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【特集：欧米の研究開発制度】研究開発政策 社会経済政策 
 

成長と雇用のためのリスボン戦略(EU) 
－ 3年間の成果と今後の取り組み － 

 
 FP7（第 7次欧州研究開発フレームワーク計画）1を始めとして、欧州連合（EU）の研
究開発レポート、政策レポート、ニュースなどを見ると、リスボン戦略、経済成長、雇用

拡大という言葉に出会うことが多い。この度、海外レポート「海外の研究開発制度」特集

を組むにあたり、最近のリスボン戦略の動きについての記事を取り上げることとしたのは、

この戦略が研究開発から社会経済までのあらゆる分野に跨る、ここ 10年間の EUの活動
の根幹にある基本的な考え方だからである。 
 戦略の性格上、内容は広範囲にわたるが、研究開発関連に限定せず紹介することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめに 
 
成長と雇用のためのリスボン戦略（以下、リスボン戦略）は、2000 年 3 月の欧州理事
会（開催地：ポルトガル・リスボン）で採択された EU の経済・社会政策に関する包括的
な 10 ヵ年の戦略である。この戦略が立てられた背景として、急速に進むグローバル化と

                                                 
1 欧州研究開発フレームワーク計画は、EUにおける科学分野の研究開発の枠組みである。その第 7次計画が、
「FP7：the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development」である。期
間は、2007～2013年。総予算額：532億ユーロ。詳細については、NEDO海外レポート 997号の下記記事
等を参照。 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 
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技術革新の中で、EU が取り残されることのないように、また EU 市民の生活を守り向上
させる事がある。 
リスボン戦略は、2010 年までに、知識を基礎に置いた、世界で最も競争力と活力があ

る EU経済圏の構築を目指したもので、①持続的な経済成長、②より多くのより良い雇用、
③社会的結束の強化、という 3つの政策課題を掲げた。 
その後、2002 年のバルセロナ理事会で、知識を基礎に置いた経済圏に関し、その構築

に必要となる産業の高付加価値化・知識集約化のため、EU の研究開発投資額の目標を対
GDP比率で設定する等の具体的目標を掲げた。 

2005年 3 月の中間評価では、戦略の進捗の遅れを取り戻し、拡大 EU においても効果
的に戦略が機能するように、「優先分野の絞り込み、政策間の整合性の重視、EU 加盟各
国と欧州委員会の役割分担の明確化、実行プロセスの簡素化、政治的責任の明確化」など

の見直しが行われた。優先分野として、成長と雇用に、より明確な焦点が当てられ 2、経

済成長率の目標設定と 600万の雇用創出の達成を打ち出し、戦略は再開された。 
このように、戦略は節目毎に見直しが行われて今日に至っているが、2010 年に向けた

EU全体の主要な目標値をここで列挙すると、雇用率：70%、研究開発投資額目標：3%（対
GDP 比）、経済成長率：年率 3%の維持がある。なお、国別には、各国の状態に応じて、
目標値と達成年が個別に設定されている。 

 
戦略の年次進捗報告書は、欧州委員会から毎年末頃に発表される。昨年 2007 年 12 月

11日に発表された報告書は、例年と異なり、戦略報告書（Strategic report on the renewed 
Lisbon strategy for growth and jobs）と名付けられている 3。この理由は、①リスボン戦

略では、実施サイクル 3年という考え方をしており、2005～2007年のサイクルが終了し、
2008～2010 年の新実施サイクルに向けた節目の年であること、②過去 3 年間の成果をま
とめて評価し、進捗状況や環境の変化を考慮し、次の 3年間に向けた欧州共同体と各国の
新行動計画を設定していること等である。 
戦略報告書は二部構成であり、第一部は、新サイクル実施に向けての欧州委員会の提案

に関するものである。第二部は、加盟国（及びユーロ圏 4）の国別改革プログラムの進捗

評価、及びそれに対する勧告である。 
戦略報告書は、この後、欧州委員会から 2008 年春の欧州理事会に提出され、採択され

る運びとなる。 
 
本稿では、戦略報告書や関連文書の内容に基づき、リスボン戦略の過去 3年間の成果と
今後の行動計画について紹介する。 

                                                 
2 この理由：EUによれば、成長それ自体は目標ではないが、欧州の繁栄を維持し増加させるためには必須で
ある。また、雇用が大切な理由は二つある。失業によって未だに多くの人々が挫折していることが一つ。二

つめは、より多くの人々が働くことが人口の高齢化に対処する方法である。人口の高齢化はより多くの年金

と医療費を必要とし、それらのコストは勤労者が負担しなければならない。 
3 英文で“renewed：改正された、新しい”という言葉が入るのは、2005年に内容の見直しが行われたことを指す。 
4 統一通貨であるユーロを使用する 15ヵ国（2008年 1月 1日現在）。 
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1. 概要 
 
戦略報告書（以下レポート）は、下記の主要な結論を出している。 
「リスボン戦略は機能しているが、グローバル化された時代の中で、さらに EUは改革し
なければならない」。レポートはリスボン戦略が最近の EU の経済実績の改善に大きく貢
献しているとしている。構造改革もまた、成長の潜在的な可能性を押し上げ始めている。

しかし、国毎に改革の進捗度には、ばらつきも大きい。一方で改革疲れも過去 12 ヵ月間
で、明らかになってきている。欧州は、世界の金融の混乱と商品価格の上昇を乗り越える

ために、次の実施サイクル（2008～2010 年）で、さらなる経済改革を共同体及び国レベ
ルで推し進める必要がある。レポートは国際化を含むこうした挑戦に対処するために、新

しい政策イニシアティブを提示している。 
 
2. 過去 3年間の主要な成果 
 

2006年の EU27ヵ国の経済成長率は 3.0%であった。2007年も 2.9%を維持する見込み
である。また、ユーロ圏の GDP 成長率も 2005 年より 0.2%増加し、2007 年には 2.25%
になる見込みである。 
過去 2年間に、約 650万人の新規の雇用が生み出された。さらに 500万人の雇用が 2009
年までに生み出される見込みである。失業率は 7%を下回る見込みであるが、これは 1980
年代半ば以来の最も低い値である。この 10 年間で初めて、雇用の堅調な増加と生産性の
向上が両立した。 

EU27 ヵ国の財政赤字は、2005 年の GDP 比 2.5%から、2007 年には 1.1%と大幅に減
少する見込みである。一方、公債残高は、同じく GDP 比で、2005 年の 62.7%から 2007
年には 60%をわずかに下回るところまで減少した。 
現在、一部の加盟国を除いて、行政手続きの簡略化の効果で、事業を一週間以内に立ち

上げることが可能になった。 
約半数の加盟国が、フレクシキュリティアプローチ 5に基づく政策を展開した（あるい

は展開しつつある）。フレクシキュリティアプローチは各国の事情に応じて調整することが

可能なものであり、EU加盟各国共通の同意が得られている。 
すべての加盟国が研究開発投資額の目標を定めた。これらの目標がすべて達成されるなら

ば、EUは 2010 年に GDP比 2.6%の研究開発投資額に到達するであろう。EU の目標 3%
（この内、民間部門は 2%）の達成はさらに先に伸びることにはなるが、大幅な改善である。 
                                                 
5  フレクシキュリティ(flexicurity)は、柔軟性（flexible）と安全性（security）を結びつけた造語であり、新
しい労働市場政策を表すものである。1990年代からオランダやデンマークを中心に、EU諸国でよく使用
されている概念である。その意味は、企業や役所等、労働者に対し雇用の機会を提供する組織は、社会の変

遷・景気動向・自組織の業績・方針変更等により、雇用調整をすることがあることを認める。しかしその場

合、政府は、安全網として十分な失業給付、再就職に向けての教育・トレーニング等を行い、再就職を促進

する施策を行うというものである。フレクシキュリティの最良の成功事例はデンマークであるとされる。同

国は労働者が同一組織で働く勤続年月は、他国と比較して短く、転職率が高い。しかし最終的な失業率は低

く、雇用不安はないと言われている。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 27

3. 様々な課題 
 
しかし、前節の EU の研究開発費の対 GDP 比率は、実際には最近の経済成長率の上昇

に見合って増加しておらず、2006年には前年の 1.9%から 1.85%に下がった。しかも加盟
各国の間には大きな差異がある。これが EU目標である 3%の達成を遠ざけている。 
また、財政赤字と公債残高の問題は改善があったが、特にユーロ圏では、比較的堅調な

成長率が構造的赤字の削減に十分に生かされていない。 
行政的な負担を減らし、ビジネス環境を改善する余地は沢山ある。これが改善されれば、

特に中小企業（SME：small and medium sized enterprise）にとっては恩恵となる。ネ
ットワーク企業とサービスを競争に開放することも遅れている。 
また、労働市場は多数に分割されたままになっており、インサイダーは十分に保護され

る一方で、アウトサイダーは不安定である。教育システムは十分に機能しておらず、若い

人々に、彼ら自身や雇用主が必要とする能力を与えることができていない。労働者の流動

性は比較的低いままであり、労働年齢人口のわずか 2%が母国以外の国で働いているだけ
である。いくつかの国々では労働者は転職に際し、いまだに著しい障壁に直面している。

そこで欧州委員会は、15の具体的な対策からなる「労働流動性行動計画」6を提案した。 
さらに、欧州は他の優れた経済圏と比較し、情報通信技術への投資、およびその技術を

生産性の向上に適用することに関して、未だに遅れをとっている。 
多数の加盟国は、京都議定書の履行に向けて順調に進捗していない。また、2007年春の
欧州理事会で合意され、2008 年 1 月に欧州委員会が提案するエネルギー及び気候変動に
関する総合的政策において実施される意欲的な目標 7を達成するためには、さらに大きな

努力が必要である。 
 
4. 次の実施期間（2008～2010年）の新行動計画 
 
レポートは 4つの重要な分野のそれぞれについて、新しい行動計画を設定している。 
行動計画は、欧州共同体の計画(CLP：Community Lisbon Program)、および加盟国の計
画（NRP：National Reform Program）から構成される。 
以下に、4つの重点分野における行動計画を示す。 

 
 
 
欧州共同体の行動計画 
 
①欧州委員会は2008年中頃までに、改正社会政策を提案する。この政策は機会・アクセ

                                                 
6 IP/07/1879 
7 2020年までに、温室効果ガス排出量を少なくとも20%削減し、また再生可能エネルギーのシェアを20%まで
高める。 

★雇用と教育の問題を人間の生涯に亘る観点からとらえ、人に、もっと投資をする。

また、労働市場を現代化し、社会的一体性を向上させる。 
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スの均等、連帯の精神に基づき、欧州の新しい社会の現実を考慮し、特に青少年、教

育、移民、人口の高齢化対策を包含するものである。 
②欧州委員会は、将来必要になる職務能力を正しく予測し、能力ギャップから生じる雇

用のミスマッチに対処するための提案を行う。 
③欧州委員会は、2008年中に移民に関する共通政策を提案する。 
 
加盟各国の義務 
 
①2008年末までに、フレクシキュリティ実施方法を明確にする。 
②国と共同体の目標を踏まえ、質の良い保育所が手頃な値段で利用できるようにする。 
③青少年の早期学校中退を確実に減らし、基礎的な読解力を改善するための行動計画を

策定する。 
④国と地域のプログラムをエラスムスプログラム8に連携させ、交換学生を増やす。 
⑤2010年までに、欧州の枠組みと足並みをそろえ、「国家資格認定」の枠組みを策定する。 
 

 
 
欧州共同体の行動計画 
 
①「欧州中小企業法」を採択する。この中で、起業から始まる中小企業の全てのライフ

サイクルに関わる総合政策により、成長可能性を引き出す。 
②EUの行政上の負荷（煩雑さ）を 2012年までに 25%削減し、意欲的な「簡素化プロ
グラム」を実施する。 
③単一市場を強化し、サービス分野の競争を促進する。また、金融サービス市場の統合

をさらに進める。 
 
加盟国の義務 
 
①持続的で一貫した取り組みにより、サービス指令を2009年末までに実施する。 

  国の法令の審査と評価を2008年末までに終え、並行して電子的な手段の導入により、
国境を越えた行政の連携を実現する。 
②2008年春の欧州委員会までに、国の行政負荷削減目標を設定し公表する。 
③サービス指令およびより良い規制の実施により、行政の現代化に引き続き取り組む。 

 
 
 

                                                 
8  EU加盟国間の学生交流（留学）を促進する計画で、大学間の協定締結から学生交流までが比較的容易に
行われる。 

★企業の潜在的な可能性を引き出す 

★知識の移動を実現する 
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欧州共同体の行動計画 
 
①特許制度の統一、相互に運用可能な基準の設定、ベンチャー・キャピタルへのアクセ

スを改善する。 
②欧州パスポートを利用して、研究者が国境を越えて自由に移動できるようにする。 
③EUと加盟国の研究開発資源を互いに出し合い、より有効に使う。 
具体的には、2008年末までに共同研究の分野を定め、2010年までにプロジェクトを
発足させる。 

④2009年末までに、合意された 35のプロジェクトのロードマップを作成し、新世代の
世界レベルの研究施設を立ち上げる。これらの地球規模のプロジェクトについての国

際的な対話を、2008年中に実施する。 
⑤2009年5月までに電気通信の在り方を見直し、高速インターネットの競争を促進する。 
 
加盟国の義務 
 
①イノベーションの枠組みを改善する。 
②2010年に向けた国の研究開発投資の目標を実現する方法、研究開発戦略が欧州研究 
領域 9の実現に貢献する方法を明らかにする。 

③ 研究者が、公共および民間の研究センター間を移動することに関する障壁を除去する。 
④2008年末までに、参画する新世代の世界レベル研究施設を特定し、国家戦略を作成する。 
⑤高速インターネットの普及率を、2010年までに、EU人口の 30%、学校は 100%とす
るための国家目標を定める。 

 
 

 
共同体の行動計画 
 
①法律を立案し、EU域内の電力、ガス市場を完成させ、気候変動パッケージを採用す
る。これにより、2020年までに、温室効果ガス排出量を少なくとも20%削減し、また
再生可能エネルギーのシェアを20%まで高めるための仕組みを作る。 

②持続可能な生産と消費、特に再生可能エネルギー、低炭素、資源効率的な製品、サー

ビス、技術に焦点を当てた産業政策をさらに推進する。 
③エネルギー税指令を再検討し、EUのエネルギー・環境の目標実現に沿ったものとする。 
④ビルディング指令のエネルギー効率に関する要求水準を引き上げる。 

 
                                                 
9  2000 年に、欧州の総合的な研究活動の統一を目標とした欧州研究領域（ERA; European ResearchArea）イ
ニシアティブが提唱された。EU は、「加盟国の研究活動がこれまで閉鎖的であり、各国の研究開発政策が必
ずしも連携がとれていない」という認識をしており、ERA により、欧州加盟国の研究者の協力を促進し、産
業技術研究基盤の強化を図ろうとしている。 

★欧州を、低炭素でエネルギー効率の良い経済へ変える。 
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加盟国の義務 
 
①課税、交付金など経済関連の法律を見直し、費用対効果の良い方法で確実に気候変動

への対策を実施する。 
②公的調達の契約時は、エネルギー効率が良いことを判断基準に加える。 
③政府の建物に対し、拘束力のあるエネルギー削減目標を定める。 
④エネルギー網の相互接続を進展させる。 

 
5. 対外的な側面 
 
レポートは、対外的な側面を強化し、市場の開放性と欧州の利益の正当な防衛を示して

いる。第三国との対話は、国際的な共通の利益（市場アクセス、規制の統一、人々の移動、

気候変動）に、より明確な焦点をあてて強化し整備する。将来、欧州委員会は、市場アク

セスに関する単一の年次報告書を発行し、顕著な障壁が残っている国々や分野を明らかに

する。問題解決のために、共同体のツール使用やWTOの場を考慮する。 
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6. 国別の実施結果の評価と勧告 
 
 この章では、レポート第二部の国別の評価について紹介する。 
資料として、欧州委員会の国別の評価・勧告・指摘、各国の現在の状態を示す数表とグラ

フがあるが、ここでは、国別の勧告・指摘、グラフの内容を主に説明する。 
表 1に、各国の状態を表すのに使用されている様々な指標の定義を示す。 

 
表 1 各種指標の定義 

指標 説明 
一人当たりGDP（購買力基準表示） GDPは、生産されたあらゆる物品、サービスの

価値から、生産に使用された物品、サービスの
価値を引いた値である。「一人当たりGDP（購
買力基準表示）」は、各国の物価の差異を考慮
した購買力平価を使用してGDPを調整し、人口
で除したもの。 

就労者当たり労働生産性 就労者一人当たりのGDP（購買力基準表示）。
雇用率（全体、女性、男性） 15～64歳までの就労者が、同年齢の人口に占め

る割合。 
高齢者雇用率（全体、女性、男性） 55～64歳までの就労者が、同年齢の人口に占め

る割合。 
研究開発向け国内総支出 研究開発費をGDPに対する比率で表現。 
青少年の教育到達度（全体、女性、男性） 後期中等教育卒業以上の学歴を持つ青少年の

割合（20～24歳）。同年齢の人口に対する割合
で表す。 

設備投資 民間部門の総固定資本形成が GDPに占める割
合。 

物価水準 家計最終消費の相対物価水準（間接税を含む）。
個別の購買力平価と市場相場の比率で表現。 

貧困率（全体、女性、男性） 貧困リスク以下の人々の割合 
地域雇用率分散（全体、女性、男性） 15～64歳の雇用率の地域間のばらつき。全地

域で雇用率が等しければ、0。ばらつきが大きけ
れば、大。ここで「15～64歳の雇用率」とは、
この年齢の就労者と人口の比率。 

長期失業率（全体、女性、男性） 12ヵ月以上失業している人（年齢は 15歳以上）
が労働力人口に占める割合。 

温室効果ガス排出量 6つの温室効果ガスの人為的な排出量。それぞ
れの温室効果を考慮。 

エネルギー強度 国内の総エネルギー消費量（石炭、電気、石油、
天然ガス、および再生可能エネルギー）と GDP
の比率。低ければ、効率的な経済。 

貨物輸送量（GDP比） 国内貨物輸送量（道路、鉄道、および水上）。
単位はトン-km。 

                            (出典：参考資料⑦より編集) 
6.1 現在状態概観（代表例 6ヵ国） 
 
 レポートでは、EU27 ヵ国（及びユーロ圏）の現在状態が掲載されている。これらは、
当然のことながら、国毎にそれぞれ異なるが、筆者の考えでは、3 つの典型的なパターン
（国）があり、他の国々は、これらの中間にあるように思われる。そこで、3 つのパター
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ン（6ヵ国）を代表例として取り上げることとしたい。各パターンの特徴を下記に示す。 
 
   パターン 1：北欧（フィンランド、スウェーデン） 
         EU27 ヵ国の平均を上回る指標が多い国々である。特に研究開発向け

国内総支出は突出している。 
   パターン 2：東欧（ポーランド、ブルガリア） 
         研究開発向け国内総支出をはじめとして、EU27 ヵ国平均を下回る指

標が多い国々である。エネルギー強度が高く、省エネを通じた温室効

果ガス排出削減の可能性が豊富にあると思われる。 
   パターン 3：G8（ドイツ、フランス） 
         北欧と東欧の中間的な位置である。 
概略は、以上述べた通りであるが、表 2に他の指標も含めて、その特徴を示す。 
 
表 2 加盟国の現状の特徴 

EU27ヵ国平均より 備考 
地域 指標 上回

る 同等
下回
る  

一人当たり GDP ●    
就労者当たり労働生産性 ●    
雇用率（全体） ●    
研究開発向け国内総支出 ●    
青少年の教育到達度 ●    
物価水準   ● 高い 
貧困率（全体） ●   低い 

北欧 
・フィンランド 
・スウェーデン 

エネルギー強度 ● 
ﾌ 

●
ｽ   

一人当たり GDP   ●  
就労者当たり労働生産性   ●  
雇用率（全体）  ●   
研究開発向け国内総支出   ●  

青少年の教育到達度 ● 
ﾎﾟ 

●
ﾌﾞ

  

物価水準 ●   安い 

貧困率（全体） ● 
ﾌﾞ  ●

ﾎﾟ
 

東欧 
・ポーランド 
・ブルガリア 

エネルギー強度   ●  
一人当たり GDP ●    
就労者当たり労働生産性  ●   
雇用率（全体）  ●   
研究開発向け国内総支出 ●    
青少年の教育到達度  ●   
物価水準  ●   
貧困率（全体） ●    

G8 
ドイツ 
フランス 

エネルギー強度 ●    
注：EU27ヵ国平均を上回る：平均よりも 10%以上、優れている 
  同等         ：平均から＋－10%の範囲 
  EU27ヵ国平均を下回る：平均よりも 10%以上、劣る         (出典：参考資料⑥より作製) 
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 指標「研究開発向け国内総支出」に関して、これら 6ヵ国の状況をさらに詳しく示した
ものが表 3である。 
 
表 3 研究開発向け国内総支出実績値と国別目標値 

地域 国 2006年 
研究開発向け国内総支出実績値% 

2010年 
国別目標値% 

2010年 
EU目標値%

フィンランド 3.45 4.0 
北欧 

スウェーデン 3.82 4.0 
ポーランド 0.56 1.65 

東欧 
ブルガリア 0.48 － 
ドイツ 2.51 3.0 G8 
フランス 2.12 3.0 

3.0 

注：ポーランドの国別目標値は、2008年目標である。 
(参考資料⑥より作製) 

 
6.2 現在状態と勧告 
 
 欧州委員会の勧告・指摘、各国の現在状態を表すグラフを掲げる。 

勧告 ：重要で緊急性が必要な優先事項に関するものである。 
指摘 ：勧告ほどの優先度はないが、特別な取り組みが必要な分野である。 
グラフ：EU27ヵ国の平均値を 100（%）として、その国の現状を表したものである。 

      上半分のグラフでは、一人当たり GDP や労働生産性など、100 よりも大き
いほうが望ましいと考えられる指標である。下半分のグラフは、貧困率や失

業率など 100よりも小さいほうが望ましいと考えられる指標である。 
 
 上記の勧告・指摘であるが、課題が実現されれば、次年度の報告書からは削除される。

新たな課題が発生すれば、追加される。勧告から指摘へ移動したり、逆に指摘から勧告に

移動することもある。 
 
なお、欧州委員会は、 
・勧告の数と全体的な進捗レベル、評価の高低の間には直接の関係は無い 

   ・国別の比較をしたり、優劣を付けたりするものでは無い 
としている。 
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6.2.1 フィンランド 
 
表 4 フィンランドへの勧告・指摘             (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 フィンランドの現状              (出典：参考資料⑥より編集) 
 

区分 内容 
勧告 無 

指摘 

・サービス分野の競争と生産性を改善する。 
・物価を引き下げる。 
・京都議定書の目標を達成する。 
・高い構造的失業問題（特に未熟練労働者、若者）に取り組む。 
・経済移民の貢献に配慮する。 

貨物輸送量(GDP比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

(女性)
    (男性)

EU27ヵ国平均=100(%)

EU27ヵ国平均=100(%)

■2000年  ■2005年  ■2006年 ■EU目標値 2010年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.2 スウェーデン 
 
表 5 スウェーデンへの勧告・指摘             (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 スウェーデンの現状              (出典：参考資料⑥より編集) 
 
 

区分 内容 
勧告 無 

指摘 

・サービス分野の競争を促進する。 
・労働意欲の向上。 
・若者の失業への取り組み。 
・移民の雇用率の向上。 

貨物輸送量(GDP比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

EU27ヵ国平均=100(%)

EU27ヵ国平均=100(%)

■2000年  ■2005年  ■2006年 ■EU目標値 2010年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.3 ポーランド 
表 6 ポーランドへの勧告・指摘              (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 ポーランドの現状               (出典：参考資料⑥より編集) 

区分 内容 

勧告 

①財政再建に努め、歳出を抑制し、財政赤字を許容限度以下にする。 
②規制当局の役割を見直し、ネットワーク産業の自由競争を促進する。また、引き続き、
エネルギー市場の自由化を積極的に進める。 

③公的研究分野の改革を実施し、研究開発とイノベーションの底上げを図る。また民間
分野の研究開発の枠組みを実施し、外国からの直接投資のメリットを最大化する。 

④総合的なフレクシキュリティアプローチを進展させる。 
報酬体系を見直し、労働意欲を改善する。生涯学習戦略の導入、教育・訓練システム
の現代化により、労働市場のニーズを満たす。 

指摘 

・輸送インフラの改善、ビジネスの登録プロセスのスピードアップ。 
・e-ガバメントプログラムのタイムリーな実施。 
・域内市場法規の入れ替えを推進。 
・保育施設の供給を増大。 

貨物輸送量(GDP比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男 

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

EU27ヵ国平均=100(%)

EU27ヵ国平均=100(%)

■2000年  ■2005年  ■2006年 ■EU目標値 2010年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.4 ブルガリア 
 
表 7 ブルガリアへの勧告・指摘              (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 ブルガリアの現状                 (出典：参考資料⑥より編集) 

区分 内容 

勧告 

①緊急に、行政当局、司法当局をはじめとする政府の主要機関の能力を強化する。 
②財政緊縮政策により、増加する赤字、インフレ圧力を抑制する。公共支出の質を高め
る。賃金の適正化を推進し、賃金の上昇が生産性の向上に見合うものとする。 
③官僚的形式主義を排し手続きを短縮し、ビジネス環境を改善する（特に中小企業
“SME”、企業の立ち上げ）。これは、腐敗に対する戦いを支援することにも役立つ。
④労働市場政策を、より効率的で有効なものとし、労働力供給の質を高め、雇用率を高
める。さらに教育システムを改革し、労働市場のニーズにマッチするレベルまで能力
を高める。青少年の中途退学を減らす。 

指摘 
・国家財政の長期持続可能性を確保。 
・ネットワーク産業の競争を促進。 
・公的研究開発システムの改善、生涯学習戦略の完成。 

貨物輸送量(GDP比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率   (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

         (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

EU27ヵ国平均=100(%)

EU27ヵ国平均=100(%)

■2000年  ■2005年  ■2006年 ■EU目標値 2010年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.5 ドイツ 
表 8 ドイツへの勧告・指摘                (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 ドイツの現状                   (出典：参考資料⑥より編集) 

                                                 
10 需要と供給の間で労働者の能力、地域にミスマッチがあるために起こる失業のこと。 
たとえば、「IT 技術者に対する求人はたくさんあるのだが、失業者の中にはこの能力を備えた人がいないた
めに失業状態が続く」といった状況である。 

区分 内容 

勧告 

①取引と職業の規制を緩和し、サービス分野の競争の枠組みを改善する。公的調達の手
続きを改善する。 
②国別改革計画で設定した方針に従い、構造的失業 10に立ち向かう。再教育や資格付与
を含むフレクシキュリティアプローチにより、未熟練者を労働市場に引き入れること
に焦点を当てるべきである。 

指摘 
・国家財政の長期持続可能性を確保（医療制度改革を含む）。 
・寡占により競争が不十分な、鉄道・ガス・電力分野の競争の枠組みを改善。 
・速やかな起業環境、生涯学習・職業訓練の推進。 

貨物輸送量(GDP比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

長期失業率    (女性)
長期失業率    (男性)

EU27ヵ国平均=100(%)

EU27ヵ国平均=100(%)

■2000年  ■2005年  ■2006年 ■EU目標値 2010年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.6 フランス 
 
表 9 フランスへの勧告・指摘               (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 フランスの現状                 (出典：参考資料⑥より編集) 

区分 内容 

勧告 

①高齢化に留意し、緊縮予算と債務削減により、国家財政の持続可能性を確保する（2010
年の健全財政を視野に入れる）。2008年に予定されている年金制度の協議は、2003
年の改革によって得られた利益を考慮して行われるべきである。 

②ガス、電気、鉄道貨物分野の競争の枠組みを改善する。 
③総合的なフレクシキュリティアプローチの中で、生涯学習の効率を高め、雇用保護を
現代的なものとする。これは契約の種類によって労働市場が分割されていることに対
抗するためである。有期契約と恒久契約の切り替えを容易にする。 

指摘 ・規制された取引と職業の競争を推進する。 
・労働力の供給を増やす。 

貨物輸送量(GDP比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体) 

地域雇用率分散  (全体) 

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体) 
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体) 

雇用率      (全体) 
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性) 
(男性) 

          (女性) 
          (男性) 

         (女性) 
         (男性) 

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

長期失業率    (女性) 
長期失業率    (男性) 

EU27ヵ国平均=100(%)

EU27ヵ国平均=100(%)

■2000年  ■2005年  ■2006年 ■EU目標値 2010年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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おわりに 
 
 EUのリスボン戦略は、「知識を基礎においた、世界で最も競争力と活力がある EU経済
圏の構築」という言葉からもわかるように、EUのためのものである。しかしながら、我々
日本人にとって参考になる点は多々あると思われ、それは例えば多くの国々が連合を組ん

でプログラム（計画）を実施する場合の手法や実施項目である。また、経済成長と雇用拡

大のどちらか一方を実現するのではなく、それを両方同時に実現することを目標としてい

ることである。さらには、今後の 3年間の新行動計画の中にある学校教育や再教育、再訓
練の重要性の指摘である。実際、より良い教育無しには、経済成長や雇用拡大を十分に実

現することはできないであろう。 
 

NEDO 情報・システム部  久我 健二郎 
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