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はじめに 

 

 今日、ユーロに関するニュースは毎日のように取り上げられ、「ユーロ崩壊」や「ドイツ・

ギリシャのユーロ脱退」と騒がれている。2012 年 1 月 16 日、大手格付け会社スタンダー

ド・アンド・プアーズがユーロ圏 9 カ国の国債格下げを発表し、その中にフランスが含ま

れていたことは大きな波紋を呼んだ。 

 そもそもユーロ危機の発端は、2009年、ギリシャが粉飾決算を公表したことから始まる。

では、ギリシャが粉飾決算の公表を行わなければ、ユーロ危機は起こらなかったのだろう

か。そうでなければ、何が原因でユーロ危機は起こったのだろうか。 

 本論文では、ユーロはどのようなシステムで運営されているのかについて調べ、ユーロ

導入のメリットとデメリットをまとめる。また、そのメリットとデメリットは実際ユーロ

加盟国にどのような影響を与えたのか分析し、結果ユーロ危機につながったのかについて

説明する。最後に、今後のユーロ圏の展望をメタ評価した上で、自分の意見を述べる。 
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第 1章 ユーロとは何か 

  

第 1 章では、ユーロの定義について説明する。ユーロの運営システムを、金融政策、為

替政策、財政政策、財政規律の点からまとめ、またユーロはヨーロッパ統合の動きにおい

てどの様な経緯で形成されたのか、ユーロに加入するにはどのような基準があるのか、と

いったことについて説明する。 

 

1. ユーロの定義 

 

(1) ユーロの基本情報 

 

 ユーロとは、欧州連合（EU）が通貨統合を果たした際に導入された、卖一通貨の卖位の

ことである。1999年 1月から非現金分野に導入され、2002年 1月から現金（貨幣・硬貨）

の流通が開始した。 

 ユーロを使用している国の集まり、すなわちユーロ圏は、2012 年 1 月現在 17 カ国（ド

イツ、フランス、オーストリア、ベルギー、フィンランド、アイルランド、イタリア、ル

クセンブルク、オランダ、ポルトガル、ギリシャ、スロベニア、キプロス、マルタ、スロ

バキア、エストニア）である。ＥＵ加盟国は 27カ国であり、基本的に加盟国はユーロの導

入を義務付けられている。しかし数カ国は、様々な事情により、ユーロを導入していない。

例えばイギリスやデンマークは、ユーロ適用除外規定が定められてり、ユーロ採用の義務

を逃れている。またスウェーデンは国民投票の反対が、チェコ、ハンガリーは財政上の問

題から、ユーロを採用していない。 

 ユーロ圏の人口総数は、約 3 億 3 千万人である。またユーロ圏に加盟していないものの

ユーロに対し固定相場制・変動相場制を採用している国（アフリカ各国やデンマーク等）

の人口も合わせると、ユーロ採用人口総数は約 5億人となる。 

ユーロ圏の名目 GDPは 16 兆 2222 億ドル（世界全体の約 26％）であり、アメリカの名

目ＧＤＰ14兆 5265億ドル、日本の名目 GDP5兆 4742億ドルを上回る。一人当たり GDP

は 32,316ドルであり、アメリカの 46,860ドル、日本の 42,783ドルよりも下回る。1 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1 数字はすべて 2010年のもの。EUROSTAT、IMF World Economic Outlook Database より引用 
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EU・ユーロ圏の図 

 

（European Central Bank2  より引用） 

 

(2) ユーロの運営システム 

 

a. 金融政策 

 

 ユーロにおける卖一金融政策の法的根拠となっているのは、1993 年 11 月発効のマース

トリヒト条約における「欧州共同体設立条約」と、「欧州中央銀行制度および欧州中央銀行

に関する定款」である。なお、欧州中央銀行制度は ESCB（European System of Central 

Banks）、欧州中央銀行は ECB（European Central Bank）と略される。ECBと ESCBは

これらの条約・定款をもとに、1998年 6月 1日に創設された。 

 

ユーロシステム（ユーロ中央銀行制度） 

  

EUはユーロを発行し、卖一金融政策を実施する卖一中央銀行制度を持っている。この制

度をユーロシステム（ユーロ中央銀行制度）という。「欧州共同体設立条約」と「欧州中央

                                                   
2 http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html 
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銀行制度および欧州中央銀行に関する定款」は、EU加盟国すべてがユーロを導入すること

を前提につくられた。しかしユーロを採用しない国（当時はイギリス、デンマーク、スウ

ェーデン）が出たため、卖一中央銀行制度の制度をユーロシステムと名付け、ESCB と区

別した。 

ユーロシステムの業務は、大きく４つある3。①ユーロ圏の金融政策の決定と実施、②外

国為替操作、③EU加盟国の外貨準備の保有と運用、④決算システムの円滑な運営促進、で

ある。 

 

欧州中央銀行制度とユーロシステム 

 

（現代ヨーロッパ経済4 より引用） 

 

 ユーロシステムは連邦型の中央銀行制度であり、上部機関である欧州中央銀行（ECB）、

下部機関であるユーロ加盟国中央銀行（NCBs : National Central Banks）から構成される。

ECB がユーロにおける金融政策を決定し、NCBs はその決定事項に従い、実施するのであ

                                                   
3 現代ヨーロッパ経済 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/index.html参照 
4 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/11/frame.html 
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る。ドイツ連邦銀行およびドイツの州立銀行を参考につくられた。 

 ECB の最高決定機関は政策理事会（Governing Council）であり、役員会の構成者 6 人

（総裁、副総裁、理事 4人）とユーロ加盟各国の中央銀行総裁 17人、計 23人で構成され、

多数決による政策決定を行う。ECBの執行機関は役員会（Excecutive Board）であり、総

裁（ユーロシステムの代表となる）、副総裁、理事 4人で構成される。政策理事会で決定し

た政策の執行を NCBsに指導し、監督する。 

 

・ECB役員会メンバー（2012年 1月現在） 

総裁 :  マリオ・ドラギ（前イタリア中央銀行総裁）  

副総裁 :  ヴィトル・コンスタンシオ（前ポルトガル中銀総裁）  

専任理事 :  ピーター・プラート（元 IMFエコノミスト。ベルギー） 

ゴンザレス・パラモ（前スペイン中銀理事） 

イェルク・アスムセン（前ドイツ財務次官） 

ブノワ・クーレ（前フランス財務省チーフエコノミスト） 

 

 ここ数年は、ユーロ危機に対応する政策対立から、ECB 構成メンバーの辞任が続いてい

る。トリシェ前 ECB 総裁、ウェーバー前独連銀総裁、シュタルク ECB専務理事、ビーニ・

スマギ専務理事らの辞任である。 

 

欧州中央銀行（ECB） 

 

 欧州中央銀行は、前述の通り、ユーロシステムの上部機関であり、ユーロ圏 17か国の金

融政策を担う卖一中央銀行である。欧州中央銀行の本部はドイツのフランクフルト・アム・

マインにある。 

 

○資本金 

ECB の資本金は 50 億ユーロと条文により設定されている。ユーロ加盟国中央銀行

（NCBs）が出資者であり、その負担割合は EUにおける GDP率と人口率に応じて定めら

れるが、ユーロ圏未加盟国はその 5%のみを出資するため、資本金は現在約 41 億ユーロと

なっている。 

 

○外貨準備 

ECBは約 500億ユーロの外貨準備を保有すると設定されているおり、資本金と同様の負

担割合をNCBsは ECBに出資する。しかし資本金と同様に、ユーロ圏未加盟国は全額を負

担しないため、実際は約 400億ユーロとなっている。 
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○欧州中央銀行の金融政策 

 ECB の政策目標は、物価安定である。物価安定が達成されている上ならば経済成長政策

などの政策を実行できる。物価安定の具体的な定義は、「HICP（総合消費者物価指数。ユ

ーロ加盟国の消費者物価指数の加重平均値）の上昇率を、2%未満だが 2%近傍に抑えるこ

と」である。この物価安定は中期的に維持することを想定しており、短期的なインフレ・

デフレを調整するための政策はとらない、となっている。また「HICPの上昇率」であるた

め、デフレを防ぐ傾向が強い。 

 ユーロシステムの構造や欧州中央銀行の政策目標は、ドイツの中央銀行であるドイツ連

邦銀行の政策を踏襲したものである。ドイツは東西統合時、高いインフレに悩まされた経

験があることから、ドイツ連邦は物価安定を第一とした政策目標をたてており、このこと

は例え景気が後退していたもインフレを抑えることを意味する。また欧州中央銀行の政策

は、日米の中央銀行に比べ、政策がシンプルである。量的緩和政策など、非伝統的な政策

は好まない傾向にある。このことが、ギリシャ財政問題に早急な対応を取れなかった要因

の一つとなっている。 

 

・2本の柱 

 ECB は、主要目的である中期的な物価安定を実現するために、2 本の柱をもとに金融政

策を遂行している。第 1 の柱は、マネーサプライについてである。マネーサプライの定義

としてM3（現金通貨＋預金通貨－調査対象金融機関保有の小切手・手形＋準通貨＋譲渡性

預金）を選定し、M3の増加率を政策運営の参考値とする方法である。第 2の柱は、マネー

サプライ以外の経済指標についてであり、為替相場亜、金融市場指標などの広範囲に及ぶ

経済指標を分析している。 

 

・具体的な金融政策手段 

 ユーロシステムにおける金融政策は、公開市場操作、常設ファシリティ、最低準備預金

の 3つによって実施し、金融政策目標の達成を目指す。 

「公開市場操作は、(1)短期金利を誘導し、(2)金融市場の流動性を管理し、(3)金融政策ス

タンスに関するシグナルを発することを目的とし、ユーロシステムの金融調節の中で重要

な役割を果たす。常設ファシリティーは、(1)オーバーナイトの資金を供給・吸収し、(2)中

期的な金融政策スタンスに関するシグナルを発することを目的とする。また、最低準備預

金制度は、(1)短期金融市場金利の安定化、(2)構造的な流動性不足の創出（または拡大）を

目的とする。5」 

 

 

 

                                                   
5日本銀行レポート・調査論文 http://www.boj.or.jp/research/brp/ron_1999/ron9902c.htm/より引用 

http://www.boj.or.jp/research/brp/ron_1999/ron9902c.htm/
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 ユーロシステムの公開市場操作と常設ファシリティ 

金融政策運営 
取引のタイプ 1) 

満期 頻度 
流動性供給 流動性吸収 

公開市場操作 

主要リファイナシング・オ

ペ 

・  買い戻し条件付取引 
 

－ ・  2 週間 
 

・  毎週 
 

長期リファイナシング・オ

ペ 

・  買い戻し条件付取引 
 

－ ・  3 ヶ月 
 

・  毎月 
 

微調整オペ ・  買い戻し条件付取引 

・  外国為替スワップ 

・  買い切り 
 

・  外国為替スワッ

プ 

・  固定満期預金の

受入れ 

・  売り戻し条件付

取引 

・  売り切り 
 

・  非標準化 
 

・  不定期 
 

構造オペ ・  買い戻し条件付取引 

・  買い切り 
 

・  債務証書の発行 

・  売り切り 
 

・  標準化/非標準化 

－ 
 

・  定期および不定

期 

・  不定期 
 

常設ファシリティ 

限界貸付ファシリティ ・  買い戻し条件付取引 
 

－ ・  オーバーナイト 
 

・  取引相手の判断

により利用可 
 

預金ファシリティ － ・  預金 
 

・  オーバーナイト 
 

・  取引相手の判断

により利用可 
 

（現代ヨーロッパ経済 より引用） 

 

・公開市場操作 

公開市場操作の方法は、上記のグラフにあるように、4つある。 

(1)主要リファイナンシング・オペ： 

最も重要な公開市場操作。「買戻し条件付き取引」の携帯、すなわち、中央銀行が民間銀

行の資産を買い戻し条件付で購入し、多量の信用を給与する形で流動性を供給する。期

間は 2週間である。  

(2) 長期リファイナンシング・オペ： 

長期のリファイナンシング・オペ。長期間の流動性を給与するために行われる。期間は 3
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ヶ月。 

(3)微調整オペ： 

金融市場において予期しない流動性の振れが生じた際に、金利を安定化させるために行

う。  

(4)構造オペ： 

ユーロシステムと銀行部門における構造的な違いの調整のために用いる。 

この 4つのシステムのうち、銀行部門の流動性要求の約 4分の 3は主要リファイナンング・

オペによって、残りの約 4分の 1は長期リファイナシング・オペによって給与されている。 

 

・常設ファシリティ 

公開市場操作がユーロシステムの主導で実施されるのに対して、常設ファシリティーは

ユーロ圏内の民間金融機関の要請によって利用される。 

(1) 限界貸付ファシリティ： 

ユーロ圏各国中央銀行が対象金融機関に対して、事前に設定された金利でオーバーナイ

トの流動性を給与する担保付貸付。この金利は市場金利に比べると割高であるため、民

間金融機関は至急に資金が必要であり、他の方法では資金調達ができない場合に利用す

る。 

(2) 預金ファシリティ： 

対象金融機関がユーロ圏各国中央銀行に対して、銀行が事前に決められた金利でオーバ

ーナイトの預金を行う中銀預け金。この金利は市場金利に比べると割安であるため、民

間金融機関は他の方法では資金運用ができない場合に利用する。 
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ECB主要金利と EONIA（オーバーナイト・ユーロ平均金利） 

 

（現代ヨーロッパ経済6より引用） 

 

 上のグラフは、ECBにおける主要な金利とオーバーナイト金利（EONIA）の変動を表し

たものである。限界貸付ファシリティ金利が EONIAの変動上限をとり、預金ファシリティ

金利が EONIAの変動下限をとっていること、また主要リファイナンシング・オペ金利がそ

れらのほぼ中央にあることが読み取れる。  

  

・最低準備預金 

最低準備金とは、「満期 2年以内の預金、満期 2年以内の保有債券など準備対象負債額（「準

備ベース」）に対して 2%の預金を中央銀行に置くよう強制される7」資金のことである。こ

の制度によって、銀行部門の流動性への需要を増加させ、また民間金融機関の中央銀行へ

の依存度を増やし、ECBの打ち出す金融政策の効果を高める効果がある。 

 

ユーロの決済制度 

 

 ユーロ圏各国の決済システムは、ユーロの導入に伴い連結された。民間銀行は、ユーロ

導入前と同様に自国の中央銀行に口座を開き、決済を行う。この際、「各国中央銀行は決済

情報を伝達するプラットフォームを保有し、それらをつなぐことによって、クロスボーダ

ーの取引が可能になった。ユーロ圏規模のこの新しい決済システムは、ターゲット

                                                   
6 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/11/frame.html 
7 田中素香・春井久志・藤田誠一編著『欧州中央銀行の金融政策とユーロ』P17 より引用 
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（TARGET（Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer） 

と呼ばれる。送金は各国中央銀行を経由してバイテラルに行われており、ECB を経由しな

い『分散型決済システム』である。8」このシステムにより、ユーロ圏はどこでも卖一の短

期金利を保つことが出来る。 

 

TARGETシステムの概要

 

（現代ヨーロッパ経済9より引用） 

 

「1. TARGETシステム稼動後の域内資金移動パターン ―― A国内 a銀行より、B国内 b

銀行への国際送金の例（上図参照）。下記(1)が TARGET システム稼動によって新たに可

能となるルート。(2),(3)は既存のルート。  

(1) a銀行は、A国中央銀行経由で TARGETを使用して、b銀行へ送金。  

(2) a銀行は、B国内支店経由で B国 RTGSを使用して、b銀行へ送金。  

(3) a銀行は、B国所在のコルレス銀行経由で B国 RTGS（即時グロス決済システム）

を使用して、b銀行へ送金。  

2. ユーロ不参加のD国はユーロが自国通貨でないため、TARGETに入るための接続 装

置を必要とする（イギリスでは CHAPS Euro）。10」 

                                                   
8 田中素香・春井久志・藤田誠一編著『欧州中央銀行の金融政策とユーロ』P8 より引用 
9 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/11/frame.html 

10 現代ヨーロッパ経済 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/index.html より引用 

http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/index.html
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政策金利 

 

 政策金利はユーロ圏平均の景気動向に対応する。すなわち、ある国ではインフレが進ん

でいてある国ではデフレが進んでいても、中央銀行はその間をとるしかなく、結果政策金

利は変化しないこととなる。ユーロ圏を通して不況の国と公共の国が共存する場合には不

向きなシステムであり、この政策が今日の欧州経済危機につながっている。 

 

b. 為替レート政策 

 

共通通貨ユーロの誕生により、ユーロ圏において為替レートは消滅した。そのため、ユ

ーロ圏における為替レート政策は、対ドル、ポンド、円といった、ユーロ圏外の通貨との

関係性を対象としている。なお、為替相場は変動相場制（フロート制）をとっており、外

国為替市場の需給バランスでレートは決まる。 

 

○欧州中央銀行の為替レートに対する基本方針 

 ECBの為替レートに対する考え方は、ECB の公式 Bulletin（受験要綱）によると、以下

の様にある。 

「為替レート政策は金融政策と整合的である必要があるため、その基本的目標は物価の安

定にある。この観点から、（マーストリヒト）条約はユーロシステムが条約第 109条の規定

に則って為替操作を実施することを基本的任務と規定している11」 

また、マーストリヒト条約の第 109 条の要旨は、「①閣僚理事会は ECB または欧州委員

会の勧告に基づき、ユーロと域外国通貨との為替レート制度に関する協定を締結しうるこ

と、②閣僚理事会は、ユーロ圏の為替レート政策に関する一般的な指針（general 

orientations）を策定しうる、というものである。12」 

 

 よって ECBの為替レートに対する基本方針は、以下の様にまとめられる13。 

① ユーロの対外諸国為替レートは市場で決定されるものであるため、ECB は具体的な目

標を定める考えはないこと 

② 条約内容からみると、閣僚理事会に為替レート政策の主権があるため、ECB は主立っ

て行動するつもりはないこと 

③ 市場介入が実際に必要になった際には、ECB の保有している外貨準備や、NCBs の保

有する外貨準備を使って、介入を実施することが可能であること 

                                                   
11 小谷野俊夫訳 
12 田中素香・春井久志・藤田誠一編著『欧州中央銀行の金融政策とユーロ』p33より引用 
13 田中素香・春井久志・藤田誠一編著『欧州中央銀行の金融政策とユーロ』を参照 
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c. 統一されなかった財政政策 

 

○ユーロ圏で財政統一が成されなかった理由 

 

ユーロ圏の特徴として、金融政策は欧州中央銀行に委ねられている一方で、財政政策は

ユーロ圏各国が主権をもっていることがある。その理由として、二つ挙げられる14。 

 第 1に、政治的な理由である。一般的にマクロ経済政策は、金融政策と財政政策がある。

ヨーロッパは通貨統合を果たし、金融政策を一元化した。つまり、ユーロ圏各国は、自国

の行える経済政策のうち、片方を失ったのである。ここで財政政策まで統合してしまうと、

各国の主権はなくなり、ユーロに委ねられることとなる。しかしユーロ導入の案が出た時

から、欧州各国は独立国家であり、アメリカのように連邦国家体制をとることを想定して

いなかった。そのため、財政まで統一することを、ユーロ加盟各国は求めなかったのであ

る。 

 第 2 に、各国の経済情勢の違いである。上記の通りマクロ経済政策は、金融政策と財政

政策がある。しかし金融政策はユーロ圏で統一されており、各国の経済状況に合わせた金

融政策をとることは不可能である。そのため財政政策は、ユーロ圏における経済情勢の違

いを是正する手段として必要だったのである。 

 

d. 財政規制 

 

○財政政策への規律が必要である理由 

  

 では逆に、なぜ財政規律が必要となったのだろうか。その理由として、三つ挙げられる15。 

 第 1 に、財政赤字バイアスの回避である。これには 2 種類あり、一つは市民によるもの

である。市民は選挙で政党を選ぶ際、つい減税や歳出増加を述べる党に投票しがちである。

そのため、政党は財政拡大政策を打ち出す傾向になるのだ。またもう一つは政府によるも

のである。政府はさまざまな意見を取り入れようとする結果、財政赤字に陥りやすい政策

を打ち出しやすい。以上のバイアスを回避し財政赤字を止める理由として、ユーロ圏での

財政政策協定が必要となった。 

 第 2 に、負の外部性（外部不経済）の回避である。例えば、財政赤字に陥った国は借入

が必要となるが、その借入によってユーロ圏の共通金利を引き上げてしまうかもしれない。

共通金利が引きあがれば、他の加盟国の民間金融機関や民間消費、投資を抑制してしまう。

                                                   
14 坂田豊光『欧州通貨統合のゆくえ―ユーロは生き残れるか―』p135参照 
15 白井さゆり『ＥＵの通貨統合と金融・財政政策の規律』p20参照 
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一国が財政赤字に陥った結果として共通金利を引き上げ、他国に迷惑をかけることを防ぐ

ために、財政規律は必要なのである。 

 第 3に、中央銀行のクレディビティ（信用性）の改善がある。「政府の過剰財政赤字が中

央品行による救済をもたらす状態を回避するために、財政規律が必要となる。ユーロ圏で

は中央銀行の役割をECBが煮ない、政府の救済コストは生きないの市民が負うことになる。

このため、加盟国政府が無秩序な財政赤字政策を行うことが無いように、全加盟国に共通

に適用される財政規律が必要となる。16」 

 

○安定成長協定（SGP） 

 

ユーロ圏における財政規律を定めた協定として、安定成長協定（SGP : Stability and 

Growth Pact）がある。安定成長協定は、「過度の財政赤字を発生させず、中期的にみて財

政均衡あるいは財政黒字を達成すること」が中期目標として定められている。具体的には、

収斂基準と同様に、財政赤字を対 GDP比で 3%以内に抑えること、である。 

ユーロ圏加盟国は、この安定協定を達成するための具体的な財政黒字化計画を作成し、

その計画に関わる主要指標（インフレ率、失業率、経済成長など）の予想値を述べた「安

定プログラム」を作成する。そしてその安定化プログラムを、経済財務相理事会（ECOFI : 

Economics and Financial Affairs Council）に毎年末に提出する義務がある。経済財務相理

事会は、EU理事会の中に位置する組織であり、安定成長協定が達成されているかを監視す

る役割を担っている。 

 

・財政状況の監視 

 経済財務相理事会は、この安定プログラムが加盟各国の経済情勢に調和し、安定成長協

定が守られるかを審査し、その結果を EU 理事会に通達する。そして EU 理事会は欧州委

員会と経済相・財務相理事会による審査をもとに、各ユーロ加盟国に対し、「勧告」を行う。

勧告は、ユーロ加盟国の提出した安定化プログラムが実現可能であるか、高齢化など様々

な点を配慮しているか、安定成長協定を守れるか、等を評価したものであり、必要に応じ

て是正勧告を行う。 

 

・過剰財政赤字是正手続き 

 ユーロ加盟国は、毎年 2 回、自国の財政状況を欧州委員会に報告する。そして欧州委員

会は、加盟各国の財政赤字が対 GDP 比でという基準値から大きく逸脱していている場合、

EU理事会に報告する。EU理事会は多数決を行い、当該国に対し非公開による是正勧告を

行い、財政赤字を 1 年以内に対 GDP 比で 3%以内にするよう求める。その後、欧州委員会

は当該国の財政状況を監視する。しかし当該国が財政赤字削減に失敗した場合、EU理事会

                                                   
16 白井さゆり『ＥＵの通貨統合と金融・財政政策の規律』p22より引用 
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は是正勧告を公開する。それでも改善が見られない場合は、より一層の改善を求めて、通

達を行う。通達を行っても財政赤字が改善しない場合、「過剰財政赤字国」と認定し、制裁

措置が行われる。制裁内容は、欧州投資銀行に対して無利子預金を積み立てることである。

「預金の額は固定部分と変動部分からなり、前者は GDPの 0.2%、後者は 3%を超える部分

について GDPの 0.1%で、合わせて 0.5%を超えないことと決められた17」。2年以内に過剰

財政赤字国から抜け出せないと、預金は罰金として徴収される。 

 ただし、深刻な景気後退による財政赤字など、例外的で一時的な赤字、即ち実質 GDPが

2%以上低下した場合は、過剰財政赤字国の手続き対象とはならない。 

 

 

2. ユーロ誕生の歴史的背景 

 

 ここまではユーロの運営システムについてみてきた。次に、ユーロはヨーロッパ統合に

おいてどの様な経緯で誕生したのかについて説明する。 

 

・繰り返された戦争 

ヨーロッパの歴史において、戦争は幾度となく繰り返された。そして第一次世界大戦、

第二次世界大戦を終え、戦争とはいかに不毛であるかを、国々は感じた。そのためもう二

度と戦争が起こらないよう、ヨーロッパ全体で一つになり、共に繁栄しよう、という共通

意識が芽生え、統合への道のりが始まった。 

 

・欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）の設立 

 1951 年、パリ条約において、欧州石炭鉄鋼共同体が設立した。これは軍備と経済に欠か

すことの出来ない石炭・鉄鋼の生産を共同で管理する共同体である。まず軍備面からの統

合が始まった。 

 

・欧州経済共同体（EEC）の設立 

 1957年、ローマ条約において、欧州経済共同体（EEC）が設立した。欧州石炭鉄鋼共同

体は成功をおさめ、ヨーロッパ国間の距離は縮まった。そして共同市場の範囲を石炭・鉄

鋼から拡張し、更なる発展を求めた。そこで設立されたのが、欧州経済共同体である。EEC

の目的は、「平和と自由を維持し、ヨーロッパ諸国民のより密接な統合の基礎を構築するこ

と」と設立条文にある。これは即ち、ヨーロッパに共同体を作ること、また加盟国間の更

なる統合を意味する。「この目的を達成するために、 

(1)加盟国の関税と数量制限などの措置の撤廃 

(2)第三国に対する共通関税と共通通商政策の設定 

                                                   
17 現代ヨーロッパ経済 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/index.html参照 
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(3)加盟国間の人、サービス、資本移動に対する障壁の除去 

(4)農業・運輸部門に対する共通政策の樹立 

具体的には、 

(1)域内関税：1958年から徐々に引き下げ 12年後にゼロにする 

(2)対外共通関税：3段階で関税率を収斂させ、12年目に共通関税率を実現18」 

ことを行った。欧州石炭鉄鋼共同体においては軍備面の統合のみであったが、欧州経済共

同体においては市場の統合がなされた。 

 

・欧州原子力共同体（EURATOM） 

 欧州経済共同体と同様に 1957年、ローマ条約において、欧州原子力共同体（EURATOM）

が設立された。これは原子力エネルギーに関する共同体であり、原子力エネルギーの開発

を促すものであった。環境と人に対する保護を目的とした統合である。 

 

・欧州共同体（EC） 

 1965 年、欧州石炭鉄鋼共同体、欧州経済共同体、欧州原子力共同体を統合して、欧州共

同体（EC）が設立された。欧州共同体においては、共同管理の分野を経済分野から更に拡

大し、環境政策や外交政策における統合を目的とした。また、それまでは意思決定方法は

全会一致性であったが、EC移行は多数決が導入された。 

 

・欧州連合（EU） 

 1992年、マーストリヒト条約において欧州連合（EU）が設立した。ECの内容を受け継

ぐと共に、共通外交、安全保障政策の制定努力、また司法分野での協力を目的とした。 

 

・経済通貨同盟（EMU） 

 1988年、EU首脳会議におけるジャック・ドロールにより、経済通貨同盟（EMU）の発

想が生まれた。この同盟において、金融・財政政策の強調、卖一通貨の導入を目的とした。 

EMUは三段階の移行期間をもって達成することとなった。 

第一段階：資本移動の完全自由化。1990年 1月開始。 

第二段階：欧州中央銀行と欧州中央銀行制度の設置準備。加えて、各国通貨の為替相場

の変動幅の縮小（経済収斂） 

第三段階：為替レートを固定し、卖一通貨ユーロ導入 

 

 以上の流れにより、卖一通貨ユーロは誕生した。 

ヨーロッパの統合を段階的に見ていくと、 

軍備統制⇒人、サービス、資本の自由な移動⇒環境政策⇒外交政策⇒司法分野の統制⇒資

                                                   
18 現代ヨーロッパ経済 http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/europe/index.html より引用 
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本移動の完全自由化⇒金融政策の統一⇒卖一為替通貨の導入 

 となっていることが分かる。 

 

○ユーロペシミズムとグローバル化する金融資本経済 

 

 以上のように、ヨーロッパにおける共同体は順調に成立していった。その背景に戦争が

あったことは勿論だが、それに加えて、ユーロペシミズムが存在した。ユーロペシミズム

とは、ヨーロッパ悲観主義のことである。1980 年代前半、欧州は経済が停滞し、競争力に

おいてアメリカ、日本に大きく後れをとっていた。そのため、ヨーロッパは一つとなって、

世界と闘わなければならない、というヨーロッパ共通の意識があったため、統合は順調に

進んだのだ。 

 またこの思想がユーロ誕生につながった理由に、グローバル化する金融資本経済があっ

た。ヨーロッパ諸国はグローバル化する金融市場に対応できていなかったのである。これ

を打開したい、そして打開するためには、ヨーロッパが一つになり、グローバル化する金

融資本経済に対抗できるシステムを作らなければならない、という共通認識から、ユーロ

は生まれた。 

 

 

3. ユーロに加盟するには 

 

 卖一通貨ユーロを導入するためには、以下の収斂基準19がある。このような基準が設けら

れている理由は、ユーロ圏に加盟する国はドイツマルクと同等の健全をもたなければなら

ないからである。 

 

(1) 財政赤字の対 GDP比 3%以内またはその近傍の達成 

(2) 公的債務残高の対 GDP比を 60%あるいは満足のいく速度で下げていること 

(3) 消費者物価の変化率（インフレ率）は最も低い 3カ国の平均に 1.5%を加えた水準を上

回らないこと 

(4) 長期金利が(3)で特定化された 3 ヶ国の長期金利の平均に 2%加えた水準を上回らない

こと 

(5) EUの固定相場制度「為替レートメカニズムⅡ（ERM-Ⅱ）で設定される自国通貨の対

ユーロ変動幅を上下 15%以内に維持し、尐なくとも 2年間にわたって切り下げせずに

維持すること 

 

(2)が「満足のいく速度で下げていること」と曖昧であるのは、ユーロ設立当時、イタリ

                                                   
19 収斂基準は、白井さゆり『欧州激震』p4より抜粋・引用 
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ア、ギリシャなどの高債務国に対し、ユーロ圏への加盟の可能性を高めたためである。ユ

ーロ設立の 1999 年において、イタリアの公的債務残高は対 GDP 比で約 114%、ギリシャ

は約 100%であった。 
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第2章 ユーロ導入の影響 

 

 第 2 章においては、ユーロ導入後約 10 年間で、第 1 章でまとめた金融政策、為替政策、

財政不統一政策、財政規制がどのように機能したかを評価する。そしてそのシステムが、

ユーロ加盟国にどのような影響を与えたかを分析し、ユーロ導入のメリットとデメリット

についてまとめる。 

 

1. ユーロの運営システムの評価 

 

金融政策 

 

○物価安定 

HICP前年からの上昇率の推移 

 

（European Central Bank 20 より引用） 

 

 上記のグラフから分かるように、1999年にユーロが誕生し、2002年にユーロの現金が流

通化してから、2008 年のリーマンショックが起こるまで、HICP（総合消費者物価指数）

ほぼ安定して 2%前後を推移している。この安定は、ユーロの信認につながった。 

 

 

 

 

 

                                                   
20 http://www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html 
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為替政策 

 

ユーロの対ドルレート 推移グラフ 

 

（European Central Bank 21 より引用） 

 

＜1999年～2001年＞ 

 ユーロ導入の 1999年から 2002年において、ドル高ユーロ安が続き、2000年 9月には 1

ユーロ＝0.87 ドルになった（ユーロ導入時は、1 ユーロ=1.18 ドル）。この理由は、当時ア

メリカが設定した政策金利が 4%台と高く設定されており、ECBの設定した政策金利の値、

3%と大きく差が開いていたこと、また、アメリカの GDP成長率が 4%と好景気であり、欧

州の平均成長率 3%前後を、大きく上回っていたことが、原因である。対円レートもドルと

の関連性により、円高ユーロ安の状態が続いた。 

 この状態を打開すべく、ECB は 1999 年末から政策金利を段階的に引き上げた。それで

もあまり効果が見られなかった理由は、金利引き上げによってインフレを招くことを恐れ

たためである。為替レートのために金利を引き上げ、結果として ECBの最優先事項である

物価安定をおびやかす可能性があったのだ。それでもユーロ安がとまらなかったため、2000

年 9月に日米欧で協調介入を行い、同年 11月に ECBはユーロ買い介入をした。 

 

＜2001年～2008年＞ 

 2001 年にアメリカで IT バブルが崩壊したことをきっかけに、ユーロへの信認が増して

言った。ユーロ高は 2008年まで続き、2008年 2月には、過去最高の 1ユーロ= 1.60に到

達した。 

                                                   
21 http://www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html 
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 しかしここで考えたい点は、果たしてこの対ドルレートは、ユーロ圏の実体経済に適し

ていたのか、ということである。それを分析するためには、「適正」な相場を統計的に推計

し、それと「実際」の為替相場との差分をみることが有効である。 

 「実証分析によると、ユーロはドル、円を含む他の通貨に対して平均的に『過小評価』

の状態にあったのが、2000年代半ばから『過大評価』に転換していることを示している。22」 

つまり、2000年前半は過小評価であったが、2000年後半からは過大評価へと一変したのだ。 

2000年前半にユーロが過小評価されていた理由として、1989年のドイツ東西統一がある。  

当時ドイツは東西統一の影響で経済がまだ安定しておらず、賃金の上昇が労働制先生の上

昇よりも上回っていた。そのためドイツは賃金抑制を意欲的に行い、国際価格競争力を回

復した。そのことがユーロの本質的な価値を高めたのだ23。 

 また 2000 年代後半にユーロが過大評価された理由としては、ドル安がある。「ドルは

20002年初めから複数通過に対して平均して（実行ベースで）27%も安くなっていた。一方、

ユーロは複数通過に対して 30%ほど上昇しており、このうち対ドル相場で 60%も高くなっ

ていた。24」 

 

財政状態 

 

ユーロ圏各国の政府債務残高（GDP 比） 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題25より引用） 

 

 

                                                   
22 白井さゆり『欧州激震』p282より引用 
23 白井さゆり『欧州激震』p284参照 
24 白井さゆり『欧州激震』p282より引用 
25 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
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ユーロ圏各国の財政収支（GDP 比） 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題26より引用） 

 

 ユーロ導入後、各国の財政状況は全体的にあまり芳しくないことが読み取れる。安定成

長協定が結ばれているにもかかわらず、なぜ芳しくない状況となったのだろうか。 

 

財政規律 

 

・ドイツとフランスの財政規律違反 

ドイツとフランスは、2002 年～2004 年において、財政赤字が基準値の 3%を上回った。

2003 年両国に対し過剰財政赤字是正手続きが行われたが、両国とも効果的な是正措置をと

らず、改善しなかった。そのため欧州委員会は、経済財務相理事会に対して制裁の一歩手

前である通知を宣告することを提案したが、経済財務相理事会は多数決によりこれに反対

した。また経済財務相理事会は、ドイツとフランス両国が 2005年までに是正措置をとると

公約したことを受けて、過剰財政赤字手続きの停止を決定してしまった。 

 

・財政規律の相次ぐ緩和 

 「ドイツとフランスは安定成長協定における財政規律の柔軟性がかけているとの批判を

展開するようになり、安定成長協定の修正に向けた政治的圧力がしだいに高まっていった。

27」これを受けて、経済財務相理事会は、以下の様に安定成長協定を修正していった。 

・安定成長協定の中期目標の緩和。これまでの「財政均衡あるいは財政黒字」から、各国

                                                   
26 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
27 白井さゆり『欧州激震』p32より引用 
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の経済情勢に応じて柔軟に決められるようになった 

・「例外的状況」の緩和。「実質 GDP の 2%以上の低下」から「実質 GDP がマイナスまた

は長い低成長」となった。 

・財政収支のとり値を、「『実際』の財政収支ではなく、（景気循環を取り除いた）『構造的』

財政収支を用いることになった28。」 

 

 つまり、財政規律は守られなかったと言える。ドイツとフランスというユーロ圏におけ

る大国をもってしても守られておらず、このことは他のユーロ加盟国に対し、財政規律を

守らなくても良い雰囲気を生ませてしまった。 

 

 

2. ユーロ導入の各国の経済指標 

 

 次に、ユーロを導入したことで、各国の経済情勢はどの様に変化したのかについてみる。 

 

ユーロ圏各国の実質 GDP 成長率の推移 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題29より引用） 

 

 ユーロ導入後 2003 年あたりまで、各国の GDP 成長率は、その前と比べて全体的に下が

っている。これはユーロに対する信認がまだ低かったからではないかと考える。 

                                                   
28 白井さゆり『欧州激震』p32より引用 
29 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
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ユーロ圏各国の財政収支（GDP 比） 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題30より引用） 

 

ユーロ圏各国の政府債務残高（GDP 比） 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題31より引用） 

 

 財政状況は、先ほど述べたとおり、あまり芳しくない国が多いことが読み取れる。 

 

                                                   
30 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
31 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
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ユーロ圏各国の経常収支の推移 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題32より引用） 

 ユーロ圏全体の平均を見れば、経常収支は黒字・赤字ともに 1%弱の推移であり、ほぼ均

衡している。しかし国別でみると、大きな違いがある。ドイツ・オランダは経常黒字を保

ち続けているのに対し、スペイン・イタリアは経常赤字が続いている。さらには、フラン

スは 2003年までは経常黒字国であったが、それ以降は経常赤字国に転落している。 

 

ユーロ圏各国の 10 年物国債利回りの推移 

 

（経済産業省 世界経済の現状と課題33より引用） 

                                                   
32 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
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 ユーロ導入後から2008年までは、ユーロ圏各国の国債利回りはほぼ等しく推移していた。

しかしギリシャが粉飾決済をしていたことが発覚する 2009年から、ユーロ圏内の利回りに

大きな差が出ていることが分かる。 

 

 

3. ユーロ導入のメリットとデメリット 

 

なぜ同じユーロ圏であるのに、国によって大きな差が生じたのだろうか。これは、ユーロ

の運営システムが大きく関与している。そこで、ユーロを導入するとどのような影響を生

むかをみるために、ユーロ導入のメリットとデメリットについて、ユーロの運営システム

の点から分析し、表にまとめた。 

 

 

                                                                                                                                                     
33 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1220000.html 
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ユーロ導入のメリットとデメリット一覧 

 

メリット デメリット 

金融政策の統一 

＊卖一金融政策による、物価安定 

＊対外借入が容易になる 

＊金融市場の活性化 

 

＊自国に合った金融政策の放棄 

＊対外借入増加による対外債務の増加 

＊ユーロ圏内の金融商品を多く持つことにな

り、ユーロ諸外国の経済状況に左右される 

為替政策の統一 

＊為替リスクの消失 

＊為替取引手数料の消失 

＊市場からの圧力を受けにくくなる 

＊為替レートによる調整の放棄 

 

＊市場からの圧力が受けづらく、放漫な財政運

営になる 

財政政策の不統一 

＊自国に合った財政政策を行える 

＊自国の主権を強く保てる 

＊国によって財政状況が大きく変わる 

＊ユーロ圏内で財政統一をできない 

＊国債を自国で発行するため、国によって国債

の質が異なる 

＊銀行危機と銀行危機が併発する可能性を誘

発 

規制 

＊安全成長協定を守るべく財政赤字削減 ＊安定成長協定を守らねばらず、巨額な財政投

資が難しくなる 

＊内輪の圧力の意識が働く ＊内輪の圧力が働かない可能性 

 

 表に対し、補足の説明を加える。 

 

○メリット 

 

＜市場の統一＞ 

・消費の拡大 

ユーロが導入されたことにより、域内の商品価格差が明確となった。例えばユーロ圏内の

自動車価格差は、一番高額の国と一番定額の国を比較すると、小型車で 10%以上、大型車

では 30%以上の価格差があるという34。そのため消費者はより価格の低い国で購買を行うよ

                                                   
34 島野卓爾・田中俊郎・岡村堯著（2000）『EU入門―誕生から、政治・法律・経済まで』p157を参照 
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うになり、低価格商品へ価格が収斂され、結果消費は拡大する。 

・企業の域内移動の活性化 

国ごとの生産費用や税金、賃金もユーロで統一されたことにより、企業は生産性の向上を

求めて、よりよい生産地への移転がより可能となった。ユーロとして統一される前から市

場統一の動きにより企業の生産拠点移動は行われていたが、ユーロ建てで共通化したこと

で、更に活性化した。 

 

＜マーケット市場（金融取引市場）の統一＞（金融） 

・金融市場の活性化 

金融商品がユーロ建てで統一されたことにより、マーケット市場が活性化した。その影響

で銀行再編が加速し、巨額の試算をもつ銀行が現れるようになった。株式市場も活性化し

た。 

 

＜為替レートの統一＞ 

・為替取引手数料の消失 

卖一通貨ユーロの導入により、ユーロ圏は国の間における為替取引変更手数料がなくなっ

た。ユーロ圏各国における対域内貿易の割合は 6・7割と言われているため、取引手数料が

なくなることはとても大きい。決算コストの節約により、EU の GDP の約 0.4%、年間約

150億ユーロが軽減された35。 

・為替リスクの消失 

通貨が統一されたことにより、為替変動がなくなった。このことは対域内貿易を主力とし

ている企業に対しより正確な企業戦略をたてることを可能とし、ユーロ圏内の貿易活性化

につながった。 

 

＜リスクプレミアムの軽減＞ 

・利回りの低下 

リスク・プレミアムとは、リスクが高い分だけ投資家から要求される利回りのことである36。

ユーロ導入以前の通過システムは、ドイツマルクを中心として運営されており、周辺国は

対マルクで生じるリスクプレミアムの差分を自国の金利に上乗せしなければならなかった。

しかしユーロ導入によりリスクプレミアムは軽減されたため、各国の利回りは低下した。 

・資金調達コストの低下による企業の投資促進 

利回りが低下したことにより、企業はより低いコストで資金調達が可能となった。このこ

とは企業の投資を促進させた。 

・資金調達コストの低下による国家の財政改善 

                                                   
35 島野卓爾・田中俊郎・岡村堯著（2000）『EU入門―誕生から、政治・法律・経済まで』p166を参照 
36 白井さゆり『欧州激震』p8参照。 
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長期国債の利率低下により、国は低い利回りで国債を発行できるようになった。それによ

り、ユーロ加盟各国の財政状況は改善されていった。 

 

○デメリット 

 

 デメリットは、メリットの裏返しになる。メリットを享受している間は良いが、それに

はデメリットが含まれていることを意識しなければならない。 

 

・自国の金融政策の放棄 

共通通貨ユーロの導入により、ユーロ圏は卖一の金融政策をとることとなる。そのため、

マクロ経済政策のうち、金融政策を放棄することとなる。例えば一国において、経常赤字

が進んでいたとする。すると中央銀行は、金融緩和政策を行い、通貨安にすることで、貿

易を促進させる。これが金融政策である。この自国の経済情勢に対応した金融政策を失う

ことは大きなデメリットであり、財政政策による効果が望めない場合、自国経済をコント

ロールできなくなる可能性がある。 

 

・対外借入の増加 

 ユーロ導入により、ギリシャやポルトガルなどの单欧諸国は、より低い利率で資金調達

できるようになった。しかしそのため、対外借入が増加することとなった。 

 

 即ち、ユーロ導入には多大なメリットはあったものの、その反面デメリットも多く存在

していた。ユーロ導入直後はメリットの面が多くでており、ユーロ圏は好景気に見舞われ

た。しかしその好景気に身を任せ、各国は構造改革を行わなかったため、ユーロ導入のデ

メリットの面が大きく目立つようになった。そして起こったのが、ユーロ危機である。 
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第 3章 欧州経済危機の発生と原因分析 

 

 ユーロ導入のデメリットの部分が拡大し、ユーロ危機は起こった。これはユーロ運営シ

ステムが主なる原因であるが、それ以外にも、より根本的な問題があった。それは、リー

ジョナル・インバランスと、ユーロ設立構想当初の予定である。 

 

１．欧州経済危機の経緯 

 

・ギリシャにおける粉飾決算の発覚 

 2009 年 10 月、政権交代をきっかけに、ギリシャで粉飾決済が行われていることが発覚

した。新政権は欧州委員会に財政赤字の修正値を報告し、2008年については 5%から 7.7%

へ、2009年については 3.7%から 12.5%へと大幅な修正をした。しかし 2009年の財政赤字

の数字の修正はその後何度も行われ、最終的には 13.6%にまで達成した。最初の報告値、

3.7%から大きく悪化している。 

 

・ギリシャにおける財政危機の発生 

 この「国が粉飾決済を行った」という事実は、投資家心理に大きな影響を与えた。ギリ

シャに対する不信感をあらわにし、財政赤字の状況も相まって、国際価格の暴落を招いた。

そのため政府は国債利回りを上げ、高い金利を維持することで投資家の気を引いた。しか

しその利上げ分は財政赤字拡大へとつながり、投資家の不信感へと再びつながる。すなわ

ち、「投資家の不信感→金利の上昇やじるし財政赤字の悪化→投資家の不信感…」という悪

循環が生まれてしまったのだ。ギリシャの国際価格の下落は、ギリシャ国債を多く保有す

るギリシャの銀行部門に影響を与え、財政危機へとつながった。 

 

・財政危機と銀行危機の併発 

ギリシャで起こった財政危機は、他国にも影響を与えた。それは、ギリシャ国債や社債に

投融資している他の欧州諸国の銀行に対してである。ユーロ導入によってユーロ圏内は互

いの国債・社債を持ち合うようになったため、一国の財政危機が他国の銀行に大きな影響

を与えてしまったのだ。 

 

・ポルトガル、アイルランド、イタリア、スペイン（PIIGS）への波及 

 ギリシャ財政危機の発生による投資家のギリシャへの不信感は、すぐにユーロ圏の他国

にも向けられた。そこでターゲットとなったのが、ギリシャを含む PIIGS である。PIIGS

は財政状況が悪く、あわせて「PIIGS」と呼ばれる。 
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・EUと IMFの対応の遅れ 

ユーロ圏には平時の取り決めしかなく、緊急事態が起こることを想定した仕組みを作っ

ていなかった。そのためギリシャで財政危機が起こってから EU内で話し合いを進め、2010

年 5月初めに、EUと IMF共同の支援策を発表した。2009年 10月にギリシャが粉飾決算

の修正を発表してから約 8 ヵ月後のことである。どうして支援策を打ち出すまでにここま

での時間を要してしまったのだろうか。 

 それは、EUには「救済禁止条項」が存在したためである。「EU条約 125条において『EU

はいかなる加盟国の中央政府、地方政府、その他の公的機関の債務を引受しない』と明記

されており、EU全加盟国に適用される『救済禁止条項』が制約となっていた。したがって、

ユーロ圏諸国の政府に融資する制度は存在していない。37」「救済禁止条項」を作成した意

義は、ある国で危機が起きたとしても、自国で財政再建を行い、資金調達をできるまで自

力で回復することが念頭に置かれていたからである。 

 しかし EU の対応の遅れは、市場に余計な不安を与え、ギリシャ国債は更に暴落してい

った。そのため 2010年 5月には EUと IMFによる総額 110億ユーロのギリシャ支援パッ

ケージが成立し、同年 11月には 675億ユーロがアイルランド向けに、2011年 5月には 780

億ユーロがポルトガル向けに支援された。 

                                                   
37 白井さゆり『欧州激震』p101より引用 
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2. ユーロの運営システムの与えた影響 

 

 ユーロ圏各国の 

政府／国民 

 

ユーロ圏内民間銀行 

市場 

（投資家） 

 

金融政策 

 

ECB の政策金利は、自

国にとっては適正でな

い 

ユーロ圏内で積極的な

投融資  

→ユーロ圏内の相互依

存度が高まる 

ユーロ圏全体でみた物

価変動には興味を示さ

なくなる 

 

為替政策 

 

自国にとっては適正な

レートでない 

レート変動の消失、手数

料の消失により、ユーロ

圏内での大量投融資 

→対外債務の増加 

各国に対し直接圧力を

与えづらくなる 

 

財政状況（問題）

の悪化 

 

緊縮財政を求める／求

められる 

国債相場の下落を招き、

欧州の銀行に波及（財政

状況の悪い国の国債を

保有していることで、銀

行の信認がゆらぐ） 

財政悪化している国の

国債を保有する、欧州の

民間銀行に対し、不信感

を示す 

規律 

（内輪の圧力、機

能しておらず） 

財政運営がゆるみ、改革

意欲がなくなる 

健全な財政運営がなさ

れず、各国の財政状況が

金融機関に影響 

ユーロ圏そのものに対

する不信感を煽る 

 

 ユーロの運営システムのデメリット面が、他のアクターにどのような影響を与えたかに

ついて、表にまとめてみた。これで分かることは、統一された金融政策はすべての国にと

って適正な政策ではないこと、財政状況の悪い国の国債を保有している銀行機関に不信感

がつのっていること（＝財政危機が銀行危機を引き起こしていること）などが分かる。 

 

EU主要国銀行の PIIGS投資額および GDP比 

 

 また、以下に補足説明として、EU 諸国の主要銀行が PIIGS に対しどの程度投融資をし

ているのかについてまとめる。 
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EU主要国の銀行の欧州への投融資額および GDP比 

欧州合計 フランス ドイツ 英国 ポルトガルイタリア アイルランドギリシャ スペイン
(単位：100万ドル)

PIIGS諸国 2,947,647 911,322 703,795 417,861 64,540 62,122 90,378 2,053 149,806
ポルトガル 240,616 44,739 47,377 24,259         *** 6,740 5,431 105 86,083
イタリア 1,032,804 511,449 189,675 76,868 5,203         *** 46,258 710 46,786
アイルランド 634,560 60,326 183,757 187,506 21,516 18,357         *** 804 15,664
ギリシャ 122,598 75,172 45,003 15,089 9,746 6,924 8,464         *** 1,273
スペイン 851,069 219,636 237,983 114,139 28,075 31,101 30,255 434         ***

(単位：GDP非・％）
PIIGS諸国 33 20 18 27 3 38 1 10
ポルトガル 2 1 1         *** 0 2 0 6
イタリア 18 5 3 2         *** 20 0 3
アイルランド 2 5 8 9 1         *** 0 1
ギリシャ 3 1 1 4 0 4         *** 0
スペイン 8 7 5 12 1 13 0         *** 

（白井さゆり『欧州激震』p38,41を参考に筆者作成） 

 

 欧州各国は、域内各国に対し投融資を積極的に行っていたこと、PIIGS 諸国に対し多額

の投融資をしていることが分かる。現在ギリシャ、ポルトガル、アイルランドに加え、イ

タリア、スペインの財政も危ぶまれている。しかしイタリア、スペイン両国に対する投融

資額はとても大きく、もし本当にイタリア、スペインが財政危機に陥ってしまえば、大き

な世界的レベルの銀行危機が起きてしまうだろう。 

 

 

3. PIIGS諸国の財政問題分析 

 

 ギリシャで財政危機が発生した際に市場のターゲットとなったのが、PIIGS である。し

かしなぜ、PIIGS はユーロを導入したにも関わらず財政赤字が問題となっていたのだろう

か。各国について分析する38。 

 

○ポルトガル 

 

 ポルトガルの特徴は、ユーロ圏で唯一、ユーロ導入後 GDP成長率が低迷した国であるこ

とだ。その理由は、大きく二つある。一つが、労働生産性の低さがある。ポルトガルは他

のユーロ諸国と比べ、規制が多い。そのため資本の移動が活性化しなかったり、労働者の

力が強く賃金を抑制できず、結果として価格国際競争力を失っていった。そして二つめに、

内需が長期的に拡大しなかったこのがある。ユーロ導入直後は長期金利が下がり、ポルト

ガル国民はローンを組み、消費を拡大していった。しかし家計の債務増大により、その後

                                                   
38 白井さゆり『欧州激震』を参照 
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消費を控えるようになってしまったのだ。二つの理由に共通して言えることは、ユーロ導

入直後の好景気に甘え、経済構造改革を進んで行わなかったことである。そのため、ポル

トガルの景気は悪くなり、財政赤字が拡大したのだ。 

 

○アイルランド 

 

 アイルランドは、ユーロ導入後、健全な財政状態を保っていた。しかしリーマンショッ

クをはじめとする世界経済危機による大きな打撃を受け、金融危機とバブルの崩壊が起き

た。そのため、極めて財政状況が悪かったのである。 

 それではなぜ、アイルランドは他のユーロ圏と比べて、世界経済危機の影響を大きく受

けたのだろうか。それは、アイルランドはユーロ圏で唯一、英語を母国語としており、ま

ら英語圏の中で随一の法人税率の低さを誇っていたからである。イギリスの法人税率は

28%であるのに対し、アイルランドは 12.5%である。そのため、英米系企業が多くアイルラ

ンドに進出しており、結果世界経済危機の影響をダイレクトに受けてしまった。 

 

○イタリア 

 

 イタリアは他の PIIGSに比べ、まだ良い経済状況である。それは、他の PIIGSと比較す

ると、国債利回りを低く抑えられているからである。その理由は、大きく二つある。一つ

は、イタリアの政府債務残高のうち対外債務が占める割合が低いことである。ギリシャの

それは 8 割であるのに対し、イタリアは 45%程度である。また二つめに、数度に渡る年金

制度改革がある。この改革により、長期的にみて財政は安定していくとされた。 

 しかしそれでも投資家に狙われてしまったのは、なぜだろうか。それは、公的債務残高

の高さである。イタリアはユーロ採用時の 1999 年でさえ、公的債務残高の対 GDP 比は

114%と高い数字であり、その後も 100%を下回ったことがなかった。このことが投資家の

目に付き、PIIGSの一国として狙われたのだ。 

 

○ギリシャ 

 

 ギリシャはユーロ導入以前から、身の丈に合わない財政運営を行ってきた。過去何度も

国債の債務不履行を繰り返した国である。そのため、財政危機を招いてしまった。ここで

言う「身の丈に合わない」とは、財政収支が常に赤字であるにも関わらず、多額の歳出を

続けている状態のことである。 

 ではどのような、身の丈に合わない財政運営を行ってきたのだろうか。それには、大き

く二つの理由がある。潤沢な年金制度と、強固な労働組合の存在だ。ギリシャ政府の歳出
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のうち、社会保障費と人件費を合わせると、全体の約 7割にも達する39。ギリシャの年金代

替率、すなわち現役時代に働いていた給与のうち何パーセント年金として得ることが出来

るかの数値は、2009年の時点で、男女共に約 93.6%にものぼる。これはポルトガルの 53.6%、

アイルランドの 34.2%、イタリアの 53.9%、スペインの 73.0パーセント、ドイツの 40.5%、

フランスの 51.2%、そして日本の 33.5%と比較しても分かるように、異常な高さである。 

また、公務員の占める労働人口の割合は約 4 分の 1 であり、歳出を増やす根本的原因と

なっている。公務員の数を削減しようにも、強固な労働組合があるために、削減が出来な

い状態であった。そのことに加え、強固な労働組合の存在は、インフレを引き起こした。

ユーロ導入により金利が低くなり、資金調達が簡卖になったことから、民間消費・投資が

活性化した。そのためインフレを招くことは予想できる状況であり、政府は労働者の賃金

成長率を低く抑えるよう構造改革を行うべきであった。しかし強固な労働組合の存在によ

り、賃金上昇率を低く抑えることが出来ず、結果、国内商品は割高であり、海外商品の方

が割安な状態が続き、国際価格競争力が低まった。このことが経常収支の赤字へとつなが

ったのだ。 

また、ギリシャには脱税文化が根付いており、徴税機能が弱い。「ギリシャでは弁護士や

医者、小売店を含む自営業者が人口の 3 割も占めていることもあって、所得の過尐申告が

横行している。40」なぜ脱税文化が根付いてしまったのだろうか。それは、オスマントルコ

帝国に支配された時代までさかのぼる。ギリシャ国民は、オスマン帝国に抵抗する手段の

一つとして、税を納めないことをした。その経緯があるため、脱税文化ができてしまった

のだ。 

本来ならば、経常赤字の状態が続けば、政府は予算を建てられなくなる。しかしユーロ

を導入したことで、海外から資金の借入が容易となったため、政府は財政運営を行えたの

だ。しかしこのことは、政府の対外債務残高の増加へとつながった。 

 

○スペイン 

 

 スペインは、ユーロ圏においてドイツ、フランス、イタリアに次ぐ経済規模を有する国

である。しかし現在スペインには、高い失業率、住宅・建設バブル崩壊、バブル崩壊に伴

う民間銀行の債務増加、といった多くの問題が存在している。 

 スペインはユーロ導入後、住宅・建設業が成長し、結果高い経済成長率を維持していた。

これはユーロ導入により資金調達が簡卖となったためである。しかし世界経済危機により

バブルが崩壊し、景気後退へと陥った。 

 またスペインには「カハ」と呼ばれる銀行がある。カハとは中小銀行で、未上場銀行で

あり、45 行存在する。未上場銀行であるため株式発行ができず、金融機関からの借入が資

                                                   
39 白井さゆり『欧州激震』p87を参照 
40 白井さゆり『欧州激震』p90を参照 
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金調達方法であった。そしてユーロ導入により海外からの資金調達が容易になったことか

ら、カハは多額の対外借入を行い、債務返済が追いつかず、結果スペイン政府による救済

を受けることとなった。2010 年 5 月にスペインの中央銀行は 5 億 5000 万ユーロの公的資

金をカハに対して行った。しかしこのタイミングが悪く、スペイン政府はその一週間前に、、

歳出を 150 億ユーロ削減する財政改善策を公表したばかりであった。そのため市場は、ス

ペインの金融機関の経営は全体的に悪化していくのではないか、という見方を強め、スペ

インに対する不信感を増大させてしまったのだ。 

 

 以上 PIIGSがなぜ市場に狙われたのかについてまとめた。それぞれ様々な要因があるが、

すべての国に共通して言えることは、以下の点である。 

・ユーロ導入によって、資金調達が容易になった。そのため、対外借入額が増大し、財政

赤字に陥った。 

・国際価格競争力の低さ。通常ならば国際価格競争力が低くても為替レートの切り下げで

競争力を回復できるが、ユーロ圏では金融政策が統一されているため、その方法が行えな

い。結果、内需が減尐し、経常赤字は増え、財政赤字は更に拡大していった。 

 

 国際価格競争力を高める方法は、二つあると言われる41。一つが、労働生産性を上げるこ

と、そしてもう一つが、賃金をカットすることである。 

 

・労働生産性の向上 

 労働生産性とは、生産量（付加価値）を労働量（従業員数）で割ったものである。労働

生産性を上げるためには、付加価値の値を上げることが有効とされる。最もやりやすい方

法の一つは、規制の緩和である。規制があると資本が有効に使われないからだ。しかし、

規制緩和には国民の反対がつきまとうため、達成には時間を要するだろう。 

 

・賃金カット： 

 価格を低く抑えるために、最も有効性のある方法である。しかし労働組合の力が強い場

合、なかなか難しい。 

 ドイツは東西統一後、インフレに見舞われた。これは労働生産性が大きく低くなる旧東

ドイツに対して、統一後旧にしドイツと同等の賃金設定が成されたためである。結果、国

際価格競争力は低くなっていった。これを改善すべく、ドイツ労働組合との話し合いをす

すめ、賃金カットに成功したのた。 

 このドイツの例があるのだから、PIIGS 諸国、特にギリシャには賃金カット、賃金の低

下に勢力を注ぐことが望ましい。 

 

                                                   
41 行天豊雄『世界経済は通貨が動かす』p199参照 
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4. ユーロ危機の根本的な発生原因 

 

（１）ユーロ設立の当初の予定と放漫な財政運営 

 

 ユーロが導入される前提となった経済通貨同盟（EMU）が設立された 1988 年、ユーロ

に加盟するのは、ドイツ、フランス、そしてマルク圏諸国であるベルギー、オランダ、ル

クセンブルクの 5 カ国を想定していた。ドイツとフランスは当時のヨーロッパにおいて中

心的な役割をこなしていたことと、またマルク圏諸国はマルクに対応した通貨制度をとっ

ており、卖一通貨導入によるインパクトはさほどないと思われたことがその理由である。 

 しかし 90年代後半に入ると、主に单欧諸国において、「ユーロ圏に加盟できないのは恥」

という意識が広まった。ユーロ導入以外の面ではヨーロッパは統合が進んでいるのに、自

分達は共通通貨統合に参加できないことをマイナスに捉えたのだ。そしてこぞって金融・

財政改革を行い、厳しい収斂基準をクリアし、ユーロ導入へとこじつけたのだ。 

 だが、ユーロ加盟後、单欧諸国は財政改革に真剣に着手しなかった。これは卖一通貨導

入により資金調達コストが低下したことが理由にあるが、もう一つ大きな理由がある。そ

れは、市場からの圧力機会が減ったことである。ユーロを導入する以前は、自国の財政状

況が悪ければ、市場から圧力を受け、結果金利の引き上げが必要であったり、時には通貨

の切り下げも必要となった。しかしユーロ導入後、市場から評価される機会がぐんと減っ

てしまったのだ。そのため、单欧諸国は財政改革に真剣に取り組まなかったのである。 

 

（２）リージョナル・インバランス（ユーロ圏内の格差） 

 

国によって異なる実質実効為替レート 

 

・実質為替レート 

 私達がよく耳にする「1 ドル 80 円」というレートは、名目為替レートのことである。し

かし名目為替レートには、物価の変動値が含まれていない。そこで、名目為替レートに物

価の変動値を考慮したレートが、実質為替レートである。「実質為替レートとは、円と他の

個々の通貨との為替レートの動きを、その通貨のウェイトで平均したものである。実効為

替レートは、生の数字で出てくる為替レートではなく、円高に振れているのか円安に振れ

ているのかという指数の形で出てくる。42」 

 

・実質実効為替レート 

実質実効為替レートとは、「各通貨と円の間の為替レートについて実質為替レートを求め、

                                                   
42 伊藤元重『マクロ経済学』p320より引用 
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それに貿易量などのウェイトを掛けて平均的な為替レートを指数値で求めた」ものである43。

実質為替レートよりも、より正確な通貨の価値が分かる。例えば、実質実効為替レートが

高まると、それは実質的かつ経済的な通貨高を意味し、国際価格競争力が低まる。逆に実

質実効為替レートが前年比より低くなると、それは実質的かつ経済的な通貨安を意味し、

国際価格競争力が高まるのだ。 

 

円・ドル・ユーロの実質実効為替レート 

 

（99年１月＝100とした指数。ニッセイ基礎研レポート 2011年 9月号より引用） 

 

 上の図は、ユーロ、ドル、円の実質実効為替レートの変動値を表したものである。ユー

ロは 2001 年に通貨安となり、国債価格競争力が高まったが、その後通貨高となり、2011

年はユーロ導入時とほぼ同じ値をとっていることが分かる。 

 だがこれは勿論、ユーロ圏全体としてのユーロの強さを意味する。では、国ごとにみる

とどうなるだろうか。 

                                                   
43 伊藤元重『マクロ経済学』p322より引用 
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ユーロ主要国の実質実効レート 

 

（ニッセイ基礎研レポート 2011年 9月号より引用） 

 

 ポルトガル・ギリシャと、フランス。ドイツで差分が拡大していることが分かる。つま

り同じユーロ圏でも、実質実効為替レートは大きく異なるのだ。それでは、なぜ同じユー

ロを導入しているにも関わらず、国によって実質実効為替レートは異なるのだろうか。そ

の理由は、物価の上昇率の違いである。 

 

 

ユーロ主要国の消費者物価上昇率 

 

（ニッセイ基礎研レポート 2011年 9月号より引用） 
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 ドイツ・フランスは安定的に上昇しているのに対し、ギリシャ・ポルトガルは大きく上

昇しており、欧州中央銀行が目標とする物価上昇値・２%前後を上回っている。 

 

 以上のことをまとめると、同じユーロ圏でも、ドイツやフランスなどの物価上昇率が相

対的に低い国は国際価格競争力を低く抑えられるのに対し、ギリシャやポルトガルなどの

物価上昇率が相対的に高い国は国際価格競争力を失っていることが分かる。 

 なお、国によって物価上昇率が異なる理由は、单欧諸国の強力な労働組合の存在がある

こと。また、ユーロ圏においてドイツとフランスの占める経済力の割合は大きいため、欧

州中央銀行の決定する政策金利はドイツ・フランスに合わせて、低めに設定されていたこ

とがある。そのため单欧諸国は資金調達が容易になり、インフレを招いたと考えられる44。 

 

ユーロ初期導入国の実質実効レート騰落率（99年 1月と 11年 6月の比較） 

 

（ニッセイ基礎研レポート 2011年 9月号より引用） 

                                                   
44 http://www.nli-research.co.jp/report/report/2011/09/repo1109-t.pdf 
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ユーロ導入で大きなメリットを得たドイツ 

 

ドイツの地域別輸出額 

 

（ニッセイ基礎研レポート 2011年 9月号より引用） 

 

 ここで、ドイツの輸出額の増加に着目する。2011 年には、ユーロ導入時である 1999 年

の約 2 倍に達している。これには、ドイツの実質実効為替レートが年々下落していること

が理由にある。ドイツはユーロ導入により、ユーロの為替レートはユーロ圏全体の平均値

であるというメリットを享受し、輸出を年々増やしていった。本来ならば、輸出の増加に

伴って、通貨の実質実効為替レート上昇の圧力が市場から掛けられる。しかし卖一通貨ユ

ーロであるため、この圧力を受けずに済んでいる。つまり現在のユーロ安は、ドイツの輸

出にとっては大きな強みとなっているのだ。 
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第 4章 ユーロの展望 

  

 第 1 章から第 3 章において、ユーロの定義をおこなう運営システムについて調べ、それ

がユーロ危機の原因になっていること、更には、より根本的な問題も存在していた、とい

うことについて述べてきた。第 4 章では、これらの分析を基に、ユーロは今後どうなるの

か、というユーロの展望について、メタ評価をした後、自分の考えを述べたい。 

 

1. メタ評価 

 

○ジャック・アタリ （元欧州復興開発銀行総裁） 

 

『欧州連邦、つまり、政治統合に向けて前進していく必要がある。ヨーロッパの連邦予算、

ユーロ共通債、各国の予算についての厳格な調整に向けて、今後 12ヶ月間に進展がなけれ

ば、ユーロは消失し、ドイツでさえもユーロから離脱するだろう。45』 

 

 前半部分の、ヨーロッパは政治統合に向けて前進する必要性があることは、同意できる。

ただ後半の、「ヨーロッパの連邦予算、ユーロ共通債、各国の予算についての厳格な調整に

向けて、今後 12 ヶ月間に進展がなければ」という前提と、「ユーロは消失し、ドイツでさ

えもユーロから離脱するだろう」という結論は、繋がらないのではないかと考える。 

まず前提部分について考える。なぜ、今後 12 ヶ月以内に、連邦予算、共通債といった、

財政のほぼ完全なる統一が必要なのだろうか。確かにジャック・アタリ氏の述べるように、

12 ヶ月以内に財政統一を行うことで、ギリシャ・ポルトガル・アイルランドにドイツから

お金が流れ、ユーロ危機は一時的に回復するかもしれない。しかしそれは、根本的解決に

なっていないと私は考える。今回ユーロ危機が起こった原因は、金融政策は統一されてい

るのに財政政策はバラバラである、ということはよく指摘されるが、国の経済状況の違い

が配慮されていない。そもそも財政統一がなされなかった理由は、第 1章で述べたとおり、

各国の主権を守ること。そして各国の経済情勢の違いを考慮し、2つのマクロ経済政策のう

ちの片方である財政政策は統一しないことで、自国経済を調整する、という役割があった

からである。各国の経済情勢、具体的には実質実効為替レートの違いによる国際価格競争

力の違いを是正しないまま財政統一をすることは、根本的解決にはならず、再びユーロ圏

に混乱をもたらす可能性が高いと考える。ある程度の国際価格競争力の是正、即ち、労働

賃金カットや生産性の向上といった時間のかかる、構造的な改革を单欧諸国が行った後に、

財政統一は行われるべきである。そしてその達成は、12 ヶ月以内という期間は短すぎるだ

ろう。 

 

                                                   
45 フォーリン・アフェアーズ リポート 2011年 9月号 より抜粋 
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そして後半部分、「ユーロは消失」し「ドイツでさえもユーロから離脱する」ということ

は、私はほぼありえないと考える。項目を分け、理由を述べていく。 

 

Q. ユーロは消滅するのか 

 

 私はユーロは消滅しないと考える。なぜならば、ユーロはドイツによって支えられてい

るからである。ドイツが占めるユーロ圏 GDP の割合は、27.2％（2011 年）と、約 3 割も

ある。また 2000年代前半のユーロの為替レート向上理由に、ドイツの賃金抑制による国際

価格競争力の回復が大きく影響していることから分かるように、ユーロにおけるドイツの

役割は非常に大きい。そのため、ユーロの消滅とは、ドイツの国家崩壊を意味するといっ

ても良いと私は考える。ドイツの GDPは、アメリカ、中国、日本に次ぐ第 4位であり、そ

のドイツが崩壊するとは考えにくい。よって、ドイツがユーロ圏に存在する限り、ユーロ

は消滅しないだろう。 

 また第 1 章で見た通り、戦争を繰り返さず、グローバル化する金融資本経済に立ち向か

うために、ユーロは誕生したのだ。ユーロが消滅するということは、ヨーロッパ統合の失

敗を意味する。そして再びヨーロッパは分裂し、グローバル資本経済に押しつぶされてし

まうだろう。ユーロ圏の国民にとっては、想像ではあるが、ユーロの消滅は、自分たちが

長年かけて行ってきた欧州統合が否定されたと受け止めるのではないだろうか。 

 よって、経済的にも、政治統一的にも、ユーロは消滅しないと考える。 

 

Q. ドイツはユーロから離脱するのか？ 

 

これも私は起こらないと考える。なぜなら、現在のユーロ危機によるユーロ下落によっ

て、ドイツは好景気に見舞われているからである。なぜならば、第 3 章における実質実効

為替レートで分析したように、実質実効為替レートにおいて、ユーロはドイツにとって相

場安であり、輸出に大変有利な状況であるのだ。ユーロ圏から脱出するということは、こ

のメリットを失うことになる。またドイツのユーロ圏向けの輸出総額は全体の半分以上を

占めており、ユーロ圏から抜ければ、金融市場の統合を失うことを意味し、輸出額は大き

く下落するだろう。 

 加えて、ドイツがユーロから離脱し、再びマルクを保有する場合を考える。投資家は、

ドイツがユーロから抜け、マルクを採用すると知った途端に、資金をユーロから引き上げ、

信認のドイツに移すだろう。ドイツに大量の資金が集まった結果、マルク高となり、ドイ

ツの輸出に大きな打撃を与えることとなる。 

 以上のことをまとめると、ドイツは実質実効為替レートの安いユーロを採用しているこ

とで、輸出産業を大きく伸ばしてきたのだ。ユーロから離脱すれば、輸出産業に大きな衝

撃を与え、景気は一気に悪くなるだろう。ドイツはユーロの導入により、最もメリットを
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享受した国と言っても良い。そのドイツが、金融・経済統合の進んだユーロから離脱する

ことは、ほぼあり得ないと考える。 

 

 

○浜矩子（はまのりこ） （エコノミスト） 

 

『ユーロが消滅し、EUも求心力が落ちてメルトダウンということになってもおかしくない

状況になっていますね。2012年……いや下手したら年内（2011年）にだってこれはありえ

るかもしれないという雰囲気になってきています。ギリシャを追い出すのか、ドイツが出

ていくのか、選択肢はそれぐらいしかありません』 

『ですが、ユーロ圏を維持する方法は、ユーロ圏に 2 リーグ制を導入することです。ユー

ロ Aを使うメジャーリーグと、ユーロ Bを使うマイナーリーグに分ける。ユーロ A圏に誰

もが所属するのがまずは基本でしょう。ですが、それがあまりにも苦しくなってきたメン

バーは、相対的に価値の低いユーロ B 圏にいわばとりあえずファーム落ちする。そこでじ

っくり調整を図る。そして、行けるぞとなったところでメジャーに復帰する。こんなこと

ぐらいは考えてないとユーロ圏に展望無しではないでしょうか。』46 

 

 まず、一つ目の意見の前半について考える。「2012年にはユーロが消滅し、EUも求心力

が落ちてメルトダウン」というところが理解しがたい。ユーロが消滅しないことについて

は先に述べたので省略するが、ユーロが消滅することと、EUがメルトダウン、即ち崩壊す

ること、そしてそれが2012年には起こりそうであることの理論性はどこにあるのだろうか。

ユーロが例え消滅したとしても、それが EU崩壊、即ち、欧州が統合への道を諦め、EUに

導入されている制度をすべて放棄することにまで波及するとは考えにくい。そもそもの前

提（ユーロ消滅）が私の意見と異なっているので、その後の予測についても異論を出すこ

とは利便性がないかもしれないが、たとえ、ユーロの消滅があり得たと仮定しても、EUま

で崩壊するとは考えられない。確かにユーロの消滅は多大な影響を与えるだろうが、尐な

くとも、ユーロという卖一通貨導入前の段階、即ち、ECの段階に留まるのではないだろう

か。 

 次に、「ギリシャを追い出す」の部分について考える。 

 

Q. ギリシャはユーロから脱退するのか 

 

 私は、これは難しいと考える。まず第一に、ギリシャがユーロから脱し、かつての通貨

ドラクマを採用することによるデメリットの方が大きいからである。確かにユーロ圏から

脱すれば、自国にあわせた金融政策を行える。しかし現在投資家は、ギリシャに対して信

                                                   
46 http://www.cafeglobe.com/news/hama2/hm111220.html 
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認を持っていない。よってドラクマの相場はかなり悪くなる。そのため、現在ユーロ建て

で行われている対外債務をドラクマに置き換えれば、更なる対外債務の増加が懸念される

だろう。しかし現在のギリシャ国債は国内法で定められているため、国内法を修正し、自

国に有利な形で対外債務を減らすことは可能ではある。だがその様なことをすれば、投資

家からの信認はより一層なくなり、投資家から資金を調達することは非常に困難になって

しまう。そのため、ドラクマを採用することは難しい。 

第二に、ユーロに関する法的な文章において、ユーロ圏から脱退するルールについて書

かれていない。それには条約の改正が必要であるが、条約の改正には国民投票も必要とな

り、長い年月を要する。仮に、現在ギリシャがユーロから脱退したいと申し出ても、法的

には出来ない状況であるのだ。 

 第三に、ヨーロッパにおけるギリシャの存在がある。古代ギリシアは、ヨーロッパ誕生

の源とされる。そのギリシャをユーロ圏から追い出す、ということは、ヨーロッパの歴史

から見ると起こりづらいのではないのだろうか。 

 

Q.では、ギリシャは国家破綻するのか 

 

 恐らく起こらないのではないか、と考える。ギリシャが国家破綻してしまえば、まずは

ギリシャ国債を多く保有するユーロ圏内の金融機関に大きな影響を与える。そしてそれは

世界の金融機関に波及し、大きな経済危機となるからだ。 

現在ギリシャに対して支援を行っているのは、直接的には EUと IMFである。2010年 5

月には計 1100 億ユーロ、時期は決まっていないが、恐らく今年、計 1300 億ユーロの第 2

次ギリシャ支援が決定した。IMF は世界各国からの支援で成り立つ組織ではあるものの、

直接ギリシャに融資をしている EU 圏外の国はまだない。中国のようにギリシャ国債を大

量に購入することで支える、という方法もあるが、間接的である。 

 もしギリシャの国家破綻が本当に危ぶまれれば、アメリカ、日本が援助に入るのではな

いだろうか。それだけギリシャの国家破綻による世界経済への影響が大きいと考えるため

である。そのため恐らく、ギリシャは自力では立ち直せないにしても、国家破綻は EU や

IMF、そして他国の支えにより、起こらないと私は考える。 

 

 次に、ユーロ圏に 2リーグ制を導入することについて考える。これは、ユーロをユーロ A

とユーロ Bに分けることが前提にあるが、ユーロを Aと Bにどのようにして分けるのだろ

うか。ECBが、レートを各々決定するのだろうか。またリーグ制にするとあるが、第 3章

で述べたとおり、ユーロ構想の段階では、ユーロ使用国はドイツ・フランスとベネルクス 3

国であった。しかし单欧諸国は「ユーロを導入できないのは恥」とし、なんとか財政再建

を行い、導入にこじつけたのだ。そのため、2リーグ制を導入しても、どの国もより良いリ

ーグに入ろうと努力し、結果リーグ Bはなくなってしまうのではないだろうか。 
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2. 展望 

 

 以上のことを総括し、私のユーロ圏の展望を述べる。 

 

 私の意見は、「ユーロの消滅はなく、ドイツも、ギリシャもユーロ圏から脱退しない。財

政規律は今後厳しくなり、いつの日か、PIIGS 諸国は支援の力を借りるか、自力で行うか

は分からないが、国際価格競争力をある程度取り戻し、財政を改善する。その時に、ユー

ロ圏の財政統一が起こり、ヨーロッパ連邦が出来るかもしれない。」というものである。 

 

 ユーロの消滅、ドイツ・ギリシャの脱退については先に述べたので省略する。 

財政規律強化については、そもそも、ユーロ加盟国がきちんと安定成長協定を守るよう

真剣に努力していれば、今回の危機は起こらなかっただろう。ギリシャやポルトガルとい

った国際価格競争力の低い国々は、ユーロ導入による対外債務の借入容易化の状況に甘え、

構造改革を行わなかったこと。また、ドイツ・フランスという経済大国が協定を破ったこ

とが、危機の主なる原因である。そのため、現在実際に行われていることではあるが、財

政規律の強化は必須要綱である。 

険しい道のりではあるが、ユーロ危機という状況を経験した今は、構造改革を行うチャ

ンスである。逆に言えば、構造改革を行えなければ、国家は破綻してしまい、世界経済に

大きな影響を与えてしまう。支援を受けるにせよ自力で行うにせよ、構造改革を行うこと

は必須条項である。 

これらの問題が解決される時、そしてそれはいつになるかは分からないが、その時に、

ヨーロッパは統合の段階を更に一つ進め、財政統合を果たし、ヨーロッパ連邦となるかも

しれない。それには経済的要因以外に政治的要因が関わるため、細かく意見を述べること

は難しいが、ヨーロッパ統合の最終段階であるヨーロッパ連邦の誕生は起こり得るのでは

ないか、と私は考える。より強固なつながりとなるからだ。 
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おわりに 

 

 私がユーロに興味を持ったきっかけは、2009年フランスに 4週間のホームステイに行き、

その帰りにロンドン・ウィーンに訪れたことである。ロンドンではポンドが使われていた

が、パリからロンドンへの移動が「EU内移動」と扱われ、非常に楽だったことが印象的で

あった。またウィーンでは、フランスと文化・言語がまったく異なるのに、同じ通貨であ

るユーロを使っていることが不思議であり、かつとても魅力的に感じたことを覚えている。

そこから私はユーロに興味を持った。 

 その頃は、今日においてまさかユーロがこんなにもマスコミに取り上げられ、危険視さ

れるとは思っていなかった。ヨーロッパから離れて日本においてでさえ、最近は毎日ユー

ロについてのニュースが放送されたり、経済誌に特集されたりしている。それらに触れる

たび、私は「どうしてここまでユーロを危険視されるのだろうか、どうしてエコノミスト

は『ユーロ崩壊』とうたい、聞き手の気を引こうとするのか、どうして格付け会社はユー

ロ圏に対し厳しい評価を下すのか」といったことを感じてきた。私はユーロは崩壊しない

と、かねてからなんとなく感じていたからである。それはただの保守的な、楽観的な考え

であったが、そこに理論性を持たせ、自信を持って「ユーロは崩壊しない」ということを

私は言いたいと思った。そのことが、今回卒論を書く動機となっていたのだろう。 

 

 本論文を作成するに当たって、指導者である上山信一先生には、大変お世話になりまし

た。構成がジャーナリスティックになりやすい私に対し、上山先生は広い視野のもと、要

旨を得た沢山のご意見・ご指摘を下さいました。本当にありがとうございました。また上

山先生は、急なお願いにも関わらず、卒論指導者となって下さいました。大学 1 年生の頃

から上山先生の幅広い知識、お人柄に憧れていた自分にとって、先生から卒論のご指導を

頂けたことは、大変光栄なことでした。本当にありがとうございました。 

 そして前卒論指導者である、白井さゆり先生にも、大変感謝致します。白井先生はまさ

に「今」の欧州での動きを教えて下さり、私がユーロに更に興味をもつきっかけを与えて

下さいました。白井先生から教わったことを記録したノート、本は、本論分を作成する際

とても参考になり、先生の「生きた言葉」として残っています。ありがとうございました。 

 互いに励ましあった友人、支えてくれた家族にも、感謝をしています。 

 皆様に、心からの感謝を表します。ありがとうございました。 
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