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【研究開発計画特集】欧州 2020戦略  
 

欧州 2020： 欧州委員会が欧州の新経済戦略を提案 
 
 欧州委員会は 2010年 3月に、欧州連合(European Union: EU)が経済金融危機を脱し、
EU経済が今後の 10年に備えられるよう、「欧州 2020戦略」を発表した。同委員会は、
成長を促す鍵となる三つの要因を挙げ、EU レベルおよび各国レベルで具体的な行動を取
ることにより、この戦略を実施する。三つの要因とは、賢い成長（知識、イノベーション、

教育、デジタル社会の育成）、持続可能な成長（より資源効率的な生産と競争力強化の両

立）、包括的な成長（労働市場への参加の促進、技能の習得、貧困対策）である。この成

長と雇用のための闘いには、最高の政治レベルによる認識と欧州全域のあらゆる主体の動

員が必要である。2020 年までに欧州がどうあるべきかを明確にし、進捗状況を確認する
ために五つの目標が設定されている。 
 
 バローソ委員長は次のように述べた。「欧州 2020は、EUの経済を再び軌道に乗せるた
めに我々が現在および近い将来に何を行う必要があるか、ということを示したものである。

金融経済危機は、これ以上看過することのできない根本的な問題や持続不能な風潮を白日

の下に曝した。欧州は成長不足に陥っており、これが我々の未来を危うくしている。我々

は断固として弱点に取り組み、多くの長所を活用しなければならない。我々は、知識、低

炭素経済、高雇用水準に基づいた新経済モデルを確立する必要がある。この闘いには、欧

州全域のすべての主体を動員することが求められるのである。」 
 
 まず、欧州は世界経済金融危機から教訓を学ばなければならない。我々の経済は本質的

に結びついている。どの加盟国も、単独行動によって世界規模の課題を効果的に解決する

ことはできない。我々は連携することでより強くなるため、危機脱出が成功するかどうか

は経済政策の緊密な協調にかかっている。もしこれが失敗した場合には、相対的な衰退、

回復不可能な成長、構造的な高失業率という「失われた 10年」に陥るのだ。 
 
 したがって欧州2020戦略は、今後 10年の欧州の社会市場経済のためのビジョンを描き、
連動し補完しあう三つの優先領域に基礎を置いている。 
①賢い成長（smart growth）：知識とイノベーションに基づいた経済の発展 
②持続可能な成長（sustainable growth）：低炭素、資源効率的、かつ競争力のある経済
の推進 

③包括的な成長（inclusive growth）：社会的結束、領土的結束の強化をもたらす高雇用
経済の育成 

 
 上記の三つの目標は、五つの代表的な EUレベルの重要目標に照らして進捗状況が評価
され、加盟国は、以下の出発点を反映した国レベルの目標設定を求められることになろう。 
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出典：” EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”、p.7  
(http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Eur
ope%202020%20-%20EN%20version.pdf) 
 
 
①20歳～64歳の人口の 75％が雇用されなければならない 
②EUの GDPの 3％の額を研究開発に投資しなければならない 
③「20/20/20」という気候/エネルギー目標注1を達成しなければならない 
④中途退学者の比率を 10％以下にし、若年層の最低 40％は学位もしくは卒業証書を獲
得できるようにしなければならない 

⑤貧困のリスクに曝されている人口を 2,000万人減らさなければならない 
 
                                                 
注1 2007年 3月に EUが設定した目標で、2020年までに以下の 3点を達成することを目指す。(1)温室効果ガ
スの排出量を 1990年のレベルから 20％削減する、(2)EUのエネルギー消費のうち 20％を再生可能エネル
ギー由来エネルギーにする、(3)エネルギー効率の向上により、一次エネルギー消費量を、向上策を講じな
い 場 合 の レ ベ ル か ら 20 ％ 削 減 す る 。（ 参 照 ： The EU climate and energy package 
（http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm）） 

2020年までの三つのシナリオ 

 
 
 
欧州は当初の成
長シナリオへ完
全に復帰するだ
けでなく、さらな
る成長を遂げる。
 
 
 
 
欧州は永続的な
富の損失を被り、
落ち込んだベー
スから成長し始
める。 
 
 
 
 
 
欧州は富と将来
の成長可能性の
永続的損失を被
る。 
 
 
 

シナリオ 1：持続可能な回復 

生産レベル 

シナリオ 2：緩慢な回復 

シナリオ 3：失われた 10年 

危機以前の成長シナリオ 

(平行)
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 これらの目標を達成するために、欧州委員会は、一連の最重要なイニシアティブから成

る欧州 2020 アジェンダを提案する。これらのイニシアティブの実施は加盟国共通の優先
事項であり、あらゆるレベル（EU レベルの機関、加盟国、地方および地域の政府）での
行動が求められることになろう。 
①イノベーション連合 
主要な課題に対する研究開発およびイノベーション政策に再び焦点を当てるとともに、

科学と市場との間のギャップを埋めてイノベーションを製品化につなげる。一例をあ

げれば、共同体特許（Community Patent）により、企業は毎年 2億 8,900万ユーロ
節約することが可能になる。 

②若者の自由な移動 
学生や若手専門家の流動性を促進することにより、欧州の高等教育システムの質を向

上させ国際的魅力を高める。具体的な行動として、すべての加盟国の欠員情報には欧

州全域からアクセスできなければならない。また、専門的な資格や経験は適切に評価

されなければならない。 
③欧州にとってのデジタル課題 
超高速インターネットを基礎としたデジタル単一市場（Digital Single Market）から、
持続可能な経済的、社会的恩恵を受けられるようにする。すべての欧州人が 2013 年
までに高速インターネットにアクセスできなければならない。 
④資源効率的な欧州 
資源効率的かつ低炭素経済への移行を支援する。欧州は、エネルギー生産、効率およ

び消費の点で、2020年の目標を堅持しなければならない。これにより、2020年まで
に 600億ユーロ相当の石油・ガスの輸入削減がもたらされるとみられる。 
⑤環境に優しい成長のための産業政策 
危機後の世界で EUの産業基盤が競争力を持つよう支援し、企業家精神を養い、新た
な技術・技能（skills）を開発する。これにより、数百万の雇用が創出されると考えら
れる。 

⑥新たな技能と雇用のためのアジェンダ 
ベビーブーマー世代の引退を踏まえた上で、雇用水準の引き上げや我々の社会モデル
注2の持続可能性の確保を視野に入れて労働市場近代化のための条件を整備する。 

⑦貧困対策のための欧州プラットフォーム 
貧困層や社会的に疎外された人々を支援し、彼らが社会の中で積極的な役割を担える

ようにすることにより経済的、社会的、領土的結束を確保する。 
 
 欧州 2020 は、リーダーシップと責任説明を新たなレベルに到達させるという野心を掲
げている。欧州委員会は、各国首脳や政府を招いてこの新戦略を認識し、春期欧州理事会 

                                                 
注2 2000年のリスボン戦略では，欧州社会モデルの基礎として持続的経済成長，完全雇用と社会的結束の強化
が挙げられている。（参照：中野聡、「欧州社会モデルの現在と未来」、豊橋創造大学紀要第 10号 、2006
年（http://www2.sozo.ac.jp/pdf/kiyou2006/02nakano.pdf）） 
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 出典：” EUROPE 2020--Timeline”  (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/annex3.pdf) 

欧州 2020：工程表
 
 

2010 
 
 
欧州委員会 
欧州 2020戦略の提示          3/3    

 
欧州理事会 
全体的なアプローチおよび 
EUの重要目標の承認          3/25～26  

 
欧州理事会 
・欧州 2020戦略の承認および 

  国別目標の妥当性確認         6月 
・統合ガイドラインの承認             

 
欧州理事会 
選別されたテーマ別課題の検討       10月  

 
加盟国 
安定化/収斂プログラムおよび 
国別改革プログラムの提出            

                           
 
                                                       中期 

2011   2013  2015   2017   2019 
欧州委員会 
 年次進捗報告書 
 ・安定化/収斂プログラムに 
関する意見 
・国別勧告のための提案            

 
欧州議会 
 決議の充分な討議と採択                2月 
 
欧州理事会 
・進捗状況の評価 
・国別勧告の承認            3月 

  
加盟国 
安定化/収斂プログラムおよび 
国別改革プログラムの提出           

 
2012    2014   2016    2018   2020

 
 
進捗の監視に特別な焦点を 
絞った同上の手続きおよび 
欧州委員会による政策警告                   
 
 

改革の実施 

改革の実施 
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で承認するよう求めている。欧州議会の役割も強化されるであろう。 
 
確実に約束が現場（各国）で効果的な行動に移されるようにするため、統治方法が強化

される予定である。欧州委員会は、進捗を監視する意向である。欧州 2020 および安定・
成長協定（Stability and Growth Pact: SGP）の下で報告と評価を同時に実施することに
より（ただし個々の戦略手段は残す）、一貫性を向上させる。こうすることで、二つの戦略

が類似の改革目的を追求しつつも、これらを別々の手段として残すことができるのである。 
 
詳細は、ウェブサイト注3から参照できる。 

 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Europe 2020: Commission proposes new economic strategy in Europe 

（ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 
 

 

                                                 
注3 Europe 2020: a new economic strategy（http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm ） 


