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公開質問書
1 月 26 日、28 日に行われた「成田空港線 の鉄道事業の旅 客運賃上限認 定申請」に かか
わる公聴会での 貴殿の発言に ついて公開 の質 問を致しますの で、2 月 8 日当方着をめ どに
回答を求めます 。
1】

成田 空港線 （以下

１、社 長発 言

空港 線）「 収入 ・原価 表」の 設定 乗客数

ス カイラ イナ ーの一 日あたり 乗客数

一般公述人（以 下

そ れでは 特急料 金に 不整合

公述人） の多くが、 成田 空港線の運賃認 可申請ではス カイライ

ナーの乗客数が 8642 人になる。事業許可は 17900 人（10 桁切り捨てのため正確には
17970 人）であり、今回の申請はその半 分以 下で収入を過小 に見積もって いるのでは
ないかと指摘し ました。
公述人の 計算

特急料 金収入 37.85 億円÷1200 円÷365 日≒8642 人／日

貴殿は、この指 摘にたいして 、今回の申 請で は「スカイライ ナーの一日あ たり乗客
数を 11124 人とした」と回答とされま した。添付された収入・原価表 にある収入 額の
年間 37.85 億円（H23 年度）で計算すると特 急料金は 930 円になってしまいます。
37.85 億円÷11124 人÷365 日＝932.2 円≒930 円
しかし、申請し た特急料金は 1200 円です。計算が合いませ んので説明く ださい。
２ 、社 長発言

京 成本線 スカイ ライナ ーの乗 客数

実際の 3 分の １？

公述人の指摘に たいして貴殿 は、空港線 のス カイライナー乗 客数は、現在 京成本線
（以下

本線） で運行してい るスカイラ イナ ーのうち、イブ ニングライナ ーとモーニ

ングライナーの 乗客を除く都 心〜成田空 港間 直行乗客数の一 日あたり 5837 人に較べ
て約 2 倍であり過小ではないとし ました。
ところが 、本線で運 行している スカイ ライナー41 本／日に対してイブ ニング・モ ー
ニングは合計 8 本で 、乗降 4 駅を 合計しても ほぼ 1000 人／日程度の乗降客に過 ぎな
いことは本社内 でも周知のこ とではあり ませ んか？

すると スカイライナ ーの乗客数

は、貴殿が言う 5837 人に約 1000 人を加えた 7000 人弱／日にしかならず、貴 社が発
行している京成 グループ要 覧 2009 年版の H20 年度実績 10582 人／日と合致し ません 。
貴殿の発言根拠 を具体的な計 算内容でお 示し ください。
３ 、社長 発言

空港 線一般 特急 の乗客 数

上野 行き旅 客が 消える

貴殿は今回申請 のスカイライ ナー乗客数を 11124 人／日とします。これに今回申請
した高砂〜空港 間運賃 950 円と 365 日を乗じた運賃の額は 38.57 億円です。ところで 、
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収入・原価表の運 賃収入総額は 72.75 億円ですから、差し引き 34.18 億円が北総区間
通過客、北総線 内乗降客を合 わせた一般 特急 の収入額になる はずです。
しかし 34.18 億円では通過客 がいないこ とに なってしまわな いでしょうか 。貴殿は、
現在は北総鉄道 の収入になっ ている乗客 が北 総線区間で空港 線一般特急に 乗り換えた
ときは京成の収 入になると発 言されまし た。ではその運賃収 入額はどれほ どになるか 。
京成も参加して 作成し H13 年に公表した調 査報告書には、空港線 一般特急に 乗車する
ことで北総鉄道 の収入になる 北総線内乗 降客 の割合は 36.6％とあり、千葉県はその総
乗車距離を 337823 ㌔／日と文書で回答（ H14/9/17）しています。北総線区間は 32.3
㌔ですが、北総 線内で乗降す る人の全員 が全 区間を乗ること などありえま せん。そこ
で 平 均 乗 車 距 離 と し て 中 間 点 の 16 ㌔ 強 で 計 算 す る と 337823÷16.15＝ 乗 車 人 員 数
20918 人／日とでます。中間点の西白井 駅は 高砂からも日本 医大から も 630 円です。
するとその運賃 総計は
20918 人×630 円×365 日＝48.10 億円
となって、貴殿の 発言で計算 すると出てく る 一般特急の収入額 34.18 億円を大きく
上回ることにな ります。これ では空港線 一般 特急で北総区間 を通過して空 港や上野・
日暮里へ行く乗 客は一人もい ないことに なっ てしまいます。
空港線一般特急 の北総線通過 旅客で高砂 〜上 野・押上へ行く 乗客数、日本 医大〜空
港へ行く乗客数 、そして上野 ・日暮里か ら来 て北総線内で乗 降する乗客数 、空港・成
田湯川から来て 北総線内で乗 降する乗客 数、 空港〜成田湯川 間の乗客数、 北総線内乗
換え乗客数をお 示しください 。
４、社 長発 言

都 営交通 も近 距離激 高、遠距 離激安 型

他に言 う人は いな い

貴殿は当初の 20 ㌔区間は 680 円、中間 12 ㌔を挟んだ後の 20 ㌔区間は 130 円とい
う北総・空港 線共有の偏頗 な運賃体系 を、 極端なものでは ない『都営交 通』もそう だ
と例示しました 。都営交通の 運賃体系が 北総 と同じと言う人 は他にありま せんが、貴
殿が回答したの ですから、具 体的に都営 交通 の何線なのか、 ㌔呈運賃表を つけてお答
えください。
５、社 長発 言

北 総線の 乗客 が空港 線電車に 乗った とき は京成 の収入

貴殿は、線路使 用料の説明で 「北総線か ら空 港線一般特急に 乗り代わる乗 客の収入
が資本費に 相当する線路 使用料の額 を上 回る場合は、上 回る分も上乗 せして支払 う」
と言われました。その一方で、
「 乗り代わ る乗 客数は分からな いので一定額 を配分する 」
という趣旨を述 べておられま す。つまり 恣意 的配分の恐れを 生じるわけで 、審議委員
からもその指摘 がありました 。しかし貴 殿の 答えは独立した 企業間だから ありえない
と言うだけで説 明になってい ません。乗 客数 の把握と配分に ついて北総鉄 道との間で
どのような協定 をしているの か。その結 果が 運賃収入にどの ように反映し ているのか
明らかにしてく ださい。
６、社 長発 言

空 港線一 般特 急の高 砂〜上野 乗客数

一 人もい ないこ とに なるが

貴殿は事業許可 時のスカイラ イナー乗客 数は 15920 人だったと言います。スカイ ラ
イナーが空港〜 高砂〜上野を 走ることは 言う までもないこと です。ところ で国交省か
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らは、事業許可 の収入は空港 線とは別な 高砂 〜上野間の本線 収入が入って いるという
説明を繰り返し 受けてきまし た。そして国 交 省が昨年 12/17 に出した資料には既設 線
つまり本線の乗 客数は 15600 人とあります。するとスカイラ イナーの乗客 数よりも少
ないですから、 これだけでも 一致しない 不可 思議が残るわけ ですが、それ 以上に一般
特急の乗客で高 砂から上野・ 日暮里・押 上へ 行く人はいない と言う奇妙奇 天烈なこと
になります。ご 説明ください 。
2】

社長 発言

成田空 港旅客 の本 線加算 運賃

成田 空港 線は普 段の運 賃に 切り替 える

貴殿は、本 線で課してい る特定運賃 は既 存の京成成田駅 から成田空港 駅に至る一 部区
間の新線投資を 回収するため 、当該区間 を利 用する乗客に負 担を願うもの だが、空港 線
の場合は空港か ら都心まで新 線として機 能し 設備投資も全線 にわたってい るため「な じ
まない」ので課 さないのだと 言われまし た。
しかしこれ は通じないこ とです。京 成の 常務取締役鉄道 本部長までが 参加して作 成し
た H13 年の調査報告書も、 京成自身が 作成 提出した H14 年の許可申請 書のいずれ でも
空港線は空港か ら都心まで運 行し、設備 投資 も全線にわたる ことが書いて あって特定 運
賃を設定してい ます。
貴殿は空港 線の運賃は受 益者負担の 原則 に立って空港旅 客に負担を求 めるとも発 言し
ていますが、本 線利用の乗客 には従来ど おり 特定運賃を課し 続ける一方、 空港線利用 客
には課さないと いう不合理、 不公正、そ して 自身が作成した 調査報告書と 事業許可申 請
書にも矛盾する 説明に固執し 続けるのか 、改 めて見解をお示 しください。
3】

社長 発言

航空旅 客需要 の予 測先行 き落 ち込む

実 際は右 肩上が り

貴殿は、
「 今回の空港線 乗客見込み 数の 算定では成田空 港会社の算定 した最新の 航空 需
要で見直してい るが、事業 許可時に見 込んだ H22 年度の予測 3490 万人に対して、昨年
の実績は 2940 万人で 16％も減と大幅に下回 るものとなって いる」と言わ れました。
その成田 空港会社に確 かめたとこ ろ、貴殿が言われた 昨年の実績 2940 万人は 11 月ま
での統計で年間 の実績は 3221 万人・7.7％減でした。こ のような作為 はよろしく ありま
せん。しかも一 昨年と昨年の 実績は世界 恐慌 を引き起こした リーマンショ ックという 特
殊事情によるも ので、このよ うな数字を 引き 合いに出して将 来予測のベー スにすべき も
のでもありませ ん。既に公述人 が事実を示 し たとおり、昨年 8 月以来の回復は目 覚しく
12 月などは前年比で 2 桁の伸びになってい ます。
さらにま た貴殿は、空 港線の輸送 人員 数は航空需要に 大きく左右さ れるが、今 回の 運
賃認可申請では 、事業許可時 に見込んだ 航空 需要を大幅に下 回ることにな っている成 田
空港会社の最新 情報に基づい ていると説 明さ れました。
ところが 成田空港会社 が H17 年に公 表した中期 5 カ年計 画の予測は 2 年後 の H24 年
度は 3500 万人と見込んでいて、H22 度以降 は未公表です。 それだけでは ありません 。
社会資本整備重 点計画の伸び 率予測 は H17 から H24 年まで の平均 で 3.6％。H19/6/21
に公表された国 土審議会航空 分科会の予 測は H12 年から H24 年までで 1.6 倍以上とな
っています。従 って、貴殿が 運賃申請の ベー スにしたという 航空需要予測 は貴社だけ の
予断ではないの かが疑われま す。航空需 要予 測の出典を明示 されるように 求めます。
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