランダ下院選 フランス大統領選 ドイツ下院選

【英国案】

離脱、ＦＴＡ交

渉を完了

欧州議会選 英国下院選

数年の段階的な移行期間

【現実案】

離脱合意もＦ

ＴＡ難航

離脱完了

移行期間の設定、協議の長期化（５年以上？）

【交渉決裂】

ＷＴＯルール適用で離脱

選

挙

終

了

で

交

渉

本

格

化

？

批

准

手

続

き

の

開

始

期

限

？

実質1年弱？ （出所：三井物産戦略研究所作成）
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 ただし、新たな関係での合意がないままでの強硬な離脱も辞さない姿勢を鮮明にし

た英国と同様、EU側にも妥協の余地は極めて少ない。独仏蘭の選挙情勢でも見たよう

に、欧州の政治リスクは少なくとも今後数年にわたって継続する。EU側の交渉は、加

盟国首脳で構成する欧州理事会が利害を調整しながら共通見解を取りまとめ、バルニ

エ首席交渉官が担当する予定だが、議論を主導する独仏は 27 加盟国の結束を優先す

る方針であり、仮にメイ首相が言及するような英国に対する「処罰感情」がないとし

ても、自己生存本能から Brexit合意が EU残留よりも劣る内容にする必要性がある。

そのためなら、多少の経済的な痛みは甘受する可能性が高いとも指摘される。 

経済的な合理性を優先し、移行協定の締結による FTA交渉の継続が最有力なのに変

わりはないが、どこまで双方の政治状況が妥協的、融和的な交渉を許すかは予断を許

さない。可能性としては低いが、WTO ルールの適用による強制離脱の可能性もテール

リスクとして意識しておく必要がある。 

 

（３）経済的なインプリケーション 

IMF が 2017 年 1 月に公表した見通しでは、英国経済の成長率について 2016 年の前

年比 2.0％の後、2017年が同 1.5％、2018年が同 1.4％と予想している。EU離脱の通

告後、原則 2年間とされる交渉期間中に FTAの内容を全て纏めるのは困難であり、現

実的には移行措置を採用した上で、恒久的な協定に関する交渉が継続されると見込ま

れる。ただし、移行措置の内容にコンセンサスがあるわけではなく、EUがその内容に

ついて大きく譲歩することも想定し難い。特に、金融サービスなど、英国が重視する

産業については、EU諸国にとっては英国から拠点を奪い、自国の産業を強化する機会

であるため、極めて厳しいスタンスで議論に臨むことが予想される。すでに英国の単

一市場離脱でシングルパスポート制度を維持する可能性は限りなくゼロに近く、英

HSBCやロイズ、バークレーズ、米 AIGやゴールドマン・サックス、スイス UBSなどが

1000人規模で一部業務を EU側に移動する検討を始めた。 

移行措置の締結ができず、時間切れにより WTOルールの適用に移行するという流れ

も完全に否定できるものではなく、その場合の経済的インパクトは甚大なものとなる

ことが予想される。このようなダウンサイドリスクが意識される中、企業経営者は雇

用・投資を抑制する可能性が高い。また、EU諸国への移転検討も加速せざるを得ない

だろう。早期に現実的な EU との交渉の方針が明示されない限り、2017 年以降の景気

減速は、より顕著なものとなるリスクを孕んでいるといえよう。 
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Ⅱ．外交 

１．対米外交 

「米国第一」を前面に押し出すトランプ大統領が就任したことで、欧州では政治、

経済、外交政策のみならず、人権の尊重など、戦後 70年以上にわたって築き上げてき

た共通の価値観が喪失しかねないことに危機感を募らせている。トゥスク EU 大統領

は加盟国首脳に宛てた 1 月 31 日付の書簡で、海洋進出などで独善的な振る舞いをみ

せる中国、ウクライナや隣国に攻撃的な政策で臨むロシア、急進的なイスラム勢力が

台頭し、戦争やテロに直面する中東・アフリカと同列に「米国の外交政策見直し」を

位置づけ、「EUが直面する脅威」の一つと断じた。 

歴代の米国大統領は、欧州の統合と防衛協力が米国の利益にも直結するとみてきた。

しかし、これまでのトランプ大統領の発言内容は、こうした考え方とは真っ向から異

なる。トランプ大統領は選挙戦でロシアのプーチン大統領を賞賛する一方で、独仏を

含むほとんどの NATO加盟国が GDPの 2％以上を国防費に充てる目標を満たしていない

と批判し、集団防衛体制のあり方に疑義を示してきた。大統領に就任する直前の英独

の新聞とのインタビューで、「強い欧州は米国の国益に資するか」と問われたトランプ

大統領は、「米国にとって重要なことだとは思わない。別々だろうがまとまろうが、か

まわない」と返した。さらに、現在の欧州はドイツに牛耳られており、英国の EU離脱

は賢明な選択との見方を示した上で、離脱の成功を見てこれに追随する EU 加盟国が

出るだろうと語った。ドイツのメルケル首相がシリアなどからの難民認定希望者の積

極的な受け入れを決めたことも「破滅的な誤り」と批判した。 

ただし、米国の伝統的な外交政策の原理原則より、ディール（取引）の可能性を重

視して発言するトランプ大統領が、就任前に示した外交スタンスを、どこまで本当に

実行するのかは未知数でもある。大統領就任後で初の首脳会談となった 1 月 27 日の

米英首脳会談後の記者会見では、NATOこそが集団安全保障の礎石であり、今後も「揺

るぎないコミットメント」を継続していくことで合意したとするメイ首相にトランプ

大統領も同調、実質的に発言を軌道修正している。 

EU側は米国と「価値観の共有」を維持できるかに強い疑念を抱く一方で、米国抜き

でロシアの脅威に対応し、テロ対策を遂行するだけの国防、諜報体制が構築できてい

ない現実もある。このため、独仏を中心とする EU加盟国は、トランプ政権との価値観

の齟齬を埋めるための外交努力に乗り出しながら、同時に EU 独自の安全保障体制の

確立を模索する必要性に迫られている。 

EUは 2016年 11月に欧州初の「防衛行動計画」を公表した。加盟国が共同で兵器を
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調達し、技術開発の一体化で無駄の削減を目指している。さらに EUは、単独で防衛能

力を強化し、加盟国の有事に対応する「防衛同盟」の構築を目指している。NATOの枠

組みを重視する英国やポーランドなどが反対しているが、英国の EU離脱が決まり、ト

ランプ政権による NATOの位置づけも不透明な現状では、状況次第で、より積極的に自

主防衛体制の確立を推し進めることが現実的な選択肢となる可能性もある。 

EUを離脱する英国は、メイ首相がトランプ大統領の初の首脳会談となるなど、米国

との関係強化に動いている。トランプ大統領は Brexitを賞賛し、メイ首相と自分は、

名もない一般市民のための政治をすることで共通していると述べた。EU主要国、とり

わけメルケル独首相とトランプ大統領の関係構築には時間がかかると予想される中、

英国は米国との「特別な関係」を深化させ、両国間の経済関係や外交のみならず、EU

に対しての発言権も強化したい意向とみられる。 

2013 年 7 月に開始された EU と米国の環大西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）

交渉は、15回の会合を重ねてきたが、ISDS（投資家・国家間の紛争解決）条項等の分

野で隔たりがみられるなど、協議は難航していた。TTIPに対するトランプ大統領のス

タンスは現時点で明らかではないが、これまでの通商交渉を否定し、多国間貿易協定

に代わり 2国間協定に軸足を移す意向を明確にしている点を踏まえれば、TTIPの優先

順位は低く、当面、交渉は凍結状態に陥る可能性が高いと考えられる。 

 

２．対露外交 

EU の対露関係は 2014 年のロシアによるクリミア併合などで大幅に悪化しており、

今後の舵取りは重要な課題である。現在、EUでは対露制裁の解除や緩和をめぐる議論

は進んでいない。2016 年 10 月に開催された欧州理事会で、シリアで大規模な爆撃を

続けるアサド政権の後ろ盾となっているロシアを「強く非難する」との姿勢で一致し、

情勢次第で追加制裁も辞さない構えを見せた。2016 年 12 月の欧州理事会はウクライ

ナ情勢を巡り、停戦を含めた包括的な和平合意であるミンスクⅡの履行が進んでいな

いと判断し、2017年 1月末に期限を迎える対露経済制裁の半年間の延長を決めた。一

方、ロシア政府は一連の制裁への対抗策として EUからの農産品の一部（主に牛乳・酪

農品、果物、野菜）の輸入禁止を既に 2016年 6月に、2017年末まで延長した。EUに

とって、ロシアは米国に次ぐ第 2 の農産物の輸出先で、2013 年までの 10 年間で、輸

出額は 40億ユーロから 120億ユーロに大きく伸びていた。しかし、ロシアの対 EU禁

輸措置により、2013年～2015年に EUの対露農産物輸出は 53％減少し、欧州の農家に

大きなダメージを与えている。 



- 18 - 
 

NATO による欧州ミサイル防衛（MD）の展開も対露関係に新たな緊張を生んでいる。

2016 年 5 月に MD の最初の迎撃ミサイル発射基地がルーマニアで運用を開始したこと

を受けて、プーチン大統領は、ロシアは核戦力のバランスを維持するために対抗措置

を取ることを強調した。ウクライナ危機を背景に NATO は中東欧での軍事プレゼンス

を拡大中で、これに対抗してロシアも軍備を増強し続けると見られる。 

一方、トランプ米大統領が最重要課題に挙げる「イスラム国（IS）」の掃討など、テ

ロとの戦いは米露関係を好転させる可能性があり、テロ対策ではよりプロアクティブ

な政策が不可欠だとする EU にも、ロシアとの関係改善を図る戦略は必要となってく

る可能性もある。 

対露外交をめぐり、EU加盟国間の温度差も表面化しつつある。イタリアを除く英仏

独の EU主要国は対露強硬論を牽引してきたが、英国の EU離脱により、対露包囲網が

緩む恐れもある。ポーランドとバルト 3国は強硬な対露外交路線の維持を求めている

が、その他の中東欧諸国は対露関係の修復を課題の一つと位置付けている。2016年 11

月に行われたブルガリア大統領選で勝利したラデフ前空軍司令官は対露制裁の解除を

訴え続けており、歴史的につながりの深いロシアとの協調により、自国経済の活性化

を狙う。 

 

３．中東・アフリカ外交 

（１）対トルコ外交 

トルコで 2016 年 7 月にクーデター未遂が発生し、エルドアン大統領が死刑の再導

入も含む強権化を加速させたため、EUは強く反発している。EUはトルコとの関係悪化

を避けたいが、EU条約では共通対外行動の全てにおいて人権と民主主義を推進すると

定めてある。とりわけ、2012年に採択した行動計画「人権と民主主義に関する戦略的

枠組み」の中で、EUとして死刑反対運動を継続していくと強調しており、死刑制度を

有する国の EU加盟は認められない。結果として、協力関係は大きく不安定化した。 

2016年 11月には欧州議会はトルコとの EU加盟交渉凍結を求める決議を採択し、両

者の関係は悪化した。決議を受けて、エルドアン大統領は、EUとの難民合意の破棄も

辞さない姿勢を示し、難民危機再来の危険を EU に想起させた。EU にとって、合意の

履行以外に代替策がなく、難民問題ではトルコに大きく依存している。それが背景に

あり、EU はトルコに対して実際には厳しい政策を取れず、同国との EU 加盟交渉停止

になかなか踏み切れないのが現状だ。 
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（２）その他中東外交 

EU は、イスラエルによるパレスチナ自治区内での入植活動を強く非難している。

2017年 1月にフランス政府がパリで開いた中東和平をめぐる閣僚級の国際会議は、イ

スラエルとパレスチナの共存を目指す「2 国家共存」構想を前提として、国連安全保

障理事会が 2016年 12月に採択した、イスラエルの入植活動の即時停止を求める決議

案を歓迎した。EUでは、エルサレムの帰属や国境などの問題についての「一方的な措

置」は中東の更なる不安定化と EU への難民認定希望者の増加につながりかねないと

の懸念が強く、2016年 1月の EU外相理事会でも双方に自制を求める声明を採択した。 

イランとの関係をみると、欧米など 6 カ国が 2015 年にイランと結んだ核合意を EU

は歓迎している。合意に伴い対イラン経済制裁が 2016年 1月に解除・緩和され、イラ

ンのロウハニ大統領はイタリアとフランスを歴訪した。経済制裁の解除・緩和後初め

ての外国訪問となり、経済関係の再構築への期待の高さを示した。トランプ米大統領

はイランに対し強硬姿勢をとると見られているが、EUのモゲリーニ外交安全保障上級

代表は国連安全保障理事会が承認した多国間のイラン合意を一国が変えることは出来

ないとしており、トランプ大統領への対抗姿勢が予想される。 
 

（３）アフリカ外交 

アフリカからの難民や移民の更なる増加を抑制するため、EUでは 2つの主な動きが

ある。一つは、現在主要 20 カ国（G20）の議長国を務めるドイツが推進する、G20 と

してアフリカの開発に重点的に取り組むべきだとの方針である。昨年 12 月にベルリ

ンで開催された G20のグローバル企業の幹部らが参加したビジネス 20（B20）会議で、

ショイブレ独財務相はアフリカでの民間投資環境の整備を急務とし、新しい対アフリ

カ経済政策（Compact with Africa）の導入を求めた。「目的は経済成長や雇用創出の

後押し、差別の解消促進および住民に経済的な安定をもたらすこと。そうすれば、外

国で生活保護を求める必要はなくなる」とした。しかし、既に 2005年にアフリカの開

発課題に重点を置いた G8 サミットを例としてみると、主要国が当時の対アフリカ援

助の約束を果たしておらず、目標の実現の困難さを示している。途上国の貧困問題が

専門の英 NGO「オックスファム」によると、G8が 2010年までに約束した対アフリカ援

助 250億ドルの内、実際に行われたのは 110億ドルだけだった。 

もう一つの取り組みは EU が 2015 年に創設した「アフリカのための緊急信託基金」

とそれを大幅に強化する欧州対外投資計画（EIP）である。前者は雇用創出やサヘル地

域の安全保障強化など 4つの優先課題を掲げ、アフリカ 23カ国と協力している。しか

し、EU加盟国の拠出予定額が 18.8億ユーロ（実質拠出が昨年 8月時点で 8000万ユー
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ロに留まっている）と少ないため、欧州理事会は昨年 12月に「持続可能な発展のため

の欧州基金」（EFSD）の新設も決めた。EIPの下で運営される EFSDは、EUなどが 33.5

億ユーロの元手を拠出する予定だが、民間投資を如何に呼び込めるかに大きく左右さ

れる。EU が期待する投資総額 440 億ユーロには民間から元手の 11 倍もの投資が必要

で、そのレバレッジは楽観的過ぎるとの見方が多い。 

アフリカの諸問題にこれまで主に受動的にしか対応できなかった EU は、目下の難

民・移民危機によりプロアクティブなアフリカ政策の必要性を再確認している。しか

し、資金不足の問題は簡単に解決されず、前途多難に変わりはない。 

 

４．対中外交 

EUにとって中国は米国に次ぐ第 2位の貿易相手で、中国政府が推進するアジアと欧

州を陸海で結ぶ経済圏構想「一帯一路」により、中国の対欧インフラ投資が増加する

との期待が高い。2016年 4月、中国の遠洋運輸集団（コスコ・グループ）はギリシャ

の民営化促進機関が行った入札で同国最大のピレウス港の株式の 51％を落札し、港湾

全体の運営権を握ることになった。中国政府は、「一帯一路」の要衝として、同港をバ

ルカン半島と中欧への新しい玄関口と位置付けており、当該地域での物流拡大に向け

たインフラ投資を積極的に進める見通しである。 

しかし、中国と緊密な経済関係を保ってきたフランスとドイツでは最近、中国の投

資環境と中国企業が積極的に進めている企業買収戦略への危惧が強まっている。独仏

とも、今年の総選挙を睨み、自国により有利な対中投資関係の構築を重視し始めた。

エロー仏外相が 2016年 10月に訪中した際、「外国投資を恐れてはならないが、同時に

（欧州の）中国向け投資が阻害されることがあってはならない」と、中国により相互

的な市場開放を求めていく姿勢を強調した。対中投資には行政の障壁だけでなく、保

護主義による障壁もあり、解消に向けた協議が不可欠とした。協議について具体的な

計画は未だに示されていないものの、仏中両国は 2016年 11月にアジアとアフリカの

インフラ開発を中心とする投資基金を共同設立した。設立にあたり、エロー外相は両

国が英国ヒンクリーポイントで進める原発建設プロジェクトでの協力を例に挙げて、

今後、アジアとアフリカを中心に、両国の協力のひな形となると語っており、関係の

緊密度は維持されると思われる。 

中国の外国企業買収戦略について、ドイツのガブリエル経済相（当時）は「中国は

有力なドイツ企業を狙う長い買い物リストを持ってショッピングツアーにやって来る。

戦略的に重要な先端技術を獲得する目論見が明らかだ」と皮肉り、「ドイツと欧州は自
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らの安全に必要な技術を擁護するメカニズムを構築する」と中国を牽制した。2016年

1 月に化工集団が重機械大手のクラウスマッファイ、3 月に北京控股が廃棄物エネル

ギー最大手の EEW、8月には美的集団が「インダストリー4.0」の中核に位置する産業

用ロボット大手クーカを買収した。しかし、2016 年 10 月に独経済省は芯片投資基金

による半導体製造装置大手アイクストロンの買収許可を安全保障上の理由で取り消し、

照明器具大手オスラムの一般照明事業に対する三安光電の買収案も調査が必要とした。 

また、WTO加盟から 15年が経った中国に対し、日米欧は同国を WTO上の市場経済国

と認定しておらず、「非市場経済国」として反ダンピング関税を課し続けている。それ

に対し、中国は 2016 年 12 月に異議を唱え、WTO 提訴に踏み切る構えを示した。欧州

委員会の試算によると、認定の場合域内で最大 21万 1000人の雇用喪失（鉄鋼産業で

5万人強）が懸念されており、厳しい選択を迫られている。 

 

５．対日外交 

日本政府と EU は、2013 年から開始した日 EU 経済連携協定（EPA）交渉の大枠合意

を目指し 2016年 12月、2017年 1月に首席交渉官会合を開催したものの、日本製自動

車の関税と欧州産農産物の扱いを巡る溝は埋まらなかった。3 月以降、欧州が「政治

の季節」を迎える前に大枠合意に至らなければ、交渉が長期にわたり漂流するリスク

が高まることから、2 月に欧州委員会のマルムストローム通商担当委と岸田外相との

閣僚級会議を開催し、詰めの交渉を行う可能性が報じられている。 

なお、大枠合意に至った場合でも、以降のプロセスの進展については慎重に見てお

く必要がある。2016 年 10 月に署名された EU・カナダ FTA（CETA）は、ベルギーのワ

ロン地方政府が地方議会の否認決議を背景に、署名承認に反対、ベルギー政府として

署名ができなくなり大きな混乱を招いた。反グローバリズム・反自由貿易の機運が高

まる中、メガ FTAに対する懐疑的な声は EU域内でも強まっており、日・EU EPAにお

いても同様の混乱が生じる可能性は否定できまい。 

 

Ⅲ．経済 

１．ユーロ圏の景気と物価の現状 

（１）格差はみられるも回復基調が続くユーロ圏経済 

2016年 10-12月のユーロ圏の実質 GDP成長率は前期比年率 2.0％と 7-9月の同 1.8％

から伸びがわずかながら加速、底堅い経済成長が続いている（図表 12）。需要項目別

の内訳は現時点では不明であるが、原油価格が安定する下、雇用環境の緩やかな改善
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を受け、個人消費が景気の牽引役を果たしているものと推測される。主要国別で見る

と、スペインが相対的に高い成長率を記録、ドイツが堅調さを維持しているのに対し、

フランス及びイタリアはユーロ圏対比で弱めの成長が続いている（図表 13）。スペイ

ンでは EUによる金融支援プログラム下で 2012年から労働市場改革に取り組み、賃金

コストの低下、解雇コストの削減で企業の輸出競争力が高まった。ただし、若年層を

中心にした雇用環境の改善や財政再建といった課題の解決には至っていない。ドイツ

では概ねユーロ圏平均を上回る成長を遂げている。失業率が東西統一後で最低水準と

なる 4％近辺で推移するなど、雇用・所得環境の回復が顕著である点や、難民対策費

用の拡大が内需を押し上げている。一方、フランス・イタリアでは構造改革の遅れか

ら失業率が高止まりしており、個人消費の伸びが力強さを欠いている。 

IMFは 2017年 1月に世界経済見通しを発表し、ユーロ圏の経済成長率について 2016

年の前年比 1.7％の後、2017年同 1.6％、2018年同 1.6％と予想している（図表 15）。

原油価格の底打ちが個人消費の抑制要因となるが、雇用環境の改善がこれを緩和し、

景気は底堅さを維持するものと想定される。見通しに対するリスク要因はユーロ圏の 

コア国で選挙が相次ぐ点やイタリアの銀行問題、EU離脱交渉に伴う英国経済の急減速 

等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）物価は足元で上昇も、エネルギー価格上昇が主因 

ユーロ圏のインフレ率は 2017年 1月に前年同月比で 1.8％と前月の同 1.1％から大

きく伸びを高めた（図表 16）。これまで消費者物価を大きく押し下げてきたエネルギ
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（出所）EUROSTATデータを基に三井物産戦略研究所作成

図表13 ユーロ圏主要国の実質経済成長率
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（出所）EUROSTATデータを基に三井物産戦略研究所作成

図表12 実質GDP成長率（ユーロ圏）
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（出所）EUROSTATデータを基に三井物産戦略研究所作成

図表14 失業率の推移（全体）

ユーロ圏 ドイツ フランス スペイン イタリア

実績値 見込み
2015 2016 2017 2018 2017 2018

ユーロ圏 2.0 1.7 1.6 1.6 0.1 0.0

ドイツ 1.5 1.7 1.5 1.5 0.1 0.1
フランス 1.3 1.3 1.3 1.6 0.0 0.0
イタリア 0.7 0.9 0.7 0.8 -0.2 -0.3
スペイン 3.2 3.2 2.3 2.1 0.1 0.2
英国 2.2 2.0 1.5 1.4 0.4 -0.3
（出所）IMF経済見通し（2017年1月）より三井物産戦略研究所作成

図表15　IMF経済見通し
実質GDP成長率（前年比、％）

予測値 10月予測との差
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ー価格がプラスの伸びを記録したこと

が主因である。一方、コアインフレ率

（エネルギー・食品などを除く総合）は

前年同月比 0.9％と過去 1 年間のレン

ジ内の推移にとどまっている。景気の

回復は続いているものの、そのペース

は力強さを欠いており、コアインフレ

率の上昇はこれまでのところ緩やかなままだ。エネルギー価格が 2016 年初に大きく

下落した後に上昇に転じたことを踏まえれば、物価の押し上げ寄与は 2017年の 4-6月

以降は鈍化し始める可能性が高い。このため、インフレ率をさらに高め、ECB が目標

とする「2％未満かつその近く」を達成するには、景気回復を通じて需給ギャップの解

消を実現し、コアインフレ率を上昇させることが必要となるだろう。 

こうした状況下、ECB（欧州中央銀行）は景気回復のサポートをするべく、緩和的な

金融政策を継続している。2016 年 12 月 8 日の理事会においては、資産購入プログラ

ムの期限を現行の 2017年 3月から 12月までに延長する、4月以降の買い入れ規模は、

現行の月額 800億ユーロから同 600億ユーロに縮小する、2017年 1月以降は必要があ

れば現在の預金金利（▲0.40％）を下回る利回りの証券も購入する、購入する国債の

範囲を満期 2年以上から満期 1年以上に拡大するなどの追加措置が公表された（政策

金利は据え置き）。理事会後の会見では資産購入プログラムの買い入れ規模縮小につ

いての質問が多く寄せられたが、ドラギ総裁は必要な折には再度規模拡大が可能であ

ると指摘し、プログラムの終了に向けた動きではない点を強調した。ただし、これま

で一貫して緩和の強化を図ってきたことを踏まえれば、ECB の金融政策が一つの転換

点に到達したと考えるべきだろう。また、緩和規模の再拡大が可能であるとしても、

どのような場合にどのような手続きでそれが可能であるのかは不明であり、少なくと

もこの点においては金融市場の不透明感を高める要因になったと言わざるを得ない。

なお、ECB はデフレ懸念が強まった 2014 年 6 月に初めてマイナス金利政策を導入し、

その後、3 度にわたり利下げが実施されてきた。しかしながら、マイナス金利がもた

らす市場金利の低下が金融機関の収益性や年金生活者に悪影響を及ぼすとして、ドイ

ツなどでは批判が強まっていたという経緯があり、政策オプションとしての追加利下

げの可能性は大きく低下したものとみられる。 
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（出所）EUROSTATデータを基に三井物産戦略研究所作成

図表16 消費者物価上昇率
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（３）ドイツの財政政策拡大は望み薄 

このように、ECB の金融政策に手詰まり感も見られ始める中、欧州でも財政出動の

必要が広く議論されるようになっている。景気対策の中心を金融政策から財政政策に

転換する必要があるとの見方は世界的な流れとなっており、実際に米国や英国では積

極財政への転換が明確となっている。ユーロ圏諸国の財政状況についてみてみると、

全体の財政赤字 GDP比は 2014年から 2015年にかけて▲2.6％から▲2.1％に縮小して

おり、さらに 2016年には▲1.8％へと縮小する見込みとなっている（欧州委員会、2016

年秋季見通し）。ユーロ圏全体でみた財政状況は改善傾向にあり、財政支出を拡大する

余地は一定程度あるものと評価できる。ただし、各国の財政状況には相当の差が生じ

ている点に留意が必要である。EU諸国は「安定成長協定」（Stability and Growth Pact）

により、財政赤字や債務残高 GDP比を規定の範囲内に抑えることが求められている。

2016 年 5 月にはスペインとポルトガルは過剰財政赤字に対する是正措置が不十分で

あるとして欧州委員会による制裁勧告を受けるに至った。反 EU 機運が高まる世論へ

の配慮もあってか、実際の制裁発動は見送られたが、両国の財政再建が遅れているこ

とは明白である。また、景気回復ペースの緩慢なフランスやイタリアでも財政面に目

立った改善は見られていない。一方、ドイツやルクセンブルクでは既に安定的に財政

黒字を計上している他、オランダやアイルランドでは 2016年の財政赤字 GDP比が 1％

未満になると見込まれるなど、相対的な財政改善の進展が認められる（図表 17）。 

 

 

 

 

 

 

このように各国の財政状況に格差がみられる中、欧州委員会は 2016年 11月、ユー

ロ圏の低成長や低インフレを克服するため、国名を特定しない形で、財政拡大余地の

ある国の支出拡大を通じ、ユーロ圏全体で GDP 比 0.5％程度の財政拡張を行うよう、

各国に提言した。しかしながら、財政政策に関する主権は当然ながら、ユーロ圏各国

にあり、欧州委員会が財政再建の進んだ国に対して財政政策の積極化を強制する権限

はない。ユーロ圏内で最大の規模を誇り、財政改善が顕著なドイツでは 2017年の選挙

に向けた支出拡大の期待はあるものの、大幅な財政出動を行うような動きは見られな

い。欧州委員会の提案が現実のものとなる可能性は低いと判断されよう。 
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図表17 ユーロ圏主要国の財政収支/GDP
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２．その他の EU 諸国 

（１）英国経済は足元まで拡大基調維持も、EU 離脱に伴う懸念は大きい 

2016年 10-12月の英国の実質 GDP成長率は前期比年率 2.4％となり、前期の同 2.3％

から僅かながら成長ペースが加速した（図表 18）。EU離脱の決定後も、英国経済は良

好な推移を続けていると評価される。現時点では需要項目別の詳細は開示されていな

いが、産業セクター別の動向からは、小売業、ホテル、レストランといったサービス

業が成長をけん引していることが明らかとなっており、引き続き個人消費が成長率を

押し上げたものと推測される。この背景は、これまでの景気回復に伴う雇用環境の改

善である。2016年 9-11月の失業率は 2005年 7-9月以来の低水準である 4.8％となっ

ている（図表 19）。 

 

 

 

 

 

英国政府は、2016年 11月 23日に秋季財政演説及び経済財政見通しを公表した。EU

離脱に伴う不確実性の高まりによる民間投資の減速や EU 離脱後に進んだポンド安に

伴う物価上昇が個人消費の減速につながるとし、2017 年の実質 GDP 成長率について

2016 年 3 月時点の 2.2％から 1.4％に、2018 年について同 2.1％から 1.7％へと下方

修正した。このような経済見通しを踏まえ、政府は、景気下支えのための公的支出が

必要であるとして、キャメロン前政権により設定された 2019 年度までに財政収支を

黒字化するという目標を撤回した。公的支出の振り向け先としては、道路、鉄道、研

究開発等の生産性向上に資するものに力点が置かれる見込みである。金融政策の面で

は 2016 年 8 月 3 日、英国中央銀行は景気下支えの観点から、政策金利の引き下げ

（0.50％→0.25％）と資産買入れ枠の拡大（3,750億ポンド→4,350億ポンド）等を行

った。その後、11月 2日の金融政策委員会では金融政策の維持を決定、先行きの景気

減速が懸念される一方、ポンド安が物価の押し上げにつながる可能性を踏まえ、場合

によっては利上げも利下げもあり得るとのスタンスが示された。 

 

（２）中東欧の経済状況 

ポーランド、チェコ、ハンガリーといった中東欧諸国の経済状況も概ね堅調さを維

持している。主要な貿易パートナーであるユーロ圏経済、特にドイツ経済が堅調さを
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（出所）ONSデータを基に三井物産戦略研究所作成

図表18 実質GDP成長率（英国）
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図表19 失業率の推移（英国）
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維持する中で、輸出増を起点に生産増、雇用所得環境の改善継続という正の循環が生

じている。 

トランプ大統領の誕生に伴うドル高と資金流出の影響については、現時点では管理

可能と考える。他の多くの新興国と同様に、ポーランド、チェコ、ハンガリーでも、

大統領選の結果判明後、10％弱の自国通貨の下落がみられていたが、足元では水準を

戻しているなど、これまでのところパニック的な資金流出が生じているわけではない。

ポーランド、チェコ、ハンガリーの外貨準備が輸入の何か月分に相当するかを見ると

6.8か月、6.8か月、3.4か月となっている（2016年 9月末時点）。水準に格差はある

ものの、いずれも目安とされる 3か月を上回っており、国際金融市場など外部環境の

悪化に対しても一定の対応力を有するものと評価できよう。 

こうした状況下、ポーランドとハンガリーでは政治面にやや懸念すべき動きがみら

れている。ポーランドでは「法と正義」のシドゥウォ政権が、ハンガリーでは「フィ

デス」のオルバン政権がそれぞれ強権的な政治を行っている。シドゥウォ政権は憲法

裁判所をはじめとしてメディア、警察、検察等への統制を強める法改正を相次いで実

施している。特に憲法裁判所に関する度重なる法改正が、EUの基本理念である法の支

配の原則に反するおそれがあるとして、EU は 2016 年 7 月 27 日、「法の支配に関する

勧告」を発動するなど、対立姿勢が強まっている。ハンガリーは難民問題について強

硬な姿勢を示しており、2016年 10月には、EUによる難民割当制度の是非を問う国民

投票を実施した。国民投票は有効投票率が 50％に到達せず不成立となったが、投票者

の 98％が難民割当制度への反対票を投じたことを受け、ハンガリー政府は引き続き難

民割当制度を拒否する構えをみせている。 

これまでのところ、こうした政府の反 EU的なスタンスは、景気動向に大きな影響を

与えていない。ただし、中長期的な観点からは、成長を促す上で不可欠な、外資の呼

び込みを通じた産業構造の高度化を果たす上で弊害となるリスクがある点には留意が

必要だ。また、ポーランドでは年金支給開始年齢の引き下げが 2017年 10月より実施

される予定となっている。労働供給の低下につながれば、経済成長を果たす上での阻

害要因になることも懸念材料となり得よう。 

 

３．ソブリン債務危機再燃はあるのか？ 

（１）イタリア銀行問題のカギを握る欧州委員会 

イタリアの銀行問題は依然として厳しい状態にある。政府は銀行支援向けに 200億

ユーロの資金を確保し、止血に向けた取り組みを急いでいるが、既に支援要請を行っ
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たモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ（以下、モンテパスキ）に対する政府の拠出

額は 66億ユーロに達するとみられている。複数の中堅・中小行が健全性に問題を抱え

るとみられる中、残る金額で投資家や預金者の不安を払拭することができるかは予断

を許さない状況である。問題行の経営状況や金融市場等の外部環境次第では、支援資

金の上積みが必要となる可能性もあろう。また、モンテパスキに対する政府支援がど

のような条件で認められるのかは、現在、イタリア政府と欧州委員会との間で交渉中

であり、その帰結次第では金融リスク、及び、政治リスクの高まりにつながることが

懸念される。EUの銀行再建・破綻処理指令では、株主と債券保有者、預金保険対象外

の高額預金者による損失負担が公的支援の前提条件とされる。これが厳密に適用され、

約 4万人とされるモンテパスキの劣後債を保有する家計に損失負担が及べば、問題は

同行にとどまらず、健全行も含めて預金流出や中長期資金調達の困難化が生じる恐れ

がある。また、国民の怒りは救済を主導した政府に向かい、EU懐疑派政党である「五

つ星運動」への追い風となるリスクがあろう。 

なお、ECBは 2012年、無制限の債券買い入れ策である OMTを創設している。これま

でのところ、銀行支援向けに政府が必要とする資金は 200 億ユーロ（GDP の 1.2％程

度）であり、これが上振れたとしても政府の財政状況に深刻な影響を及ぼすようなも

のではない。従って、即座に OMT の利用が必要となるような状況ではないが、OMT の

存在自体が市場参加者の安心材料となり、イタリア国債のスプレッドの跳ね上がりや

金融市場全般への調整波及を抑制する要因となろう。 

 

（２）ギリシャと債権団の対立は、一定のリスク要因 

ギリシャは現在、3 年間で最大 860 億ユーロ規模の第 3 次支援プログラムの適用を

受けている。当該プログラムはギリシャが財政緊縮を継続し、年金制度や税制改革、

国営資産の売却などを段階的に実行することを条件するものであり、逐次その進捗が

確認され、問題がなければ資金が支払われる仕組みとなっている。 

足元で支援プログラムは、債権者間の財政見通しに関する意見対立が収束せず、行

き詰まりの様相を呈している。現プログラムでは、ギリシャに基礎的財政収支/GDP 比

率を 2017 年に 1.75％、2018 年に 3.5％まで改善させることが要求されている。さら

に、EUはその水準を 2018年以降、中期的に維持することを求めている。一方、IMFは

2018年の 3.5％という目標は実現不可能であり、実現できたとしても維持することは

不可能であるとして、債務の元本削減、もしくは、所得税の課税最低限の引き下げや

年金削減といったより厳しい財政再建策の導入を要求している。ドイツ等で重要な選
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挙が相次ぐ環境下、EU側に債務削減の議論を回避したいとの思惑もあり、EUと IMFの

意見の相違は容易には埋まらず、IMF は支援プログラムへの参加を見合わせている状

況だ。IMF の参加はドイツ等、一部諸国において、ギリシャ支援継続を行う上での前

提条件とされているため、IMF が参加を見送れば、現行の支援スキームが崩壊するリ

スクがある。 

ギリシャ政府は、こうした財政面の見解の相違に対する妥協策として、現在 2018年

までとしているコンティンジェンシー財政再建プラン（財政再建が予定通りに進まな

かった場合に自動的に導入される歳出削減策）の期限を 1年延長することを検討して

いる模様である。この背景には、ギリシャの議会での過半数をわずか 3議席上回るに

過ぎない連立政権（SYRIZA＋独立ギリシャ人）にとって IMFが求める所得税の課税最

低限の引き下げや年金削減を導入するハードルは極めて高いことがある。ギリシャ政

府の思惑通りとなれば当面のリスクは軽減されるが、仮に IMFが自らの主張にこだわ

る場合、ギリシャの国内政治リスクが高まることも想定される。前述の通り、与党の

基盤が脆弱な下、議員の造反の発生等により、ツィプラス首相が解散総選挙に追い込

まれる可能性があるためだ。SYRIZAの支持率は最大野党である ND（新民主主義党）を

10％超下回っており、実際に選挙を行えば、敗れる可能性が高いことから、首相とし

ても回避したいシナリオと考えられるが、一定の留意は必要であろう。特に、7 月の

大規模な国債償還を前に問題の解決がなされていなければ、金融市場への悪影響が及

ぶリスクが高まる。 

以上 


