■レポート─■

欧州景気を救うのは
金融緩和か財政出動か？
～金融政策の限界と財政政策への期待～
第一生命経済研究所 主席エコノミスト

田中

理

安定が脅かされているためだ。

■１．大規模金融緩和に透ける
限界

過去数年のユーロ圏経済は、ECBの積極
的な金融緩和、行き過ぎた財政緊縮路線の見
直し、良好な雇用・所得環境に支えられ、潜

欧州中央銀行（ECB）は９月の理事会で、

在成長（１％台半ば）を上回る高成長を続け

３年半振りの利下げと量的緩和再開などの包

てきたが、このところの景気に急ブレーキが

括的な金融緩和パッケージを決定した。米中

掛かっている。４−６月期のユーロ圏の実質

貿易戦争の激化や英国の欧州連合（EU）か

国内総生産（GDP）の成長率は前期比年率

らの離脱問題の余波を受け、ユーロ圏景気に

で１％を割り込み、国別にはドイツがマイナ

下振れリスクが高まっており、中期的な物価

ス成長、イタリアがゼロ成長と輸出依存度の

〈目

高い国が振るわない（図表１）。外需の冷え
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込みが内需に波及する兆しも広がりつつあ
り、景気の腰折れ回避に積極緩和が必要と判
断した。
ECBは昨年末に新規の資産買い入れを終
了し、年内の利上げ開始を視野に政策正常化
の機会を窺っていた。だが、景気や物価の下
振れリスクに直面し、膨張したバランス・シ
ートの縮小やマイナス圏にある政策金利の正
常化に着手する前に緩和再開を余儀なくされ
2019．10（No. 410）

（図表１）ユーロ圏の実質GDP成長率（前期比）
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（出所）欧州統計局資料より第一生命経済研究所が作成

ている。約10年振りとなる利下げに転じた米

られ、マイナス0.5％と史上最低を更新した。

連邦準備理事会（FRB）が、政策転換前に

銀行は預金で集めた資金に利ざやを上乗せし

バランス・シートの縮小と利上げを実施し、

て貸出に回す。貸出金利や預金金利は政策金

政策正常化を進めてきたのとは対照的だ。伸

利に連動するが、預金金利をマイナス圏に引

びきったゴムをさらに伸ばすかのような

き下げるのは難しい。預金金利がゼロ％に近

ECBの緩和再開には「限界論」がつきまとう。

づくにつれ、銀行の預貸利ざや（預金金利と
貸出金利のスプレッド）が縮小し、銀行収益

■２．マイナス金利の副作用

を圧迫する。
間接金融が主体のユーロ圏では、銀行の貸

欧州債務危機やデフレ転落のリスクに直面

出チャネルが阻害されれば、金融緩和の効果

したECBは、2012年央に下限の政策金利（預

が実体経済に行き渡らなくなる。そこで今回

金ファシリティ金利）をゼロ％に、2014年央

の利下げに合わせて、マイナス金利の副作用

にさらにマイナス圏に引き下げた（図表２）。

を軽減する金利階層化を導入した。預金ファ

預金ファシリティ金利は今回10bps引き下げ

シリティ金利は銀行が余剰資金をECBに預
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（図表２）ECBの政策金利の推移
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（出所）欧州中央銀行資料より第一生命経済研究所が作成

ける際の適用金利だが、所要準備の６倍まで

下げの余地があると指摘し、緩和打ち止め観

はマイナス0.5％ではなく、ゼロ％を適用す

測の火消しに動いている。

る。
金利階層化を導入した割に利下げ幅が
10bpsと小幅にとどまったことからは、利下

■３．買い入れルールに阻まれ
る量的緩和

げの副作用が緩和効果を上回る“リバーサル
・レート”に近づいている可能性も意識され

再開した量的緩和策も、買い入れの限界と

る。ECBは今回の政策変更に合わせ、政策

隣り合わせだ。ECBの資産買い入れは、財

指針（フォワード・ガイダンス）を時間条件

政救済を禁じたEU条約への抵触を回避する

型から状態条件型に変更した。新たなガイダ

ため、ECBの資本金の拠出割合（概ね各国

ンスは、
「予測期間中の物価見通しが中期的

の経済規模に準じる）に応じて各国の国債を

な物価安定目標に向かって確実に収斂し、そ

購入することが定められている（資本金クォ

うした動きが様々な物価関連指標に一貫して

ータ）。また、ユーロ圏の国債には、一定割

現れるまでは、政策金利を現状と同水準かそ

合の債権者が債務再編に同意する場合、全て

れ未満にする」とし、当面の低金利継続と追

の債権者を拘束する集団行動条項（CAC）

加利下げに含みを残す。毎回の理事会で金融

が付帯されている。財政救済を禁じられた

政策を提案する立場にあるフィリップ・レー

ECBは債務再編に必ず反対する。ECBは債

ン理事（チーフ・エコノミスト）は緩和策を

務再編を阻止可能な33％以上の国債を保有す

決定した翌日の講演で、必要に応じて追加利

ることに制限を設けている（33％ルール）。
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（図表３）ECBの資産購入プログラムのネット購入額
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（出所）欧州中央銀行資料より第一生命経済研究所が作成

昨年末に新規の資産買い入れを終了した後

前回の量的緩和策の規模は、2015年３月に

も、ECBは満期を迎えた債券の再投資を通

月額600億ユーロで開始され、昨年末に新規

じて、バランス・シートの水準を維持してい

の買い入れを終了するまでに総額で２兆６千

る。ドイツなど債務残高が少ない国では、

億ユーロに上った（図表３）。11月から再開

ECBの保有割合が33％に近づいている。33

する資産買い入れの規模は、月額200億ユー

％に達した段階でその国の国債を買い増すこ

ロと、前回に比べて見劣りする。今回の買い

とはできず、資本金クォータ通りに買い入れ

入れ再開には、タカ派で知られるドイツやオ

を継続することができなくなる。実際には、

ランダの中銀総裁だけでなく、ハト派寄りの

流動性が少ない国の国債を買い入れることが

フランス中銀総裁などからも反対意見が噴出

難しいため、これまでの買い入れでも資本金

した。最後は10月末で退任するマリオ・ドラ

クォータからの乖離がみられた。だが、国債

ギ総裁が反対意見を押し切った形だが、買い

の買い入れ対象の約25％を占めるドイツが除

入れルールの見直しまで踏み込みことはでき

外された場合、イタリアやスペインなどの国

なかった。

債を大幅に買い増す必要があり、資本金クォ

前回並みの買い入れ規模を確保しようとす

ータからの乖離が大きくなる。欧州司法裁判

ると、向こう数ヶ月でドイツ国債の保有割合

所はこれまでECBの国債購入が金融政策の

が33％に達する恐れがある。現行の買い入れ

範囲内であるとしてきたが、資本金クォータ

ルールを維持する限り、この程度の買い入れ

からの乖離がさらに広がれば、新たな訴訟リ

規模で始める以外になかったのだろう。事前

スクに直面する恐れもある。

に終了期限を定めないオープンエンド型の買
月
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い入れとしたのは、市場参加者の失望回避と

策に関する言及回数を確認したところ、シン

時間稼ぎを狙った苦肉の策と言えそうだ。

トラ講演以前が10回未満だったのに対し、シ
ントラ講演後は20回以上に倍増している。

■４．財政政策の重要性を説く
ドラギ総裁

ドラギ総裁が指摘する通り、金融政策と財
政政策の間には、相乗効果が期待できる。
ECBによるマイナス金利政策、資産買い入

このように、追加利下げや量的緩和の強化

れ、長期資金供給オペ（TLTRO）などは、

に向けたハードルはそれなりに高そうだ。そ

財政基盤が相対的に脆弱な周縁国のリスクプ

れは緩和決定後の記者会見でのドラギ総裁の

レミアムを低下させ、利払い負担の軽減を通

発言にも滲み出ていた。総裁は金融政策の限

じて債務の持続可能性を高める。また、長期

界と受け止められないように注意を払いつ

金利の低下により、償還期限の長い国債の発

つ、
「今後は財政政策が主導的な役割を担う

行が容易となり、借り換えリスクの軽減にも

べきである」と指摘し、財政余力のある国の

つながる。他方、こうして発生した財政上の

効果的かつ機動的な財政出動を促した。ECB

余力を当該国が活用することで、新規の国債

が各国の構造改革や財政政策の重要性を説く

発行が増え、ECBには資産買い入れを強化

ことは珍しいことではない。ここ数年、理事

する余地が生まれる。

会の声明文は、金融政策が最大限の効果を発

こうした金融政策と財政政策の協調強化

揮するためには、構造改革による潜在成長率

は、時間の経過とともに金融政策が財政政策

の引き上げや成長促進型の財政政策が重要と

に従属する形に変質し、財政の健全性や中銀

の言葉で締め括られてきた。

の独立性が脅かされかねないとの指摘もあ

６月にポルトガルのシントラで行われた

る。だが、適切なポリシー・ミックスを模索

ECBの 政 策 フ ォ ー ラ ム で、 ド ラ ギ 総 裁 は

することと、財政ルールを逸脱した財政運営

「ECBの20年間の金融政策を振り返って」と

や国債引き受けのリスクがあることを同一視

題する基調講演を行った。総裁は、欧州債務

すべきではない。財政の健全性や中銀の独立

危機以降のユーロ圏では金融政策と財政政策

性は、別の形で担保すべき問題だろう。

との協調がみられなくなり、緊縮的な財政運
営が金融緩和の効果を弱めていると指摘。金
融政策と財政政策が協調すれば、より速やか

■５．高まる財政規律の見直し
機運

かつ副作用なしに、物価安定の目標を達成す
ることができるとの主張を展開した。今年に

では、財政運営を担う各国政府がドラギ総

入ってからの理事会後の記者会見での財政政

裁の呼びかけに応じることはあるのだろう
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か。実はEUの財政規律が複雑で柔軟性に欠

合を行い、財政規律の見直しについて協議し

け、
見直しが必要との声は近年高まっている。

た。これは年内が期限となる財政規律の定期

欧州委員会の諮問機関である欧州財政委員会

的な検証作業の一貫だが、伝統的に財政規律

（EFB）は昨年秋に報告書をまとめ、様々な

の厳格運営を重視するフィンランドが経済安

財政指標を監視対象とする現在の財政規律は

定での財政の役割を論じている点を象徴的な

透明性に欠け、加盟国間で規律の運営が不公

変化と見る向きもある。

平との不満を招く原因となったり、一般市民

５月の欧州議会選挙を受け、11月からはウ

に対する説明が困難との問題を抱えているこ

ルズラ・フォンデアライエン前ドイツ国防相

とを指摘している。また、現行の財政規律で

が委員長として欧州委員会を率いる。同氏は

認められた柔軟規定は、しばしば政治的な動

経済財政担当の欧州委員として、イタリアの

機に基づいて利用され、公共投資や構造改革

パオロ・ジェンティローニ元首相を任命した。

の推進などの従来の目的と必ずしも合致して

財政運営を巡ってEUと対立を繰り返すイタ

いないとも論じている。

リア出身者を、財政規律の見直しを検討し、

財政規律の形骸化が欧州債務危機の遠因に

財政運営を監視する立場の欧州委員に充てた

なったとの反省から、EUは債務危機を克服

人選からは、次期欧州委員会が柔軟な財政運

する過程で、財政規律の厳格化と運営・監視

営を志向するとの受け止めが広がっている。

を強化した。規律違反国に対する事後的な制
裁発動だけでなく、事前予防措置として中期
的な財政目標を設定し、目標達成に向けた取

■６．条約改正には北部欧州の
抵抗

り組みを監視する。監視対象とする財政指標
は、財政赤字の対GDP比３％、公的債務残

財政規律を抜本的に見直すには、加盟国の

高の対GDP比60％だけでなく、景気変動や

全会一致によるEU条約の改正が必要となる。

一時的な要因を除去した構造的財政収支、目

長期的には財政規律の簡素化や公共投資の一

標値に向かった収斂状況など多岐にわたる。

部を財政規律の計算から除外するなどの調整

深刻な景気後退、自然災害など制御不能な特

が加えられる可能性があるが、これには北部

別な事象の発生、構造改革や公共投資の促進

欧州諸国の反発が予想される。デンマーク、

を理由に、中期的な財政目標からの逸脱が認

エストニア、フィンランド、アイルランド、

められる。

ラトビア、リトアニア、オランダ、スウェー

今年後半のEU議長国（６ヶ月交代の輪番

デンの８ヶ国の財務相は昨年３月、欧州の経

制）であるフィンランド政府の呼びかけで、

済通貨統合（EMU）の強化には、加盟国の

EUの経済財務相理事会は９月に非公式の会

構造改革とEUの共通ルールの遵守が大前提

月
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になるとの共同声明を発表したことは記憶に
新しい。一部のメディアは、財政規律を重視
し、自由主義志向の強い、これらの北部欧州

■７．ドイツの財政出動に期待
する声

諸国を「新ハンザ同盟」と呼んでいる。
フランスのエマニュエル・マクロン大統領

こうしたなか、一部の加盟国の間で財政拡

が提唱するユーロ圏共通予算も財政拡張の一

張に舵を切る動きも散見される。新ハンザ同

助となり得る。共通予算はユーロ圏各国の構

盟の中核メンバーであるオランダは、景気減

造改革や公共投資を促進し、加盟国間の格差

速に対処するため、30億ユーロ相当の家計向

是正や競争力強化を支援する。２年余りの協

け減税と、成長促進型の投資基金の創設を計

議の末、今年６月の経済財務相理事会におい

画している。さらに、ドイツのオーラフ・シ

て予算創設で合意したが、加盟国間の意見相

ョルツ財務相が８月、景気後退に陥った場合、

違から規模や財源などの詳細決定は見送られ

2008−09年の世界的な金融危機時に匹敵する

た。財政共有化につながる共通予算には、北

500億ユーロ規模の財政出動が可能であると

部欧州諸国の反発が根強く、当初の想定より

発言したことを受け、ユーロ圏で最大の経済

も規模縮小を余儀なくされそうだ。2021～27

規模を誇るドイツの財政政策転換に期待する

年のEU予算の枠組みの中にとどめるか、加

声が高まっている。

盟国の追加拠出を認めるかも意見対立が続い

ドイツでは７−９月期入り後の経済指標が
一段と冷え込んでおり、テクニカル・リセッ

ている。
条約改正には加盟国間の意見調整と膨大な

ション（２四半期連続のマイナス成長）に陥

時間が掛かることや、ユーロ圏共通予算の骨

る可能性が高い。だが、景気の落ち込みは軽

格が定まらないことを考えると、当面の財政

微で、今のところ本格的な景気後退入りは免

拡張には財政規律の柔軟運営に頼る以外にな

れている。政府の諮問機関であるドイツ経済

い。変化は既に現れている。昨年秋や今年春

専門家評議会（しばしば五賢人委員会と呼ば

にイタリアの財政計画に重大な規律違反の恐

れる）は、様々な循環景気指標に基づいて景

れ が あ る と し て、 過 剰 赤 字 手 続 き（EDP）

気後退を判定している。ドイツは2012年10−

の開始が不安視された。だが、最終的にはイ

12月期と2013年１−３月期に２四半期連続の

タリアが財政計画を修正したことを受け、是

マイナス成長を記録したが（恐らく今回を上

正手続きの開始勧告は見送られた。財政規律

回る下落率）、この時も景気後退と認定しな

を厳格適用していれば、修正後の財政計画も

かった。

規律違反を問われる可能性が高かった。

ドイツの財政収支は2011年以来、EUが加
盟 国 に 課 すGDP比 で ３％ の 赤 字 を 下 回 り、

10

月
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（図表４）ドイツの財政収支と公的債務残高の推移
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（注）いずれも対GDP比率、2019年は欧州委員会の見通し
（出所）欧州委員会資料より第一生命経済研究所が作成

2014年以降は財政黒字が定着している（図表

去した財政収支）のGDP比をマイナス0.35％

４）
。2008−09年の危機時の財政出動や銀行

以下に抑えることが求められ、州政府は2020

救済により、GDP比で80％超に膨らんだ公

年以降、構造的財政収支の赤字が認められな

的債務残高も減少に転じており、今年はEU

くなる（債務ブレーキ）。債務ブレーキから

が高債務と定義する60％を下回る見通しだ。

の逸脱は、深刻な景気後退や自然災害などの

だが、質素や倹約を美徳とする国民性や過去

緊急時のみ可能で、ドイツ連邦議会の過半数

のハイパー・インフレの苦い記憶もあり、ド

の賛成を取り付ける必要がある。債務ブレー

イツでは他国以上に財政出動に対する警戒が

キの見直しには憲法改正が必要で、議会の３

強い。国民の間では、高齢化による年金収支

分の２以上の支持を得なければならない。

の悪化や社会保障の先行きに対する不安が根

これとは別に、アンゲラ・メルケル首相が

強い。多くの政治家も規律重視の財政運営を

率いるキリスト教民主・社会同盟（CDU・

支持している。

CSU）と社会民主党（SPD）の二大政党によ

2009年には連邦基本法（憲法に相当する）

る大連立政権は、財政収支の均衡化と新規の

を改正し、債務危機時に強化したEUの財政

国債発行をゼロとする目標（ブラック・ゼロ）

規律よりも一段と厳しい規律を課している。

を連立合意で交わしている。

そこでは、連邦政府と州政府の財政収支の均
衡化を義務付け、連邦政府は2016年以降、構
造的財政収支（景気循環と一時的な要因を除
月
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2019．10（No. 410）

11

（図表５）ドイツの各種景況感の推移
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（出所）ZEW／Ifo／IHS Markitより第一生命経済研究所が作成

落ち込みは、今のところ海外景気の動向に左

■８．機動的な財政運営は期待
できない

右されやすい製造業部門が中心で、良好な雇
用・所得環境に支えられ、サービス業の業況
や個人消費は底堅さを保っている（図表５）。

気候変動対策に必要な財政資金を確保する

これは、時短の活用などで人員調整が抑制さ

ため、新規の国債発行を計画しているとの報

れていることや、過去数年の高めの賃上げ妥

道も一部で流れたが、９月にドイツ政府が発

結率の余韻もあり、所得の落ち込みが軽微に

表した対策は新規の国債発行を伴わない財政

とどまっていることが影響している。

中立的な内容だった。そこでは、2030年まで

製造業の中で特に落ち込みが深刻なのは、

に温暖化ガスの排出量を1990年対比で55％に

米中貿易戦争や環境規制強化に苦しむ自動車

削減する目標を達成するため、2020−23年に

業界だが、排ガス不正問題などで厳しい批判

合計で500億ユーロ規模の歳出拡大や減税を

に晒されている同業界に的を絞った景気対策

予定するが、財政収支の悪化分は別の歳入増

を行うことは難しい。足元で失業保険の受給

加策で穴埋めするとしている。ドイツ景気の

者数が増加に転じるなど、雇用環境に変調の

12
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（図表６）ドイツの雇用判断と失業保険申請件数
（千人）
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（注）失業保険申請件数は前月差（千人）
（出所）IHS Markit資料などより第一生命経済研究所が作成

（図表７）ドイツ連邦議会選挙の支持率調査
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（出所）INSA資料より第一生命経済研究所が作成

兆しもみられる（図表６）。外需を起因とし

不安定な政治情勢も機動的な財政出動を難

た景気の落ち込みが内需に波及した後では、

しくする。難民危機対応や気候変動対策を巡

景気は本格的な後退局面入りを免れない。ド

って、ここ数年、連立を組む二大政党への逆

イツに機動的な財政運営は期待できない。

風が高まっている。なかでも、大連立内で独

月
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自色の発揮に苦慮するSPDの党勢凋落が著し
い。SPDの支持率は10％台半ばで低迷し、躍
進著しい同盟90・緑の党（以下、緑の党）に
左派第１党の座を脅かされている（図表７）。
５月末に行われた欧州議会選挙でSPDは過
去最低の得票に沈み、アンドレア・ナーレス
党首は辞任に追い込まれた。SPDは10月と11
月に後継党首候補を絞り込み、12月の党大会
で新党首を選出し、連立継続の是非を判断す
る。連立を解消すれば前倒しの連邦議会選挙
が必要となる。大幅に議席を失うことが確実
なSPDは、今のところ連立解消を思いとどま
っている。次期党首の有力候補は、現路線を
基本的に継続する党内主流派と、大連立内で
中道化した党の左傾化を目指す若手改革派の
争いと目されている。SPDの方針が固まるま
では、ドイツが財政運営を大きく転換するこ
とはないだろう。
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