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コロナ危機で浮かぶユーロ
—復興基金で示したグリーン・リカバリーへの意思—

Point
❶ 世界金融危機後のユーロ圏は、ユーロ危機への発展を許したことで、危機前の水準回復までに長い
時間を要した。

❷ コロナ危機への各国の財政措置は、信用力の格差があるため、危機の影響の大きさと一致しない。
❸ EU は雇用、所得、政策対応力の格差を埋めるため、危機対応のパッケージと復興基金の創設に動
いた。

❹ EU が目指す「グリーン・リカバリー」実現に向けた課題は多いが、危機意識がEUをどう変える
のか注目したい。

1．はじめに−コロナ不況下で進むユーロ高−
　新型コロナウイルスの感染が拡大した 2020 年
の世界経済は深く落ち込む見通しだ。中でも、大
幅なマイナス成長が予想されているのが、都市封
鎖（ロックダウン）などの厳しい措置をとった欧
州だ。
　コロナ不況の深刻さとは裏腹に、外国為替市場
ではユーロが強い。名目実効為替相場（主要貿易
相手国通貨に対する為替相場の加重平均値）では、
欧州で本格的に新型コロナが感染拡大する前の 2
月 15 日の 95.6 に沈んでいたが、7 月下旬には 100
を突破、本稿執筆時点でも 101 〜 102 のレンジで
推移している（図表 1）。
　ユーロの名目実効相場を押し上げているのは対
ドルでのユーロ高の進行だ。今年 3 月、世界的な
新型コロナの拡大で、世界の金融市場の緊張が一
気に高まった場面では、基軸通貨ドルへの資本逃
避による急激なドル高が進んだ。3 月 20 日には、

ユーロドル相場は、1 ドル＝ 1.068 ユーロ、およ
そ 3 年ぶりのユーロ安水準をつけた。しかし、そ
の後は、流れが変わり、9 月初には一時、節目と
なる 1 ドル＝ 1.2 ユーロを突破する水準までユー
ロ高が進んだ。
　ドル安ユーロ高は、投機筋によるユーロ買いの
影響も大きいとされ、急調整のリスクへの警戒が
くすぶり続けている。
　欧州中央銀行（ECB）にとっても、コロナ不況
下でのユーロ高は、ただでさえ困難な「2％未満で
その近辺」というインフレ目標の達成を難しくす
る悩ましさがあり、当局者からの牽制発言も聞か
れるようになった。
　ドル安ユーロ高は、2008 年の世界金融危機の後
も進む局面はあったが、足元のユーロ高には、当
時と大きく異なる側面がある。
 世界金融危機後は、金融システム対策や債務危機
に陥った国々への支援などの政策対応への不安か
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ら、ユーロの持続可能性への懸念が時間の経過と
ともに高まっていった。これに対して、コロナ危
機では、少なくともこれまでのところ、慎重なが
らも政策対応への期待が強い。
　　
2．世界金融危機とユーロ危機対応の失敗
（1）制度の不完全性と政策対応の問題
　世界金融危機は、圏内の銀行監督の分散や、信
用力の格差を補完するメカニズムの欠如という単
一通貨圏の脆

ぜいじゃく

弱性を浮き彫りにした。震源地の米
国が速やかかつ大胆な対応で金融システム不安の
払拭に成功したが、欧州では、各国当局間の対応
力の格差などから、金融システムへの懸念が続い
た。
　ギリシャの財政危機を発端にユーロ圏固有の危
機へと発展した後も、政策対応は批判を浴び続け
ることになった。当時のユーロ圏は、ユーロ導入
国の財政危機を想定した枠組みを欠いていた。ギ
リシャの無秩序な破綻を許せば、金融システムに
さらなる打撃を与えることになるが、EU 条約は、
加盟国間の救済を禁じており、条約に適合する範
囲で、加盟各国の有権者の監視の下で新たな枠組
みを構築する必要があった。そのため、政治決断

のタイミングが遅く、規模が小さく、かつ、過剰
債務国の支援にあたって、厳しい財政緊縮と構造
改革を求めた。その結果が、財政と景気と金融シ
ステムの問題が相互に影響を及ぼし合う悪循環と
債務危機の伝播だった。
　ユーロ危機では圏内での協調の欠如も大きな問
題だった。財政危機の発生を許したことで、ユー
ロ始動にあたり導入された財政赤字を GDP の 3％
以下に抑えるなどの財政ルールは強化された。こ
れにより、被支援国以外の国も、不況を脱却しき
らない段階で、財政健全化に動き出した。南欧の
ように財政緊縮せざるを得ない国々の圧力を緩和
すべく、ドイツのような余力のある国が拡張的財
政政策で支えることもなかった。
　ユーロ危機では、政策対応によって、いったん
緊張が緩和しても、すぐに危機が再燃する波が 3
回繰り返されたが、その繰り返しに終止符を打っ
たのは、11 年 11 月にマリオ・ドラギ総裁が就任
した後の欧州中央銀行（ECB）だ。ドラギ総裁は
就任早々から利下げに動き、3 年物の長期資金供
給（11 年 12 月〜）、ユーロ危機対応で常設化され
た資金繰り支援の枠組みを補完する新たな国債買
い入れプログラム・OMT の創設（12 年 9 月）な

図表 1　名目実効為替相場
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（注）  シャドーは経済政策研究センター（CEPR）が作成するユーロ圏の景気基準日付に基づく
景気後退局面を示す（世界金融危機前の山は08年1～3月、谷は09年4～6月、ユーロ危機
時は、山が11年7～9月期、谷が13年1～3月期）

   ユーロ危機の時期区分は田中素香「ユーロ危機とギリシャ反乱」（2016）による
出所：欧州中央銀行（ECB）
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ど非伝統的政策の拡張に動いた。
　実際に発動された政策以上に、ドラギ総裁が、
12 年 7 月、ユーロ取引の中心地であるロンドンで
の講演で述べた「ユーロを守るためにできること
はなんでもやる」とのメッセージは、世界金融危
機からくすぶり続けた市場の不安の鎮静化に有効
だった。

（2）危機対応の失敗の後遺症
　政策対応の失敗はユーロ圏経済に重い後遺症を
残した。ユーロ圏は世界金融危機前のピークの実
質 GDP の水準を回復するまでに 7 年もの時間を
要した。震源地だった米国の 3 年半の倍だ。ユー
ロ危機への対応として、財政政策が景気循環を増
幅したことが影響した。
　特に、潜在成長率に影響を及ぼす投資への影響
は大きかった。財政緊縮策で公共投資が削減され、
先行きの不透明感から民間の投資も萎縮したこと
で、固定資本投資が危機前の水準に回復するまで
に 10 年もの時間を要した（図表 2）。
　失業の解消にも時間を要した。労働市場が柔軟
な米国では、世界金融危機で失業率が急上昇した
が、リーマン・ショックから 1 年後には低下に転

じ始めた。ユーロ圏の失業率は、世界金融危機と
ユーロ危機と 2 段階で上昇したため、ピークアウ
トは 2013 年にずれ込んだ。世界金融危機前の水
準を切るところまで回復したのは、新型コロナウ
イルスの欧州における感染が本格的に拡大し始め
る今年 3 月だった（図表 3）。
　世界金融危機でユーロ圏がより大きな打撃を受
けた原因は制度面での不完全性にあり、ユーロ危
機では、政策対応の遅さ、規模の小ささ、景気循
環と圏内格差を増幅するガバナンスという政策対
応の問題があった。

3．コロナ危機対応の特徴
（1）各国の財政措置
　EU のコロナ危機への政策対応は、基本的には
加盟各国が担う。EU は 3 月に、財政健全化ルー
ルの一時適用停止、EU の政府援助ルールの柔軟化
によって、各加盟国のレベルで必要な政策対応を
妨げない体制を整えた。
　しかし、ルールの柔軟化だけでは、ユーロ圏内
での財政基盤や信用力の格差からくる政策対応力
の格差を埋めることはできない。
　各国は、新型コロナの感染拡大のために都市封

図表 2　ユーロ圏の実質 GDP と固定資本投資
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（注）  シャドーは経済政策研究センター（CEPR）が作成するユーロ圏の景気基準日付に基づく
景気後退局面を示す（世界金融危機前の山は08年1～3月、谷は09年4～6月、ユーロ危機
時は、山が11年7～9月期、谷が13年1～3月期）

   ユーロ危機の時期区分は田中素香「ユーロ危機とギリシャ反乱」（2016）による
出所：欧州中央銀行（ECB）
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鎖などの措置を講じるにあたり、感染抑制措置が、
失業や家計・企業の破綻につながらないよう財政
措置をまとめたが、その規模はコロナ危機の影響
の度合いと必ずしも一致しない。ブリュッセルの
シンクタンク「ブリューゲル」は、20 年の各国の
裁量的財政措置を、医療支出や公共投資のほか、
時短労働者への給付金や中小企業支援金などの補
助金、税・社会保険料の減免などの予算措置、税
や社会保険料などの支払い猶予、出資や、融資枠
の設定、政府保証などの企業向けの流動性支援の
3 つに分類し、集計している（図表 4）。ユーロ圏
主要 4 カ国で、対 GDP 比で見た予算措置は、ド
イツ、フランス、スペイン、イタリアの順に大きい。
支払い猶予は、イタリアが最も大きく、フランス、
ドイツ、スペインと続く。流動性支援も、イタリ
アが最も大きく、ドイツ、フランス、スペインと
続く。いずれの措置でもスペインの規模が最も小
さい。イタリアの政策は全体の規模は大きいが、
予算措置の割合が低い。3 つの財政措置のうち、
予算措置は、財政収支と政府債務残高に直ちに影
響し、将来にわたって残るためだ。支払い猶予で
あれば、家計や企業の当面の負担軽減につながる
が、財政収支と政府債務残高への影響は一時的だ。

流動性支援は、イタリアの措置の大半を占める保
証の場合、財政収支と政府債務残高への影響は、
将来、保証の履行が請求された場合に限定される。
　ドイツが、主要国で最も大胆な予算措置に動け
たのは、2019 年時点で財政収支は黒字、政府債務
残高も GDP 比 59.8％で EU が健全性の目安とす
る同 60％を下回るなど、財政余地が大きいから
だ。政府債務残高が 19 年には同 134.8％に達して

図表 4　  ユーロ圏主要 4 カ国の 2020 年の裁量的な
財政措置の規模
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図表 3　ユーロ圏と米国の失業率
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   ユーロ危機の時期区分は田中素香「ユーロ危機とギリシャ反乱」（2016）による
出所：欧州委員会統計局（eurostat）、米国労働省
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図表 5　ユーロ圏の財政収支と政府債務残高（2019 年時点）
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出所：欧州委員会統計局（eurostat）

いたイタリアは、予算措置を抑えたものの、潜在
的な財政リスクは膨らんでいる。フランスは同
98.1％、スペインは同 95.5％と健全性の目安の同
60％から大きく乖離しており、ともに財政赤字の
3％目標の達成に苦慮してきた（図表 5）。

（2）コロナ危機の影響
　ユーロ圏内のコロナ危機の影響の大きさを、新
型コロナによる累計の死亡者数で見ると、イタリ
アが 3 万 5,518 人、フランスが 3 万 686 人、スペ
インが 2 万 9,418 人で、ドイツは 9,324 人にとど
まる（いずれも 20 年 9 月 5 日時点）。人口 10 万
人あたりでは、ベルギーが 86.4 人でユーロ圏内で
は最も多く、スペインが 62.7 人、イタリアが 58.8
人、フランスが 45.8 人で、ドイツは 11.2 人に抑
えられている。
　経済面での影響の大きさも一様ではない。新型
コロナは、幅広い地域とセクターに影響を及ぼす
が、特に直接的な影響が大きいのは、観光業、外
食産業、宿泊業、小売業などだ。これらの産業が
雇用に占める比重は、スペインでは 21.7％にも上
り、イタリアで 17.1％、フランスで 14.8％である
のに対して、輸出型製造業立国のドイツは 13.2％
で、比較的影響を受けにくい。

　ユーロ圏の実質 GDP は 1 〜 3 月期に前期比年
率 13.6％のマイナスに転じ、4 〜 6 月期はさらに
同 40.3％落ち込んだ。ユーロ圏各国は軒並み 2 四
半期連続の大幅なマイナス成長となったが、特に
スペインは同 19.3％、同 55.8％と落ち込みが激し
く、フランスが同 21.5％、同 44.8％、イタリアが
同 20.1％、同 42.2％だった。ドイツの同 7.7％、
同 33.5％も、厳しい落ち込みではあるものの、他
国との比較では打撃は抑えられた。
　7 〜 9 月期は、上半期の急失速の原因となった
行動制限緩和の効果が表れるため、軒並み大幅な
プラス成長への転化が見込まれる。しかし、一気
にコロナ前の GDP の水準まで戻るような V 字型
の回復は難しい。多くの国がバカンス・シーズン
を前に移動制限を緩和したが、ヒトの移動が回復
するに連れて新規感染確認数が再び増加に転じて
いる。感染者数が増加しても、3・4 月のように 
全土ロックダウンのような厳しい措置は見送り、
マスクの着用や、社会的な距離を保つ政策で経済
活動との両立を原則とし、必要に応じて地域やセ
クターを限定して規制を強化する対応に変わって
いる。この先は、4 〜 6 月期のような急減速は免
れると見られるが、新型コロナの影響が大きいセ
クターを中心に、需要の回復は鈍いものになるだ

コロナ危機で浮かぶユーロ
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ろう。
　失業率は、ユーロ圏では、これまでのところ、
ドイツの時短勤務制度（クルツアルバイト、就業
時間の短縮で目減りした給与の 6 割以上を政府が
保証する制度）に代表される雇用維持のための予
算措置で抑えられてきた（図表 3）。主に失業給付
の拡張で雇用問題に対応した米国の失業率が、4
月に 14.7％に急上昇した後、8 月までに 8.4％まで
急低下する激しい動きとは対照的だ。
　20 年上半期の需要の消失とその後の戻りの鈍
さ、さらに感染対策のための負担の増加などから、
企業業績は厳しい状況が続く。業績の悪化に加え、
先行き不透明な環境が続くことから、設備投資も
萎縮しやすい。雇用に対しても慎重な姿勢を取る
だろう。
　雇用維持のための制度は、ドイツが 8 月 25 日
に 12 カ月から 24 カ月への延長を決めるなど、多
くの国が雇用調整の圧力を緩和する措置を継続す
るが、雇用調整を抑えることはできない。実質
GDP がプラスに転じた後も、失業率の上昇傾向は
続くだろう。
 
（3）各国の政策対応を補完するEUの政策
　EU、ユーロ圏にとっては、世界金融危機がユー
ロ危機に発展したように、コロナ危機が、単一市場、
単一通貨の存続の危機に発展することは阻止しな

ければならない。
　コロナ前の段階で、ユーロ圏内では、ユーロ危
機による打撃の違いもあり、格差が開いていた。
世界金融危機前のピークに対する主要国の実質
GDP で比べると、「独り勝ち」し続けてきたドイ
ツは、コロナ危機で 20 年上半期に大きく落ち込
んでも、世界金融危機前のピークの水準に踏みと
どまったが、フランス、スペイン、イタリアは、
世界金融危機後のボトムの水準を更新した。中で
も、世界金融危機前の水準を回復しないまま、さ
らに深い水準に沈んだイタリアは深刻だ（図表 6）。
　コロナ危機による経済・雇用への影響と政策対
応力の不一致で、圏内の格差が、持続不可能な水
準にまで拡大することを阻止するために必要とさ
れるのは EU としての対応だ。コロナ危機対応で
は、感染拡大の当初こそ、各国が越境制限や医療
物資の囲い込みに動くなど、圏内での足並みの乱
れがあった。しかし、4 月には 5,400 億ユーロ（1
ユーロ＝ 125 円換算で 67.5 兆円）の危機対応の政
策パッケージ、7 月には 7,500 億ユーロ（同 93.8
兆円）の復興基金「次世代 EU」で合意した。
　5,400 億ユーロの危機対応の政策パッケージは、
国、企業、雇用への安全網という 3 本柱からなる。
財政余地の制約から十分な政策対応ができない国
を支援するパッケージだ。国の安全網は、ユーロ
危機対応で構築した欧州安定メカニズム（ESM）

図表 6　ユーロ圏と主要国の実質 GDP
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に 2,400 億ユーロの特別与信枠「パンデミック危
機支援」を作り、企業の安全網は、EU の政策金融
機関である欧州投資銀行（EIB）グループが 2,000
億ユーロの「汎欧州保証基金」を創設する。雇用
の安全網としては、加盟国の保証を裏づけに資金
調達を行い、時短勤務制度の強化や新設のために
活用できる長期低利の融資を行う時限的な枠組み

「失業リスク軽減の緊急枠組み（SURE）」を用意
した。「パンデミック危機支援」や SURE は、ユー
ロ危機時の支援の枠組みと異なり、条件は使途の
みとし、被支援国に財政緊縮や構造改革を求めな
い。ユーロ危機対応で ESM が常設化されたこと
や、銀行監督と破綻処理の枠組みを一元化する銀
行同盟が機能するなどガバナンスの改善が図られ
てきたことで、コロナ対応では使途のみを条件と
する安全網の構築が可能だった。
　復興基金は、1 兆 743 億ユーロ（同 134.3 兆円）
の 21 〜 27 年の EU 予算の多年次枠組み（MFF）
と合わせて合計 1 兆 8,243 億ユーロ（同 228 兆円）
の復興のためのパッケージを構成する。復興基金
の 7,500 億ユーロの財源は、EU の欧州委員会が債
券を発行して市場調達し、3,900 億ユーロは返済
負担のない補助金として、高失業国、低所得国、
コロナ危機の打撃が大きい国に厚めに配分するた
め、金額面ではイタリアやスペイン、GDP 比では
中東欧などの純受け取りが大きくなるため、格差
是正の効果が期待される。
　復興基金の合意は、EU としての大規模な債券発
行を行うこと、一部を補助金とすること、返済原
資として EU の独自財源の拡張を検討することを
決めた点などにおいて歴史的だ。財政統合への布
石となり、ユーロの国際通貨としての地位向上に
もつながる可能性もある。
　復興基金は、EU の新たな成長戦略「欧州グリー
ン・ディール」の実現のための原資と位置づけら
れる点も画期的だ。「欧州グリーン・ディール」は、
2050 年の温室効果ガス排出量実質ゼロを拘束力の
ある目標とし、EU を資源効率的で競争力のある公
正で繁栄した社会に変える戦略だ。コロナ危機を

機会として、気候中立化、循環型社会の構築で先
手を打ち、国際的な規範形成で影響力を行使し、
圏内の雇用の創出と持続可能な成長の実現に結び
つけようという長期的な視点からの壮大な構想だ。
　ECB は、コロナ危機でも、マイナス金利での最
長 4 年の資金供給や、パンデミック緊急支援プロ
グラム（PEPP）と称する資産買い入れなど、ド
ラギ体制で構築された非伝統的政策手段をさらに
発展させる大胆な政策に動いた。しかし、コロナ
危機での ECB の役割は、政府の対応の遅さや小
粒さのカバーではなく、大胆な政策に動いた政府
のサポートという位置づけになった。
 
4. おわりに
　コロナ危機では、これまでのところ、制度面で
も政策対応の面でも、過去の危機対応の蓄積や教
訓が生かすことができている。EU は、復興基金
創設という歴史的な合意によって、EU の結束と経
済の復興を持続可能な社会への移行を両立する「グ
リーン・リカバリー」への意思を示した。
　こうした政策対応への期待から、本稿執筆時点
では、ユーロ高が進んでいるが、復興基金は、コ
ロナ以前からの構造問題やコロナ禍で生じる問題
の全てを解決する訳ではない。復興基金が期待通
りの成果を挙げることができるかも、制度設計や
運営、利用する国々次第だ。政策で守られた雇用
の再配分が円滑に進むのか、銀行システムが企業
の破綻による不良債権増加のコストを吸収しなが
ら、復興を支え続けられるかなど、「グリーン・リ
カバリー」実現に向けた課題は多い。
　EU のコロナ危機対応には強い危機意識が働い
た。第二次世界大戦以降、膨大な政治的な資源を
投じてきた EU の単一市場、単一通貨ユーロの危
機へと発展しかねないほど深刻だ。しかも、米国
と中国の二大国の対立が一段と先鋭化し、EU との
関係にも緊張が生まれている。
　コロナ危機は国際秩序の変化をもたらす契機と
もなり得るだろう。今後、危機意識が EU をどの
ように変えるのか注目したい。

コロナ危機で浮かぶユーロ


