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当会の公開質問書にたいする社長の回答を批判する
1】

H22 年度

開 業時の スカイ ライ ナー乗客 数と料 金収 入の不 整合

当会は、 貴殿が公聴会 で言われた 成田 空港線のスカイ ライナー乗客 数は、貴社 も作
成当事者である H13 年の調査報告書、 貴社 が国土交通省宛 に提出した H14 年の事業
許可 申請 書で 推計 でき る 17900 人台 に比 べ て半 分以 下の 過小 見積 も りで はな いか と
指摘しました。 これにたいす る貴殿の回 答が 下記です。
1、空港~上野間 64.1 ㌔ 1200 円（うち消費 税 5%） 2、計算単価 1140 円（小児 570 円）
3、距離按分して 高砂~空港 51.4 ㌔ 914.13 円
5、乗客数 11124 人/日

4、高砂~空港

特急料金収入 28.01 億円

6、開業 H22 年 7 月

しかしなが ら、下記のと おり今回の 回答 でも乗客数の不 整合は解消し ない計算に な
ります。
計算

11124 人（小児を含む）×914.13 円×（365 日―91 日=274 日）＝27.86 億円
不整合 の額
〃

乗客数

0.15 億円＝28.01 億円―27.86 億円
40 人/日＝0.15 億円÷914.13 円÷274 日

貴殿が予測 の一桁に至る まで示され たと おり、乗客数は 運賃計算の根 幹であり、 些
かも欠けること なく整合しな ければなら ない ものと考えます 。
2】

回 答にな って いない 京成本 線ス カイラ イナーの 輸送実 績
当方の指摘は一 定の根拠を持 って行って いま すが、明示する ことで生じか ねない事
態を考慮して詳 細を示しませ んでした。 しか し貴殿の回答に は、当方が求 めた具体的
な計算内容を証 明する客観的 事実がなく これ では回答になっ ていません。

3】

区間 ごとの 輸送人 員数を 企業 秘密と は
当会は、貴殿が言わ れた公聴会 での乗 客数 11124 人では、北総線区間を通過す る乗
客がいないこと になると指摘 し、その 計算内 容まで示した上 で、通過 する乗客で空 港・
成田湯川から上 野・押上へ行 く（その逆 を含 む）乗客数、空 港・成田湯川 から北総線
内で乗降する（ その逆を含む ）乗客数、空港~成田湯川間の乗 客数などを問 いました 。
これにたいして 貴殿は「鉄道 会社にとっ て営 業政策の根幹に かかわる重要 情報」だ
と回答拒否です 。

NO２
し か し 熱 意 があ れ ば 、成 田 空 港線 の 事 業許 可区 間 で あ る 高砂 ~空港 間 の 一般 特 急 の
区間ごと輸送人 員数の計算は 容易で、既 に当 会関係者が公聴 会に根拠資料 を提出して
公述しています 。部外者であ る市民でさ え算 出できる区間ご との輸送人員 数が企業秘
密にあたるのか 。ちなみに公 述資料を添 付し ましょう。
4】①

近 距離激 高・遠 距離激 安の 北総運 賃体 系を合 理化 できな い
貴殿は、 当会が近距離 激高・遠距 離激 安の異常な運賃 体系と指摘し た北総運賃 につ

いて、都営交通 も同じだと回 答していま す。 そこで都営交通 と北総線・成 田空港線の
グラフを付して 、この回答が 全くあたら ない ことを指摘しま す。
②

「混 乱を 避ける ため北 総運 賃に統 一」は法 の精神 に逆 行する 不当な 行い
貴殿は、 認可を受けた 北総線運賃 が既 にあるため、成 田空港線との 二重運賃に よる

混乱を招かない ように北総運 賃に統一し たと 回答しました。
この回答 には二重三重 に問題があ りま す。
第一に、鉄道事 業法第 1 条は、「公共の 福祉 を増進すること を目的とする 」と明記
し、運賃の設定 を国土交通省 の『認可事 項』 と定めています 。事業法のこ の目的に照
らせば、認可制 度の根本精神 が、公共の 福祉 を増進するため 可能な限り低 廉な運賃で
認可することに あるのは疑う 余地があり ませ ん。
従って第二に、 貴社は可能な 限り安い運 賃を 設定して利用者 に提供するこ とが義務
であり、貴 社運賃の 2 倍以上にもなる異 常な 高運賃の北総に 合わせるのは 法の規定に
逆行するもので す。『混乱』 を言うので あれ ば、北総運賃を こそ引き下げ るべきです 。
第 三 に 、 現 在 の 北 総 運 賃 は 北総 鉄 道 が 届 け 出る だ け で 引 き 下 げ る こ と が でき ま す 。
そのために親会 社である貴社 は、北総鉄 道に 運賃を分配する 。あるいは北 総鉄道の年
間返済元本額平均 47 億円に見合う線路 使用 料を按分負担す べきです。
5】

「北 総線の 乗客が 成田空 港線 の一般 特急 に乗り 代え たら全 て京成 の収 入」
公聴会で の貴殿の上記 発言は、改 めて 運賃申請の異常 性を強く思わ せるもので した 。
しかし貴殿は、
「乗り代 わる乗客数 はわからな いが一定額を配 分する 」とも発言さ れま
した。そこで当 会は審議委員 からも親会 社京 成の恣意的配分 の恐れが指摘 されたこと
も紹介して、北 総鉄道との協 定内容を問 いま した。
その回答 で貴殿は、
「運行 本数で按分 す る契約をした」との ことです。しか しながら
北総線から何人 が乗り代えた かのか分か らな いどころか、特 急料金を取ら ない一般特
急には全部で何 人乗ったかさ え分からな いの ではありません か？

乗客数 が把握でき

ないことを認め ながら、単な る計算方法 を言 ってもそれは回 答ではありま せん。
しかも、 乗り換え乗客 の運賃は京 成の 収入、これが事 業許可だとは 貴殿も国交 省も
繰り返している ことです。だ が、原則ど おり 取り上げれば北 総鉄道の収入 が激減して
経営が成り立た ない。そのた め北総の経 営状 況を目安にして 払い戻してや るというの

NO３
が本旨ではあり ませんか？

ここにこそ 親会 社京成の恣意で 動く根源があ る。これが

質問の根本です がその意味で も回答にな って いません。
6】

高砂~上野・ 押上間 の収入
貴 殿 は、 当 会の 質 問 に答 え て上 野 ・押 上~高 砂 間に は スカ イ ラ イナ ー の特 急 料 金を 含

めて成田空港線 による運賃収 入のあるこ とを 認めました。当 然のことです 。ところが 、
収 支 計 算 にな る と 、事 業 許可 を 得 たの は 高砂~空 港 間だ か ら 、成 田 空港 線 に は関 係 な い
京成の収入だと 切り離します。そもそも、貴 社が H14 年に国土交通省へ提出した 事業許
可申請は、高砂~上 野・押上間 の収入を含 めて 採算が取れると して許可され たものです 。
その区間収入を ないものにし て事業許可 区間 だけを取り出し 赤字と称する 。これほど 道
理のない話はあ りません。そ れが適法だ とい うのなら、法自 体を変えなけ ればならな い
でしょう。貴社 はこの区間の 収入を含め て計 算し、北総鉄道 への正当な支 払いを行う べ
きです。
7】

京成 本線で は取っ ている 「空 港旅客 加算 運賃」 を取 らない 不公正
当会が指摘 したこの点に ついて、貴 殿 は H13 年の調査報告書、H14 年の事業 許可 で

は京成本線の運 賃体系を「仮 置き」した もの で、今回の申請 は適正な運賃 収入の範囲 で
『上限運賃』の 認可を求めて いるのだか ら違 って当たり前だ と回答しまし た。まるで 答
えになっていま せん。
貴社が仮置きと 考えていたか どうかに拘 わり なく、空港旅客 に特定した加 算運賃を計
算内容にして、 法に基づく申 請をし、国 交省 もまた法に基づ く許可をした 。これが事 業
申請であり許可 です。ここに は成田空港 線の 成り立ちからし て空港旅客の 加算運賃が 位
置づけられてい たという厳然 たる事実が あり ます。
貴殿は公聴会で 、本線の工事 は成田駅か ら空 港までの限定区 間だったが、 成田空港線
は全線に渡る工 事で『なじま ない』から 設定 しないとも言わ れました。し かし、調査 報
告書も事業許可 申請も「全線 にわたる工 事」 を予定した上で 加算運賃を織 り込んでい る
のですから、こ れもまた通用 しない弁解 です 。
貴殿が空港旅客 加算運賃の 140 円を除外しな ければならない 真の理由は 、北総運 賃を
前提にした運賃 認可申請では 、高砂~空港 間 が 950 円になり、上野~高砂 250 円を加え
た 1200 円の上に 140 円を加算すれば競 争性 を失うという目 算に立ってい るからです 。
そのことのため に、本来は空 港旅客に課 すべ き加算運賃を北 総運賃体系の 中に潜り込 ま
せて、18 億円余にのぼる加算 運賃分を北 総沿 線住民の負担に 転嫁するなど は不公正の 極
みであり、公共 交通機関を担 う者の姿勢 とし てあるまじきこ とです。
8】

航空 需要の 基本的 な考え 方
貴殿は今度 の回答で、H22 年度の需要予 測 2940 万人は成田空港会社によるも のだが 、

鉄道利用客には ならない「空港内 で航空機を 乗り換える通過 客（トランジット ）」を除 外

NO４
したもので、H14 年の事業許 可でもそうだ っ たとされました 。
そこで貴社が H14 年 5 月に申請した事業 許可で前提にし た航空需要が どうだった かを
調べてみますと、H13 年度の実績に対するト ランジット率 17.6％・489 万人、従って貴
殿が言う航空需 要では 2294 万人になります 。ところで貴殿 は今回の回答 で、許可申 請
時には H22 年のスカイラ イナー乗客 数を 15920 人/日と予測した旨を言っ ておられま す
が、この数字は H22 年の航空機発着回 数 20 万回を前提にしてい たもので、そ の後 22
万回に改められ 、今回の運賃 申請はその 22 万回で行ってい るとは貴殿の 発言でもあ り
ます。そこで 20 万回を前提にした 15920 人を事業許可の収 支見積もりに ある 22 万回に
引き直すと、1.117 倍の 17783 人になります。
つまり、事 業許可を申請 したとき は 2294 万人の航空需要 に対して、17783 人の乗客
を予定していた わけです。と なると 2294 万 人：2940 万人＝17783 人：X

X＝22791

人/日が正解ではな いのでしょ うか。それが貴 社の予定は 11124 人だと言います。まさし
く半分以下です 。この不整合 をどう説明 され るのでしょうか 。

以上、貴殿 の回答から明 らかになっ たの は、不合理、不 条理に留まら ず不公正を 内包
するばかりか、 運賃認可申請 の根幹であ る成 田空港線の乗客 数予測が不当 に操作され 、
沿線住民に異常 な高運賃を強 いる要因と なっ ている疑いをま すます強くす るものにな っ
ていることです 。当会は、貴 殿の回答と 当会 のこの見解を国 土交通省運輸 審議会はも と
より、国会を含 めて関係する 先々に広く 訴え 、公平・公正・ 透明で妥当な 運賃体系と な
るように求めて まいります。

ＣＣ．
財務副大臣
野田佳彦 殿
消費者行政担当 大臣 福島瑞 穂 殿
消費者委員 会委員長 松 本恒雄 殿
国土交通大 臣 前原誠司 殿
国土交通副大臣 辻元清美 殿
国土交通省 政務官 三日 月大造 殿
衆議院消費者問 題特別委員会 委員長 末 松義 規 殿
衆議院国土 交通委員会委 員長 川内 博史 殿
参議院消費 者問題特別委 員会委員長 山 本香苗 殿
参議院国土 交通委員会委 員長 椎名 一保 殿
衆・参両議院国 土交通委員会 理事 殿
千葉県選出 衆 参議員 殿
読売新聞社 毎日新聞社 朝日新聞 社等 消費者問題担当 者

殿

