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グリーンリカバリー 
～欧州の時代を予感する新たな動き～ 
 

世界では新型コロナウイルスからの経済復興で、「グリーンリカバリー」がキーワードとなっている。欧州はこの

キーワードのもとで、グリーン移行・デジタル移行も含む総額1兆8,500億ユーロ（218兆円）の復興予算を計上

した。日本は第一次・第二次補正予算60兆円を計上したが、将来投資に係る項目は少ない。ここでは、欧州の

グリーンリカバリーの動きがグリーンマニュファクチャリングを加速させる可能性を分析し、それが日本に与える

影響を検討する。 

 

1. グリーンリカバリーの背景 

グリーンリカバリーの観念 
新型コロナウイルスからの経済復興において、特にキーワードとなっているのが、「グリーンリカバリー」である。これ

は一般に経済復興において、単に元に戻すのではなく、気候変動や生物多様性の観点から社会を改善するという

視点で投資を行うというものである。 
2020年はある意味で次の10年（2030年）に向けたマイルストンの年であり、パリ協定においては排出削減目標

の見直し案の提出の初年度であり、生物多様性条約締約国会議では2010年に採択された「新戦略計画・愛知目

標」の次の枠組みを議論するタイミングであった。このような背景において、「グリーンリカバリー」という観念が欧州

で生まれた。 
なお、グリーンリカバリーと似た観念として、「より良い復興（Build Back Better）」がある。最近では、次期米大統

領であるバイデンが掲げる経済政策として知られているが、実は日本で生まれた言葉である。2015年に第3回国

連防災世界会議（仙台）で採択された「仙台防災枠組」において、復興において環境やアクセシビリティに配慮し、

持続可能なコミュニティ再生を目指す復興の観念として「より良い復興」という定義された。その意味ではグリーンリ

カバリーは、「グリーンを前面に出したより良い復興」であるといえる。 
 

欧州グリーンディール 
「グリーンリカバリー」に先立ち、欧州では2050年のカーボンニュートラルを目指す「欧州グリーンディール」政策

が打ち出されていた。 
欧州グリーンディールは2019年12月に欧州の行政機関である欧州委員会の委員長に就任したフォン・デア・ラ

イエン（ドイツ）の看板政策であり、取り組み分野として、気候変動、クリーンエネルギー供給、循環型経済への移

行、エネルギー効率化、汚染ゼロ、生物多様性、環境にやさしい食品システム、スマートモビリティが挙げられてい

る（図1）。 
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特に気候変動に関しては、2050年の気候中立（ネット・

ゼロ・エミッション）の達成が打ち出されており、2030年の

GHG削減目標（1990年比）を現行の40％から50～55％
引き上げること、世界初の「Climate Law」（気候法）の立

案がうたわれている（気候法の案は3月4日に欧州委員会

から発表された。欧州連合メンバー国の2050年の気候中

立達成の義務化や継続的な見直しなどが提案されてい

る）。 
このようななかで起きたのが、新型コロナウイルスのパン

デミックである。 
 
 

グリーンリカバリーに至る経緯 
新型コロナウイルスが猛威を振るう中、EUの首脳は3月26日にビデオ会議を開催し、復興計画の核に「グリーン

移行」と「デジタル移行」を据えることを決定した。 
その直後の3月31日に、再エネ・省エネ、交通電動化等に係る欧州の31の業界団体は「グリーンリカバリーで欧

州復興を（#EUGreenRecovery to restart Europe）」という共同声明を発表し、復興策は欧州グリーンディールに

基づくこと、そして欧州のエネルギー転換を止めないことを主張した。 
このような民間からの動きも受け、4月9日には欧州連合加盟17か国*の環境担当大臣が連名で、「欧州グリー

ンディールを復興の核にすべき」との共同声明を行った。 
* オーストリア、デンマーク、フィンランド、イタリア、ラトビア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、フラン

ス、ドイツ、ギリシャ、スロバキア、アイルランド、スロベニア、マルタ 

さらに4月14日には、欧州議会の環境委員会議長カンファン（フランス）の呼びかけで、「グリーン・リカバリー・ア

ライアンス」が発足した。このアライアンスには、環境大臣12人、欧州議会議員79人、欧州企業CEO 37人、業界

団体代表28人、NGO代表7人、シンクタンク代表6人が参加している。 
このような3月末から4月半ばの一連の動きで、「グリーンリカバリー」が欧州における復興のキーワードになった。 
 

2. グリーンリカバリーの内容 

欧州連合のグリーンリカバリーの内容 
「グリーンリカバリー」が復興のキーワードとなり、欧州連合は5月27日に正式に復興策「欧州のモーメント：次の世

代への修復と準備（Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation）」を発表した。これは、

新規復興措置「次世代のEU」（7,500億ユーロ）と、長期EU予算（2021～2027年、約1兆1000億ユーロ）から成

る、合計1兆8,500億ユーロの経済復興パッケージである（表1）。なお「次世代のEU」の7,500億ユーロのうち、

5,000億ユーロは返済不要な補助金で、残り2,500億ユーロは融資である。 
ここで、いわゆる「グリーン移行・デジタル移行」を明示的に挙げている項目は「柱1」における1-1「復興・回復ファ

シリティ」と1-3「公正移行基金の強化」である。その総額は総予算の8割にあたる6000億ユーロで、確かにグリーン

リカバリーが復興のキーワードになっていることが分かる（3-3に示す944億ユーロは、すでに決まっている欧州連合

研究開発実証予算の再配分である）。 
なお欧州連合では、すでに4500億円の緊急対策費が4月9日に決定している。こちらは国・企業に対する信用

貸付と融資になっており、表中の「柱2」はその追加政策となる。 
 

図1 欧州グリーンディールの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
出所：日本貿易振興機構「欧州グリーン・ディールの概要と循環

型プラスチック戦略にかかわるEUおよび加盟国のルール
形成と企業の取り組み動向」 

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/a4731e6fb00a9859/20190051_01.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/a4731e6fb00a9859/20190051_01.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/a4731e6fb00a9859/20190051_01.pdf
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表1 欧州グリーンリカバリー「次世代のEU」の内容 

出所：European Commission「Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation」 

 
ドイツのグリーンリカバリーの内容 
ドイツは、欧州連合のグリーンリカバリーの誕生に大きな役割を演じた。本来的に財政規律を重んじる国である

が、今回はフランスと連携して「5000億ユーロ復興基金」を創設するなど、欧州経済の立て直しを図った。 
そのドイツは6月3日に、グリーンリカバリーとは銘打っていないものの、連立政権を組むキリスト教民主・社会同盟

（CDU/CSU）と社会民主党（SPD）が約1,300億ユーロの経済刺激策に合意している。この刺激策は、経済回復

を図る「経済危機対策パッケージ」とドイツ経済を長期的に強化する「未来パッケージ」から構成されている。「未来

パッケージ」では、低炭素モビリティとデジタル化に500億ユーロが配分される。 
なおドイツ自動車産業連合会は、この刺激策はディーゼル・ガソリン車購入を支援していないと批判しているが、

その事実こそが、この刺激策が従来的な支援とは一線を画し、グリーンリカバリーを目指していることを示している。 
 

表2 ドイツ「未来パッケージ」の内容 

出所：CDU/CSU SPD, Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 

柱1：加盟国の投資・改革支援 

1-1 グリーン移行・デジタル移行等の経済再生「復興・回復ファシリティ」（5,600億ユーロ） 
1-2 失業率等の社会対策「REACT-Eイニシアチブ」の強化（550億ユーロ） 
1-3 加盟国気候中立への移行加速「公正移行基金」の強化（最大400億ユーロ） 
1-4 農村開発向け欧州農業基金の強化（150億ユーロ） 

柱2：民間投資奨励によるEU経済再始動 

2-1 支払い能力支援措置による欧州企業の緊急支援とりクリーン・デジタル化支援（310億ユーロ） 
2-2 欧州旗艦投資プログラム「InvestEU」の強化（153億ユーロ） 

柱3：危機から得られた教訓への対処 

3-1 今後の衛生危機対応のための新規保健プログラム「EU4Health」（94億ユーロ） 
3-2 EU市民保護メカニズムrescEUの増強（20億ユーロ） 
3-3 Horizon Europeにおける医療、レジリエンス、グリーン移行・デジタル移行の研究への配分（944億ユーロ*） 

* これは「次世代のEU」計上の7,500億ユーロとは別枠 
3-4 人道分野などのグローバル・パートナー支援（165億ユーロ） 

 モビリティ支援 
・ 電動車の購入促進 
・ インフラ整備などの気候変動対策の技術への投資促進 
・ 電動車の車両税減税期間の延長 
・ モビリティインフラ拡充 
・ 水素技術支援 
・ ドイツ鉄道への支援 
・ 地域の公共交通機関への支援 

 デジタル化支援 
・ 人工知能（AI）の国際的なエコシステムの構築 
・ 量子コンピュータ導入 
・ ネットワーク制御システムの開発 
・ 第5世代移動通信システム（5G）のドイツ全土での敷設の加速 
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3. グリーンリカバリーの影響 

「グリーンリカバリー」の定着 
今回のグリーンリカバリーでは、まずその要望が欧州産業の業界団体から共同声明として発案されており、これ

に各国政府（環境大臣）が動いたという流れになっている。つまり、業界団体としては、この機会に復興予算をでき

るだけ自分たちのビジネスに呼び込もうとしており、また各国政府も欧州連合の復興予算を当てにしていたという側

面がある。 
欧州連合も、12月に看板政策「欧州グリーンディール」を掲げた直後にパンデミックが発生し、政策が進められ

ていなかったところであった。そこに「グリーンリカバリー」という看板政策と親和性のあるキーワードが持ち上がった

ため、これに飛びついたということもある。以上のようなことが複合的に作用し、欧州で「グリーンリカバリー」という復

興策が、ある意味で「偶然的」に成立したと考えられる。 
このような背景があるとしても、「グリーンリカバリー」の流れはすでに定着したと考えられる。欧州連合もグリーンリ

カバリーが第二の看板政策となり、世界的にもPR力が増している。また、グリーンリカバリーのための資金は欧州連

合が市場から調達するため、その調達力を増すためにも「グリーンリカバリー=未来志向の政策」という看板は今後

も大いに宣伝されよう。 
 

グリーンリカバリーによるグリーンマニュファクチャリングの加速 
欧州（ドイツ）のエネルギー関係者が明かすところでは、欧州連合とドイツのグリーンリカバリーの目玉は、AI、

5G、デジタル技術、そしてCO2削減策としてのインダストリー4.0と水素エネルギーであるとのことである。 
AI、5G、デジタル技術は米国、日本、中国と切磋琢磨している分野であり、この機会にさらに研究開発と社会実

装にテコ入れを行うものと考えられる。 
インダストリー4.0はドイツ発の製造革新コンセプトで、ITやIoTを駆使して、生産工場やサプライチェーン全体の

効率化を図るものである。ここに「グリーン」がキーワードとして加わり、生産段階でのCO2排出量の大幅削減（CO2
排出量ゼロ）も産業界の共通目標になりつつある。すでに欧州企業はインダストリー4.0コンセプトを活用して生産

CO2の削減に乗り出している。Daimlerは2022年までに全生産施設を気候中立とするとしており、Volkswagenも
最新EVのID Neoは、バッテリーを含むサプライチェーン全体で気候中立（=CO2排出量のネットゼロ）を達成したと

している（主に省エネ、再エネ電力の使用、カーボンオフセットの利用による）。このようなグリーンマニュファクチャリ

ングの流れは、グリーンリカバリーの中で多くのメーカーが正面から捉えるべき共通課題となってきた。 
また欧州連合もドイツも、水素（特に再エネ由来のグリーン水素）をグリーンリカバリーの重要要素に含めている。

ドイツは6月に水素戦略を発表し、また欧州連合も7月に水素戦略を発表した。今後、グリーンリカバリー資金も得

図2 独Salzgitterのグリーンマニュファクチャリング（グリーン水素利用製鉄） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：欧州水素・燃料電池共同実施機構による実証「GrInHy 2.0」 
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て、R&Dや実証、社会実装の取り組みが加速しよう。実際に欧州では、CO2の大量排出産業でグリーン水素の適

用による製造段階でのCO2削減の試みが始まっている。ドイツの鉄鋼メーカーSalzgitterは、風力発電や太陽光

発電の余剰電力を活用してグリーン水素を製造、現状では焼き鈍し工程で、将来は直接還元製鉄工程で使用す

る計画である（図2）。その他にも、石油大手Shellは製油所での脱硫工程やクラッキング工程にグリーン水素を活

用する実証を始めている。 
このような欧州発の「グリーンリカバリー」、「グリーンディール」、「インダストリー4.0」というコンセプトやプロジェクト

が複合し、またこれに「グリーン水素」という要素が加わることで、欧州の「グリーンマニュファクチャリング」も現実味

を帯びてきた。 
これらの「グリーン」コンセプトが日本に押し寄せ、欧州向け製品に対する新たなコスト増（グリーンプレッシャー）と

なることも想定される。現在欧州連合では、2021年から環境対策が十分でない国からの輸入関税を引き上げる

「国境炭素税」も議論されており、また低CO2製品に特別なラベル（グリーン商品ラベル）を付加して消費行動を

促す仕組みも検討されている。現状で、日本は欧州の国境炭素税の対象にはならないとされているが、製品をで

きるだけ低炭素的に製造することへのプレッシャーは強まってくる。「グリーンリカバリー」が加速させるこれらの動き

に今後も注意が必要である。 
 

 
  

 欧州連合のグリーンリカバリーは約7,500億ユーロで、グリーン移行・デジタル移
行が強調されている。またドイツのグリーンリカバリーは約1,300億ユーロで、低
炭素モビリティ、デジタル化に優先配分されている。 

 今後、「グリーンリカバリー」は定着し、欧州連合は「グリーンディール」と「グ
リーンリカバリー」が二枚看板となり、世界にPRしていく。 

 グリーンリカバリーの目玉は、AI、5G、デジタル技術、そしてCO2削減策として
の水素エネルギーと考えられる。 

 「グリーンリカバリー」、「グリーンディール」、「インダストリー4.0」という
コンセプトが複合し、またこれに「グリーン水素」という要素が加わることで、欧
州の「グリーンマニュファクチャリング」展開が加速すると考えられる。これは製
造コスト増という新たなプレッシャーともなると想定される。 
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日本の新型コロナウイルスからの復興の補正予算 

日本の補正予算（全省庁） 
第一次補正予算の概要【25兆6,914億円】 

(1)感染拡大防止策と医療提供体制 
の整備及び治療薬の開発 1兆8,097億円 

(2)雇用の維持と事業の継続 19兆4,905億円 
(3)次の段階としての官民を挙げた 
経済活動の回復 1兆8,482億円 

(4)強靱な経済構造の構築 9,172億円 
(5)今後への備え 1兆5,000億円 

第二次補正予算の概要【31兆9,114億円】 
(1)雇用調整助成金の拡充等 4,519億円 
(2)資金繰り対応の強化 11兆6,390億円 
(3)家賃支援給付金の創設 2兆0,242億円 
(4)医療提供体制等の強化 2兆9,892億円 
(5)その他の支援 4兆7,127億円 
(6)新型コロナウイルス感染症対策予備費 10兆円 

出所：財務省資料をもとにテクノバ作成 

欧州よりも早く新型コロナウイルスの拡大の状

況となった日本は、4月7日に25.6兆円の補正予算

を、5月27日に31.9兆円の第二次補予算（第二号）

を発表した。 

社会的に新型コロナウイルスの直接的な対策

（医療体制構築、感染対策、治療薬の開発）、企業

や雇用支援で早急なアクションが望まれていた時

期であり、その内容も緊急対応の側面が強く出て

いる。 

この予算は全省庁に振り分けられているが、経

済政策・エネルギー政策を管轄する経済産業省分

の予算内訳を以下に示す。 

ここで第一次補正予算に注目すると（第二次補

正予算はほぼ資金繰り対策）、(1)～(3)は経済回

復を目指したもので、将来にむけた投資項目は(4) 

本レポートに関する問い合わせ先：         株式会社テクノバ エネルギー研究部 丸田 
                 E-mail：maruta[a]technova.co.jp  
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日本の補正予算（経済産業省） 
第一次補正予算の概要【8兆3,190億円】 

(1)感染拡大防止策と医療提供体制 
の整備及び治療薬の開発 227億円 

(2)雇用の維持と事業の継続 6兆1,761億円 
(3)次の段階としての官民を挙げた 
経済活動の回復 1兆6819億円 

(4)強靱な経済構造の構築 4,383億円 
4-1 サプライチェーン改⾰ 2,486億円 
4-2 海外展開企業の事業円滑化 888億円 
4-3 リモート化等によるデジタルトラ 

ンスフォーメーションの加速 1,009億円 
第二次補正予算の概要【15兆163億円】 

(1)資金繰り対策 10兆9,405億円 
(2)持続化給付金 1兆9,400億円 
(3)家賃支援給付金 2兆242億円 
(4)中小企業生産性革命推進事業 
による事業再開支援 1,000億円 

(5)中小・小規模事業者向け経営 
相談体制強化事業 94億円 

(6)感染症対策関連物資生産設備 
補助事業 22億円 

出所：経産省資料をもとにテクノバ作成 

のみである。しかしその中身では4-1と4-2は、既存

産業のサプライチェーンの改善が目的であり、新

産業の創出を目指したものではない。4-3にようや

くデジタルトランスフォーメーションがあるが、むし

ろリモートワーク推進など、「直近でやらなければ

ならないこと」、あるいは「日本が遅れていること」

への対応がメインとなっている。 

つまり日本の新型コロナウイルス対策の経済復

興は、「Build Back（復興）」のみであり、「Build 

Back Better（よりよい復興）」にすらなっていないこ

とが分かる。 


