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11月を景気の谷として景気回復過程に入り、1991

1980年代後半、日本経済は急速な円高を経験し

年2月まで51ヶ月間にも及ぶバブル景気を経験し

た。具体的には、1985年の年初の円ドルレートは

た。しかし、当時は急速な円高が進み、少なくと

1ドル252円50銭であったが、1988年の年初には1

も1986年当時は、日本経済は円高不況に苦しんで

ドル121円となった。2倍以上の円高である。この

いた。なぜ、円高不況の後に51ヶ月にも及ぶ景気

ような急速な円高の端緒が1985年9月のプラザ合

拡大期に、それも資産価格の高騰を招くようなバ

意であることは論を俟たないであろう。しかし、

ブル景気となったのか。バブル景気の要因を取り

プラザ合意が、どの程度の「円高」を意図してい

上げた先行研究には多々あるが、最近の研究であ

たのか、四半世紀以上経過した今となっては、多

＊1）
では、1986年初めの「原
る岡田・浜田（2009）

くの人にとって明確ではないと思われる。

油価格の急落」に答えを求めている。

また、プラザ合意以降の急速な円高により日本

本稿では、まず、財務総合政策研究所が編纂し

経済は円高不況を経験することになるが、1986年

ている『昭和財政史』＊2）をもとにプラザ合意の背
景やプラザ合意とその後の急速な円高との関係に

図表１ 円ドルレートの推移（1980〜2010年）

ついて整理する。次に、急速な円高直後のバブル
景気の要因として、岡田・浜田（2009）が答えと
する「原油価格の急落」について、GDP統計の計
数を用いて定量的に検証する。

１. プラザ合意の背景とその後
の円高
⑴ プラザ合意の背景
まず、
『昭和財政史』をもとにプラザ合意の背景
（出所）日経NEEDs Financial Quest

について簡潔にまとめる＊3）。

＊1）岡田靖・浜田宏一(2009)「実質為替レートと失われた10年」『季刊政策分析』第4巻第1・2合併号、政策分析
ネットワーク
＊2）財務総合政策研究所財政史室編（2004）『昭和財政史―昭和49〜63年度 第7巻 国際金融・対外関係事項
関税行政』 東洋経済新報社（本文や脚注では『昭和財政史』として表記）
＊3）『昭和財政史』第3章「円高の進展と国際経済協調−昭和59〜63年度」pp.299-473
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1970年代後半から1980年代初頭にかけて世界

当初、アメリカ側は「為替市場不介入の立場」＊7）

経済は、第2次オイルショックの影響により、経

であったが、
「日本の金融・資本市場の開放に関

済成長の停滞とインフレーションに悩まされてい

して、
（中略）次々と要望が出されていた」＊8）。ま

た。しかし、1980年代に入ると、次第にインフレ

た、1984年に設置された日米円・ドル委員会では、

ーションが収束し、停滞していた設備投資も回復

米国から日本の金融・資本市場の自由化と円の国

し始めた。特に資本財輸出国の日本においては、

＊9）
が要望と
際化とに関して「数多くの追加措置」

「1980年代初めまで赤字を示していた経常収支は、

して出された。1984年5月に公表された日米円・ドル

レーガノミックスの下でのドル高・円安に支えら

委員会報告書は「各国でかなりの反響を呼び」＊10）、ア

＊4）
れ」
、1981年に対GDP比で0.4%の黒字に転化す

メリカの報道等では「日本の金融市場の開放、円

ると、1985年には同3.8％へと年々黒字幅は拡大

「当
の国際化の進展という点では満足できる」＊11）、

していった。

＊12）
といった評価もあった。
初の予想を上回った」

一方、1980年代のアメリカは財政赤字と経常収

日米間で合意された措置は段階的に実施に移さ

支赤字という双子の赤字を抱え、経常収支は1982

れたが、その間もドル高は進行し、アメリカの貿

年に▲0.2％の赤字に転化すると、1985年には▲

易赤字は拡大した。そのためアメリカ国内では保

2.8%に拡大した。そのため、アメリカの産業界で

護主義圧力が高まり、また対米ドルで自国通貨減

は「日米貿易不均衡の原因となっている円ドルレ

価が進む他のG7諸国においてドル高是正を求める

ート問題（円安・ドル高問題）は、日本の金融・資

声が出る中、1985年1月に開催されたG5後、ヨー

本市場の閉鎖性に起因しており、日本は自国の金

ロッパ諸国及びアメリカは2ヶ月間で総額100億ド

融・資本市場を自由化し、円を国際化することに

ルに達する市場介入を行った。この時は、日本は

よって、円ドルレート問題の改善に努めるべき」

介入を見送ったが「アメリカの保護主義の台頭に

との主張もあった。

対応し、円安の進行を是正すべきであるという動

＊5）

「実際に、日米間で円ドル問題が最初に公式の

「レート調整を図るべき
きが始まって」＊13）おり、

話題となったのは、昭和58年9月28日の安倍外相

であるという主張が、大蔵省内部や産業界など日

＝シュルツ米国務長官会談において」 であった。

＊14）
。
本国内からもようやく登場するようになった」

＊6）

そうした中、為替レートの改善を通じた貿易収支
図表2 主要国の経常収支（対GDP比）の推移（1980〜
1990年）

インバランス是正について日米間で協議が行わ
れ、アメリカによるイギリス、ドイツ、フランス
それぞれとの会談を経て、プラザ合意の声明文が
作成されていった。

（出所）International Monetary Fund, “World Economic Outlook
Database”

＊4）『昭和財政史』p.395
＊5）『昭和財政史』p.328
＊6）『昭和財政史』p.328
＊7）『昭和財政史』p.350
＊8）『昭和財政史』p.329
＊9）『昭和財政史』p.332
＊10）『昭和財政史』p.342
＊11）『昭和財政史』p.342
＊12）『昭和財政史』p.342
＊13）『昭和財政史』p.351
＊14）『昭和財政史』p.352
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⑵ プラザ合意とその後の協調介入

市場への十分なアクセスを提供し、また円の国際

1985年9月22日、米国ニューヨーク市のプラザ

化と国内資本市場の自由化を行うことを意図した

ホテルで行われたG5は、合意文書を公表した。以

政策を引き続きとる。
」とした上で、具体的な事

下は、結論の抜粋である

。

＊15）

項として、①国内市場開放の行動計画、②規制緩
和の実施による民間活力の活用、③円レートに配
慮した金融政策の実施、④円レートのファンダメ

結論
17. 大蔵大臣及び中央銀行総裁は、最近の
経済発展及び政策変化が、付属声明に記述さ

ンタルズへの適合、⑤財政政策の適切な展開、⑥
内需刺激の努力、の6点を公表した＊16）。

れた特定の政策意図と結合する場合に、継続

プラザ合意で記述されているように、
「為替レ

的かつよりバランスのとれた低インフレ成長

ートが対外インバランスを調整する上で役割を果

の基礎となることに合意した。彼らは、これ

たすべき」とされ、具体的には、ドルに対し円や

までに生じた大きくかつ増大する対外インバ

西ドイツマルクなどの他の通貨が上昇することが

ランスを是正するための改善の重要性に合意

望ましいとされた。

した。これに関連し、彼らは、一層の市場開

ここで、プラザ合意では、どの程度の為替レー

放措置が保護主義に抵抗する上で重要である

トの調整が必要と考えられていたのであろうか。

ことに留意した。

『昭和財政史』によると、
「近い将来に10〜12%の

18. 大蔵大臣及び総裁は、為替レートが対

＊17）
という案がアメリカ側より提示
ドル下方修正」

外インバランスを調整する上で役割を果たす

され、当時の竹下大蔵大臣も「10%以上の円切上

べきであることに合意した。このために、為

＊18）
として、積極的に支持したとし
げも辞さない」

替レートは基本的経済条件をこれまで以上に

ている。1985年9月は、プラザ合意の前日まで概

よりよく反映しなければならない。彼らは、

ね1ドル240円前後で推移していた。そして、プラ

合意された政策行動が、ファンダメンタルズ

ザ合意の前日（21日）の東京市場銀行間直物中心

を一層改善するよう実施され強化されるべき

値が241円70銭であったことを踏まえれば、対ド

であり、ファンダメンタルズの現状及び見通

ルで210円から215円程度の為替レートが想定さ

しの変化を考慮すると、主要非ドル通貨の対

れていたと考えられる。

ドル・レートのある程度の一層の秩序ある上

プラザ合意から10月まで、各国通貨当局が協調

昇が望ましいと信じている。彼らは、そうす

介入を行う中で、為替相場は、ドル安方向に推移

ることが有用であるときには、これを促進す

した。
『昭和財政史』によると、
「G5各国が取り決

るようより密接に協力する用意がある。

めていた協調介入の期限は10月の終わりまで」＊19）

（本文中、下線部は著者）

であり、実際、11月以降の協調介入は、日米によ
る協調介入が行われた11月7日のみとなる。そし

また、合意文書では、
「日本政府は、
（中略）持

て、概ねプラザ合意におけるドルの下方修正は「2

続的インフレなき成長を確保し、外国製品の国内

ヶ月で達成された」＊20）としている。なお、プラザ

＊15）合意文書全体は財務総合政策研究所財政史室編（2003）
『昭和財政史 昭和49〜63年度 第11巻 資料（4）
国際金融・対外関係事項 関税行政』pp.116-120に掲載されている。
＊16）具体的な事項の要約である①から⑥までは、『昭和財政史』p.361を引用した。
＊17）『昭和財政史』p.359
＊18）『昭和財政史』p.359
＊19）『昭和財政史』p.363
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合意後の介入総額は「102億ドルで、内訳は米国

因として日本が主役となるのは、第二の波、日本

32億ドル、日本30億ドル、ドイツとフランスと英

銀行の役割が要因となる時である。そこで、
『昭

国を合わせて20億ドル、そして他のG10参加国20

和財政史』に基づき、プラザ合意と金融政策の関

億ドル」

係について整理をする。

となる。

＊21）

以上がプラザ合意とそれに伴う為替レートの調
整を巡る各国通貨当局による協調介入についての

⑶ プラザ合意と金融政策

話である。しかし、実際には、さらに為替レート

まず、プラザ合意そのものと金融政策の関係につい

は円高方向に進み、1986年7月末には円ドルレー

て明らかにする。プラザ合意では、日本が取組む事項

トは154円15銭となる。プラザ合意からわずか9

の中で、金融政策は、以下のように記述されている。

ヶ月強で50％強の円高を記録した。

「３．円レートに適切な注意を払いつつ、金融政

Ito(1992)

では、プラザ合意から1986年7月

＊22）

策を弾力的に運用」

までの間の急速な円高の動きを、5つの波として

この記述のみでは、金融政策として具体的に取

捉え、ニュースと東京・ロンドン・ニューヨーク

組むべき事項はわからない。
『昭和財政史』によ

各市場での円ドルレートの動きから、円高の要因

ると、G5では「金融政策についての討議は本質的

を分析している。まず、第一の波はプラザ合意直

＊23）
としている。また、
『昭和
に行われなかった」

後 の1週 間（1985年9月23日 か ら30日 ） で あ る。

財政史』では、
「実は『金利の引下げ』と書きた

この第一の波の間、
為替レートの変動の大部分（円

かったが、
金融当局の自主性に対する配慮から『弾

高の85％）がニューヨーク市場で起こっているこ

＊24）
と、当時の
力的運営』という表現にとどめた」

とから、米国政府の政策の変更（国際協調路線へ

大場財務官の口述を紹介している。

の転換）が市場参加者の予想を変化させた最も大

日本経済は、プラザ合意の時点では既に景気後

きな要因だとしている。次に第二の波を1985年10

退局面であった。また、プラザ合意では、日本政

月25日 か ら11月7日 ま で の2週 間 と し て お り、

府が取組むべき事項の冒頭に「日本政府は、
（中略）

Ito(1992)は、日本銀行の役割に注目している。第

持続的インフレなき成長を確保し」としている。

三の波は、1986年1月24日から2月19日までの3週

これらを踏まえれば、大場財務官の口述にあるよ

間としており、この間の原油価格の急落が円高に

うに、金融政策には、
「金利の引き下げ」という

大きく寄与したとしている。第四の波は、4月16

緩和策が求められていたのかもしれない。

日から5月12日までの間であり、米国の金融政策

しかし、実際には、
『昭和財政史』が指摘して

が最も重要なニュースであるとしている。最後に

い る よ う に、1985年「10月24日、 日 本 銀 行 は、

第五の波は6月3日から7月31日までの間であり、

突如短期市場金利の高め誘導に踏み切った。
（中

第三の波と同様に原油価格の下落が最も影響を及

略）この高め誘導により、長期市場金利は急反発、

ぼしたとしている。

円相場も再び円高に転じて、11月には200円台に

以上のようなIto(1992)の分析の中で、円高の要

＊25）
。これが、Ito(1992)が指摘する
まで上昇した」

＊20）『昭和財政史』p.363
＊21）『昭和財政史』p.363
＊ 22）Ito, Takatoshi(1992) ʻChapter 11 International Finance,ʼ ”The Japanese Economy,” The MIT
Press,
＊23）『昭和財政史』p.360
＊24）『昭和財政史』p.360
＊25）『昭和財政史』p.362
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円高の第二の波となる。

通貨当局による為替介入が為替レートに与える
影響が限定的と言われるのは、通例、金融政策が

これは、図表３の日次データを用いたグラフで

為替介入とは独立に行われているからである。仮

確認することができる。コールレートは、プラザ

に、通貨当局が自国通貨の買い介入を行った場合

合意直前の9月20日の水準は6.3%であったが、プ

には、国内のマネーの減少を通して金利に対し上

ラザ合意以降、多少上下があったものの6.5%近辺

昇圧力が生じる。ここで金融政策当局が一定の金

で推移してきた。これが、1985年10月24日以降、

利の維持を図ろうとした場合には、介入を打ち消

コ ー ル レ ー ト は 急 速 に 上 昇 し、10月28日 に は

すようにマネーを供給し、金利上昇の圧力を相殺

7.4%、12月3日には8.1%を記録した。その後もコ

しようとする。これにより、自国通貨安の方向に

ールレートは高めに誘導され、12月平均は8.2%と

作用し、通貨介入の効果を相殺する。このような

なっている。一方、為替レートは、10月24日の段

為替介入は不胎化介入と呼ばれる。

階で1ドル216円70銭であったものが、コールレ

これに対し、自国通貨買いの為替介入に対し、

ートの高め誘導に従い、円高方向で推移した。具

金融政策が金利の上昇圧力を放置する、もしくは、

体的には、円ドルレートは、11月の月中平均は

積極的に引き締めを行えば、自国通貨高は確かな

203円72銭、12月の月中平均は202円82銭となっ

ものとなる。浜田(1996)も、
「為替介入が不胎化せ

ている。

ずに行われるときには、(中略)一国の貨幣制度の
変更を意味する」と指摘している＊26）。

図表3 金利と為替レート(円･ドル）の推移

（出所）日経NEEDs Financial Quest

＊26）浜田宏一(1996)『国際金融』岩波書店、p.165

62 ファイナンス

2011.10

シリーズ 日本経済を考える⑮

プラザ合意の文脈で、以上を整理して書くと以

れた」ものであった。海外では，
「為替相場

下のようになるであろう。1985年9月のG5では、

水準是正のために金融を引締めの方向に誘導

為替レートの調整を通じて対外インバランスの調

するのは，当時すでに鈍化していた日本経済

整を図ろうとした。一方、金融政策については、

の状況からして不適当との議論が強かった。

特段の議論をしなかった。つまり、協調介入に対

ドル高の抑制にはもっぱら介入で対処し，マ

し、不胎化しないことを金融政策には求めなかっ

クロ政策は景気刺激の方向へ，というのが連

た。しかし、日本では、10月後半からコールレー

銀を含む当時の米国側の考え方であった」
。

トの高め誘導という金融引締めが行われた。当時

このため，11月13日のパリG5代理会合の際，

の景気状況、物価動向、さらには為替レートの動

大場財務官は「日本は一体何を考えているの

向等を踏まえて考えると、金融政策当局は、景気

か」と質問攻めに遭い，11月上旬のOECD/

後退の中で、もしくは、インフレ率が低下してい

WP3，EPCの場でも，太田日銀国際関係副担

る中で、円高を指向して金融引き締めを行ったこ

当理事は，
「なぜ突然金利を上げたのか」と

とになる。これは、
10月24日の日本銀行総裁の記者

批判的な質問を浴びせられたという。

会見の報道においても確認することができる

。

＊27）

『昭和財政史』では、10月24日以降の日本銀行の

この他にも当時の通貨当局の首脳へのインタビ

短期市場金利の高め誘導は、
「円高への動きを確

ュー等、綿密な取材に基づき書かれた船橋（1992）

としている。

定する役割を果たした」

＊28）

においても、当時の米国連邦準備制度理事会のボ

残される論点としては、10月24日の短期金融市

ルカー議長が、日本銀行による短期金融市場の引

場の引き締めという金融政策が、日本銀行の単独

き締めに「びっくり仰天」したという話を紹介し

の判断による政策か、それとも各国の理解の上で

ている＊31）。

行われた国際協調的な政策かという点である。

以上を踏まえると、Ito(1992)が指摘する円高の

Ito(1992)では、
「日本の政策当局は、おそらく海

第二波である10月24日から11月7日までの円高

外の政策当局との相談の上で、円高は不十分であ

は、プラザ合意の延長、もしくは各国の理解に基

ると判断し、また、ドルが以前の水準にじりじり

づくものではなく、日本の金融政策による円高と

と戻ることを恐れた。それゆえに、日本銀行は10

言っても過言ではないであろう。

月24日、木曜日に大きな政策変更をアナウンスし
『昭和財政史』は、
た」としている＊29）。しかし、
以下のように記述している

。

＊30）

2. 急速な円高とバブル景気
日本経済はプラザ合意以降の急速な円高によ
り、
円高不況に直面していた。例えば、
吉川（1992）

しかし，この高目誘導は，大蔵省への事前

の分析では、急速な円高の進行により、名目輸出

連絡がなかったばかりか，日銀内部でも「充

額が約8兆円減少したことを円高不況の元凶とし

分に議論をつくして実施されたものではな

ている＊32）。しかし、日本経済は、1986年11月を

く」
，
「関係国に対し特別の連絡もなしに行わ

景気の谷として景気回復過程に入り、1991年2月

＊27）1985年10月25日付 日本経済新聞朝刊3面「短期金利高め誘導日銀総裁が表明、介入継続も強調――長期
債の投機色には警告。」
＊28）『昭和財政史』p.363
＊29）Ito(1992) pp.345-346
＊30）『昭和財政史』p.363
＊31）船橋洋一（1992）『通貨烈烈』、朝日新聞社・朝日文庫 （オリジナルは、1988年朝日新聞社）p.68
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まで51ヶ月間にも及ぶバブル景気を経験した。

のバブル景気という「パズル」への回答としてい

ここで、バブル景気の要因の分析については多く

る＊34）。この原油価格の急落が日本経済に与えた

の先行研究がある。例えば、翁・白川・白塚（2000）

影響については、GDP統計を用いることにより定

では、次のようなものが要因として取り上げられ

量的な評価が可能である。そこで、以下、
「原油

ることが多いとしている

価格の急落」の効果の数量的な把握を試みる。

。

＊33）

・金融機関行動の積極化

まず、図表４で原油価格の推移を確認する。第

・金融自由化の進展

二次石油危機の後、1バレル30ドル前後で推移し

・金融機関のリスク管理の遅れ

た原油価格は、1986年に入り急速に下落した。ド

・自己資本比率規制の導入

バイ原油で、1985年の年平均が1バレル26.5ドル

・長期にわたる金融緩和

に対し、1986年7月の月中平均は1バレル8.5ドル

・地価上昇を加速する税制・規制バイアス

となる。1985年に比して32%の水準である。その

・国民の自信、ユーフォリア（陶酔）

後、やや値を戻したものの、湾岸危機まで原油価

・東京への経済機能一極集中、
「国際金融センター」

格は１バレル10ドル台の推移となった。

化

日本は、原油をほぼすべて輸入している資源輸

しかし、上記で示されている要因については、

入国である。したがって、原油価格の急落は、
「産

ミクロ的なものが多く、また、定量的な評価が難

＊35）
であり、
油国から日本への大規模な所得移転」

しいものが多い。

産油国による大規模な減税があったとも言えよ

一方、最近の研究である岡田・浜田（2009）で

う。経済学の言葉を借りて表現をすれば、原油価

は、1986年初めの原油価格の急落が円高不況直後

格の急落は輸出価格を輸入価格で割って算出する

図表4 ドバイ原油価格の推移

図表5 交易条件の推移

（注） 輸出価格、輸入価格にはそれぞれGDPデフレーターを用いた。
（出所）内閣府

（出所）Bloomberg

＊32）吉川洋（1992）
『日本経済とマクロ経済学』
、東洋経済新報社 p.278。8兆円は1986年名目GDP比2.3%
となる。
＊33）要因として掲げている8項目は、翁邦雄・白川方明・白塚重典（2000）
「資産価格バブルと金融政策：1980
年代後半の日本の経験とその教訓」、『金融研究』第19巻第4号、日本銀行金融研究所 p.277より抜粋した。
＊34）岡田・浜田（2009）pp.15-16
＊35）岡田・浜田（2009）p.16
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交易条件を大きく改善させ、日本経済全体にプラ
スの効果をもたらしたことになる（図表５を参

3. 終わりに
本稿では、まず、プラザ合意とその後の急速な
円高について、
『昭和財政史』をもとに整理をした。

照）
。
この交易条件の改善がどの程度、日本経済にプ
ラスの影響をもたらしたのかは、GDP統計の交易
という項目を見ることにより確認するこ

その中で、プラザ合意そのものが目指した為替調
整以上の円高であったことを明らかにした。次に、

＊36）

急速な円高による円高不況直後のバブル景気の要

とができる。

因として、岡田・浜田（2009）が指摘する「原油

利得

図表６は当時の実質GDPと交易利得の推移であ

価格の急落」の効果が、87年5月の緊急経済対策

る。交易利得が経済に対し、どの程度効果を持っ

と同規模であり、それが86年から89年まで継続し

たかについては、基準となる時点からの交易利得

たことを示した。

の変化を見る必要がある。ここでは、原油価格が

1980年代後半の日本経済を考える上で、
「プラ

急落する前の1985年を基準として、1986年から

ザ合意」
、
「急速な円高」と「バブル景気」は大き

1989年 ま で の 交 易 利 得 の 変 化 を 計 算 す る と、

な鍵になると思われる。本稿で示した点は、大き

1985年と各年の交易利得の差は対GDP比で1.7%

な鍵のわずか一部であり、引き続き調査研究に取

前後となる。つまり、85年を基準として、86年か

り組んでいきたいと考えている。

ら89年までGDP比1.7%程度の交易利得の改善が
継続したことになる。

本稿内の意見にわたる部分は筆者の個人的見解

実際に行われた経済対策と比較してみると、円
高不況を受けて策定された1987年5月29日の緊急

であり、財務省あるいは財務総合政策研究所の公
式見解を示すものではない。

経済対策が減税も含めて6兆円規模（対GDP比
1.7%規模）となり、86年から89年までの交易利
得の改善と同規模となる。つまり、緊急経済対策
と同程度の「産油国による大規模減税」が86年か
ら89年まで継続したことになる。

図表6 実質GDPと交易利得の推移

実質 GDP

交易利得

（単位：兆円）

1985 年からの
交易利得
交易利得
（対 GDP 比） （対 GDP 比）
の変化

1985

350.6

-3.4

-1.0%

1986

360.5

2.5

0.7%

1.7%

1987

375.3

2.5

0.7%

1.6%

1988

402.2

3.2

0.8%

1.8%

1989

423.8

3.2

0.7%

1.7%

1990

447.4

1.5

0.3%

1.3%
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＊36）
「交易条件」及び「交易利得」については詳しくは、
内閣府『平成20年度 年次経済財政報告』第1章 第3節「原
油・原材料価格の高騰と日本の物価・賃金」（pp.55-66）を参照のこと。
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