
ミキ・ツーリストよりヨーロッパの最新情報をお届けします。 

 

4月1日、ヨーロッパのほとんどの国に対し、感染症危険情報のレベルが3から2に下がりました。 

ヨーロッパのすべての国が日本政府の指定するオミクロン株指定国から外れ、ワクチン3回接種済みの方は入国後の自
宅待機が求められなくなっています。 

また、以下の国ではワクチン接種証明書の提出も必要なく、未接種でもなんの規制もなく入国可能となってます。 

イギリス・アイルランド・アイスランド・スウェーデン・ノルウェー・ハンガリー 

～ ヨーロッパ最新情報 2022年4月5日 ～ 

Copyright©2022 Miki Tourist CO.,LTD. All Rights Reserved. 

 

アムステルダム 

アルクマールのチーズ市 市民公園に最近オープンした、 

日本人建築家設計の「音楽の家」 

ブダペスト 

2月にオープンした 

「ゲーム・オブ・スローンズ」スタジオ 

北アイルランド 



ローザンヌ 
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アイルランド 

キラーニー 

晴天の空 

サンローラン教会 

大盛況の観光フェア 

リスボン 

混雑するヘルシンキ空港 

ヘルシンキ 

パリ 

ナント市で開催された商談会 サグラダ・ファミリア前の観光客 

バルセロナ 



イースター市の準備が行われる 

シェーンブルン宮殿の様子 
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ゲーム・オブ・スローンズ」スタジオで 

開催された観光局イベント 

プラハ ウィーン 

ファーマーズマーケット 

北アイルランド 

「トレヴィの泉」ナイトツアーを楽しむグループ 

ローマ 

海辺の人気カフェ 

ヘルシンキ 

ソコドベル広場 

トレド 



AUSTRIA（オーストリア）  

 

日本からの入国情報 
[3月28日時点] 入国の際の条件 
「3回目ブースター接種証明」、「2回のワクチン接種証明」、「罹患証明」、「陰性証明 PCR(72時間以内)」、
「抗原検査(24時間以内)」のいずれかを提示できる方は渡航事前登録PTCも自主隔離も必要ありません。 

現在の規制状況 

[3月29日時点]  

・飲食店は3G証明（ワクチン接種証明・治癒証明・48時間以内のPCR検査） 

・屋内・公共交通機関でのFFP2マスクでのマスク着用義務 

・100名以上の集会・コンサート等のFFP２マスク着用義務（ウィーン州のみ50名以上） 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：73.9%、ブースター接種：57.0% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 322,682人 2022年3月21日～3月27日 276,010人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月28日時点] Grüner Pass(Green Pass)というアプリに接種証明、陰性証明等の情報（SMSやEメール等で届くQR
コード）を読み込ませます。アプリがなくても、接種証明書等を飲食店等でそのまま提示しても問題ありません。 

マスク着用義務 [3月28日時点] 公共交通機関（駅や待合所含む）やタクシー、屋内、2メートルの距離を保てない屋外でのFFP2マスク

の着用義務。商店・レストラン・サービス業の屋内店舗では全ての入場者に対してFFP2マスクの着用を義務付ける。 

レストラン 

[3月28日時点] 飲食店（屋外も含め）の利用の際は、ワクチン接種済証明書、完治証明書・PCR検査(72時間有効）・

抗原検査（24時間有効）のいづれかの提示が必要。利用した旨の登録も必要。夜間営業の飲食店は３G証明もしくは

FFP2マスク着用（ウィーン州のみ２G証明のみ有効）ただしウィーン州のみ飲食店の利用はワクチン接種済証明書・完

治証明書のみ有効。PCR検査も48時間のみ有効。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

春の暖かい陽気になりコロナの規制も緩和されたことで、街のカフェやレストランのテラス席は
すでに満席の日も出てきています。一時屋内のマスク着用義務も廃止されましたが、感染者数の
増加により２週間でまた着用義務が復活しました。今年はイースターマーケットの開催が決定し、
４月の上旬より各地で開催されます。現在まで無料で行われていたPCR検査や抗原テストに関し
ては、４月以降は１人１ヶ月に各５回まで無料と変更されました。。 



BELGIUM（ベルギー）  

 

日本からの入国情報 

[3月30日時点]ベルギー非居住者は、有効なワクチン接種証明書、検査証明書または回復証明書を提示する必要
があります。ベルギーに渡航する人は、上記いずれかの証明書を所持していれば、いかなる検査または検疫隔離
の検疫が不要となります。渡航者位置特定フォーム（PLF）記入の義務もありません。PLFは、EUホワイトリスト
に掲載されていない第三国からの運送手段によりベルギーに渡航する者にのみ義務付けられます。 

現在の規制状況 
[3月30日時点] コロナ・バロメータは、黄色へと移行してます。                                           
１ 飲食業 : 規制なし                                                 
２ イベント : 空気の質の計測以外は規制なし。      

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：79.0%、ブースター接種：63.2% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 70,541人 2022年3月21日～3月27日 77,257人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月30日追記] 3月7日から、コロナ・バロメーターは黄色コードに移行しているので、ホテル、レストラン、カフェ、
公のイベント、グループでのレクリエーション活動で必要ありません。 

マスク着用義務 
[3月30日時点] 3月7日から、ホテル、レストラン、カフェ、公のイベント、グループでのレクリエーション活動でマ
スク着用の義務はありません。。病院及び老人ホーム等の医療施設内並びに公共交通機関内においては、12歳以上の者
は、引き続きマスク着用が義務となっています。                                         

レストラン [3月30日時点] 3月7日から、コロナ・バロメーターは黄色コードに移行しているため規制はありません。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

前回のお知らせでは、コロナ・バロメータが「最も厳しい赤」から橙色に移行したとお伝えし
ましたが、すでにさらに進んで現在は黄色になっています。ほとんどの規制が緩和され、コロ
ナセーフティアプリを使う必要も無くなり、ほとんどコロナ前の状態に戻っています 



CZECH（チェコ）  

 

日本からの入国情報 

[3月28日時点] 日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明を有する場合でも2021年12月27日以降、全ての
国からチェコへ入国する際には、ブースター接種完了か、出国前72時間以内のRT-PCR陰性証明書の入手・所持が
必要です。また、ワクチン未接種者（または未完了者）は入国後5日目以降7日目以内のRT-PCR検査が必要となり
ます。（チェコ人・チェコの長期滞在許可所持の外国人には適用されない） 

現在の規制状況 
[3月28日時点] 年3月14日以降、公共交通機関やタクシー乗車、医療機関等でレスピレーターの着用義務は残るものの、
それ以外の屋内でのレスピレーター着用義務が撤廃されました。政府はイースター休暇が始まるまでにレスピレーター
の着用義務を撤廃したい旨を発表しています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：64.1%、ブースター接種：38.2% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 54,490人 2022年3月21日～3月27日 49,841人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月28日時点] 2月10日からレストラン、コンサート会場や文化施設などに入場する際に、ワクチン接種証明書や罹患
証明書の提示が必要なくなりました。そのため実質的には、国外への旅行の際にのみ利用されています。 

マスク着用義務 

[3月28日時点]2年3月14日から屋内等でのFFP2 / KN 95等のレスピレーター着用義務が緩和され、医療機関や公共交
通機関（タクシー含む）以外での着用の義務が撤廃されました。屋外での着用も不要。ただし他人と最低1.5mの距離を
確保できない場所（屋内外共に）では、レスピレーターまたはサージカルマスクを着用することが強く推奨されていま
す。チェコ政府は4月半ばのイースター休暇が始まるまでにマスクの着用義務を撤廃したい旨を発表しています。 

レストラン 
[3月28日時点] 3月14日から屋内外のレストランでのレスピレーターの着用義務が撤廃。屋内・屋外ともに営業時間の
制限はなく、レストランでは屋内外共に各テーブルの間隔を最低1.5ｍ離すことが推奨されています。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

春分の日を境にして、春めいた天気となりました。プラハの街はヨーロッパの個人旅行観光客
をはじめ、アメリカやアジアの国の観光客を目にするようになりましたが、相変わらず日本人
観光客は戻ってきていません。これからイースター休暇を迎え、国内の主要観光地ではかなり
の観光客が見込まれています。3月14日から全国でレスピレーターの着用義務が大幅に解除さ
れたため、マスクをしている人もあまりおらず、平日も週末も大きな都市や観光地ではかなり
の人出が見られる。 



DENMARK（デンマーク）  

 

日本からの入国情報 

【3月31日時点】 
観光目的での入国可能。日本のワクチン証明も有効です。 
●ワクチン接種済み、もしくは罹患歴のある場合は、入国後のテスト・隔離等一切の規制免除。 
●ワクチン未接種、及び罹患歴のない場合は、入国後24時間以内にテストを受ける必要あり。（3月7日付の発表

では入国者が自主隔離対象となる国なし） 

現在の規制状況 [3月31日時点] コロナに関する規制は全て解除となっています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比） 必要回数接種：82.3% ブースター接種：62.0% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 55,976人 2022年3月21日～3月27日 39,281人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日時点] ワクチン接種1回目から約14日以降にオンラインにて「EU COVID-19 certificate」の取得が可能とな
ります。なお規制は全て解除となっており、国内ではDCCの取得は不要となります。 

マスク着用義務 [3月31日時点] 規制は全て解除となっておりますが、病院やケア施設への訪問時には引き続きマスク着用が求められる
ことがあります。 

レストラン [3月31日時点] 制限はありません。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

全ての制限が解除され、街中はコロナ以前の生活に戻っています。 

天気が良い日には多くの人が街中に溢れ、散歩や買い物などを楽しんでいます。 



FINLAND（フィンランド）  

 

日本からの入国情報 

[3月31日時点] ワクチン接種証明書を所持し、ワクチンの必要回数接種後7日以上経過している者は入国可能。

ワクチン接種完了証明書には、接種完了から7日間経過していること、搭乗者名、ワクチンメーカー名、接種回
数、接種日、接種場所、COVID-19の予防接種である旨の記載が必要。また、陰性証明書、診断書、ワクチン接
種完了証明書ともに英語で記載されているものに限ります。 

現在の規制状況 [3月31日時点] 感染予防の為の衛生面注意などの推奨は残っていますが、ほとんどの規制は解除となっています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月23日時点のワクチン接種状況（全人口比） 必要回数接種：77.8% ブースター接種：51.5% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 48,904人 2022年3月21日～3月27日 49,314人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日時点] ワクチン接種から約5日以降にオンラインにて「EU COVID-19 certificate」取得可能。イベントでは
主催者が自主的にコロナパスの確認を行っていましたが、現在は規制解除となっており国内では不要となります。 

マスク着用義務 [3月31日時点] 12歳以上の全市民は公共の場におけるマスクの着用が推奨されていますが義務ではありません。公共
交通機関内や人が集まる場所では、引き続き多くの人がマスクを着用しています。 

レストラン [3月31日時点] 3月1日よりレストラン営業に関する規制は全て解除しています。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

3月1日より、レストランの営業時間、アルコール提供や座席数などの規制が解除ました。 

ラップランドではこの冬ヨーロッパ各地からの観光客がコロナ以前並みに回復しており、

乗り継ぎのヘルシンキ空港も週末はかなりの混雑となっていました。空港、ホテル、レス

トランなど、観光客が多い場所では推奨ではあるもののマスク着用がより徹底されていま

す。 



FRANCE（フランス）  

日本からの入国情報 

[3月30日時点] 日本で出した海外渡航用ワクチン接種証明書は認められるが、衛生パス / ワクチンパスとしては
不可。また、フランス衛生パスを入国後に取得する必要がある。入国制限措置は渡航者の出発地ごとに分類。日
本（＝グリーン）からの入国時は、渡航理由、自主隔離が不要。またワクチン接種済みであれば検査結果も不要
です。（未接種の場合はPCR陰性証明（72時間以内）または抗原検査（48時間以内）の陰性証明などが必要。12
歳未満は不要） 

現在の規制状況 

[3月30日時点] 3月14日以降、フランスではワクチン・パスの提示義務を解除しました（レストラン、バー、デ
ィスコ、映画館、劇場、ホール、競技場、見本市や展示会、地域間移動列車等が対象）。飛行機、メトロやバス
等公共交通機関を除き、屋内でのマスク着用義務もなくなりました。 
ただし、病院、高齢者施設、障がい者施設では、ワクチン接種証明、陰性証明、回復証明のいずれかの提示が必
要な上、コロナ陽性者や濃厚接触者、症状のある者や医療従事者のマスク着用は引き続き推奨されています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比） 必要回数接種：77.8% ブースター接種：53.8% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 582,344人 2022年3月21日～3月27日 845,119人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月30日追記] 3月14日以降、ワクチン・パスが必要となる場所はなくなりくなりました。 
病院、高齢者施設、障がい者施設では証明書が必要ですが、ワクチン・パスではなく、ワクチン接種証明、陰性証明、
回復証明のいずれかを提示すれば問題ありません。 

マスク着用義務 [3月30日時点] 3月14日以降、屋外でのマスク着用義務が終了しました。電車や飛行機を除いて、ワクチンパスまたは
衛生パスの対象となる閉鎖された場所では、マスク着用は必須ではなくなります。 

レストラン 
[3月30日追記] マスク着用義務やワクチン・パスの証明義務が廃止されました。営業時間の規制もなく、コロナ前と変
わらない営業となっています。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

マスク義務制度が解除され、自由の生活を取り戻した事に喜びを感じています。ワクチン・パ
スの提示もなくなり、美術館やショッピングを楽しむ人を多く目にします。アフター5や週末は
天気の良い日は多くの人がテラス席で寛いでいる光景が広がっています。観光客はアジア人も
少しずつ増え始め、特に韓国や東南アジアからの旅行客が少人数で観光しています。 



GERMANY（ドイツ）  

 

日本からの入国情報 [3月30日時点] 全ての国・地域からの6歳以上のドイツ入国者は陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書
のいずれかを提示する義務のみ。隔離及びデジタル登録は不要となりました。     

現在の規制状況 

[3月30日時点] 3月20日以降、感染症予防法に基づく全国一律の措置は、公共交通機関、医療機関や介護施設などの特
定の場所のみでのマスク着用義務と学校や医療機関・介護施設などにおける検査義務のみとなっています。 
(各州では規制が続いており、例えばフランクフルトのあるヘッセン州ではレストランは3G, ディスコは2G/2G+、ホテ
ルは3G継続中です。各州の規則については、各州政府の発表にご注意ください。)                                                                                                                             

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：75.8% ブースター接種：58.4% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 1,538,666人 2022年3月21日～3月27日 1,576,261人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月30日時点] ワクチン接種証明書"CovPass"が運用開始され、接種時にワクチン手帳（Impfpass/Impfbuch）に必
要情報が記載されます。手帳の提示により出入国やショッピング・飲食店利用時に証明書提示が免除となります。ドイ
ツではそれに加え、デジタル証明の運用が開始され、専用アプリを介して取得が可能です。※発行は任意 

マスク着用義務 [3月30日時点] 公共交通機関、医療機関や介護施設など特定の場所でのみ、医療マスク（FFP2 、KN95/N95マスク）
の着用義務が継続中です。違反すると最低50ユーロの反則金が課されます。 

レストラン [3月30日時点］3Gルールが適用中です。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

感染症予防法に基づき、各州ごとに3月末日又は4月2日まで現行措置を延長する見通しです
が、街でが普通に人々が出歩いて買い物やレストランでの食事を楽しんでいる光景が見られ、
コロナ以前の状況に戻っています。 
気温が上がり、春の観光シーズンの到来を感じさせます。 



GREECE（ギリシャ）  

 

日本からの入国情報 

[3月30日時点] ギリシャ到着前に電子登録フォーム（Passenger Locator Form（PLF））をサイト

（ https://travel.gov.gr ）上で登録した上で、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードを
入国時に提示する必要がある。 

また5歳未満の者を除き、入国時に「到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果証明書」または「到着前24時間以
内の陰性結果証明書」の提示義務あり（各証明書は、書面に加えCOVID-19 電子証明書(グリーンパス)でも可）。 

現在の規制状況 
[3月30日時点] 競技場におけるスポーツ観戦客の人数制限が解除されました。スーパーマーケット、公共交通機関に加
え、飲食業の従業員に対しては、引き続き高規格のマスク（FFP2、KN95）、または二重マスクの使用が義務付けられ
ています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比） 必要回数接種：70.8% ブースター接種：51.9% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 152,488人 2022年3月21日～3月27日 140,776人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月30日時点] ギリシャもDCCの運用が開始していますが、EU以外の第三国からの外国人は書面での提示でよいとさ
れています。レストラン（屋内）や博物館（屋内）の入場の際に提示が求められます。 

マスク着用義務 

[3月30日時点] 
●全ての屋内・屋外を問わず、マスク着用を義務付ける。（※屋内のレストランにも適用されます。） 
●スーパーマーケット、公共交通機関に加えて飲食業の従業員に対しても、高規格のマスク（FFP2、KN95）、または
二重マスク使用を義務付ける。 

レストラン 
[3月30日時点] 飲食店や娯楽施設の営業時間規制は撤廃。立食禁止や1テーブルあたりの客数制限も解除されました。
ただしマスク着用義務は継続され、屋内ではワクチン接種証明の提示することが義務付けられています（屋外の場合は
陰性証明でも可）。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

3月25日はギリシャの独立記念日です。 
例年、主要都市各地で記念式典やパレードが催されて賑わう時期ですが、201周年目の
2022年もコロナ過で迎える年となりました。 



HUNGARY（ハンガリー）  

 

日本からの入国情報 [3月31日時点] 3月7日より入国規制が撤廃されました。 
入国時のPCR検査やワクチン接種証明書などの提出も不要になります。 

現在の規制状況 [3月31日時点] 3月7日より国内規制や入国規制などは撤廃されました。マスクの着用義務なども無くなり、ワクチン
証明を見せる機会も無くなりました。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月27日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：63.5% ブースター接種：42.0% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 9,727人 2022年3月21日～3月27日 15,269人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日] ハンガリーもDCCの運用。EU居住者はDCCか書類を持ってハンガリーに入国が可能。ハンガリーは独自で
EU免疫証明書（プラスチックカード）発行。2月15日からこの免疫証明書の名称が「ワクチン接種証明書」に変更され、
3回接種している人が条件になり、2回接種している人は2回目の接種から6ヶ月経過で無効になります。 
3月7日より規制が撤廃されたため、ワクチン証明などを見せる必要が無くなりました。 

マスク着用義務 [3月31日] 3月7日よりマスク着用義務は撤廃されました（ただし、病院や高齢者施設等を除く）。 

レストラン [3月31日] 現在、マスク着用義務やワクチン証明、営業時間などの規制はありません 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

規制が撤回され、コロナ以前の生活を見かけ始めます。暖かくなってきたのもあり、スポーツ
やランニングなどをするグループも見かけます。留学生や旅行客も戻り始めており、お店や観
光地にも賑わいが出てきています。 
ウクライナでの戦争により、ハンガリーに50万人以上のウクライナ人が来ているという報道が
ありましたが、そのまま第三国へ行く人も多いという報道がありました。ブダペスト市内では
人の波で混乱している様子は一切ありません。 
ハンガリーは4月3日に国政選挙が行われるので、選挙関係の広告を多く見かけます。 



ITALY（イタリア）  

 

日本からの入国情報 

[3月25日時点] あらゆる外国からのイタリア入国は、EU digital Passenger Locator Form (dPLF）に加えて、
COVID-19グリーン証明書（ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明）のいずれか一つ、又は同等の証明書を提
示することで入国可能。これらを提示ができない場合のみdPLFに入力した住所での5日間の検疫措置と同検疫終
了時のPCR検査又は抗原検査が義務付けられています。 

現在の規制状況 

[3月27日時点] 全ての州がホワイトゾーン規制となりました。4月30日まで、交通機関や屋内施設の利用にはFFP2マ
スクの着用が義務付けられ、屋内での飲食や文化施設使用も、スーパーグリーンパス（注：ワクチン接種証明及び治癒
証明のCOVID－19グリーン証明書）所持者に限られます。 2022年6月15日までイタリアに居住する50歳以上に対して
ワクチン接種義務が適用され、違反の場合には100ユーロの罰金が課されます。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：80.3% ブースター接種：65.0% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 477,051人 2022年3月21日～3月27日 503,932人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月28日時点] 美術館、教会、遺跡などの入場、ホテルでは、グリーンパスの提示が不要となりました。飲食店や公共
交通機関では、引き続きグリーンパスの提示が必要ですが、5月1日より廃止される予定です。 

マスク着用義務 [3月25日時点] ホワイトゾーンにおける屋外の着用義務は2月1日より解除（常時携帯義務あり)。引き続き、文化施設
や交通機関等ではFTTP2のマスク着用が義務付けられています。 

レストラン 
[3月25日時点] 4月30日まで、飲食店の屋内/屋外での飲食は、スーパーグリーンパス（注：ワクチン接種証明及び治
癒証明のCOVID－19グリーン証明書）所持者に限られます。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

規制が大幅に緩和され、日常生活が戻っている状況です。屋外ではマスクを着ける人も徐々に
減ってきました。 
現在ではドイツ、フランスなど、ヨーロッパ圏からの観光客を見かけます。バチカン美術館は
既に予約が取りづらい状況で予約がない方は長蛇の列を並んで入る程、またトレヴィの泉では
ナイトツアーを楽しむグループを見かける機会も増えてきています。 



IRELAND（アイルランド）  

 

日本からの入国情報 
[3月31日時点] 3月6日以降、入国に関わる制限は全て撤廃されています。到着時のワクチン接種証明、回復証明、
PCRテスト陰性結果の提示、及び旅客所在確認フォーム(Passenger Locator Form)の記入が、全て不要となりま
した。 

現在の規制状況 [3月31日時点] 全ての法的な行動規制は解除されています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：80.2% ブースター接種：58.0% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 34,942人 2022年3月21日～3月27日 49,846人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日時点] 国内における屋内のホスピタリティー・娯楽施設に関する規制は全て解除され、これらの施設に入場す

る際の、ワクチン接種証明書も不要となっています。 

マスク着用義務 [3月31日時点] 2月28日より、マスク着用の法的義務は解除されています。 
ただ、公共交通機関や医療機関などでは、マスク着用が引き続き推奨されます。 

レストラン [3月31日時点] レストランなど飲食店における規制はありません。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

EU諸国の中でもいち早く行動規制が撤廃され、街中には完全に活気が戻っています。 
ダブリンでは、2年ぶりにセント・パトリックス・デー（3月17日）のパレードが開催さ
れ、コロナ禍で頑張った国民へのご褒美として3月18日も祝日扱いとなった事もあり、フ
ェスティバル期間の4連休は大いに盛り上がりました。 
ボタニックガーデンズの桜も満開となり、いよいよ春の到来です。 



NETHERLAND（オランダ）  

 

日本からの入国情報 [3月30日時点] EU・シェンゲン域内からオランダに入国する者に適用されていた、陰性証明、回復証明、ワクチ
ン接種証明を取得する義務は、3月23日に失効しました。 

現在の規制状況 
[3月30日時点] 3月23日以降、公共交通機関においてのマスク着用義務は無くなりました。         
飛行機内とセキュリティーチェック以降の空港内においては、引き続きマスクの着用が義務付けられています。         
現在、コロナ・エントリー・パスが必要となる場所もありません。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月19日時点のワクチン接種状況（全人口比） 必要回数接種：70.9% ブースター接種：52.1% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 358,713人 2022年3月21日～3月27日 252,264人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月30日時点] 3月23日以降、コロナ・エントリー・パスが必要となる場所は無くなりました。 

マスク着用義務 [3月30日時点] 3月23日に、公共交通機関においてのマスク着用義務が撤廃されました。 
飛行機内とセキュリティーチェック以降の空港内においては、引き続きマスクの着用が義務付けられています。 

レストラン 
[3月30日時点] 規制はありません。ナイト・レストランやフェスティバルのように500名以上が集まる座席指定の無い
屋内施設では陰性証明の提示が義務でしたが、これも3月23日に撤廃されました。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

3月も一日あたりの感染者数は順調に減少傾向にあります。ほとんどの規制が緩和され、コ
ロナ以前の状態に戻ってきています。 
気温も日中上がっており、桜やチューリップも咲き始めており、オランダで一番の季節であ
る春の到来です。 

 



NORWAY（ノルウェー）  

 

日本からの入国情報 [3月31日時点]2月12日より全ての規制が解除となりました。原則、日本パスポート保持者への入国制限はありま
せん。入国前登録、陰性証明、入国後の検査や自主隔離も不要となりました。 

現在の規制状況 [3月31日時点]2月12日より全ての規制が解除となりました。ただし、スヴァールバル諸島到着前及び到着後の検査義
務に関する規制措置、スヴァールバル諸島への国際チャーター便による入島禁止も当面継続されます。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全口比）必要回数接種：74.9% ブースター接種：54.1% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 27,630人 2022年3月21日～3月27日 17,950人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日時点] ワクチン接種後、オンラインにて取得可能。 国内仕様とEU仕様の二種類ありますが、規制撤廃に伴い
国内で使用することはありません。 

マスク着用義務 [3月31日時点] 2月12日より全ての規制が解除となりました。 
持病がある等の理由でマスクをしている人も稀に見られますが、大多数の市民はマスクなしで生活しています。 

レストラン [3月31日時点] 2月12日より全ての規制が解除となりました。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

2月に全規制が撤廃となりました（スピッツバルゲンに入島する場合のみ検査等の一部規
制あり）。ノルウェー入国時に要請してきたコロナ検査や自主隔離などの規制も解除とな
っており、ほぼコロナ前の日常生活を取り戻しています。 
街中や公共交通機関でもマスクを着用する人がほとんどいません。航空会社によってはノ
ルウェー国外へのフライトに搭乗する場合にマスク着用が義務付けられていますが、マス
クを持ち歩かなくなった人も多いため、搭乗口で注意喚起される人も見られます。 



PORTUGAL（ポルトガル）  

 

日本からの入国情報 

[3月29日時点] 日本からの渡航は必要不可欠な目的（就業、修学、家族との再会、健康、人道）に限られます。
また、日本で発行されたワクチン証明書はポルトガル入国時に認められません（相互主義）。また、ポルトガル
に到着するすべてのフライトで、デジタルワクチン接種証明書を持つ場合でも、フライトの出発地や乗客の国籍
にかかわらず、PCRを含む核酸増幅法検査、抗原検査の受診が義務付けられています。 

現在の規制状況 
[3月29日時点] 閉鎖空間におけるマスクの着用、高齢者施設や医療施設に入院している患者に面会する際の陰性証明書
の提示義務。なお、濃厚接触者（陽性者と同居している者）の隔離義務は撤廃されました。同居者以外の接触者（例え
ば、職場の同僚、学校のクラスメイト等が陽性になった場合）は可能な範囲で接触から3日以内の受検が求められる。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月10日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：91.4% ブースター接種：60.3% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 75,779人 2022年3月21日～3月27日 72,192人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月29日時点] SNS24（国民健康保険サービス）のサイトより必要回数のワクチン接種後、3日目からオンラインにて
取得可能。14日経過後から有効で期限は180日間、同様のプロセスで延長可能。ワクチン接種証明、陰性証明、回復証
明の3つから選びダウンロードすることができます。レストランでの提示義務は撤廃されています。 

マスク着用義務 [3月29日時点] 全ての密閉された空間並びにDGS（保健省）の許可がない場所でのマスク着用義務。 

レストラン [3月29日時点] すべての規制は撤廃されています。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

現在行動を制限されるような制限は、屋内でのマスク着用義務やその他特殊なケースを除き
ほぼありません。 

市民は変わらず普通の生活を送っていますし、コロナに関する報道も（戦争の影響もあり）
ほとんどなくなりました。クルーズ船も定期的に入り、観光箇所によってはコロナ以前より
混雑しているのではないか、という印象です。 



SPAIN（スペイン）  

 

日本からの入国情報 

[3月25日時点] 日本から「旅行者」として入国の場合、ワクチン接種証明の提示が義務付けられています（陰性
証明や回復証明では受け付けてもらえません。EUに居住許可を持つ日本人は、ワクチン接種証明、陰性証明、感
染後回復証明のいずれかでOKです）。入国後の隔離義務はなく、入国後のPCR検査などの義務もありません。ま
た出国前に、スペイン保健省の専用ページまたは専用アプリで必要事項を入力し、登録を行う必要があります。 

現在の規制状況 
[3月25日時点] 屋外の混雑がない場所でのマスク着用義務はありません。引き続き、屋内、および屋外の人が多い場所

ではマスクの着用が義務付けられています。 

商店入店時のワクチン証明・陰性証明の提示義務はありません。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月23日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：84.7% ブースター接種：51.6% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 113,870人 2022年3月21日～3月27日 117,774人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月25日時点] 出入国時EU Digital Covid Certificateを使用。取得方法は居住する州によって異なります。 
商店入店時等のワクチン証明・陰性証明の提示義務はありません。 

マスク着用義務 [3月25日時点] 屋外の混雑がない場所でのマスク着用義務はなくなりました。 
引き続き、屋内、および屋外の人が多い場所ではマスクの着用が義務付けられています。 

レストラン [3月25日時点] COVID19に関する全ての規制は解除されました。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

市民はほぼコロナ前と変わらない生活を送っています。 
屋外でのマスク着用義務はありませんが、引き続き混雑する場所などでは、自主的にマスク
をしている人たちを多く見かけます。 
コロナの感染者数などに関する報道も、最近ではほとんど見られなくなりました。 



SWEDEN（スウェーデン）  

 

日本からの入国情報 [3月31日時点] 不要不急の入境を封鎖する措置を2022年3月31日まで適用し、日本国居住者もこの入国禁止の対
象となっていましたが、4月1日より入国に関する規制を全撤廃することを発表しました。 

現在の規制状況 

[3月31日時点] 2月9日以降、段階的な制限緩和が行われています。2月9日以降に継続する勧告は、感染の疑いのある
人は自宅で待機し、他者との接触を避けること、ワクチン接種を受けること及びワクチン接種を受けていない成人は、
人混みや屋内の混雑を避ける等の特別な注意を払うことです。その他、重症化リスクの大きい人々を護るため、医療・
介護の現場に対しては別途の勧告が行われています。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：73.5% ブースター接種：49.8% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 8,764人 2022年3月21日～3月27日 4,761人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日時点] 接種完了7日以内に国のワクチンデジタル登録され、その後ウェブ上でパーソナル番号等を入力し取得
します。国内では規制解除の為、使用することはありません。 

マスク着用義務 [3月31日時点] 2月9日より規制解除となっています。 

レストラン [3月31日時点] 2月9日より規制解除となっています。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

2月9日以降、段階的な規制緩和が実施されています。 
病気の症状がある場合の自宅待機やワクチン接種の勧告などは引き続き行われますが、レ
ストラン営業や集会などの規制は全て解除となり、再びコロナ以前の生活に戻りました。 



SWITZERLAND（スイス）  

 

日本からの入国情報 
[4月1日時点] ワクチン接種済みではない16歳以上の日本人の観光目的の入国は不可。接種済であればテスト義
務や隔離といった水際対策なし。ワクチンを接種した親と一緒に旅行する18歳未満のワクチン未接種の子供は、
スイスに制限なく入国できます。2月17日以降は入国フォームの記入義務もなくなりました。 

現在の規制状況 [4月1日時点]4月1日以降、国内規制はなくなります。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：69.4% ブースター接種：42.6% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 187,346人 2022年3月21日～3月27日 127,281人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[4月1日時点]  2月17日からスイスではCovid Certificateの提示義務はなくなりました。 

マスク着用義務 [4月1日時点]  マスク着用義務はありません。 

レストラン [4月1日時点]  2月17日以降、規制はなくなりました。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

感染者はまだ多いのですが、国内規制はすべて4月1日からなくなり、Covidが一般の風邪と同

じ扱いとなります。未接種の方に向けた入国規制は変わらず厳しいですが、接種条件が合えば
自由に入国可能なために、4月から東南アジアや北南米などからの観光客や観光団体は本格的に
戻ってきている印象が強いです。ただ、Covid前の水準に戻るにはまだ時間はかかりそうです。 



UNITED KINGDOM（イギリス）  

 

日本からの入国情報 

[3月31日時点] 
3月18日以降は、全ての水際措置が撤廃されています。 
これまで義務付けられていた乗客追跡フォーム(Passenger Locator Form)、ワクチンを完全に接種していない方
の出発前検査及び入国後検査も必要が無くなっています。 

現在の規制状況 

[3月31日時点] 
イングランドの規制 行動規制は全て撤廃されています。 
スコットランド規制 4月半ばまで公共交通機関や屋内（一般店舗・飲食店など）においては、マスク着用の義務は継続
されます。また4月30日以降に、コロナ症状がある方に対するPCR検査は不要になる見込みです。 

国内の感染状況 
ワクチンの接種状況 

2022年3月25日時点のワクチン接種状況（全人口比）必要回数接種：73.4% ブースター接種：57.6% 
一週間の感染者数： 2022年3月14日～3月20日 579,562人 2022年3月21日～3月27日 602,936人 

DCC (ワクチンパス)  
取得方法・運用状況 

[3月31日時点] 
ワクチン接種証明書（NHS COVID Pass）の提示義務は無くなっています。4月1日以降は、COVIDパスポートに関する
政府のガイダンスも終了し、施設側にパスの運用を推奨する事もなくなります。 

マスク着用義務 
[3月31日時点] イングランドではマスク着用義務が無くなっています。閉鎖された場所や公共交通機関等ではマスクの
使用が推奨されています。スコットランドでは、引き続き屋内並びに公共交通機関でのマスク着用が義務となっています
が、4月4日より礼拝所、結婚式、葬儀、記念行事などでの着用義務は解除されます。 

レストラン 
[3月31日時点] イングランドでは、特に主だった制限は無し。スコットランドでは、レストラン・バプ・カフェにおい
て、着席時以外は引き続きマスク着用が義務付けられています。 
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ヨーロッパから現地の
声をお届けします！ 

規制が完全に解除された影響で感染者数自体は、3月中旬以降増加傾向にありますが、完全
にコロナ前の日常生活に戻っています。法的規制が解除された後も、公共交通機関などでは
感染に敏感な方たちが、自主的にマスクを着用している姿を数多く見かけます。 
夏時間に変更となり天候も良くなってきており、イギリスらしい春のお花や桜の花が咲いて
いるのを見る機会が多くなりました。いよいよ良い季節に入り、ヨーロッパ内の旅行客も増
えてきそうです。 
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