
経済トレンド 

エコカー補助金復活の影響 

～2012 年の販売を 55 万台押し上げも 2013 年の反動減は深刻なものに～ 

経済調査部 柵山 順子 

           

(要旨) 

○エコカー補助金が復活し、エコカー減税は延長される公算が大きくなっている。両制度の効果を改め

て評価すると共に、両制度が今後の景気に与える影響について考えたい。 

○乗用車販売について、リーマンショック前の長期トレンドからの乖離をみると、制度導入により乗用

車販売は 56 万台押し上げられたと試算される。しかし、その内 35 万台はリーマンショックにより先

送られた需要であり、薄型テレビでみられたような需要先食いの要素は少ない。そのため、制度終了

後の反動減も短期で終息し、震災前には一旦ほぼ平常状態に戻っていたとみられる。 

○新制度について、内容を確認すると、エコカー減税、補助金ともに対象車が従来よりもより環境にや

さしい車に絞り込まれている。ただし、2009 年当時もそうであったように、今後、メーカーや消費

者の選好が変わるにつれ、対象車販売が全体に占める割合は高まっていくものと考えられる。 

○筆者の推計によると、制度導入により2012年の自動車販売は55万台押し上げられ、名目消費を0.3％

pt 押し上げる。生産拡大による波及効果はＧＤＰベースで 9,917 億円にのぼる。 

○ただし、すでに震災後の先送り需要については解消されつつありリーマンショック後と比べて先送り

されている需要があまりないこと、前回支援策から間もないことなどから、販売押し上げ効果は期待

されるほどではない可能性がある。また、販売を押し上げたとしても需要の先食いとなるため、その

分 2013 年の押し下げ要因となる可能性も高い。 

○自動車購入支援制度には目先一定の景気押し上げ効果が期待できるが、景気の下振れリスクを払拭す

るほどではなく、日本経済が順調に回復軌道にのれるかどうかは不透明感が強い。 

 

 

１．支援策が入り乱れる自動車販売 

２月８日に成立した平成 23年度第４次補正予

算や今後成立が見込まれる平成 24年度税制改革

案をみると、自動車関連の販売支援策が復活、

延長しそうだ。自動車販売支援策としては、リ

ーマン･ショック後の 2009 年４月に景気対策と

環境対策を兼ねて、エコカー減税・エコカー補

助金が導入された。両制度の導入により、例え

ば 13年以上経過した車から新車への買い替えで

は 30～40 万円程度の補助が出るなど、自動車販

売は大きな支援を受けることになった。リーマ

ン･ショック後に自動車の買い控えがあったこ

ともあいまって、制度導入後の自動車販売は大

幅に増加した。自動車産業は裾野が広く、経済

全体への波及効果が大きいため、こうした自動

車販売の好調はリーマン･ショック後の日本経

済の持ち直しに大きく貢献した。 

その後、10 年９月 10 日に予算切れによりエコ

カー補助金が終了、駆け込み需要と反動減で自

動車販売は大きく上下に振れた。残ったエコカ

ー減税についても 12 年３、４月で廃止予定とな

っており、今後の自動車販売の落ち込みが懸念

されていた。実際に、家電エコポイント制度に

より、自動車同様大幅に需要が拡大した薄型テ

レビ販売は、現在も深刻な販売不振におちいっ

ている。そのため、自動車販売についても長く

続いた購入支援策の廃止により、12 年の景気を

大幅に下押しする可能性が心配されていた。 
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資料１ 自動車販売をめぐる制度変遷               

2009.4 2010.9 2012.3 2012.4 2013.1 2015.3 2015.4

＊2011年12月20日以降の販売分に遡及適用

延長予定自動車重量税減税

自動車取得税減税 延長予定

エコカー補助金 復活

   
（出所）経済産業省資料より、筆者作成           

こうした中、消費税導入をめぐる攻防や景

気先行き不安の高まりなどを背景に、平成 24

年度税制改革案ではエコカー減税の延長が、

平成 23 年度第４次補正予算ではエコカー補助

金の復活が組み込まれた（資料１）。エコカ

ー補助金については、補正予算成立次第、2011

年 12 月 20 日以降の販売分に遡及適用すると

されたこともあり、１月の乗用車販売台数（除

く軽）は前年比＋42.7％とおよそ１年半ぶり

となる高い伸びとなった。本稿では、過去の

同制度を改めて評価した上で、今後自動車支

援策が導入された場合、景気にどの程度影響

を及ぼしうるのかを考えてみたい。 

 

２．2009 年時のエコカー補助金・エコカ

ー減税の影響 

まず始めに、前回のエコカー補助金および

エコカー減税が当時の自動車販売にどのよう

な影響を与えたのかをリーマンショック前５

年間のトレンド（08 年８月までの５年間）か

らの乖離を使って確認した。すると、車種の

差異により、制度効果が違うことが見て取れ

る。 

普通乗用車についてその販売動向をトレン

ドとの比較からみると（資料２）、リーマン

ショックを機に自動車販売はトレンドを大き

く下回っていたが、制度導入後は支援制度の

効果で販売が大きく増加しトレンドを大きく

上回る水準まで回復した。その後、補助金終

了後の 10 年 10 月以降には反動減が見られる

も、数ヶ月で収束し、11 年２月にはほぼトレ

ンド水準にまで回復している。つまり、エコ

カー補助金、減税の効果により、リーマンシ

ョックで先延ばしされていた需要の顕在化が

促進されたものの、その押し上げは先延ばし

分にほぼ等しく、それを除いた需要は平常時

に戻っただけであったため、反動減も限定的

であったということだ。 

資料２ 普通乗用車販売（季節調整値）        資料３ 小型乗用車販売（季節調整値） 
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（出所）（社）日本自動車工業会「新車登録台数・軽自動車販売台数」を筆者が季節調整 

（注） トレンドは、リーマンショック前５年間（03 年 9 月から 08 年 8 月）にて算出。資料４も同様。 
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次に、小型乗用車をみると（資料３）、大

まかな動きは普通乗用車と同じであるが、リ

ーマンショック時の落ち込みに対して、制度

導入後の押し上げが大きく、さらに反動減も

小さい。つまり、エコカー補助金、減税の効

果により、リーマンショック時に先送りされ

た需要を顕在化しただけでなく、新たな需要

を創出したと言える。 
両者をあわせて見れば（資料４）、2008 年

９月～2009 年８月までのトレンド下振れが 35

万台、2009 年 11 月～2010 年９月の上振れが

56 万台となっている。つまり、両制度の導入

により乗用車販売はトレンドから 56 万台押し

上げられたが、その内 35 万台は先送りされた

需要の顕在化であり、新規に創出された（需

要の先食いにつながる）需要は 20 万台程度で

あったと考えられる。そのため、制度終了後

の反動減もおよそ 10 万台と小規模なものにと

どまり、短期のうちにトレンド水準へ回帰し

ている。 

 

３．新制度と従来（旧）制度の比較 

次に延長、復活が見込まれる新制度につい

て確認したい。なお、ここで記載する内容は、

現時点で公表されている案であり、今後の動

向で変更する可能性があることには注意が必

要である。 

まず、延長が予想されるエコカー減税につ

いては、対象車の判定基準が厳しくなる見込

みである。現在、経済産業省が示している案

は資料５の通りである。 

対象車を決定する燃費基準については平成

22年度燃費基準から平成27年度燃費基準に変

更される。基準が変わるため単純に比較しに

くいが、その他資料などからみると、平成 27

年度基準では平成 22 年度基準より燃費基準が

25～30％程度厳しくなるようだ。つまり、平

成22年度燃費基準を25％以上超過達成した車

種のみが平成 27 年度燃費基準を達成すること

になる。とすれば４月以降は、現状 50％減税

を受けている車種（平成 22 年度燃費基準を

15％以上超過達成）は対象外となり、現在 75％

減税を受けている車種（平成 22 年度燃費基準

を 25％以上超過達成）が 50％減税と 75％減税

 

資料４ 乗用車販売（除く軽自動車、季節調整値）    
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（出所）（社）日本自動車工業会「新車登録台数・軽自動車販

売台数」を筆者が季節調整 

（注）  トレンドは、資料２、３と同様にして算出      

資料５ （新）エコカー減税の基準   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所）経済産業省資料 
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資料６ エコカー減税対象車割合の推移         資料７ 適用平均減税率の推移 

に割り振られる。 

足元の販売内訳を見る限り、主流は 75％減

税対象車であること、今後、対象車種に対す

るメーカーの対応や消費者への選好が強まる

と予想されることから、一旦は新車購入時の

平均減税率（各減税率を販売台数で加重平

均）が低下するものの、その後、徐々に 2009

年当初と同様に平均減税率は高まってくるも

のと予想され、足元の 60％には届かないもの

の、50％程度の減税率になると予想される。 

一方、エコカー補助金については、エコカ

ー減税同様の対象車種の厳格化に加え、以前

はあったスクラップインセンティブがなくな

り、軽自動車を除く対象乗用車の購入に際し

て一律 10 万円（軽自動車は７万円）となる。

対象車種については、平成 27 年度基準達成車、

もしくは平成22年基準の25％超過達成車とさ

れており、現状のエコカー減税でいう 75％軽

減車以上が対象となるイメージである。対象

車は足元の自動車販売の６割程度となってい

るが、こちらについても今後メーカーの対応

や消費者の選好が強まる中で、対象車の割合

が高まると考えられる。 

 

４．新制度が 2012 年の景気に与える影響 

ここで今後、制度導入が実現した場合にど

の程度自動車販売が押し上げられるかを考え

てみたい。 初に、乗用車販売台数を乗用車

価格や賃金、マインドで説明する式を作成し、

代入する乗用車価格について両制度導入によ

る引き下げを考慮した場合と考慮しない場合

の２パターンに分けた。両者の差を政策導入

の効果と考えると、2012 年の乗用車販売は、

制度導入による価格低下でおよそ 55 万台押し

上げられることとなる（資料８）。ちなみに、

乗用車販売台数の６～７割程度がエコカー補

助金の対象になるとすれば、エコカー補助金

対象販売台数は、こうした増分や軽自動車な

どを考慮しても、想定されている予算 3,000

資料８ 乗用車販売前年比の推計  
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（出所）（社）日本自動車工業会「新車登録台数・軽自

動車販売台数」などから筆者推計 

（注） 乗用車販売台数前年比を乗用車価格、賃金、

マインドにより説明する式を推計した。 

   支援なしとは、乗用車価格に通常の CPI（乗用

車）を使用したもの。 

   支援ありとは、両制度による価格引下げ効果を

考慮した乗用車価格指数を作成し代入したもの
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75％減税対象車

100％免税対象車

（出所）一般社団法人日本自動車工業会資料。2012 年 1 月以降は筆者予測値 

（注１） 資料６では、予測期間中、減税対象車割合は現状の拡大ペースを維持するとした上で、対象区分の変更を 2012 年４月

以降に適用した。 

（注２） 資料７では資料６の予測を使用した。平均減税率については、適用減税率を販売台数にて加重平均している。 
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資料９ 乗用車平均使用年数（各年３月末値）  億円分（乗用車換算で 300 万台分）程度とな

る見通しであり、今回は予算不足による大幅

な期限前終了の可能性は低そうだ。 
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仮に、2012 年の自動車販売が 55 万台押し上

げられると、2012 年名目消費を 8,800 億円

（0.3％pt）押し上げる。また自動車生産がＧ

ＤＰに与える影響について 55 万台自動車生産

が増加すると、波及効果と直接効果で 27,700

億円生産が増加し、ＧＤＰベースで 7,460 億

円増加する。雇用が増えたことによる影響ま

で計算すると 31,892 億円生産が増加し、ＧＤ

Ｐベースでは 9,918 億円増加する。裾野が広

い産業であることも影響し、景気の下支え役

として十分に期待できる規模である。ただし、

消費者を取り巻く環境をみると、雇用所得環

境は厳しい状態が続き、消費者マインドも回

復は弱い。そのため、乗用車を購入した分、

その他の消費が抑制される可能性は高く、実

際に増加するＧＤＰは上述の試算より小さい

ものとなろう。 

 
（出所）（財）自動車検査登録情報協会資料より作成 

（注） トレンド線はリーマンショック前 10 年のトレン

ドで計算 

しかも、今回の押し上げには前回にはない

ハードルが予想される。まず、今回も前回同

様に震災による需要先送り分はあるものの、

下振れ分は 21 万台程度とリーマンショック後

（35 万台）より小さい。加えて、そうした需

要はすでに顕在化しており、2011 年８月から

12月までにトレンド上振れが12万台出ており、

差し引き８万台分程度しか残っていない。ま

た、前回と違い今局面は制度導入前にすでに

自動車販売は平常状態へ戻っており、足元で

先送られている需要はない。実際に乗用車の

平均使用年数をみても、リーマン･ショック後

の買い控えにより、高まっていた使用年数は

前回の制度効果により、平常状態に戻ってい

る（資料９）。さらに、前回の押しあげから

間もない。このため、前回ほど価格低下に反

応せず、押し上げ効果は低下する可能性があ

る。たとえ効果が出たとしても、今局面につ

いては先送られた需要の顕在化という面が少

ないことから、反動減が前回よりも深刻にな

る可能性が高い。結果、今回の押し上げ効果

は、2013 年の反動減の要因となり、単に景気

の振れを大きくしただけとなる可能性が否定

できない。 

 

５．景気の先行きは下振れリスク払拭には

至らない 

世界経済の減速や円高の悪影響の顕在化に伴

う輸出の不振を背景に、足元で日本経済は足踏

み状態に陥っている。しかし、今後は復興需要

が顕在化してくるとみられることや、上述のよ

うな自動車販売の増加といった下支えが期待で

きることから、景気の失速は避けられる可能性

が高い。とはいえ、米国経済に明るさが見え始

めたものの、欧州問題はまだまだ不透明感が強

い状況であり、新興国の成長率鈍化とあいまっ

て、世界経済の先行きは予断を許さない。下支

えが期待される自動車販売についても、世界経

済悪化に伴うマインド低下の影響が大きくなれ

ば、その効果は簡単に消失するだろう。自動車

販売支援策の導入をもってしても、2012 年の景

気下振れ懸念が強い状況に変わりはない。2013

年入り後は復興需要が剥落してくることに加え、

自動車販売で反動減が予想され、やはり景気下

押し圧力が高い状況が続くとみられる。 

自動車購入支援制度には目先一定の景気押

し上げ効果が期待できるが、景気の下振れリ

スクを払拭するほどではなく、日本経済が順

調に回復軌道にのれるかどうかは不透明感が

強い。 

さくやま じゅんこ（副主任エコノミスト） 
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