
１．日本経済の動向 
2017年は政治的にはトランプ大統領の就任とその後の政策の揺れによる混乱

が続き、ヨーロッパにおいてはポピュリズム勢力の台頭が顕著になった。幸いな
ことに、先進国の経済はおおむね好調で、中国経済も成長を続けた結果、世界的
な景気は底堅かった。 
そのため、アメリカでは FRB が3回にわたって利上げを実施し、ヨーロッパ

では ECB が金融緩和を縮小した。こうして、欧米の金融政策は平常に回帰する
ことが決定的になった。政策変更は市場では織り込み済みとはいえ、これまで長
期にわたった低金利政策のもとで借り入れを増やしていた国々に債務の拡大を
もたらすことになる。すでにアルゼンチンをはじめ、南米でその影響が出始めて
おり、2018年以降の世界経済にも大きな影響を与えることになろう。他方、ア
メリカでは12月に法人税の大幅引き下げを含む税制改正案が可決され、2018年
1月に成立した。減税は2018年のアメリカ経済にさまざまなプラスの影響を与え、
トランプ政権の高関税政策による輸出の減少や輸入物価の上昇による消費や投
資へのマイナスを相殺することになろう。 
このような動きのなかで、日本経済は名目、実質ともに2015年第一四半期～

2017年第四四半期まで、対前年同期比で12期連続プラス成長となった。図１は
実質経済成長率とその要因を示したものである。2017年のわが国の景気を牽引
したのは、前半は民間消費、後半は民間投資であることがわかる。また、世界経
済の好調さは、わが国の純輸出の増加というかたちであらわれている。純輸出と
は、財・サービス輸出から財・サービスの輸入を控除したものであり、サービス
輸出にはインバウンド消費が含まれる。 

 

『平成30年版観光白書』によれば、2017年の訪日外客数は年間で2,869万人（対
前年比19.3％増）となり、旅行消費額は4兆4,162億円となった。訪日外客数のう
ち86％はアジア諸国からの旅行者であり、これは政府が目標としていた「アジ
ア経済の取り込み」に成功していることを意味する。 
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図１ 日本経済の実質成長率と寄与度（4 半期ベース）

出所）内閣府、SNAデータより筆者作成 
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しかし、物価関連指標は日銀が目標とする水準に届かなかった。たとえば、
2015年第１四半期には3.4％であった GDP デフレータ（国内物価指標のひとつ）
は、2017年の第１、２四半期にはマイナスを記録し、第３、４四半期にようや
く0.1％とプラスに転じた程度である。こうして、他の先進国とは反対に、日銀
の金融緩和政策は長期化している。このことに関しては、財務省が2018年2月に
発表した2017年国際収支速報にヒントがある。 
経常収支は21兆8,742億円の黒字を記録し、2013年に底をついた経常収支の回

復が鮮明になった。ここに貢献しているのは、企業が海外子会社から受け取る配
当や投資収益からなる第１次所得収支の黒字である。また、国境を超えた M&A
案件が目立つ対外直接投資の収益は12兆7,191億円となったが、これは同時に日
本企業の収益が賃金を含めた国内への支出に向けられていないことも示してお
り、物価上昇を抑止する効果をもつと考えられる。そして、わが国のサービス収
支自体は赤字ではあるものの、訪日旅客の増加により、外国人の日本における支
出から邦人の海外における支出を控除した旅行収支は1兆7,626億円と過去最高
を記録した。 

２．交通・物流政策の動向 

（１）自動車交通政策 

高速道路の新規供用に関しては、首都圏では2017年2月26日に首都圏中央連絡
自動車道の境古河 IC～つくば中央 IC 間（図２左参照）が開通し、茨城県内の全
区間が開通することになった。このことにより、都心部を通過せず東名、中央、
関越、東北道など放射方向の高速道路をつなぐ新たなルートが完成し、都心の渋
滞緩和や移動時間の短縮が期待される。圏央道の残された整備予定区間は神奈
川県内の藤沢 IC～釜利谷 JCT 間と千葉県内の大栄 JCT～松尾横芝 IC 間のみと
なり、前者は2020年度の開通が予定されている。首都圏の3つの環状道路のうち、
外環道の東名 JCT 以南を除いた区間は事業化され、2018年6月には同三郷南 IC
～高谷 JCT が開通した。首都高速道路では、2017年3月18日に神奈川7号横浜北
線(8.2km)が開通した。新横浜エリアと横浜港、羽田空港のアクセス向上が期待
される。 

 

中部圏では、10月に東海環状道の一部である養老 JCT～養老 IC 間が開通し
た。同区間は名神高速道路と接続するため、地域間交流の拡大など、ストック効
果の発現が期待されている。近畿圏では、12月10日に新名神高速道路の高槻 JCT
～川西 IC 間26.2km が完成、2018年3月には川西 IC～神戸 JCT 間が開通し、名

図２ 高速道路の新規供用区間

境古河インターチェンジ 新名神高速道路武庫川橋梁 
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神高速道路と中国自動車道の混雑緩和が期待される（図２右参照）。 
道路の供用と同時に速度規制が緩和された。2017年11月に新東名高速道路の

新静岡 IC～森掛川 IC 間、12月に東北自動車道の花巻南 IC～盛岡南 IC 間にお
いて最高速度が現行の時速100キロから110キロに試験的に引き上げられた。最
高速度の引き上げは、高速道路の機能向上をめざし、現実の速度と規制速度の乖
離を縮小する試みであり、名神高速開通以降ではじめてのことである。 
自動車ユーザーに影響のある高速道路の料金体系であるが、2016年の首都圏

に引き続き、図３のとおり近畿圏において料金が変更された。これは、2016年
に社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の基本方針において求めら
れた大都市圏共通の理念である「料金の賢い3原則」を基本とする新しい料金体
系である。基本的に料金は対距離制としながらも、物流への影響や非 ETC 車へ
の負担増を考慮し、阪神高速やネクスコ西日本路線には当面、上限料金が設定さ
れた。また、阪神高速には淀川左岸線延伸と大阪湾岸道路西伸の財源確保という
観点から、関係自治体の提案をふまえ、料金が設定されることが決まった。 

 

具体的には、阪神高速の車種区分が2車種から5車種に、近畿道・阪和道・西名
阪道において4車種から5車種に変更された。料金はこれまで走行距離とは無関
係に510円だったものが、270～750円に変更された。たとえば、摂津北 IC～摂
津南 IC 間は510円から270円に、吹田 IC～松原 IC 間は510円から750円に引き
上げられた。また、第二京阪は大都市近郊区間の料金水準に段階的に引き下げら
れることになった。 
なお、ネットワークの観点から、地方道路公社の管理区間は高速道路会社が一

元的に管理することになった。たとえば、大阪府道路公社の南阪奈有料道路や堺
泉北有料道路および第二阪奈有料道路、阪神高速京都線の一部がネクスコ西日
本に移管され、大都市近郊区間の水準を基本とする対距離制が導入された。 

1993年から登録が始まった「道の駅」は、2017年4月21日の第47回登録で新た
に10駅、11月17日の第48回登録で新たに17駅が加わり、全国にある道の駅は合

京田辺松井IC

和歌山県

第

ニ

京

阪伊丹空港

関西国際空港

神戸空港

大阪府

京都府

兵庫県

滋賀県

奈良県

巨椋池本線

久御山J

城陽Ｊ

木津IC

瀬田東J

羽曳野IC
葛城IC

西石切IC
宝来R

鵯IC

国道2号

西宮北IC

大山崎J

沓掛IC

大津IC

西宮IC

神戸三田IC

東大阪J

門真J

岸和田和泉IC

柳谷J

香芝IC

天理IC

吹田J

交野南IC

助松J

堺J

美原J

りんくうJ

須磨IC

布施畑J

伊川谷J
阪神高速

名 神

中国道

近

畿

道

道

和

阪

西宮山口J

関空道

新名神

舞鶴若狭道

山陽道

第二神明道路

神戸淡路鳴門道

山麓BP

六甲北有料道路

第二阪奈

有料道路

守口J

豊中IC

郡山下ツ道J

川西IC

宇治田原IC

三宅西
三宝J

橿原北IC

橿原高田IC

五條北IC

八幡京田辺J

高槻J

大津J

有馬口J

海老江J

箕面有料道路

奈良IC

からと西 からと東

神戸西IC

名谷J

垂水J

壱分R

西名阪道

阪神高速

松原J

関空連絡橋

吉川Ｊ

草津J

三木J

神戸J

京滋BP

中国豊中IC

京都縦貫
自動車道

名阪国道

注）南阪奈有料道路、堺泉北有料道路、第二阪奈有料道路、阪神高速・京都線の

油小路線・斜久世橋、及び南阪奈道路は全国路線網に編入する

注）事業中のＩＣ・ＪＣＴ名には仮称を含む

第二神明道路【追加】
⇒ 平成30年度内に料金を対距離化

堺泉北有料道路
⇒ 平成３０年４月１日にネクスコ西日本に移管予定

南阪奈有料道路
⇒ 平成３０年４月１日にネクスコ西日本に移管予定

第二阪奈有料道路【追加】
⇒ 平成31年度以降ネクスコ西日本に移管し、料金を対距離化

京都線（新十条通）
⇒ 平成３１年４月１日に無料に（京都市に移管予定）

京都線（油小路線・斜久世橋）
⇒ 平成３１年４月１日にネクスコ西日本に移管予定

永井谷J
石ヶ谷J

久御山淀IC

Ｃ
（点線は整備中区間）

: 大都市近郊区間外の高速国道等

: 移管対象路線

: 高速国道の大都市近郊区間と概ね同じ

: 高速国道の大都市近郊区間と概ね同じ
（激変緩和措置）
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計1,134駅となった。 
2017年9月、道の駅「にしかた」（栃木県栃木市）、「芦北でこぽん」（熊本県葦

北郡芦北町）を皮切りに、道の駅を拠点とした自動運転サービスの実証実験がは
じまった。実験が行われる地域は、図４のとおり、技術の検証を主な目的とした
地域指定型の道の駅が５か所、ビジネスモデルの検討を主な目的とした公募型
の道の駅が8か所選ばれた。2018年の夏までに、全国13か所で実証実験のうえ、
結果のとりまとめや今後の方針が検討される予定である。その後、2020年まで
に道の駅などを拠点とした自動運転サービスの実用化を目標としている。 

 

サービスの内容は、高齢化が進む中山間地域において道の駅などに図５に示
す自動運転車両のステーションを設けて拠点とし、利用者がスマートフォンな
どで自動運転車を呼び出すという仕組みである。 

 

図４ 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス実験箇所
（平成 29 年度）

出所）国土交通省道路局（2018）「平成30年度 道路関係予算概要」より抜粋 

図５ 自動運転の実験車両

出所）国土交通省道路局「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービスH29年度
の実験の概要について」より抜粋 
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このほかにも、自動運転の実現に向けた実証実験の段階にはいっているのは、
トラック隊列走行（図６参照）、ラストマイル自動運転による移動サービス、ニ
ュータウンにおける多様な自動運転サービスおよびガイドウェイバスを活用し
た基幹バスにおける自動運転サービスなどがある（『平成30年度版交通政策白書』
85ページ）。 

 

高速道路の本線、サービスエリアおよびパーキングエリアに設置されている
ETC 専用のインターチェンジ(スマート IC)は、2006年から導入された。スマー
ト IC は全国で112箇所（2018年4月30日時点）が完成し、56箇所が事業中とな
っている。2017年6月9日に「未来投資戦略2017」が閣議決定され、国土交通省
は、高速道路と物流施設、工業団地および商業施設などの民間施設を直結するス
マート IC を整備する制度を創設した。民間事業者は直結路を整備し、整備後は
それを地方公共団体に無償譲渡し、地方公共団体が維持管理するという制度で
ある。12月には、この制度にもとづき、2020年完成予定の三重県多気町の複合
施設に直結するスマート IC の整備方針が認定された。 

（２）物流政策 

2017年7月には、「総合物流施策大綱」が閣議決定され、日本の物流政策は6つ
の視点からの取組が推進されることとなった。この大綱は社会状況の変化への
対応や生産性の向上を主な目的とし、計画期間は2017―2020年度である。大綱
には物流に関する課題や今後の取組みが細かく記載されており、ここでは特に
重要な事柄や今年度の出来事を紹介する。 
ひとつは、トラック運転手の不足にともなう料金引き上げである。e コマース

の成長などにより宅配便の取扱量が増加する一方で、約15.5%を占める再配達の
負担や人件費の増加によるコスト増に対応するため、大手3社が料金を改定した。
2017年10月にはヤマト運輸が、11月には佐川急便が、2018年3月には日本郵便
が個人向け料金を引き上げた。それにもかかわらず、景気は好調であり、2016
年度に40.2億個に達した取扱量は、2017年度には42.5億個に増加した。企業間物
流にも値上げは広がっており、日本通運は2017年7月に小口貨物輸送サービスの
基準運賃を1割引き上げたほか、西濃運輸は16年下期比約2%、福山通運は16年
度比10%の運賃引き上げを目標に荷主との値上げ交渉を予定している。 
トラック運転手不足とそれに伴う運賃値上げは、トラック輸送から鉄道・船舶

出所）国土交通省道路局（2018）「平成 30 年度 道路関係予算概要」より抜粋 

図６ トラックの隊列走行のイメージ
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輸送への転換（モーダルシフト）の推進にも追い風となっている。JR 貨物は2017
年3月期決算で、鉄道事業の営業利益は5億円となり、2007年の部門別収益の公
表以降はじめて鉄道事業単体で黒字となった。1月にはアサヒビールとキリンビ
ールが鉄道を用いた共同輸送を開始し、9月には他の2社が加わり北海道におい
て共同輸送を開始した。また、荷主側の動きとして、食品メーカー6社は新会社
「F-LINE」を共同出資により設立した。競合他社と連携し、新しい物流体制を
構築し物流効率化を目指すものである。 
国土交通省は、2017年9月、過疎地域における旅客・貨物輸送を持続可能にす

るため、旅客自動車運送事業者による貨物輸送と、貨物自動車運送事業者による
旅客輸送を認めた。すでに宮崎交通とヤマト運輸が2015年から実証実験に取り
組んでいた。これは宮崎交通のバス路線を利用し、車両に積載スペースを設けヤ
マト運輸従業員が荷物をおろし宅配するという取り組みである。貨客混載は、物
流事業者のトラック輸送が削減され、旅客輸送事業者には追加的な収入となり、
路線の収支改善につながる。自治体にとっては、過疎交通網の持続可能性が高ま
ることが期待できる。 
物流生産性の向上に関して、新設された「重要物流道路」制度を含む道路法等

の一部を改正する法律が2018年の3月31日に公布された。これまで、国際海上コ
ンテナ車(40フィート背高)が増加しているにもかかわらず、高速道路を通行す
るためには、特別車両通行許可が必要であった。しかし、図７に示すように、平
常時でも非常時でも安定的な輸送を確保するためのこのたびの法改正により、
国土交通大臣が指定した一定の構造基準を満たす「重要物流道路」区間を走行す
れば、特別車両通行許可の手続きは不要になった（『平成30年版交通政策白書』）。 

 

（３）鉄道政策 

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせて、羽田空港との
アクセスが良い品川新駅が暫定的に開業される見通しである。同駅は田町～品
川間にあり、京急泉岳寺駅を通じた羽田空港とのアクセスや2027年度のリニア
中央新幹線の開業を見込んで「グローバルゲートウェイ」としての役割を担うこ
とが期待されている。また、オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、

図７ 道路法改正による「重要物流道路」区間の設定

その他道路

重要物流道路

一部

拡充
（新設・改良した道路）

40ft

40ft

① 国際海上コンテナ車（ 背高）の走

行が多く、構造的に支障のない区間を

指定。

② 国際海上コンテナ車（ 背高）の区

間内の走行は特車許可手続きは不要。

国際海上コ ンテナ車（４０ｆｔ背高）

国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高）
に対応する水準まで引上げ

出所）国土交通省道路局資料 
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2016年の計画によって既に千駄ケ谷駅・信濃町駅・原宿駅といった会場の最寄
り駅では改札の拡張やバリアフリー化などの改良工事が着工されている。そう
した流れを受け、2017年6月には有楽町や新木場、新橋駅の改良工事についても
計画が策定された。 
インバウンド旅客の増加にともない、空港アクセス鉄道の計画が進んでいる。

首都圏では、2017年9月、大田区を含む18の市・区長が東急蒲田駅と京急蒲田駅
を結ぶ通称「蒲蒲線」の早期着工を東京都知事に要望した。混雑緩和のため複々
線事業を継続していた小田急電鉄は2018年3月のダイヤ改正を11月に公表した。
特急や急行などの線路の振り分けが効率化されることが期待されている。 
近畿圏では大阪から他地域へと向かうインバウンド旅客が増加していること

から、７月に「近畿圏における空港アクセスネットワークに関する検討会」が設
置され、そこで阪急電鉄が梅田駅と大阪国際(伊丹)空港を結ぶ新線の構想が公
表された。また、将来的には2031年開業予定のなにわ筋線を経由し、関西国際
空港から大阪国際(伊丹)空港への乗り入れも検討されている。JR 九州はダイヤ
改正で2018年3月から九州７県を走るすべての在来線の運行本数を削減すると
発表した。これに対しては、路線沿線の自治体などから見直しを求める意見があ
がっている。 
長年の懸案となっていた北陸新幹線敦賀・大阪間のルートであるが、2017年

３月、与党は敦賀駅－小浜市（東小浜）附近－京都駅－京田辺市（松井山手）付
近－新大阪駅付近－新大阪駅を結ぶルートとすることを決定した(『平成30年版
交通政策白書』61ページ)。 
近年の人口減少を背景に、日本の鉄道会社は国際的なプロジェクトに参加し

つつある。東京地下鉄株式会社（東京メトロ）はベトナム現地法人を設立し、ハ
ノイ市の都市鉄道コンサルティングを行うことになった。これは、国際協力機構
（JICA）の「ベトナム国ハノイ市都市鉄道規制機関強化及び運営組織設立支援
プロジェクト」を受注したためであり、ベトナムの都市交通問題の緩和への貢献
が期待されている。また、東日本旅客鉄道会社（JR 東日本）は2017年8月、三井
物産およびイギリスのアベリオ UK 社とともに、イギリスの旅客鉄道運行事業
におけるフランチャイズの１つであるウェストミッドランズの旅客鉄道事業の
運営権を獲得した。この事業は、ロンドン―リバプール間の長距離路線やバーミ
ンガムの都市圏輸送などを担うものである。この事業によって、欧州エリアでの
JR 東日本の認知度の向上、海外で多くの実績を持つアベリオ社との提携による
オペレーションに関するノウハウの蓄積が期待される。 

（４）航空・空港政策 

航空の分野では、国内、国際ともに LCC の快進撃が続いており、本邦航空会
社も2017年4月には全日本空輸（ANA）がピーチ・アビエーションを子会社化し
て収益源のひとつとした。9月、東南アジア最大の LCC であるエアアジアは国
内線に再び参入し、中部―札幌の運航を開始した。LCC の比率が高い関西国際
空港では、1月、運営会社である関西エアポートが LCC 専用ターミナルを整備
した。同社は5月に売上高が対前年比3％伸びたことを発表、その余勢をかって7
月には神戸空港の運営権を191.4億円で神戸市から購入し、10月に実施契約を結
んだ。こうして2018年4月から3空港の一体運営が始まった。他方、2017年3月に
はピーチ・アビエーションは成田―新千歳のような競合路線では、乗客数が多く
ても収益を上げるのが難しいため、撤退を発表した。 
大手航空会社はコードシェアの強化や組みかえで対抗している。タイ航空は
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全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）の双方のコードシェアから ANA 単独と
した。JAL は、スカイチーム加盟のメキシコ航空大手アエロメヒコ航空との提
携を発表した。2017年8月のベトナムの LCC 最大手であるベトジェットエアと
のコードシェアに続き、9月にはインドの最大財閥タタ・グループ傘下の航空会
社ビスタラとの提携を発表した。 
インバウンド旅客の入り口となる空港であるが、地方空港のほとんどは、アウ

トバウンドを中心にした施設となっており、インバウンド旅客の増大に対応す
る施設が必要である。2010年度に94万人だった新千歳空港の国際線旅客数は16
年度に272万人と急増し、同空港では入国時審査の行列が問題となっていた。そ
のため、ビルを増築し、チェックインカウンターや保安検査レーンを増設する。
しかし、ターミナルビル会社だけでは整備に限界がある空港が多く、国土交通省
は2017年7月、「訪日誘客支援空港」27空港を指定した。 

2017年9月、関西国際空港を離陸したオランダ・アムステルダム行きのＫＬＭ
オランダ航空機から重さ約4.3キロのパネルが落下し、大阪市中心部を走ってい
たワゴン車を直撃した。この事故は東京上空の通過によって羽田空港の容量拡
大を目指す当局に衝撃を与え、11月には関西国際、羽田、中部国際、福岡、那覇、
新千歳の６空港に乗り入れる外国航空会社にも落下物があった場合、各空港へ
の報告を求めることになった。 

（５）交通事故・交通安全政策 

『交通安全白書』によれば、2017年の交通事故死者数は3,694人となり、現行
の交通事故統計となった1948年以降で、もっとも少なくなった。交通事故死者
数を年齢別にみると、65歳以上の高齢者の比率が54.7％を占めているが、高齢者
の人口10万人当たりの死者数は減少している。死者数を状態別にみると、歩行
中が36.5％を占めもっとも多く、自動車乗車中が33.1％でそれに次ぐ。自動車乗
車中の死者数のうち、シートベルトの非着用者は520人と年々減少してきたが、
非着用者の死傷者数に占める死者数の比率（致死率）は、着用者の15.3倍になる
ことが示されている。また、交通事故発生数は472,165件、負傷者数は580,847人
となり、13年連続で減少した。自動運転車両を含めた先進安全自動車の普及は、
こうした交通安全対策のひとつである。 

2017年11月に JR 九州肥薩線坂本駅～葉木駅間の踏切内で立ち往生していた
トラックに列車が衝突する事故があり、乗務員2名を含め13人が負傷した。踏切
は2007年3月には全国に34,952箇所あったが、2017年3月末には32,884箇所と
5.9％減少している。このような踏切数の減少と踏切保安施設の整備により、踏
切道における踏切事故は長期的に減少している。しかし、もっとも多くの事故が
発生しているのも警報機や遮断機が設置されるか、保安係が配置されている第
一種踏切であり、このことは今後も踏切対策が必要なことを物語る。また、2013
年に負傷者201名と過去最高を記録したホーム事故は減少傾向にある。 

３．業界の動向 

（１）自動車業界 

日本自動車工業会が1963年度から継続している『乗用車市場動向調査』によ
れば、乗用車世帯保有率は2013年度調査の82.0％から2回連続で減少し、76.8％
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となった。首都圏では64.6％、地方圏では83.7％となり、地方圏では都市規模が
小さくなるほど保有率は高く、そして、複数保有率も高くなるという傾向に変化
はなかった。その理由としては、公共交通が「不便」であるため、自動車が「必
要」であるという比率が最大であった。もっとも、その比率は減少しており、公
共交通が「便利」でも「必要」のシェアが徐々に増加している。ライフステージ
別にみれば、独身期や高齢期の保有率は低い。 
また、ハイブリッド車や電気自動車の名前と特徴を知っているという比率は6

割前後と高く、「購入を検討したい」あるいは「やや検討したい」という回答が
4割を上回った。他方、プラグインハイブリット車や燃料電池車の名前や特徴を
知っているという比率は3割に満たなかった。 
運転に関しては、男性では50歳以上、女性では60歳以上で不安が増加し、そ

の理由は視力低下、注意力低下、反応速度低下による。そして、四輪自動車保有
世帯の先進安全技術に対する支払限度額を見ると、最高は前方障害物衝突防止
支援システムの3.5万円であり、しかも、「お金がかかるならば装着しない」と「必
要ない」という回答が他の安全技術に比べて低かった。また、自動運転に対して
「（非常に、まあ）関心がある」と回答したのは44％であり、「（あまり、全く）
関心がない」という回答の28％を上回った。関心がない理由は「安全面で不安」
や「自分で運転したい」という回答が多く、また、希望する運転技術を問うた質
問に対しては「自動運転は望まない」という回答が34％で最高となり、年収が低
いほど自動運転を望まない傾向が認められた。反対に「自動運転に期待するこ
と」として、「安全性が高まる」や「渋滞が緩和される」という回答が多かった。
この結果を前回調査（2015年度）と比べると、「期待しない」が増加する一方で、
「安全性が高まる」や「渋滞が緩和される」の回答は減少し、今後の技術に関す
る周知が必要であることを示唆する結果となっている。また、非保有者に対する
調査では、「機会があれば利用する」と「積極的に利用する」の合計が66％を占
めた。 

2017年12月末現在の四輪車保有台数は、対前年比0.4％増の7,807万8千台とな
った。乗用車は、同0.7％増の6,180万3千台で、そのうち普通車が1,880万台、小
型四輪車が2,084万3千台、軽四輪車が2,216万1千台であった。2017年の四輪車
生産台数は、969万台（対前年比+5.3%）となり、3年ぶりに増加した。四輪車新
車販売台数は、対前年比5.3％増の523万4千台でそのうち、乗用車は5.8％増の
438万6千台であった。乗用車のうちもっ
とも大きく販売を伸ばしたのは、7.3％増
の軽四輪車であり、小型四輪車が6.4%で
続いた。メーカー別の販売台数のトップ
は、156万台のトヨタであり、日産、ホン
ダ、マツダと続く。車種別にみると、販売
台数第1位はホンダの「N-BOX」（図８）
で、21.8万台となり、14.3万台で第2位の
トヨタ「プリウス」を7.5万台も引き離し
た。2016年は「プリウス」が22.1万台、「N-BOX」が18.6万台であり、シェアの
逆転が起こったことになる。 

（２）保険業界 

損害保険料率算出機構（2018）による最新の統計によると、2016年度の保険
料収入は3兆7,395億円となっており、前年度と比べて5.5％減少した。 

図８ ホンダ N-BOX
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2017年５月11日、保険料率算出機構は自動車保険参考純率の改定に関する届
け出を行い、同月30日に金融庁長官による適合性審査が完了した。今回の改定
によって大きく以下の２点が変更となった。 

①自動車保険における参考純率の平均8.0％引き下げ。 
②算出基礎データの更新による料率区分ごとの較差の見直しと、両率区
分の区分方法の見直し。 

①の改定は、対物賠償責任保険および車両保険の契約1台当たりの保険金が減
少したことに起因するものである。また、②の改定は、2015年の保険実績にお
いて、「限定しない」契約と「家族に限定する」契約とのリスク較差が見られな
くなったことによるものである。これによって、表１に示すように「家族に限定
する」契約方式が廃止されることとなった。 

 

6月2日に民法の改正法が公布され、法定利率が見直されることとなった。現
行法では固定利率として年5％と定められているが、改正後は3年に一度の見直
しが行われる変動利率に改められる。改正当初の利率は年3％に引き下げられる
こととなっている。 
自動車保険のうちの対人賠償責任保険などでは、逸失利益の計算の際の中間

利息を控除する場合に法定利率が使用されるため、法定利率の変更によって保
険料に影響が出る可能性がある。 

  

図９ 保険料収入の推移図９ 保険料収入の推移

出所）損害保険料率算出機構（2018）より作成 

2012 2013 2014 2015 2016
34,000

36,000

38,000

40,000

（年度）

（億円）

36295

37313

39935 39557

37395

表１ 家族限定の契約方式の廃止

運転者の範囲（〇：補償対象　×：補償対象外）

①本人・配偶者 ②①の同居の親族 ③①の別居の未婚の子 ④友人など(左記以外)

限定しない 〇 〇 〇 〇

家族に限定する 〇 〇 〇 ×

本人・配偶者に限定する 〇 × × ×
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