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第 1節政治経済の概観

1 プラザ合意と円高不況

景気の二面性 昭和60年度は、世界経済のフレームを構成していたドル高、

高金利、高い原油価格という 3つの条件に大きな変化が生じた年である。そし

て、そうした条件の水準調整の結果として、わが国の景気拡大の足取りが緩慢

になり、いわゆる「景気の二面性」が明らかになっていった。

まず、昭和60年度に入ってからのわが国経済は、国内需要が将実に増加し非

製造業の改善は本格化したが、輸出が横這いとなり鉱工業生産の伸びも同じく

横這いとなるなど製造業が足踏み状態となった。これが年度の前半までの兆候

であり、その後は、輸出が弱含みに転じ製造業の業況が悪化する一方、非製造

業の業況は着実な改善を続けた。このように、「景気の二面性」とは、横這い

で推移していた輸出が弱含みとなる一方、消費をはじめとする家計部門の需嬰

を中心に国内需要が増加を続けるという経済パフォーマンスを指していた。さ

らに、 60(1985)年9月の「プラザ合意」後における急速な円高進行と原油価

格の下落によって、輸出型産業を中心にデフレ効果による減益傾向が現れるよ

うになった。また、その一方で、原材料価格の低下に敏感な産業や内需型産業

の業況は良好となり、「景気の二面性」がより鮮明となっていった1)0

プラザ合意 第 2章では、昭和58年11月のレーガン大統領の訪日がきっかけ

となって、わが国の金融・資本市場の自由化が本格化していった経緯について

述べた。それは、金融0)国際化の進展と歩調を合わせるようにして、わが国の

財政金融政策運営に対する海外からの圧力が強まっていくプロセスでもあった。

また、そうした海外圧力による具体的な要求が明らかにされる場がサミットと

G5（先進国蔵相・中央銀行総裁会議）であった。昭和50年代以降になると、

わが国の経済力の相対的な拡大に即して、他の欧米先進諸国からの政策要求が
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強まっていった。

そうした背景のもとで、昭和60(1985)年5月のボン・サミットは、アメリ

力には財政赤字の削減を、また、ヨーロッパ諸国には失業対策を、そして、わ

が国には市場開放と規制緩和などを求める共同宣言を採択した。このサミット

合意を受けて、 60年9月22日にニューヨーク（プラザ・ホテル）で開催された

G5では、為替市場の安定を図るための協調介入と、関係各国が不況対策とし

ての内需拡大努力を行うことなどを盛り込んだ共同声明（「プラザ合意」）が発

表されるに至った。なお、この共同声明では、貿易不均衡の解消策として、ド

ルに対すろ非ドル主要通貨の割安是正が必要との判断が明確に示された。以後

は、これに基づいて各国が協調介入などに務め、大幅なドル高是正がなされた

のである。

円高不況への取組み 国際的に経済運営の方針転換を余儀なくさせた「プラ

ザ合意Jは、わが国にも同様の影響を与えることとなり、昭和61年度の日本経

済は「円高不況」と呼ばれる経済停滞となった尻

図序ー11にみられるとおり、昭和61年に入ってからの円ドル相場は、アメリ

カ経済が予想されたほど好調ではなかったことや原油価格の低下などから円高

に動き、 2月には200円の大台を突破して180円台となった。さらに、月ごとに

円高に向かい、 7月には150円台となった。その後は、漸くアメリカの経済指

標に明るさがみえ始めた10月を境に、円ドル相場は円安に転じ、年内は

160~165円の水準で終えた。

この間、短期間の急激な円高進行によって、わが国では円高デフレ懸念が強

まり、輸出産業を中心に深刻な影響が現れるようになった。政府は、昭和61年

2月に「特定中小企業者事業転換対策臨時措置法」を施行して円高対策に乗り

出した。また、 4月の総合経済対策、 5月の「当面の経済対策」、 9月の総合

経済対策、 62年 5月の緊急経済対策と累次の対策を決定した。さらに、不況対

策としての61年度補正予算 (11月11日成立）に続いて、 62年度は、遅延した本

予算成立から 2カ月後に内需拡大を目標とする大型補正予算を組み (7月24日
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成立）、従来の財政再建のための緊縮方針から転換した政策運営を開始した。

一方、金融面では、公定歩合を61年1月から62年2月にかけて 5度にわたって

引き下げるなど、一連の緩和措置が講じられた。これらの政策努力もあって、

公共投資と住宅投資を中心に景気は61年11月を境に回復へと向かい、 62年度以

降の本格的な景気拡大が実現したのだった。

売上税導入問題と政局 国際経済関係が緊迫するなかで、第 2次中曽根康弘

内閣（昭和58年12月発足）は、財政再建の要請と内需拡大のための歳出増大圧

力とに同時に対応していくこととなった。自民党を中心とする政局は、昭和60

年中は、防衛費の GNP比 1％枠を巡っての国会審講の紛糾や、いわゆるニュ

ーリーダー（竹下登蔵相、安倍晋太郎外相、宮澤喜ー自民党総務会長）の台頭

があり、 61年中には、臨時国会の異例の冒頭解散、第38回衆議院総選挙•第14

回参議院選挙の同日実施 (7月6日）などがあった。総選挙の結果は、衆議院

で自民党が空前の勝利を納め、野党の社会党はそれまでの最低議席となった。

さらに、中曽根自民党総裁の任期が延長され、宮澤新蔵相のもとで、竹下蔵相

時代に引き続き財政再建への道筋が固められていった。この間の国会内におけ

る大きな動きは、政府が62年 2月に、売上税法案と所得税等改正法案（所得

税・法人税減税、マル優制度廃止）を提出したことであった。

一方、野党側は、社会党など 4党で国会内共闘組織である売上税等粉砕闘争

協議会を結成し、自民党の売上税導入等への動きに反対する姿勢を強めていっ

た。このように、自民党安定多数という力関係のなかで、与野党間の争点は売

上税導入問題に絞られることとなった。

対外不均衡の是正 政府は、前記のような為替調整のほかにも、市場アクセ

スの改善と輸入の促進、内需の拡大、経済構造調整などで可能な限りの施策を

実施し、対外不均衡の是正に務めた。

1980年代前半のサミットでは、貿易不均衡の是正に成果を挙げ得なかったわ

が国の対外経済対策に厳しい評価が下され、わが国に対する諸外国の市場開放
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の要望は強まっていた。このような状況下で、昭和59年11月に設置された対外

経済問題関係閣僚会議と民間有識者で構成された対外経済問題諮問委員会によ

って、当面の対応策の検討が進められた。さらに、閣僚会議の要請を受けた諮

問委員会は、 60年4月、わが国経済の一層の国際化推進に関する中期的課題を

報告書（大来レポート）として取り纏めた。この報告書が掲げた中期的な政策

提言は、市場アクセスの一層の改善、内需中心の持続的成長、投資・産業協力

の拡大、新ラウンドの推進、開発途上国への対応、摩擦回避の努力の 6項目で

あった。これを受けて政府は、当面の措凪と政策プログラムを作成し、対外経

済問題への中期的対応を図ることとした。

まず、市場開放・政府調達・対日投資など市場アクセスの改善と輸入の促進

については、昭和60年 7月に「市場アクセス改善のためのアクション・プログ

ラムの骨格」が策定され、以後3年間の実施計画が示された。また、 62年5月

には緊急経済対策が決定され、 10億ドル規模の政府調達による追加的な外国製

品輸入等の施策が盛り込まれた。次に、内需拡大については、 60年10月、 12月

に住宅投資・都市開発の促進、公共的事業分野への民間活力の導入をはじめと

する「内需拡大に関する対策」が決定された。さらに、 61年4月の総合経済対

策、 5月の「当面の経済対策」、 9月の総合経済対策、翌62年 5月の緊急経済

対策といった対策が相次いで決定された3)。特に62年5月の緊急経済対策は、

公共投資等の追加と減税を合わせて 6兆円を上回る規模となった。他方、金融

面では、 61年1月以降、公定歩合が 5回にわたって引き下げられ、 62年2月に

はそれまでで最低の2.5％水準となるなど急速な緩和措置がとられた。

一方、国際協調路線の着実な推進が政府に求められるなかで、経済構造調整

については、昭和61年 4月に「国際協調のための経済構造調整研究会報告書

（前川レポート）」が発表され、市場アクセスの一層の改善と規制緩和の徹底的

推進が緊急の課題である旨の提言がなされた。政府はこれを参考にして、 5月

に「経済構造調整推進要綱」を作成、 8月には中曽根首相を本部長とする経済

構造調整推進本部を設置した。こうした動きはさらに加速され、 62年 5月に経

済審議会が提出した経済構造調整特別部会最終報告「構造調整の指針（新前川
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レポート）」には、積極財政への転換・都市圏での土地供給策・消費サービス

分野での規制緩和・輸入拡大・労働時間短縮といった構造調整の具体的な指針

が示され、同月のうちに、公共事業の追加と減税を柱とする緊急経済対策が決

定された。

なお、「プラザ合意」後における経常収支不均衡（黒字）の状況をみると、

昭和60年度の550億ドルから、 61年度には Jカーブ効果による輸出の急増もあ

って941億ドルという巨額に上った。しかし、対外不均衡の是正策などわが国

の政策努力もあって、 62年度の黒字幅は845億ドルに縮小し、以後縮小傾向が

継続し、平成 2年度には337億ドルと「プラザ合意」前の水準に復したのだっ

た。

〔注〕

1) 経済企画庁『経済白書』昭和61年版3~4ページを参照。

2) 「円高不況」を鉱工業生産指数の推移としてみた場合、昭和60年の第 2四半期

をピークに弱含みに転じ、 62年の第 2四半期までの約 2年間にわたる停滞が続

いていたことが確認できる。このように生産の停滞が 2年以上に及んだ例とし

ては、第 1次オイル・ショック後の不況期、第 2次オイル・ショック後の不況

期があるが、それ以外では 1年程度で回復しており、「円高不況」の底深さをみ

ることができる。

3) 昭和61年 7月6日の衆参同日選挙を前に、円高問題への対応が政治課題とな

り、自民党圧勝の選挙後は、円高対策が内需拡大策とリンクする形で論じられ

るようになった。

2 景気回復と「バブル経済」の生成から崩壊まで

円高のなかでの景気回復 昭和62年の円ドル相場は、年初から円高基調で推

移し、景気回復の本格化を図ろうとするわが国にとっては、引き続き強い逆風

となった。なお、こうしたドルの続落は、ヨーロッパ経済にも悪影響を及ぼし、

アメリカでも金利の上昇などが問題となった。このため、昭和62(1987)年 2

月の「ルーブル合意」では、世界経済の持続的な成長にとってさらなるドル安
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は逆効果であるとの判断のもとに、政策協調と為替市場での協力という点で、

先進諸国間の意見が一致した。この「ルーブル合意」以降、円ドル相場はおお

むね140~150円台で安定的に推移したのだった。ところが、こうしたなか、 10

月19日にはいわゆる「ブラック・マンデー」が発生し、株式市場が不安定とな

ったのである。ニューヨーク市場ではダウ平均株価が508ドルの記録的下落

（下落率22.6%）となり、翌20日の東京市場でも過去最大の3836円安（同14.9

％）を記録した。円ドル相場も、年末にかけて円高が加速する様相を示した。

円高・ドル安傾向はその後、昭和63年夏以降落ち着きをみせていたが、アメ

リカ大統領選挙後の63年11月11日に再びドルが下落し、 11月17日には東京為替

市場において 1ドル＝121円52銭の急激な円高となった。しかし、わが国経済

は、内需を中心としながら総じて順調な景気拡大過程をたどり、前項でも述べ

たように、対外不均衡も緩やかに縮小させていったのである。

「バプル経済」の生成と崩壊 わが国経済は、昭和61年11月を景気のボトム

として、その後平成 2年末頃まで約 4年半にわたる長期の拡大を続けた。こう

した景気拡大の特徴は、堅調な個人消費と企業の設備投資拡大に支えられた国

内需要の持続的な拡大、さらには、企業等による土地投資や土地神話を背景と

した金融機関の融資拡大による金融膨張などであった。また、そうした特徴が

生じるに至った国内外の背景と経緯については、以下のとおり概観することが

できる。

「プラザ合意」後の急激な円高と景気の後退に対して、政府は財政金融両面

にわたる景気刺激策を実施したが、その効果が昭和61年末頃から内需を中心と

する回復となって現れ始めた。その後は、公共投資と住宅投資が景気回復を牽

引し、これに設備投資と個人消費が加わって、内需中心の力強い自律的景気回

復が生み出された。経済企画庁の月例報告が、景気拡大は43カ月目に入り「岩

戸景気」を抜いたと報じたのが、平成 2年6月のことであった。そして、こう

した景気拡大の過程で、地価や株式の資産価値の上昇を前提とした投機的取引

が無制限に拡大し尺これに金融機関の積極的な融資姿勢が加わって、投機が
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投機を生むという状況が現出した。個人においては、高額品や耐久消費財の購

入が増加し、一部に過剰な消費がみられ、企業においては、資産価値の急騰を

背景に投機的取引が活発化し、不要不急の投資の増大、過剰な設備の積上げな

どがみられた。

しかし、「平成景気」と呼ばれた景気拡大も、平成 2年末頃から拡大テンポ

が鈍化し、翌年には景気調整の局面となった。さらに、このような「バブル経

済」の崩壊や円高等の影響から、わが国経済は一転して厳しい状況に直面する

こととなったのである2)。従来の長期不況は 2度のオイル・ショック、「プラ

ザ合意」といった対外的な要因によってもたらされたものであったが、 1990年

代の長期不況は、地価や株価の反落などの国内要因によって先導されたもので

あった。

「バプル経済」下の土地対策 昭和58年頃に東京都心部の商業地で始まった

地価上昇は、 61年、 62年と急速に上昇率を高め、東京圏では商業地から住宅地

へ、また、地域別では東京圏から大阪・名古屋圏へと地価高騰が波及して行っ

た。

政府は、昭和61年の 1月、 3月、 4月と公定歩合を連続的に引き下げて金融

面からの内需拡大を図ったが、同時に、こうした土地価格の急激な上昇に警戒

感を抱くようになっていた。大蔵省は、 61年4月、金融機関に対し不動産業・

建設業向け土地関連融資実績の報告を義務づける通達を行った。さらに、 12月

には、金融機関に投機的な土地取得などに関わる融資の自粛を求めた。しかし、

こうした道徳的説得の効果はそれほどみられず、 62年夏には、千葉・埼玉・神

奈川をはじめ地方の中核都市にまで地価の高騰が波及していったのである。総

合的な土地対策がいよいよ緊急の課題となるなか、政府は、 62年6月に「国土

利用計画法」を改正して、地価変動の監視区域制度を導入し、土地取引の正常

化を図った。また、 62年10月には、臨時行政改革推進審議会（新行革審）が

「当面の地価等土地対策に関する答申」を中曽根首相に提出した。この答申で

は、監視区域制度の強化、金融機関や不動産業者への指導の強化、居住用財産
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の買換特例制度の見直しなどの税制改正、土地供給のための大規模開発プロジ

ェクトの推進等について提言された。さらに、同じ月には、新行革審に設けら

れた土地対策検討委員会（土地臨調）の答申を受けて、「緊急土地対策要綱」

が閣議決定されている。この要綱では例えば、異常な地価高騰による税負担の

急増に対処するため、固定資産税の評価換えに伴う負担調整措置などが提言さ

れる一方、地価高騰の波及を抑制する見地から、居住用財産の買換特例制度の

一層の見直しなどが要請された。

なお、地価上昇は、東京圏の商業地で昭和63年に年間変動率のピーク（約60

％上昇）となったのちに鎮静化に向かったが、大阪圏などでは平成 2年に入っ

ても高騰を続けた。このため、大蔵省は地価高騰防止等のため、不動産向けの

貸出の「総量規制」の実施を各金融機関に通達した。これは、田中角栄の日本

列島改造計画以来、 17年ぶりのことであった。その後は、こうした金融引締め

政策の浸透などから、地価は下落へと向かったのだった。

金融業界の自己資本比率規制 昭和63(1988)年 7月には、国際決済銀行

(BIS)の銀行規制監督委員会による「自己資本比率規制の国際統一に関する

合意」が総裁会議で了承され、公表された。

金融業務が急速に国際化するなかで、年々増大するリスクヘの対応策の 1つ

として、米英では早い時期から自己資本比率規制が実施されていた。さらに、

BIS内部において自己資本比率規制の国際基準作りが準備中であったところ、

昭和62(1987)年 1月には、同規制の統一について米英の共同提案が発表され

た。わが国では既に、 61年 5月の経営諸比率指導の見直しで規制を強化してい

たが、米英の共同提案以降は大蔵省が各国との交渉を行い、国内銀行等におけ

る国際業務の維持発展の観点から、 BISを中心とする国際的な枠組みに協力す

る姿勢を示したのだった。こうして、銀行業については、国際活動を展開する

金融機関では 8％以上、国内活動のみを行う機関では従来からの 4％以上の自

己資本比率規制が行われることとなった。一方、 BISの自己資本比率規制は銀

行に対するもので証券会社とは直接の関係はなかったが、「ブラック・マンデ
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ー」ののちは、証券分野にも自己資本比率規制の必要性が改めて認識され、平

成元年 8月からは、証券会社においても試験的に導入されるに至った。こうし

て、各国の金融に強い影響を及ぼした自己資本比率規制は、わが国においても、

その概念が広く社会に浸透することとなったのである。

なお、「プラザ合意」後は金融緩和政策によって釦行貸出の増勢が続いてい

たが、平成元年に金利上昇局面に入ってからは、銀行貸出は前年並み程度の増

加幅に落ち着き、平成 2年夏以降は前年水準を下回るようになった。また、貸

出残高についても、平成 2年夏以降は急速に低下している。これは、利上げ効

果の没透もあったが、銀行が、従来の量的拡大から質を重視した経営に転換し

たこと、貸倒れ等に対するリスク管理を強化したことなどが背景となっていた。

こうした銀行の経営姿勢については、平成 5 (1993)年 3月に BISによる自

己資本比率規制の最終目標達成を控えていたことも影響していた。

財政再建目標の達成と消費税の導入前項で述べたように、「円高不況」へ

の対策として、昭和62年度には本予算の成立後に大型補正予算が組まれ、財政

再建のための緊縮方針から転換した政策運営が開始された。公共投資の拡大な

ど諸施策の拡充は、従来の財政再建の方針とは相反するものであり、「昭和65

年度特例公債依存脱却」の目標は達成困難とも思われた。ところが、内需拡大

の政策に合わせるかのように民間設備投資が増大し始め、経済状況の急速な改

善をみることとなった。その結果、税収が急速に増大し、奇しくも目標年度と

された「昭和65年度」（平成 2年度）に公債依存からの脱却が実現したのであ

る。なお、このような財政百建を目標とする財政運営のなかで、大型間接税の

導入などによる税の直間比率の見直しも計画され、所得税等の減税に合わせて、

消費税として実現をみたのだった。即ち、昭和40年代の後半以降、政府税調な

どでは間接税改正の焦点として一般梢費税の導入が論議されてきたが、 60年代

には、既存税制の仕組みを大幅に変更することなく財政赤字体質から脱却する

ことは困難だとする認識が一層深まり、年金の財源不足など高齢化社会が抱え

る問題への対応策としての強い期待もあって、消費税が導入されたのだった。
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消費税導入前後の政局 「バブル経済」の最中にあって、政局は、引き続き

消費税導入問題などを軸に動くこととなった。例えば、昭和62年度予算の国会

審議においては、原健三郎衆議院議長が売上税を事実上廃案とする調停案を野

党側に提示し、本会議での予算案可決に漕ぎ着けた。また、 62年 7月には、政

府のマル優制度廃止案に野党側が反発し、国会が空転した。そして、 10月には

自民党のニューリーダーのなかから竹下登が新総裁に選出され、 11月には竹下

内閣が発足する。 63年6月の自民党「税制抜本改革大綱」は63年度からの所得

税減税等とその財源としての消費税（税率 3%)の導入を求めたが、そうした

なかで、 7月にはリクルートコスモス社の未公開株式譲渡問題（リクルート事

件）が発生し、国会審議は混乱を繰り返した。しかし、 12月には、消費税導入

を柱とする税制改革関連法案が成立、竹下首相はリクルート事件の責任をとっ

て平成元年 6月に辞職することとなった。

その後の政局については、平成元年 7月の第15回参議院議員選挙で社会党の

躍進と自民党の大敗によって与野党の議席数が逆転し、竹下内閣を引き継いだ

宇野宗佑内閣（平成元年6月発足）も崩壊して、 8月には、新たに海部俊樹内

閣が誕生した。なお、平成 2年2月18日実施の第39回衆議院総選挙では、目民

党が海部首相のもとで安定多数の議席を確保した。国会では、その後、平成元

年 4月 1日に施行された消費税の廃止又は見直しや、平成 2年 8月「湾岸危

機」発生後の日本の対応に関する論戦が行われた。このうち消費税については、

実施状況のフォローアップが継続されるなかで、非課税範囲の拡大・簡易課税

制度拡充等を内容とする「消費税法の一部を改正する法律」が平成 3年 5月15

日に制定され、一応の決着をみたのだった。

湾岸戦争の勃発 安定成長期も終わりとなる平成 2年度のわが国経済は、個

人消費が堅調に推移し、民間設備投資が増勢を続けるなど、内需中心の拡大局

面にあった。また、経常収支は、輸入が製品類を中心に増加したことなどから

黒字幅は縮小傾向にあった。そうしたなかで、平成 2 (1990)年8月2日にイ

ラクがクウェートに侵攻し、いわゆる「湾岸危機」が発生したのだった。さら
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に、翌年の 1月17日には、アメリカを中心とする多国籍軍がイラク攻撃に踏み

切って、いわゆる「湾岸戦争」の勃発となった。結局この戦争は、 2月27日に

クウェートが解放され、同日中にイラクの敗北と「湾岸戦争」の終結が決定し

た。

イラクによるクウェート侵攻は原油価格の高騰を招き、「湾岸戦争」は、息

の長い景気拡大から減速局面に転じていた世界経済の不透明要因となった。ゎ

が国への影響については、原油価格の値上がりがあり、多国籍軍に対する政府

としての多額の資金援助があったが、物価面に限ってみると、昭和48年の第 1

次オイル・ショック、 54年の第 2次オイル・ショックに比べれば「湾岸危機」

が与えた影響は小さく、むしろインフレが回避されたことが指摘でぎる。これ

は、原油価格の上昇幅が過去 2回のオイル・ショックに比べて小さかったこと、

また、わが国経済もこの時期には減速の兆しがみられ物価水準が落ち着いてい

たことなどによるものであった。政府はこの時、湾岸危機対策本部を中心にエ

ネルギー・経済両面の対策を講じており、企業や国民が冷静に対応したことも

あって、過去のオイル・ショック時にみられたような経済社会の混乱には至ら

なかったのである。

〔注〕

1) 地価公示価格（商婆地）の年間変動率でみると、後逓のとおり、東京圏では

昭和61年の12.5％から急激に高まり、 63年には61.1％のピークとなったほか、

大阪圏では平成 2年の46.3％まで裔騰が続いた。一方、東京証券取引所平均株

価は、平成元年12月29日に 3万8915円の史上最高値を記録した。

2) 平成 2年12月28日の東京証券取引所平均株価は 2万3848円、平成元年末比で

約 4割の値下がりとなり、バブルの崩壊を印象づけることとなった。




