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第 1節政治経済の概観

1 景気後退と財政再建目標の変更

第 2次オイル・ショックからの脱却以後 昭和55年度は、わが国経済が第 2

次オイル・ショックから脱却した年であった。第 1章で述べた各種の政策運営

によって、それまでの物価高や経常収支の悪化はほぼ克服されるに至った。特

に物価については、表 1-1-1にみられるように、卸売物価が55年 5月頃を境

に急速に鎮静化していった。これは、円高や海外の原料・燃料価格の高騰が一

服したことなどが要因であった。消費者物価についても、秋以降は騰勢が鈍化

した。しかし、最気面においては、春頃から原油価格の上昇によってもたらさ

れたデフレ効果が現れ始め、景気回復のテンポを鈍らせた！）。これが、いわゆ

る「景気の翁り」と呼ばれた現象である。このため、政府は、 9月に 8項目の

総合経済対策を決定し、インフレ抑制に重点を置いた政策を変更し、物価の安

定と同時に景気の維持・拡大を図る方向で政策運営を行うこととした。また、

財政面では、従来の抑制的な執行方針を解除し、公共事業の契約目標を大幅に

増額した。さらに、金融面においても緩和政策に転じ、日銀は 8月と11月に公

定歩合を引き下げた。同時に、預金準備率の引下げと窓口規制の緩和が図られ

るなど、量的緩和も実施された。その後、物価の安定は確実なものとなり、貿

易収支の改善によって経常収支の黒字傾向が維持され、春以降の「最気の臀

り」も年度の後半には薄らいでいった。

その後の景気動向は、依然回復テンポに力強さがみられず、内需の回復は緩

やかに推移した。また、景気に業種別、地域別、規模別の跛行性がみられるよ

うにもなった。このため、政府は、景気の着実な回復に資するための政策運営

に着手した。昭和56年 3月には「当面の経済情勢と経済運営について」が決定

され、公共事業等の執行促進、中小企業対策の円滑な推進等が図られた。また、

57年10月には総合経済対策として公共投資等の追加などが決定され、 58年 4月
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には「今後の経済対策について」で公共事業等の前倒し執行が、また、 10月に

は総合経済対策として公共投資等の拡大と減税の実施などが決定された。他方、

金融面では、 55年以降、公定歩合の累次の引下げ (55年8月、 11月、 56年3月、

12月、 58年10月）など、一連の緩和措置が講じられた。さらに、 58年 4月の

「今後の経済対策について」においては、金融政策の機動的連営を図るととも

に、設備投資資金などへの資金供給の円滑化に配慮する方針が決定された。こ

れらによって、 58年春には、 55年春以来約 3年間におよぶ長期の景気後退期を

脱し、その後は緩やかな回復軌道をたどることとなったのである。

一方、この間の政治情勢には、たびたび不安定な局面がみられた。昭和55年

5月16日の衆議院本会議において、社会党提出の大平正芳内閣不信任案が全野

党の賛成、自民党非主流派の多数欠席によって可決成立した。自民党内は党の

綱紀粛正問題と内部抗争で混乱していた。衆議院は 5月19日に解散、大平首相

が選挙期間中の 6 月 12 日に死去し、 6 月 22 日実施の第36同衆議院総選挙•第12

回参議院選挙（初の同日選挙）は党首の急死で結束した自民党が圧勝し、鈴木

善幸内閣が発足するところとなった。その後、与野党の対立は、 56年度予算の

国会審議でも熾烈を極めた。野党側の減税要求を認められないとした自民党は、

56年3月5日の衆議院予算委員会において野党欠席のまま単独で予算案を採決

し、可決させたのである。本予算が単独政党によって強行採決されたのは27年

度予算以来の29年ぶりとなった。これによって、予算審議における与野党の全

面対決姿勢が浮き彫りとなった。結局、福田一衆議院議長の仲裁裁定、参議院

での与野党合意 (55年度の剰余金をすべて所得税減税に充てるという合意）に

よって、ようやく 4月2日に予算成立となった。

行財政改革への取組み このような政治の混乱のなかで、昭和56年3月16日、

臨時行政調査会（第 2次臨調）が発足した2）。同調査会は、行政改革の中長期

構想を樹立するための臨時的な検討立案機構であり、会長には土光敏夫経団連

名誉会長が就任した。鈴木首相は、適正かつ合理的な行政のあり方と国・地方

を通ずる行政制度及び行政運営の基本的改革案の作成を求めるとともに、財政
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再建の見地から行財政の建直しを図るため、歳出の削減、政府機構の簡素化、

行政の減量化に重点を置いた改革案を作成するよう要請した。臨時行政調査会

の第 1次答申は56年 7月10日に決定され、鈴木首相に提出された。そこでは、

緊急に取り組むべき改革方策として、「支出削減等と財政再建の推進」と「行

政の合理化、効率化の推進」の 2つが掲げられた。さらに、前者のうち財政改

革の当面の方針として、「増税なき財政再建の推進」「行政の見直しによる支出

の合理化等」「税負担の公平確保」が確認された。このほか、「行政の合理化、

効率化の推進」についても具体的な見直しの方法が提案された。

昭和57年度予算の編成においては、ゼロ・シーリングが予算に量的な規制を

かけ、臨時行政調査会の第 1次答申が質的な規制をかけることとなった。さら

に、臨時行政調査会は、 57年7月30日に第 3次答申（基本答申）を鈴木首相に

提出した。そこにおいて示された行政改革の理念と基本的方策とを受けて、 9

月24日には「今後における行政改革の具体化方策について」（行政改革大綱）

が閣議決定された。そして、この年の10月には鈴木首相は退陣を表明し、 11月

27日に発足した中曽根康弘内閣のもとで、行財政改革へ向けての検討が継続さ

れることとなった。

臨時行政調査会はその後、昭和58年 3月14日に第 5次答申（最終答申）を発

表し、翌日解散した。最終答申は、行政改革と財政改革の関係について、「増

税なき財政再建」を行政改革を推進するための梃子として位置づけ、財政再建

の目標としては、一般会計歳出の伸び率の名目経済成長率以下への抑制、その

ためのより厳しいシーリング設定、特例公債依存からの速やかな脱却、中長期

的な経済見通し・経済運営方針•財政再建方策の明示を求めた。また、行政の

あり方についても、活力ある福祉社会、国際的視野、行政の自己革新、民間の

自主性重視、公正・明朗な行政執行等の原則を掲げ、行財政の守備範囲の見直

しという課題に応える数々の提言を行った。これを受けて政府は、 5月24日に

「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について（新行

政改革大綱）」を閣議決定した。さらに、 7月 1日には、行政改革を監視・推

進するための臨時行政改革推進審議会（行革審）が新たに設置されたのである。



I4° 

なお、中曽根内閣は昭和58年11月28日、このような施策を掲げて衆議院の解

散に踏み切り、 12月18日には第37回衆議院総選挙が行われた。その結果、依然

として与野党伯仲の状態ではあったが、新自由クラブとの連携により、内閣と

しては既定の政策を進める政治的基盤を得ることとなった。

財政再建目標の変更 一方、財政再建へ向けての足取りをみると、昭和54年

度予算において公債依存度が40％近くに達したことへの危機感から、 55年度予

算ではサマー・レビューやフレーム試算という新たな編成手法が導入された。

しかし、第 2次オイル・ショックの影響は税収面で不安要因として残り、その

後の財政運営は引き続き安定さを欠くものとなった。

昭和55年度以降の政策は、国際協力のためのガット東京ラウンドの実現、開

発途上国援助の強化等の課題を持ちつつ、特例公債依存からの脱却を基本方針

とする財政運営が基本に据えられた。そのために、増税等による国民負担の増

大も避けられず、福祉の充実をはじめとする重要施策の促進抑制も甘受しなけ

ればならない環境となった。一方、こうした政策の方針転換は政治的な摩擦を

大きくし、政策実施を困難なものにした。例えば、税務当局が不可欠の方向と

判断していた大型間接税の採用は、財政再建のための一般消費税は認めないと

する国会決議 (54年12月21日）によって、長期にわたりその実現が抑えられた。

また、このため、各年度の予算編成が困難の度合を強めることにもなった。 56

年度予算は「財政再建元年度予算」として位置づけられ、可能な限りの増税に

よって特例公債の圧縮を図るべく編成されたが、税収不振の条件のもとで58年

度には特例公債依存の体質に戻らざるを得ない状況となった。このため、「新

経済社会 7カ年計画」に示された「昭和59年度特例公債脱却目標」に沿った財

政政策は、方針転換を迫られることとなったのである。このように、財政再建

への道筋が険しくなっていくなかで、政府は、行財政整理による徹底した歳出

抑制に活路を見出そうとした。即ち、臨時行政調査会が掲げた「増税なき財政

再建Jが政府の基本路線となり、財政再建の焦点は、各種の制度の徹底した見

直しによる歳出の節減合理化へと絞られていった。さらに、 58年8月に策定さ
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れた新たな長期経済計画「1980年代経済社会の展望と指針」においては、そう

した歳出抑制を財政方針に加えた「昭和65年度特例公債依存脱却」の目標が決

定され、この条件のもとで、財政赤字と経常収支黒字という 2つの大きな不均

衡を是正する努力が払われることとなった。

なお、第 2次オイル・ショックの影響が国内における経済財政運営を困難な

ものにしたにもかかわらず、国際収支等の対外条件はかえって好転し、そのこ

とがアメリカとの関係を中心に、わが国に国際協力を求める外圧、即ち国際経

済摩擦を強めていく結果ともなった。これは、第 1次オイル・ショック後の状

況にも通じるものであった。

（注）

1) 原油価格の上昇に伴う国際収支の不均衡は、産油国側に国際流動性と購買力

が移転していることを意味し、石油輸入国、特にエネルギー輸入割合が高いわ

が国は、デフレ的な影響を受けることとなった。

2) 第 1次臨調については、昭和37年 2月以降会合がもたれたが、第 2次臨調の

ように答申が政策に反映されることはあまりなかった。

2 国際経済摩擦下の政策運営

国際経済摩擦の発生 第 2次オイル・ショック後はアメリカとの関係を中心

に国際経済摩擦が拡大していったことを述べたが、昭和56年以降に顕在化した

欧米先進諸国の対日貿易収支不均衡は、貿易摩擦として急速に問題化していっ

た。このため、政府は、 56年12月の対外経済政策、 57年 5月の市場開放対策、

58年 1月の「当面の対外経済対策の推進について」、 10月の総合経済対策とい

った経済対策を次々と打ち出していった。その後、アメリカを中心とする世界

経済の回復と、以上のような政策努力によって、わが国の暴気は58年 2月をボ

トムとして回復に転じた。しかし、その回復はあくまで外需依存の回復であり、

貿易収支と経常収支は引き続き大幅な黒字を計上することとなった。そして、

こうした著しい対外不均衡の存在が、日本に対する外圧を一層強める結果とな
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ったのである。

なお、欧米先進諸国は、対日貿易不均衡拡大の要因がわが国の市場の閉鎖性

にあるとし、わが国に関税率の引下げ、残存輸入制限の撤廃・緩和、輸入検査

手続きの改善など広範多岐にわたろ要求を行ってきた。このような状況を踏ま

え、昭和56年12月には上記の対外経済政策が決定され、関税率の引下げ、輸入

制限の緩和などを内容とする市場開放対策が実施に移されるとともに、輸入検

査手続きの関係では、輸入促進の観点から国際基準に準拠した国内検査・審査

手続き等の改正が行われるなど、関税政策面の見直しも大幅に促進された。

金融市場と資本市場の自由化促進 ところで、この時期には、経済面での政

策運営の大きな部分が対外経済摩擦解消のために動員されることとなった。例

えば、昭和58年11月のレーガン大統領の訪日がきっかけとなり、わが国の金

融・資本市場の自由化が本格化した。レーガン大統領の訪日時に日米間で表面

化した意見対立は、ドル高・円安の原因を巡って、日本側はアメリカの高金利

が要因だとし、アメリカ側は日本の金融資本市場の閉鎖性に根本原因があると

した。このため、この問題の解決を図るために両国で「日米共同円ドルレート、

金融・資本市場問題特別会合（日米円ドル委員会）」を発足させることとなっ

た。日米円ドル委員会については、本章の第 3節及び第 4節で詳しく遼べられ

ているが、結果的にみれば、わが国としては、この委員会での検証作業や議論

を通じながら、日本の金融市場と資本市場の自由化のタイム・スケジュールを

設定しており、それによって自由化に弾みがついたことは否定できない。実際

に、 59年 5月30日の「日米円ドル委員会作業部会報告書」の公表と前後して、

日本の大蔵省は、為替先物取引の実需原則撤廃・居住者によるユーロ円債の発

行解禁 (4月）、円転換規制の撤廃 (6月）、円建外債発行の全面解放 (7月）

と、金融自由化措置を次々に打ち出していった。

このように、金融の自由化・国際化は昭和59年度に重要な進展を示し、内外

資本交流面での自由化も促進されたのである。例えば、国内金融市場では、円

転換規制の撤廃によってユーロ円債を経由した資金調達が活発に行われるよう
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になった。また、本邦資本の対外投資は、内外金利差拡大に加え円建対外貸付

の自由化などによって活発な動きを示した。

国際経済摩擦の強まり 昭和50年代の末期は、わが国の対外不均衡による国

際経済摩擦が再び高まる様相となった。即ち、この頃には、そうした摩擦の深

化と広がりが明らかとなり、対象は通信衛星や金融サービスなど様々な分野へ、

また、地域は欧米のみならずASEAN諸国にも拡大した。

これまで述べてきたように、わが国と他の欧米先進諸国の間に生じた経済摩

擦は、世界的に根強かった保護主義の動きとわが国の貿易収支の黒字拡大とを

主因とするものだったが、特に日本の対米貿易黒字は、通関ベースで昭和55年

度の75億ドルから59年度には338億ドルヘと大幅に拡大していたのである。こ

うした状況については、アメリカの急速な景気拡大に伴う日米間の景気局面の

相違、為替レートが競争力を反映した水準に比ベドル高で推移したことなどが

理由に挙げられる。このうちドル高に関しては、当時のアメリカにおいて財政

赤字拡大の懸念から実質金利が上昇し、資本流入が続いたことも要因となって

いた。しかし、次章で述べるとおり、世界経済の基本的なフレームを形成して

いたドル高、高金利、高い原油価格という条件は、やがて水準調整の時代を迎

えることになるのである。

第 2節財政政策

1 財政再建策の方針転換

サマー・レビューとフレーム試算 昭和54年11月9日に成立した第 2次大平

正芳内閣の蔵相には、金子一平の後を受けた竹下登が就任し、大平首相ととも

に財政再建の目標である「昭和59年度特例公債依存脱却」へ向けての新たな第

一歩を踏み出すこととなった。一方、大蔵省は、 54年度当初予算の公債依存度

が39.6％とかつてない高率となったことなどから、 5月という早い段階で、 55




