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≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、定刻になりました ので 、会議を始めさせて いた だきたいと思います 。

本日は、皆様、お 忙し いところをお集まり いた だき、ありがとうご ざい ます。
ただいまから、「 消費 者委員会第22回公共 料金 等専門調査会」を開 催い たします。
本日は、所用によ りま して、山内委員、そ れか ら、消費者委員会担 当委 員の蟹瀬委員が御欠 席
との連絡をいただい てお ります。
まず、議事に入り ます 前に、配付資料の確 認をお願いいたします。
議事次第下部のほ うに配付資料一覧をお示 しし ております。
お手元の資料の中で、 もし不足がございま した ら、事務局までお申 し出 いただきますようよ ろ
しくお願いいたしま す。
なお、本日の会議 につ きましても、公開で 行い ます。
議事録についても 、後 日、公開することと いた します。
それでは、古城座 長、 以後の議事進行をよ ろし くお願いいたします 。

≪２．東京のタクシー運賃組替えに関する有識者ヒアリング≫
○古城座長

それで は、 議事に入らせていた だき ます。

本日の議題は「東 京の タクシー運賃組替え 案に ついての有識者ヒア リン グ」です。
本日は、３名の有 識者 の方々をお招きして おり ます。
まず、東京海洋大 学大 学院の寺田一薫教授 から 学識経験者としての 御見 解をお伺いし、その 後
で全国消費者団体連 絡会 の河野康子事務局長 、日 本消費者協会の松岡 萬里 野理事長から、それ ぞ
れ消費者団体として の御 見解をお伺いしたい と思 います。
初めに、寺田教授 から 御説明いただき、意 見交 換を行いたいと思い ます 。
寺田教授は、交通 政策 を主な御専門とされ 、国 土交通省に設置され た新 しいタクシーのあり 方
検討会には、ワーキ ング グループの委員とし て参 加されていました。
それでは、御説明 をお 願いいたします。25分ぐ らいでお願いいたし ます 。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

東京海洋大 学の 寺田でございます。 本日 は、意見を述べさせ て

いただく機会を設け てい ただき、大変ありが とう ございます。よろし くお 願いいたします。
以下、資料１に基 づい て御説明させていた だき たいと思います。
いきなりですけれ ども 、本日の議題の「組 替え 」という言葉にちょ っと 違和感を覚えたとい う
か、初めて聞いたと いう ことがあります。し かし 、例えば英国の公益 事業 料金の規制で、プラ イ
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スキャップと言われ てい るもののサブキャッ プと か、そういうやり方 の中 ではリバランスと言 っ
て、価格の再調整と か微 調整という概念が頻 繁に 出てまいります。同 様の ものと理解すると、 よ
くある議論といいま すか 、必要な議論のよう に思 います。
それから、東京の タク シーが議題ですけれ ども 、短距離の値下げに つい て余り情報がありま せ
ん。本日は高齢化と いう ことでは先を行って いる と考えられる地方の タク シーの話とか、需要 と
供給条件の上で比較 的似 た交通機関と考えら れる バスの話も少し混ぜ て、 お話させていただく こ
とをお許しいただき たい と思います。
本運賃組替え案に つい ての意見を先に申し 上げ ました後、若干関係 のあ りそうな周辺の問題 に
ついて、加えたいと 思い ます。
４ページ目ですけ れど も、まず最初、本運 賃組 替え案についての意 見で す。
現在のタクシー政 策が規制緩和に移行して いる 途中なのか、あるい は逆 に再規制に行こうと し
ているのか、私自身は判 断がつきません。い ずれ にせよ規制と規制緩 和の 中間のところにいる と
考え、物流の事例な ども 含めますと、参入規 制の ほうが残り、運賃規 制の ほうが軽くなるとい う
のが国際相場です。その 意味では、今回の運 賃体 系、運賃表の工夫を する といいますか、少し 柔
軟性を持たせるとい う方 向性については、当 然の方向性だと理解して おり ます。
２つ目に、タクシ ーの 需要を拡大していく とい うことでは、部分市 場と いいますか、セグメ ン
トごとにいろいろな こと をしていく必要があ りま す。大きく分けます と、 比較的中距離帯でタ ク
シーのかたい需要が ある 一方で、短距離と長 距離 のほうには取りこぼ しが あると考えられます 。
東京では余り積極的 では ありませんけれども 、長 距離の割引をやって いる ところもあります。残
された短距離のほう に課 題があったといいま すか 、これまで見過ごし があ ったと考えます。
３つ目ですけれど も、 成功しているケース 、あ るいは失敗している ケー ス、いろいろあると は
思うのですが、タク シー と競争する交通機関 のほ うで短距離の値下げ 等の 増収策がとられてい ま
す。対抗上、タクシ ーも 何もしないわけには いか ないと理解しており ます 。例えば、乗合バス の
ほうですと、30年弱 前に 広島とか仙台のほう で距 離制に移行するとい うの がありました。15年程
度前に全国で主に１キロ メートルから２キロ メー トルぐらいの距離帯 の値 引きをする、100円バス
等の動向がありまし た。
それから、マイナ ーな 例ですけれども、福 岡の地下鉄とか多摩モノ レー ルとか、鉄道・軌道 系
で１駅は100円にする とい うのもあります。あるいは 、若干もとに戻っていると ころがありますけ
れども、京浜急行などの 私 鉄では、各駅停車の増発 で、100円台前半で乗れる と ころを開拓すると
いう動きもあります ので 、競合交通機関にあ わせ てタクシーの対抗と いう ことも当然と思われ ま
す。
その上で、５ペー ジで すが、基本的には平 均運 賃といいますか、平 均収 入といいますか、そ れ
は仮に一定であって も、お客さんから見て割 安感 が出るような運賃体 系を 模索すべきで、その 意
味で短距離の運賃と か遠 距離の割引を模索す べき と思います。
距離帯別の需要に つい ては、情報が残念な がら ありませんけれども 、例 えば地方中核・中枢 都
市クラスのバスの運 賃改 定などを見ますと、 短く 見ても４キロメート ルか ら６キロメートルぐ ら
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い、少し長目に見る と２キロメートルから10キロ メートルぐらいのと ころ は、少し強気でもよ く
て、その手前と先は 割引 をすべきという感じ があ ろうかと思います。そう いう運賃体系に移行 し
ていくべきかと思い ます 。特に１キロメート ル以 下のお客さんという のは 、バスでもタクシー で
も非常に少ないので 、幾 ら割引しても減収に なら ないといいますか、 積極 的割引をしていいの か
なと思われます。混 雑時 間等の供給不足のお それ があるとすれば、昼中だ け割引をするという こ
とも考えられるかと 思い ます。
その辺を勘案しま すと、今回の申請の初乗り 距離 の1,059メートルとい うの は、ほぼ適切な距離
ではないかと思いま す。そ の一方で、初乗り運賃410円ということになっ てお りますが、それが適
切かどうかは、割引 の方 向性は認めますけれ ども 、ぴったりかどうか とい うのは、私には判断 が
つかないという感じ でお ります。
それから、90円刻 み、80円刻みにするとい うこと があるのですが、消 費者 のほうは、バスなど
で大まかな距離刻み とか 運賃刻みにだんだん なれ てきているように思 いま す。一部では北欧型 運
賃などと呼ぶようで すけ れども、80円、90円 とい うことに余りこだわ らな くてもよいのかなと い
う感じもします。た とえ ば九州の西鉄の距離 の長 いバスは1,000円の 次は1,500円に上がるので す
けれども、そういう ことにも消費者はなれて きて いるといいますか、 混乱 しないようになって き
ている。500円の次 は800円などという運賃も あり なのかなと思います 。総 じてですが、全体を 勘
案しますと、本運賃 組替 え案には賛成を表明 させ ていただきます。
以下、時間の許す 限り 、少し関連する話を 続け させていただきたい と思 います。まず、タク シ
ーの運賃規制スキー ムと いいますか、そのプ ロセ ス自体ですが、現在 、い ろいろな目的を組み 込
もうとしております 。日 本の国土交通省は、 こう いうことには大変器 用と いいますか、上手だ と
は思うのです。ただ 、特 に下限運賃のほうに 、中 小の事業者の保護だけで なくて、労働者の保 護
とか安全ということ を組 み込めるのかどうか 、私 は少し疑問を持ちま す。 それぞれのテーマご と
に直接規制が原則と いう ことです。上限のほ うが 、経営効率化とか消 費者 保護の観点から決ま る
ということでは当然 かと 思いますが、いずれ にし ても、多くの目的を 組み 込み過ぎて複雑化し て
いるということは否 めな いという感じを持ち ます 。
下限値の法的意味につ いては、この場のテ ーマ ではないので差し控 えま すが、仮に上も下も 確
定した幅運賃か、あ るい は下のほうが緩い幅 運賃 か、どちらをイメー ジし た場合であっても、 規
制と規制緩和の中間 段階 で、幅運賃というの が海 外の物流などを中心 によ くとられる仕組みな の
で、その枠組みは認 めま す。しかし、幅運賃 と言 ったときに、幅の中 では 完全に自由というの が
基本なので、現在の タク シーのように、幅の 中に もいろいろ制限があ ると いう状態は、異常と い
うのは言い過ぎです が、少し変わったことを して いるという位置づけ にな ることは間違いない か
と思います。
具体的に言います と、 幅が非常に小さいと いう ことです。一般的に は、 幅というと20％とか 上
下各15％で、しかも だん だん広げていくとい うの が普通です。幅運賃 と言 いながら幅が非常に 小
さいという問題が１ つあ ろうかと思います。
もう一つが、追い 越し 禁止と称して、短距 離と 遠距離で運賃が逆転する のを禁止する規制を や
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っていることです。 これ は、今回のような運 賃の 柔軟化に直面します と、 残念ながら邪魔な規 制
の仕組みと言わざる を得 ません。撤廃してい くこ とが好ましいのでは ない かと思います。どの 産
業でも、路地裏戦略 みた いなものと表通り戦 略み たいなものが必ずあ りま すので、それを会社 は
選べないということ にな ります。路地裏戦略 みた いなものをとった場 合に 、短距離は強気がい い
のか、逆に値引きが いい のか、ちょっと判断 がつ きませんけれども、 会社 のほうでその辺を選ぶ
べきではないか。外 食チ ェーンとか航空などの他 産業では、そういう こと を企業が選んでいま す
ので、タクシーでも そう いうことを認めるべ きだ と思います。
７ページです。今 回の ような組替え型の運 賃変 更を促していくため には 、運賃規制の運用を ど
ういうふうにしてい った らいいかという改善 案に 移ります。基本的に 視点 としては、乗合バス の
ような賃率、例えばキロ 当たり何円といった もの を決めて、一方で大 まか な短距離の加算とか 遠
距離逓減の方針も決 めて 、下限をどうするか とい う問題は別にあるか と思 いますけれども、そ う
いうものを決めて、 それ によって消費者への 説明 、および今日行って いる ような規制プロセス で
の議論を行うことが 好ま しいと思います。
運賃自体は、定額 で規 制するのが原則です が、 理論上の、運賃スケ ール のような概念を別に 設
けることが好ましい ので はないかと思います。その 上で、距離の刻み等はおお むね100円とかおお
むね300メートルごと とい うことを、別にガ イドライ ンなどで示せばよい ので はないかと思います。
それから、少し話 が変 わりますけれども、 今回 の組替え、特に短距 離の 割引につきましては 、
まず基本的には発地 と着 地が近い利用者、た とえば 、自宅から近くの病 院に通う利用者がいます。
一方、鉄道などとの 乗り 継ぎでの長距離のト リッ プはありますけれど も、 駅と自宅間などタク シ
ー利用距離は短い利 用者、その両方を開拓す るこ とが必要です。量的 には 鉄道などとの乗り継 ぎ
のケースのほうが多 いと 推測されます。鉄道 など 他の交通機関との乗 り継 ぎということを考え る
と、タクシーの追加 の運 賃を安くするだけで はな くて、物理的なシー ムレ ス化というのも並行 し
て行うべきです。こ れは車の両輪となるべき 政策 だと思います。
もちろん、タクシ ーの つけられる駅前広場 を整 備してということに 時間 がかかります。当面 で
きることになります と、例 えば駅前広場のない 私鉄 とか、特に地下鉄の 駅だと 思いますけれども、
乗り場を設置する必 要が あるかと思います。 駅前 広場がなければ、路 上で 一、二台分のスペー ス
でもよいのではない か。 少なくとも地下鉄の 終点 のターミナル駅にタ クシ ーがつけられないな ど
の状態は改善すべき です 。そういった駅の近 くで 、タクシーが路上で 客待 ちをして、お巡りさ ん
が来ると一旦逃げて 、二 、三十分で戻るとい う目 に余る状態すら見か けま す。そういうことを 改
善すべきだと思いま す。
逆に収入を生まな いタ クシーの待機車両が 駅前 広場を占有している ケー スも都内にはありま す。
そういったケースで はス ペースの一部をバス に開 放して、占有許可自 体に は交換という概念が な
いのかもしれません が、 実態としてタクシー とバ スがスペースを交換 する ことで両者の利便性 と
増収になる余地があ ると いうのが私見です。
関連して全国的な タク シー一般的の話です。準 特定地域、特定地域 の許 可により、新規参入 と
増車を厳しくする地 域の 問題が別にあるわけ です けれども、前から気 にな っていたのは、その 条
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件の中に、法令違反又は 事故発生率が全国平 均よ り高いという条件があり 、これは準特定地域で
も特定地域でも共通 です。一般的には、参入構造 を固定して事業者の 入れ かわりがないように す
るという場合は、サ ービ ス質が高くて、今の 事業 者でよいということ でな いと、それができな い
はずなので、あるべ き姿 と逆になっていると いう ことが気になります 。当 該条件を外すことが で
きないかなというの が個 人的な意見です。
実は似た制度で、交通 経済学で有名なのが 、イ ギリスのバスのクオ リテ ィー・コントラクト と
言って、品質契約と 訳し ている制度です。し かし これは逆で、自治体 が高 サービス水準で、今 の
会社で最長10年間入 れ替 わりがなくてもいい と思 ったときに発令でき るも のです。日本のタク シ
ーの準特定地域、特 定地 域の問題の規定が正 反対 というのが非常に気 にな ります。イギリスの バ
スの品質契約制度は、実 施例はないのですけ れど も、2000年交通法と いう大きな立法の目玉に な
る仕組みとして作ら れたものです。
それから、一般的 な委 任された規制、事業 者に 調整を委ねるタイプの規 制でよくあることで す
が、時限措置である 規制 を卒業した後、どう する のかという心配もあ りま す。
10ページ目ですけ れど も、今、関係者は運 賃の話だけをして、実車 率に ついては経年的な変 化
だけにしか注目しな いと いう状態です。実車 率は非常に微妙なもので、特 に待ち時間という形 で
サービスに影響するもの ですので、もう少し 慎重 に最適化といいます か、 望ましい実車率がど の
ぐらいかということ を真 剣に考えるべきでは ない かと思います。当然 です けれども、車両数削 減
というのは、実車率 を引 き上げます。空車が捕ま りにくくなりますの で、 その分、利用者の待 ち
時間増加が起きます 。
タクシー利用者の １分 当たりの価値がどの ぐら いかというのは、調 査がないのですけれども 、
例えば都市鉄道など の事 業評価などに使って いる 数字がそのまま当て はま るとしますと、１分 当
たり三、四十円とい うこ とになります。ある いは 、東京のタクシーの 利用 者はもっと高い可能 性
が強いと思います。 また 、急いでいるときに タク シーに乗るというこ とも あろうかと思うので す
が、１分当たり三、 四十 円ぐらいだとします と、 例えば10分の待ち時 間増 があると、数百円の 値
下げの分の消費者の利益 というのは吹き飛ん でし まいます。今回、730円が410円に、最大320円引
き下げられるという こと なのですが、実車率 の動 きによっては、その 分が 消えてしまう可能性 が
あるということは考 える べきではないかと思 いま す。
あと、接客等のサ ービ スの質自体は、規制 緩和 前よりは格段に向上 して います。実際に東京・
神奈川のタクシーラ ンク の評価に参加させて いた だいているところで は、 年々厳しくしていか な
いと絶対評価が維持でき ないという形になっ てい ます。規制緩和前の こと を皆さん、忘れてし ま
っていると思います けれ ども、サービスの質自体 はかなり上がってい て、規制緩和の持つその 分
のプラスの効果とい うの は正当に評価すべき では ないかと考えます。
ちょっと直接関係のな いお話も含まれるの です が、11ページ目、最 後の ところになります。 今
回の短距離値下げに 伴う 運賃組替えを機会に、タ クシーのサービスを よく していこうというこ と
を考えますと、幾つ か気 をつけるべきことが ある ように思います。
１つ目ですけれど も、都区部・武三では運 賃の ブロックと営業区域 が一 致していると思うの で
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すけれども、発地又 は着 地がその中になけれ ばい けないという、タク シー が営業するエリア規 制
があります。エリア とエ リアの境目の近くに 行き ますと、どうしても 帰り は空車で戻らなきゃ な
らない確率が高まる ので 、タクシーがエリア の境 界のほうに近づかな い、つまりタクシーの空 白
地域が生じるという 問題 が一般的にはありま す。 東京23区と武蔵野・ 三鷹のケースですと、恐 ら
く営業区域の境目の 半分 ぐらいが川、つまり多摩 川と江戸川と一部荒 川な ので、この種の問題 が
ほかの場所よりは発 生し にくいのですけれど も、問題が起きていない わけ ではありません。
あるいは、神奈川 県の大船駅みたいに、営 業区 域の境目の真上に大 きな ターミナルがあると い
ったケースも東京に はな いので、ほかの地域 ほど には問題は深刻では ない と思うのですが、一 般
的には境界線のとこ ろで 車が来ないという意 味で供給が過小になって しま うケースが考えられ ま
す。需要開拓とい う意味で 営業区域を少し重ね ると いうことが必要な施 策で はないかと思います。
ほかに原因があると いう 説もあるのですが、 例え ば川崎の幸区辺りな ど、 東京周辺でタクシー の
利用が少ないエリア が実 際に存在するという 問題は起きています。
それから、もう一 つ、 短距離の利用促進は好ま しいことだと思うの です けれども、その結果 と
して心配されるのは 、午 前のピーク時の供給 不足です。特に朝遅めの 時間 の通勤でタクシーを 使
われる方が、最近、 随分増えておりますし、それ から、地方のタクシ ーで すと、需要のかなり の
部分が午前中の通院です 。今後、東京でもそ うい った通院需要が増え てい く、あるいはタクシ ー
が取り込んでいかな けれ ばいけないとすると 、午 前中はタクシーが捕 まりにくい状況は支障に な
ります。タクシーは通院 には使えない乗り物 だね という消費者の認識 がは びこることは極めて 好
ましくないと思いま す。
午前の供給不足の 問題 に関しては、勤務シ フト の問題との関係が大 きい のですけれども、その
辺、人為的な問題も 絡ん でいますので、何と か解 決していただきたい とい いますか、気をつけ て
いただきたいと思い ます。
それから、最後、 とり とめもない話で、余 り具 体的でなくて恐縮で すけ れども、大まかにキ ロ
当たりの運賃という こと で見ますと、タクシ ーと 他の交通機関、その 中で も比較的高いのが乗 合
バスだと思うのです けれ ども、それでも両者 の間 にかなり大きな開き があ ります。２キロメー ト
ルから数キロメート ルぐ らいまでの距離帯の キロ 当たり運賃をとって みま すと、タクシーとバ ス
では10倍から数倍ぐ らい 差があるので、その 範囲 でいろいろな新規サ ービ スの余地があるとい う
ことは間違いないこ とだ と思います。世の中一般 に存在する新しいサ ービ スは、隙間といいま す
か、そういうところ から生まれることが多いです から、タクシーとバ スの 間にいろいろな新規 サ
ービスの余地がある と思 います。
タクシーを今より も安 い乗客当たりコスト で運 行しようとすると、 乗合 の形をとらざるを得 ま
せんので、乗合タク シー などが隙間を埋めるべき だと。ちなみに英語 です と、タクシーの車を 使
ったバスという意味 でタ クシーバスと言うと 思う のですが、そういう もの に課題があると思い ま
す。許認可上は、セ ダン型タクシー車両を使 って もバスとなりますの で、 その辺のいろいろな サ
ービスが出てくるよ うに するためには、基本 的に は乗合バスのほうの 規制を柔軟化すべきです 。
乗合バスでも区域運 行と いう形が認められて 、そ の隙間を埋められる よう になってはきました け
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れども、乗合バスの 運行 計画について、もう 一段自由化が必要だと思 いま す。
具体的には、おお むねの時刻表みたいなも のが 提示できるとか、タ イム ウィンドウと言うの で
すけれども、何時ご ろ来 ますとか、そういう こと を認めていく必要が ある かと思います。
大体お時間になり まし たので、以上で終わ られ ていただきます。あ りが とうございました。
○古城座長

ありが とう ございました。

意見交換に入る前 に、 事務局から山内委員 のコ メントについて説明 があ ります。山内委員は 、
日程の都合により、 専門 調査会には出席され てお りませんが、交通経 済分 野について長年研究 さ
れている方なので、御意見 を参考とするため、事前に 事務局からコメント を聴 取したところです。
それでは、事務局 から 説明をお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 資料４、右肩のほう に付 されている資料があ るか と思います。そちら を

御覧いただければと 思い ます。タイトルとい たし まして「東京のタク シー 運賃組替え案につい て
の山内委員のコメン ト」ということになって おり ます。以下、読み上 げさ せていただきます。
・日本のタクシー運 賃は 、長い間の慣行に基 づく もので必ずしも合理 的な 運賃体系ではない。 現
行の初乗り運賃は国 際的 に見ても標準的とは 言え ないものなので、こ れを 正していく方向の改
定は、基本的には推 進す べき取組と考えられ る。
・今回提案された東 京の タクシー運賃組替え 案で は、初乗り運賃が安 くな る一方、一定距離以 上
では現行より運賃が 高く なる。このため、引 き上 げとなる距離帯での 需要 動向は注意深く見守
る必要があるが、方 向性 として、負担力のあ る利 用者に一定の負担を して もらいつつ、潜在的
な利用者が多くかつ 価格 弾力性が大きいと考 えら れる距離帯の運賃を 安く するというのは、合
理的な運賃改定と言 える 。
・ただし、タクシー 運賃 は、利用後に事後的 に確 定する性質のもので ある ため、消費者が予め 料
金体系を的確に把握して いることが非常に重 要と なる。新運賃の導入 は、 消費者への周知を徹
底するためのしっか りと した広報活動が行わ れ、 情報の非対称性が少 しで も小さくなることを
前提としたものでな けれ ばならない。
・タクシー運転手の 賃金 水準は非常に低く、 社会 的問題の一つと言え る。 運転手が少なくとも 現
在の収入を維持して いく ためには、今回の運 賃組 替えが、業界全体に とっ て収益中立であるこ
とが必要である。ま た、 現在タクシー事業に かか る経費の約７割が人 件費 と言われているが、
運賃組替えにより適 切な タクシー収入の労働 分配 が崩れるようなこと があ ってはならない。
・東京では、かつて 一部 の事業者により、初 乗り の運賃引き下げ及び距離 短縮を行う「たまご っ
ちタクシー」という 試み が行われていたが、 参加 台数が少なく、定着 しな かった。新運賃の導
入に当たっては、当 時の 実績についての検証 を行 うことが重要である 。
以上でございます 。
○古城座長

ありが とう ございました。

それでは、寺田教 授か らの御報告に基づき まし て、質問や御意見の ある 方は御発言をお願い い
たします。いつもの とお り、前の名札を立て てく ださい。
陶山委員、どうぞ 。
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○陶山委員

どうも あり がとうございました 。少 し教えていただきた いこ とがございますので 、

質問ということでお 聞き いただければと思い ます 。
今日、寺田先生の 資料の ４ページで先生の御 説明 がありましたが、長 距離の 利用者については、
少し割引の形で見て いく 必要があるとおっし ゃっ たかと思います。中距離 は利用者をしっかり捕
まえているので、こ れで いいのではないかと いう ことであり、今回、 短距 離については、利用 し
やすい形になる。た だ、 今回の変更の初乗り とそ の後の運賃の段階的 な加 算によって、長距離 の
ところはこれまでよ りも 値上げになってきま すけ れども、先生がおっ しゃ いました割引を検討 し
ていく必要があると いう のは、今回の変更の 線上 なのか、また別の商 品と しての御意見なのか 、
その点を教えていた だき たいことが１つ。
もう一つが、この 距離 とかの運賃だけでな くて 、首都圏ではタクシ ーを 呼びますと、はっき り
私も存じ上げないの です が、迎車料金といいますか 、300円といった料金が加 算されるということ
です。それは、効率 から 見て、客待ちをして いる のと、流しているタ クシ ー、呼ばれて行くタ ク
シー、大きく３種類 ぐら いを見たときに、逆 にお 客さんに呼ばれて行 くと ころは効率がいいの で
はないかと思えたり する のですが、その迎車 料金 は適切なのかどうな のか 。もしくは、効率が い
いのであれば、迎車 料金 がなくなっていけば 、利 用者側からすればも っと 使いやすくなってい く
と思います。
特に、前回、ハイ ヤー ・タクシー協会から の御 説明のときにも、高 齢者 とか病院に通う人、 そ
れから障害者も含め て、 どうしてもタクシー を利 用しなければいけな い、 せざるを得ない人た ち
にとっては、長距離 の部 分というのは非常に 負担 になってくるのでは ない かということと、プ ラ
ス、迎車料金は何と かな らないだろうかとい うこ とで意見が出ており まし たので、そこを少し教
えていただければと 思い ます。
以上です。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

ありがとう ござ います。

基本的には、２つ の問 題は共通しています 。適 度な競争の中で自主 的な 値下げが進んでいく こ
とが好ましいと思い ます し、今の規制が長距 離割 引や迎車料金引下げを大 きく妨げているわけ で
はありません。今回 、事 業者のほうで長距離 を少 し上げたいと言って いる のは、ロードファク タ
ーが低下しているこ とに 伴って、コストは若 干し か上がっていないに して も、平均費用が上が っ
ていることをカバー した いという意向による もの です。その点自体は 正当なので、基本的には 事
業者側のその意向に 従っ たうえで、申し上げ たよ うな適度な競争の中 で自 主的に運賃を下げる 会
社も増えてくること を希 望します。長距離に つい ては、若干の値上げ なの で、値上げしなくて も
いいような気もしな いで もないですけれども 、今 回の申請については その ように考えます。
迎車料金について は、 既に御承知のように 、Uberといいますか、ラ イドシ ェアなどとの特に競
合する分野になりま す。ライドシェアをどう 規制 するか分かりません けれ ども、仮に法的には 禁
じられるにしても、 グレ ーゾーンにそういう サー ビスがあるという脅 威の 中で、もっといろい ろ
なイノベーションが 出て くることが予想されます 。そうした中で迎車 料金 の加算額が減ってい く
ことが好ましいと思 いま す。例えば、迎車予 約す れば長距離割引が受 けら れるようにする、つ ま
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り迎車料金と長距離 割引 をバーターする手も ある かと思います。そう いう広い意味でのイノベ ー
ションが進むことを 希望 します。
○古城座長

井手委 員、 どうぞ。

○井手座長代理

２ つ質 問があります。

１つは、５ページ で、 山内委員のコメント にも ありましたけれども 、短 距離は価格の弾力性 が
大きいということで 、こ れを730円から410円 に引 き下げるということ で、 寺田先生は、ここの 部
分というのは減収に なる とお考えですか。そ れと も、弾力性が大きい ので 、引き下げることに よ
ってかなりの収入増 が見 込めるという意味で 、増 収になるのではない かと いうことについて御 意
見を。ということは、この410円というのが適切 かど うか不明だというこ とで すけれども、先ほど
冒頭にあったワーキ ング とかで、410円で あれば長 距離と相殺してプラ スマ イナスゼロというこ と
だったのですけれども、 その部分が増収にな ると いうことについて、どう いうお考えか。
もう一つは、410円とい うのと現行の730円 という のが並行して運賃体 系と して存在し続けると
いうことについて、1,400円を超える人は多分、現行 運賃のほうがいいと いう 選択をするでしょう
から、730円のほうを選 ぶ ということもあると 思い ます。そういう二本立て と いうか、運賃の自由
化が必要だと言われ てい るので、そういうこ とも あってもいいのでは ない かという点について 、
どうお考えでしょう か。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

ありがとう ござ います。

需 要 の 価 格 弾 力 性 に つ い て は デ ー タ が な い と こ ろ の 山 勘 で 推 測 せ ざ る を 得 ま せ ん 。 ま し て 100
メートル単位の距離 帯別 の需要の価格弾力性は分 かりませんので、そ の前 提です。一方バスで は
そういう経験ないわ けで はないので、そこか ら類 推するしかないとい うこ とです。ものすごく短
い距離帯については 増収 になる。なぜなら現 状で 乗っている人が非常 に少 ない。特に１キロメ ー
トルから手前ではそ うな るでしょう。特に、700メ ートルぐらいのバス 停２ つ分ぐらいのところ に
ついては、現況で乗 ってい る方がほとんどいな いと いう意味で増収にな るか と思います。一方で 、
1.4キロメートル辺りに距 離帯別利用者数の山 があ るとのことですけれ ども、そこら辺まで行くと、
恐らく減収になるか と思 います。
ですから、ものす ごく 短い距離帯をどのぐ らい 獲得できるのかとい うこ とに依存すると思い ま
す。410円でも乗り捨て 部 分が結構あるという か、そ ういう利用が開拓で きる かどうか。並行して
シームレス化みたい なこ とをやらないと、駅 の階 段を昇り降りして、不便 な乗り場まで行って 、
タ ク シ ー に 乗 っ て 700メ ー ト ル で 降 り る と い う 利 用 者 を 大 き く 増 や す の は な か な か 難 し い と 思 い
ます。物理的シーム レス 化施策を並行してや るべ きということになり ます 。全体的には残念な が
ら、増収・減収につ いて は、距離帯別に違う だろ うということしか言 えま せん。
一方では、もしか する と、短期的に需要の 価格 弾力性の絶対値が１以上 で減収になっても、 マ
イカー所有率を抑制 でき るなどで、長期的に は増 収という可能性もあ ると思います。需要の価 格
弾力性というのは一 般的 には直前と直後の比 較な のですけれども、そ れを10年といったスパンで
見たときに異なった 結果 になるということが あり ます。ちなみに、バ スの短距離運賃がらみのイ
ノベーションという のは 、どちらかというと そう いうことを期待して 実施 されているケースが 多
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いと思います。
それから、二本立 てで、つまり二重運賃に つい てですけれども、こ れは 歴史の中に教訓があ り
ます。1996年申請で97年 実 施でしたか、340円タク シ ーがありまして、たしか ４ 分の１程度の車が
半額程度の340円まで 値下 げして、４分の３ ぐらいの タクシーは高いまま だっ たと思うのですけれ
ども、そのぐらいの 台数 比率だと効果が出な い。 たまたま安い車が捕 まっ たらラッキーだった と
いうだけで、それで 終わ ってしまうというこ とだ った。今回、申請自 体が かなり多いようです け
れども、短距離値下 げタ クシーの比率が高ま らず二重運賃化すると、効果 が減殺されてしまう と
いうことが心配され るか と思います。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

御説明 、あ りがとうございまし た。

最初に先生が組替 えと いう用語に非常に違 和感 があるとおっしゃら れて 、私も同様に感じて い
たのですけれども、 今回 、引き上げとなる距 離帯 での価格の需要動向 を注 意深くという、山内委
員からのコメントも ある のですけれども、今 回、 初乗り運賃を下げて 、距 離を短縮しながら上 げ
ることによって、中 間的 なところ以降が実質 的に 値上げになると消費 者と しては受け止めてい る
のですけれども、こ れが タクシーの料金規制 自体 が正しいかどうかと か、 それから、今回の料 金
の設定が妥当かどう かと いう問題はあると思 うの ですが、実質的に運 送収 入が実績年度と同じ も
のを確保した上で、 その 中でタクシーの料金 を実 態に即したというか 、よ い方向に持っていく と
いうところで非常に 工夫 が必要なところだと 思う のです。
先生が御説明いた だい たところで２点教え てい ただきたいのですけ れど も、１つは、５ペー ジ
で、初乗り運賃410円が適 切か否か不明だとお っし ゃって、大まかな距離運賃 刻みにしてもよいの
ではないかという御 意見 だと思うのですけれ ども 、ここは今の下限料 金規 制とぶつかるような こ
とはないのでしょう かと いうことと。
もう一つ、11ペー ジで 、価格／サービスス ペク トラムとして見る場 合に 、１キロメートル当 た
りのタクシーが350円から 400円という算定を されて いらっしゃるのです けれ ども、これのデータ
の根拠を教えていた だき たい。実は、先回の この 調査会でも申し上げ たの ですが、基本料金を１
メーター換算します と、 基本料金が365円か ら387円と、実質10％近い 値上 げになりまして、加 算
のほうも、メーター 換算 すると321円から337円と 実質的には値上げに なる と感じているのです け
れども、ここの１キ ロメ ートル当たりタクシ ー350円から400円という 算定と 、実際にはどのくら
いの区画が適当だと 考え ていらっしゃるかと いう ことを教えてくださ い。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

ありがとう ござ います。

個人的な印象とし ては 、今回の組み上げで 値下 げと値上げとありま すけ れども、値上げのほ う
は閾値と言うとちょ っと 言い過ぎかもしれま せん けれども、いろいろな計 算上、生じたものな の
で、あるいは距離刻 みも 変わるし、時間加算 の刻 みも変わりますので 、計 算上のものと考えて も
よろしいのではない か。 だから、組替えとい うよ りは、短距離の値下 げ案 で、それに伴って運 賃
自体が微調整される とい うくらいの印象です 。しか し確かに値上げがあ るこ とは間違いないので、
値上げになっている 距離 については、サービ スの 改善か、あるいは届 出に よる営業割引の工夫な
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ど何かはすべきでし ょう。
あと、下限と ぶつかるか どうかです。下 限の問題は 非常にデリケートな ので すけれども、今 回、
運賃改定をするわけ なの で、上限も下限も動 く前 提です。100円刻み にしよ うと500円刻みにし よ
うと、そういう下限 の設 定の仕方ということ で議 論するのであれば、 それ でいいのではないか と
思います。
あと、数字がラフ 過ぎて恐縮です。11ペー ジの 大まかな運賃スケー ルな のですが、バスでも タ
クシーでも、短距離 に乗 ったときはものすご いキ ロ当たりの運賃を払 って いることになるので 、
数値が捕まらないの です けれども、大体50円、100円ぐらいの刻みとし て捉 えたときに、運賃水準
に開きがあるよとい うこ とをお示ししただけ なの で、350、400とい う数字に は余りとらわれずに 、
バスとの間に開きが ある というところを見て いた だければというのが 個人 的な意図になります 。
おっしゃるとおりで はな いかと思いますが。
○古城座長

次、矢 野委 員、どうぞ。

○矢野委員

御説明 、ど うもありがとうござ いま した。

私は、６ページで 少し 質問させていただき たい と思います。先生の ほう から、先ほど運賃規 制
全般はいろいろな目 的を 組み込もうとしてい て、 複雑過ぎているとい うお 話がありましたけれ ど
も、今回の場合は消 費者 保護のほうがどちら かと いうと前面で、労働 者保 護や安全のところが ど
うなのかと受け取っ たの ですけれども、今回 の組 替え運賃については 、そ の辺の労働者保護と か
安全のところでもう 少し 具体的に教えていた だけ ればと思います。
経営の効率化もと ても 大切なのですが、先 ほど 先生の御回答の説明 の中 で、減収と長期的な 増
収というお話もあり まし たけれども、私も減 収を 少し心配しておりま す。 一方で、運転手の人 た
ちの労働環境といい ます か、その辺も心配し てい るところです。本当 に経 営的に成り立つのだ ろ
うかどうかというと ころ も含めて、御意見を お聞 かせいただければと 思い ます。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

ありがとう ござ います。

基本的には、申し 上げ たように、上限が経 営効 率化の観点と、それ から 消費者保護の観点か ら
主に決まっていて、 下限 は確たる下限なのか 、緩 い下限なのかが争点 です けれども、一般的に は
中小企業等の事業者 保護 の観点から決まると いう のが普通です。しか し、タクシーの場合には 、
歩合制の賃金体系が避け られないといいます か、ほ かの形をとるのが非 常に 難しいということで、
労働者保護というか 、賃 金の話が入る。それ から 、貸切バスのほうが そう いう議論が盛んです け
れども、安全確保の ため の運賃規制、特に下 限と いう話が入ってきて いる のかなと思うのです 。
ただ、労働者の保 護で あれば、申し上げて いる ように、労働時間と か最 低賃金とかで直接や る
べきものなので、運 賃ス キームの中にそれを 持ち 込むというのは、メ ーン ストリームの議論で は
ないと理論上は言え ると 思います。安全も直 接規 制すべきなので、日 本の 場合、それをタブー 視
するという風潮があ って 、一般的に運賃規制 が複 雑になりがちで、現 代の タクシーでもそうい う
議論になっているの かな という印象です。
したがって、まと めま すと、労働者の保護 とか 安全を軽んじるもの では ありませんけれども 、
今回のような議論は別な 場でやったほうがい い。 実際に、現在の下限 の決 め方の中で、ただの コ
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ストでなく安全確保 ・法 令順守後のコストが明確 に盛り込めないのか とい う議論を別の場でや っ
ておりますけれども 、余 り簡単ではありませ ん。そういう印象を持っ てお ります。
○古城座長

陶山委 員、 もう一回ですね。ど うぞ 。

○陶山委員

今の議 論に 、私も非常に疑問に 思っ ていたので、加えて 御質 問したいと思います 。

今回は運賃の議論 とい うことですが、前回 、タ クシー協会のほうか ら御 説明のところでも、 一
般的な労働者との賃 金格 差が年収にして300万 円あ る。労働時間についても、私たちから見れば非
常に長い時間であり 、変 則の労働時間で働い てお られて、しかも経費 の７ 割を占めている人件 費
が変動費扱いになっ てい る。今、先生もおっ しゃ ったのですが、主に 歩合 制でやられていると い
うことなので、労働 者保 護というのは直接的 にこ の課題で扱わないと いけ ないという御意見で 、
私も多分そうなのだ ろう と思うのですけれど も、 ここをしっかりやっ てい くと、当然それは運 賃
にもはね返ってくる 課題 だと思います。
それはそれとして 、今 後のきちんとした議 論が 必要だと思いますが 、山 内委員も出されてい ま
すように、今回の運 賃組 替えによって、収益 全体 が減るかもしれない とい う可能性も持ちなが ら
の実施であっても労 働分 配率が崩れるような こと があってはならない とい うことだと思います 。
もし、そのような可 能性 があるとすれば、そ れに歯止めをかけるよう な手 立てというのは何か 考
えられますでしょう か。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

分配の問題 に規 制で介入するという のは 、テクニックとして 恐

らく無理ではないか と思 うのです。ただ、A型、B型とか、歩合制のバ リエ ーションの中で、ち ょ
っとよろしくないも のを、問題があるものをな るべ く減らして、B型をAB型に といった具合にバリ
エーションを増やし てい くということはある のか なと。いろいろな働 き方 をしたい方が増えてき
ていると思いますの で、そ ういうニーズに合わ せて いくということは必 要で はないかと思います。
労働時間に関して は、昨 今あちこちで問題に なっ ているように、基本 的に直 接規制すべきです。
特にタクシーの場合 、ほ かの産業と違いまし て、 直接安全性にかかわ りま す。過労運転の巻き 添
えになって利用者が 一緒 にけがをしたり、死 んだ りということにつな がり ます。交通産業の場 合
の労働時間の規制と いう のは、一般産業より もも っと厳しくすべきな ので 、そういうふうにし て
いただく。つまり、 監査 などの重点を移して いた だくということが必 要だ と思います。
○陶山委員

今のと ころ 、人件費の歩合の部 分は 、固定の部分も全く ない わけではないと思っ て

いますが、どの程度 の割 合でしょうか。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授
○陶山委員

調べないと 数字は分かりません。

では、 国土 交通省のほうで分か れば教えてください。

○東京海洋大学大学 院寺 田教授

どの賃金タ イプ でも、最低賃金は払 わな きゃいけないので、あ

る金額までは固定給 にな るのです。その上で その 先の話だと思います 。
○古城座長

いかが でし ょうか。

ちょっと伺いたい 。タ クシーの実車率は、 ここ のところ低下して、 最近 、改善していますけ れ
ども、適切な実車率 とい うのはどうなのでし ょう か。前回のお話です と55％ぐらいだと業界の 方
が。何％ぐらい。
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○東京海洋大学大学 院寺 田教授

ちょっと分 から ないですけれども、40％ 後半までいくと、か な

り捕まりにくい。
○古城座長

40％は 捕ま りにくい。

○東京海洋大学大学 院寺 田教授

基本的には 、午 前と午後の輸送の方 向性 などがありますので 、

50％が上限というか 、そ のぐらいの感覚で捉 えら れていいのではない かと 思います。業界には怒
られるかもしれませ んけ れども。40％台半ば ぐら いは異常ではありま せん。
○古城座長

そうす ると 、それを基準にタク シー が過剰とか過剰でな いと か言う。

○東京海洋大学大学 院寺 田教授

いや、それ は何 とも言えないですね 。航 空でも座席利用率70％

台を超えると予約が 入り にくくなるというこ とが あります。同様に、 どの 辺から利用者のタク シ
ーの捕まりにくい感 が急 に上がるのかという のは 、ケース・バイ・ケ ースです。流しているか 、
駅待ちが多いか等により ますので、一般的に は言 えないと思います。
○古城座長

もう一 つ、 タクシーの経営は赤 字だ と言われて、タクシ ーの 台数も多いと言われ て

いるのですけれども 、普 通の産業だと、赤字 です と退出が進んで供給 が減 るはずですけれども 、
タクシーの場合はそ うな っていないのはなぜ です か。１つは、実は赤 字じ ゃない。もう一つは 、
迎車が来るまで待っ てい る。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

他産業を含 めて 、退出のポイントを 見極 めるというのは意外 に

難しいことだと思い ます 。タクシーの場合、 恐ら く意外に固定費とい うか 、車庫とか、そうい う
投資があって、その 分が サンクしてしまって いる と思います。つまり その サンクコストが退出 決
定に関する計算から 除外 されて、赤字でも出 てい かないということが ある のではないか。政策 的
にそういう会社を市 場か ら追い出すという政 策は 考えられまして、例えばラ ンク制度でCランクと
いう、一番低いラン クを 連続してとると公表 する 。そうすると、事実 上、 金融機関から圧力を か
けられてしまうとい うこ とが起きるように聞 いて いるのですけれども 、そ ういうものをもっと 厳
しくして促すという 手は あるかと思いますが 。
○古城座長

井手委 員、 どうぞ。

○井手座長代理

タ クシ ーの場合、運賃競争 とサ ービス競争等を通じ て自 然淘汰される仕組み が

ない。これが私は決 定的 に問題だと思ってい ます 。
もう一つは、会社 自体 は多分もうかってい るの だと思います。平成14年 に規制緩和をして、 再
規制するということ があ ったときに、労働条 件の 改善というのが１つ 目的 だと言われていたの で
すけれども、実際に はほ とんど改善されてい ない 。それは、要は一生 懸命 ドライバーさんが稼 い
でも、会社が半分ぐ らい 持っていくので、月35万 円ぐらいになるとい う仕 組みがずっと続いて い
るので、こういうこ とを やっても一向に労働 者の 待遇改善にはつなが って いないということに つ
いて、どういうお考 えで すか。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

先ほどの陶 山委 員の御質問への回答 と同 じようになってしま う

のですが、基本的に は歩 合制であっても労働 者も 会社もハッピーにな るよ うな、リスクシェア と
いうのですか、それ を探 すべきです。今のと ころ それが見つからない とい う感じだと思います 。
無理かもしれません けれ ども、それを一生懸 命探 すしか解決はないの だと 思います。
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例えば、完全な固 定給だ と会社はうまくいか ないので、適度なインセ ンティ ブというのですか、
賃金の対売上比の傾 斜の 仕方を見つけること です 。ある売上に達した ら歩 合率が上がるとか下 が
るとか、そういうこ との イノベーションをし てい って、答えを見つけ るし かないと思います。単
純な固定給型がサス テナ ブルでないというこ とは事実なので、その前 提で、みんなで知恵を出 し
合うしかないと思い ます けれども。
○古城座長

いかが でし ょうか。

古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

国交省 の方 にお聞きすべき問題 かも しれないのですけれ ども 、今回、組替えとい う

申請で出てきている わけ ですが、運賃改定の 申請 の場合と組替えの申 請と いうのがちょっと違 う
ようですが、組替え の申 請の場合は原価計算 書の 添付が省略できると なっ ていて、改定の場合 は
原価計算書というも のが 当然必要だと思うの です けれども、そこの違 いと いうのを分かる範囲 で
御説明いただけたらと思 います。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

こちらでは ちょ っと分かりかねます 。幅 の中の値下げなら要 ら

ないですけれども、今回 の申請自体が組替え とい う言葉なのが、ただ の改 定なのかも分からな い
ので、済みません。
○古賀委員

組替え に該 当しない場合は改定 にな るようですけれども 、今 回は組替えだという こ

との説明がよく分か りま せん。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

私の個人的 な理 解では、幅の中での 値下 げと、それ以外とが ２

種類あるのではない かと 思うのです。
○古賀委員

そこを しっ かり消費者に説明し てい ただかないと、今回 の組 替えは消費者にメリ ッ

トがあるのかどうか分か らないと思います。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

でも、単純 な値 上げよりはいいです ね。 上がるところ、下が る

ところ、両方あるの で。 ただ上げるよりも、 上げ て下げるほうで会社 側に 大きな説明責任を求 め
るようになってしま うと 、また値上げだけに なっ てしまいますから。理想 としては、組替えと い
う言葉があるとすれ ば、 値上げよりは組替え のほ うを説明責任を軽く して あげないと、料金体 系
のイノベーションが 進ま ないような気はしま すけ れども。
○古城座長
○丸山参事官

丸山参 事官、どうぞ。
古賀 委員 の御要望については 、事 務局のほうを経由し て国 交省のほうに伝えた い

と思います。
○古城座長

あと１ つく らい。

○陶山委員

先ほど の私 の質問も、国交省に答え ていただいていいで すか 。

○丸山参事官
○陶山委員

済み ませ ん、よく聞こえませ んで したので、もう一度 お願 いします。
先ほど 私が 質問しました固定の 部分 と歩合給の部分の割 合が どの程度なのか、教 え

ていただきたい。
○丸山参事官
○古城座長

あわ せて 、事務局を経由して お問 い合わせさせていた だき ます。
ほか、 いか がでしょうか。
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ほかにございませ んよ うなので、寺田教授 に対 する質問等は以上と させ ていただきます。お 忙
しいところ、どうも あり がとうございました 。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授
○古城座長

どうもあり がと うございました。

続きま して 、全国消費者団体連 絡会 の河野事務局長、日 本消 費者協会の松岡理事 長

から、それぞれ御説 明い ただき、意見交換を 行い たいと思います。
それでは、河野事 務局 長から御説明をお願 いい たします。15分程度 でお 願いいたします。
○一般社団法人全国 消費 者団体連絡会河野事 務局 長

皆様、こんにち は。 全国消費者団体連絡 会

事務局長の河野でご ざい ます。
本日は、東京のタ クシ ー運賃組替えにつき まし て、消費者の立場か らの 受け止めと意見を申 し
上げたいと思ってお りま す。簡単な資料を用 意し てまいりましたので 、そ れに沿ってお話させ て
いただきます。
２ページを御覧く ださ い。
本日は、この場に 私ど もの会員の関係者の 方が 非常に大勢いらっし ゃる ということで、ちょ っ
と緊張もしますけれ ども 、まず、私の所属し てお ります全国消団連で すけ れども、1956年に創 設
されまして、本年12月で60周年を迎える消費者 団体 の連絡組織でござい ます。2013年に法人化し、
現在、全国的に組織 展開 している消費者団体 が16、都道府県単位の消 費者 団体連絡組織が26、 食
の安全や子供の権利 保護 など専門家集団５の47団 体が会員でいらっし ゃい まして、消費者にか か
わる広範な問題に対 して 連携・協働して活動 を進 めているところでご ざい ます。
そこで、本日のこ のテ ーマについてですけ れど も、実は組織内でこ のこ とについて共有化し て
いるというよりは、 この 次に申し上げますけ れど も、私がタクシーの あり 方に関しまして、国 土
交通省の検討会の委 員を 務めていたこともご ざい まして、そういった 背景 をもとに、この受け止
めをお話ししたいと 思っ ております。
では、スライドの ３を御覧いただければと 思い ます。
今回の議題でござ いま す東京のタクシー運 賃組 替えについてですけ れど も、まず運賃制度そ の
もののあり方につい ては 、先ほど寺田先生も 、こ のことについてはな かな かコメントしづらい と
おっしゃっていまし たし 、山内委員の資料４ を拝 見しても、長い間の 慣行 に基づくものでと書 い
てございまして、こ の運 賃制度そのもののあ り方 については、幅運賃 の決 め方には一定のルー ル
が置かれていること は当 然理解しております し、 それから、事業区分 が全 国を地域に分けて決 め
られていることも理 解し ております。
そういったことを 含め て、このやり方が果 たし て妥当かどうかを判 断す る十分な知識を持っ て
おりません。ただ、 上限 運賃というのは、当 然の ことながら消費者を 保護 するため、それから 、
下限運賃というのは 、事 業の維持のためと理 解し ているところでござ いま す。
さて、今回、私自 身、 タクシーを利用する 消費 者の立場に加えまし て、 この間、国土交通省 自
動車局において、交 通政 策基本計画に基づい て交 通政策の長期的な方 向性 を検討する場に消費 者
代表として加わって まい りました。１つは、 豊か な未来社会に向けた 自動 車行政の新たな展開 に
関する小委員会、も う一 つは、新しいタクシ ーの あり方検討会でござ いま す。
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この間、タクシー 事業 における様々な課題 、先 ほども寺田教授との 意見 交換の間でいろいろや
りとりされていまし たけ れども、例えば都市 部に おいて流しの営業が あっ たり、タクシー乗り 場
が設置されていたり 、最 近ですとスマホでタ クシ ーを呼んだり。タク シー の営業形態と私たち 消
費者とのアクセスと いい ましょうか、接点は 本当 に様々でして、先ほ どか ら、なぜ自然淘汰が さ
れないのかという御 議論 がされていましたが 、そ もそも消費者側は、 タク シーの営業形態から 考
えると選べないので す。タ クシー乗り場に並ん だら、来たタクシーを 、私はこの 会社は嫌だから、
次のものにするとい うわ がままはききません し、 急いでいるときに流 しで 拾う場合は、来たタ ク
シーに乗らざるを得 ない 。
そうすると、乗っ たタ クシーがサービス面 とか 接客面で非常に自分 の満 足に届かなかったと し
ても、それをこちら で排 除していくだけの社 会的 なルールとなってい ない わけです。つまり、 公
正な市場の仕組みが 、タク シー事業の現状のあ り方 には余り働いていな いと 感じています。まず 、
利用者側がタクシー を選 べない状況である。 その ために、ドライバー の皆 さんや会社の意識改 革
に余りつながってい ない のではないかと感じ てい ます。
また、賃金の相当 部分 が歩合制であり、事 業継 続のために効率化を 図ろ うとしますと、どう 考
えてもドライバーの 方の 賃金や労働時間等に しわ 寄せが来ることとい うの は想像できるところ で
ございまして、事 業構造上 の課題というのも脈 々と 存在しているという こと は明白でございます。
更に、平成13年の 規制 緩和以降、タクシー 車両 は一気に増えました。更 に、リーマンショッ ク
以降、タクシー需要 は非 常に冷え切りました 。そ のことへの対応策と して 、タクシー適正化・ 活
性化法の施行、更に は、 より強制力のある、 これ は私としてもどんな もの だろうと思ったので す
けれども、新規参入 はな し。それから、事業 者間 で相談した結果、公正取 引委員会の独禁法に は
かからないで配車数 を決 められるという、非 常に 強制力のあるタクシ ー特 措法というものが施 行
されています。そう いっ た外部の力によって 、業 界の窮状を何とかし よう という動きになって い
ると感じているとこ ろで す。消費者から見ま すと、タクシー業界は自らの事 業の行く末に対して 、
自分の手で本気で何 とか しようとしない、他 力本 願の組織としか思え ませ ん。
そうした内向き指 向の 業界に想定外の環境 変化 が起きました。御存 じのとおり、情報通信技 術
の進展によるUberや Lyftなどのライドシェア の波 と、技術革新による 自動 運転の波、どちらも 世
界的な流れを持った大波 だと思っております 。
こうした中で、本 年４ 月、私が委員を務め まし たタクシーのあり方 検討 会の報告である「タ ク
シー改革プラン2016〜選 ばれるタクシー〜」 にお いて、厳しい経営状 況に ある事業者が中長期 的
にサービス提供を維 持で きるようにするため には 、生産性向上や人材 の確 保、利用者利便等に お
いて、業界自らが変 わる 努力が必要であると 結論 づけています。他力 本願 から自力での変革へ 、
タクシー業界は待っ たな しの状況に立たされ てい るというのが、２つ の検 討会に参加した私の 認
識でございます。
次のスライドを御 覧く ださい。
前置きが非常に長 くな りました。そこで、 今回 の提案についてでご ざい ます。東京地区にお け
る初乗り運賃の組替 えは 、値下げなのか、そ れと も値上げなのか。私 自身 は、正直なところ、 ど
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ちらとも判断がつか ない と受け止めておりま す。 この提案は、見かけ 上は 運賃にかかわってい ま
すが、実は運賃の多 寡が 主たる問題ではなく 、タ クシーが今後の生き 残り をかけて、より利用 者
の状況に近づこうと して とった対応策ではな いか と思うからです。確 かに 実車距離が短い場合 、
特に現在の初乗り２キロ メートル未満の利用 者に とっては安く乗れま す。
一方、運賃のカー ブを 見ていくと、４キロ メー トル乗ると現状と同 額と なり、それ以上は現 状
より運賃負担が増え ます。ここだけに注目す ると 、値上げのカモフラ ージ ュではないかという 指
摘もあるかと思いま すが 、都内の利用状況を 鑑み て、新たな需要喚起 策と して見ると、それは 相
応な提案ではないか とも 考えるところでござ いま す。現状、２キロ メートルは乗っていないのに 、
その分の対価を払わ ざる を得ない運賃の仕組 みと いうのは合理的かと いう と、私は首を傾げた く
なるところがござい ます 。自分が乗った分を 適正 に払うという点では 、諸 外国の制度でも今回 の
提案と同様の仕組み であ ると思っております 。
資料の４ページの細か い理由の２つ目、３ つ目 に書いた内容ですけ れど も、初乗り距離を短 縮
することで減益にな る分 を、長距離利用者に 負担 してもらうことで収 支の バランスをとろうと す
るという今回の提案 の一 面。それから、歩合 制給 料が主流であるドラ イバ ーの皆さんが、現状 の
初 乗 り 料 金 を 確 保 で き な い こ と へ の 将 来 的 な 不 安 へ の 対 処 。 単 純 に 運 賃 が 1.059キ ロ メ ー ト ル で
410円になるというこ との 背景には、事業が それなり に持つ様々な理由が ある と推測されるわけで、
今回の提案の成否に は、 利用者だけでなく、 雇用 されているドライバ ーの 皆さんの理解も重要 で
あるという、タクシ ー業 界の皆さんの見解で はな いかと感じるところ もご ざいます。
初乗り運賃の組替 えは 、値下げなのか、そ れと も値上げなのか。そ の答 えは、実はタクシー 業
界が本気で地域公共 交通 としての役割を認識 し、 事業改革に踏み出す 覚悟 があるかどうか。そ れ
を利用者にしっかり と伝 えて、利用者がどう 受け止めるかにかかって いる のではないかと感じ て
いるところです。
最後のスライド、 ５番 を御覧くださいませ 。
地域の適正化・活 性化 の視点から、タクシ ー特 措法の適否を検討す る際 に地域の利用者の声 を
反映すべしというこ とで 、対象交通圏におい て行 ったアンケート調査 の結 果を拝見する機会が ご
ざいました。そこに 見ら れた利用者の声とし て、 例えばサービス面で 言う と、短距離での乗車 に
嫌な顔をされたり、 それ から、安全面で言え ば、 運転が乱暴だったり 、急 にとまったり、本当 に
不安や不満が多く見 られ ました。運賃が高い とか 運賃制度の不透明さ に関 しても、利用者から の
指摘がたくさん書か れて いて、今のタクシー が利 用者からどう見られ てい るのか、業界の皆さ ん
が今後のあり方に関 して 改善のヒントとなる 意見 が、そのアンケート には たくさん掲載されて い
ました。
初乗り運賃組替え 提案 に関して、私の周り でも 、急に雨に降られた とき 、コンビニのビニー ル
傘を買うよりは安い かも しれないとか、駅や バス 停までの移動。特に 、地 下鉄の移動などは、 こ
こで乗換えですよと 言わ れても、１駅分ぐら い歩 かされてしまう現状 等を 考えると、鉄道やバ ス
利用が困難になった 高齢 者にドア・ツー・ド アの タクシーの利用がよ り身 近になるということ で
は、朗報ではないか と前 向きに捉える意見も ござ いました。一方、こ ういったことが実際に行 わ
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れると、ドライバー の方 が多分嫌な顔をする に決 まっている。それか ら、 荒い運転になって生 き
た心地がしなくなる に違 いないなど、これま での タクシーのイメージ から 、サービスの向上は 期
待できないという意 見も ございました。
今、全国で地域の 移動 の足をどう確保する かが 大きな問題となって いま す。今回、組替え申 請
があった東京地域と 過疎 地を抱えた地方都市 の状 況というのは多少違 うか と思いますが、地方 の
自治体で進められて いる 公共交通網の形成計 画で は、鉄道・バス等の 利用 に関してはしっかり と
書き込まれています が、 タクシーの出番は余 り見 られません。タクシ ーは 、自ら公共交通とし て
の自分の居場所とい うの を見つけなければい けな い状況に来ていると 思い ます。環境変化への 対
応とか地域の特性へ の配 慮はもちろんですけ れど も、消費者・利用者 の立 場に立った事業革新 を
進めることで、利用 者か ら選ばれるタクシー 、利 用者に喜んで乗って もら えるタクシーになっ て
ほしいと思います。
今回の初乗り距離 組替 え申請というのは、 そう した利用者視点に立 つ提 案の一つであると認 め
られるように、社会 に向 けて、私たち利用者 に向 けて、十分な説明が更に 求められると感じて お
ります。
私からは以上でご ざい ます。
○古城座長

ありが とう ございました。

続きまして、松岡 理事 長から御説明をお願 いい たします。10分程度 でお 願いいたします。
○一般社団法人日本 消費 者協会松岡理事長

日本 消費者協会の松岡と 申し ます。

私は、このタクシ ー料 金の問題をやってき たこ とが余りないので、 お話 をいただいてから資 料
を探したりしました 。そ れから、前回の委員 会の 資料がアップされて から 、いろいろ詳しい資 料
を拝見したものです から 、こぼれ落ちている こと がたくさんあると思 いま す。料金だけじゃな く
て、サービスの問題 とか 業界に対してのことも入 れていいというお話 だっ たので、その線に沿 っ
て御説明したいと思 いま す。それから、私の 場合 には全く消費者サイ ドの ことだけになります 。
労働問題については 、そ こまで手が回ってお りま せんので、今回は入 れて おりません。
消費者問題として 、実 はタクシーは長年、 トラ ブルの多いところで した 。乗車拒否とかメー タ
ーの改ざんとか乱暴 な運 転。それから、地理 がよ く分からない運転手が多 いとか、消費者相談 に
もいろいろ出てきた 経緯 があります。しかし 、近 代化センターができ た以 降、徐々にそういう も
のが減っていまして 、現 在、私どもの相談室にタ クシーに関するトラ ブル というものはほとん ど
入っておりません。 そう いう前提で、近代化 セン ターの働き、それか らい ろいろな法律とか規 制
の効果というものは 、そ れなりにあったと思 いま す。
しかし、私たちに とっ てはいいほうに向い た規 制ではありましたけ れど も、だんだんタクシ ー
業界としては規制に ある 意味守られてしまっ て、 そこに安住してきている のではないかという 気
がします。今回、こ こへ お話をするために周 りにいろいろ聞きました ら、 不満が結構たくさん あ
りました。そういう もの は、規制の中に守ら れて 安住している業界と いう ものがあるのではな い
かと感じました。
それは前置きです けれ ども、運賃の問題か ら入 りたいと思います。 運賃 全体を組替えるとい う
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案 で す が 、 例 と し て 挙 げ ら れ た 1,059メ ー ト ル ま で は 410円 と し 、 237メ ー ト ル ご と 加 算 運 賃 を 80
円とするという案自 体に は異議ありません。 とい うのは、東京の運賃 とい うのは非常に高いと ず
っと感じていました 。諸 外国の大きな都市の 運賃 、タクシーに乗ると 本当 に安いなと感じたり す
るぐらいですから、 東京 の運賃は非常に高い と思 っております。です から 、安くしていただく と
いうことについては 歓迎 するわけです。長距 離の 場合は上がっていく とい うことについては、 一
般消費者の人が10キ ロメ ートル以上を利用す ると いうことは早々ない ので はないかと思います の
で、近距離、利用度 の多 いところを安くして いた だくという案で了解 でき ると思っております 。
しかし、すごく不 思議 に思ったのは、何でこの 半端なキロメートルとか 料金。どうしてこう い
う端数になるのか、 ちょ っと理解ができませ んの で、その根拠は何な のだ ろうと思います。特 に
距離の問題は、そう いう ところがあります。
それから、初乗り上限 の410円という提案とか、加 算されている80円と いう 根拠が、いろいろ資
料を読ませていただ いた のですが、はっきり分か りません。計算の仕 方と いうのは国土交通省 の
資料であったと思い ます けれども、それが410円に なるというところが、何で 400円じゃなくて410
円なのだろうかとか 、端 数が分からない。237メー トルごとと言わなく ても 、せめて240メート ル
ぐらいにしてくれた ほう が分かりやすいので はな いかという、何か理 由が あるのかというとこ ろ
に疑問を感じます。 そう いうことはあります けれ ども、今度の組替え 案に ついては了解できる こ
とだと思います。
ただし、２の ところにあ りますが、渋滞 対策として 、現在も時間距 離併用運賃 になっています。
現行は105秒、この ５秒も よく分からないので すが 、105秒でメーター が上が るようになっていま
す。それでさえ、少 し大 きい交差点に行きま すと 、すぐ上がりますし 、何 となく心臓によくな い
感じです。それが90秒に なるというと、一般 的な 信号はどんどん加算 され ていく、メーターが 上
がっていくとなりま すの で、消費者の心理と して は、初乗り料金は安 くな ったけれども、非常 に
よくメーターが上が ると いう意識が強くなる ので はないかと思います 。なぜ105秒が90秒に修正さ
れたのかというとこ ろが よく分かりません。
これは、長距離に なる と通過する信号の数 も多 くなりますから、当 然加 算も多くなっていく わ
けで、距離で示され た運 賃以上に、時間が併 用さ れると価格が上がっ てい くのではないかと思 わ
れます。これは、今 回の 運賃組替え案で示さ れて いる料金体系とどう いう ふうにシミュレーシ ョ
ンが変わっていくの かと いうところを示して いた だきたいと思います 。こ れが料金に関する意 見
です。
次に、この際です から 、タクシーの運賃だ けで はなく、サービスの 面もいろいろ検討してい た
だきたいと思います 。
運転手さんの問題 とい うのは非常にいろい ろあ るのですが、とにか く大 きい荷物の積み下ろ し
を手伝ってくれない とい う不満が結構ありま す。 外国などから帰って きて 最寄り駅からタクシ ー
に乗ると、途端に、 ああ 、東京に帰ってきた とい う感じがするのです 。運 転手さんは座席に座 っ
たまま、自動的にト ラン クをぱっとあけて待 っているだけです。その トラ ンクの中に雑巾とか バ
ケツが入っていたり して 、そこに荷物を入れ ると いうところをもっと 改善 していただかないと 、
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特に観光客や海外の お客 さんには印象が非常 に悪 いところだと思いま す。
それから、皆さん の意 見で一番多かったの は、 行く先を言っても返 事を してくれないので、 正
しく伝わったかどう か不 安になるということ です 。特に高齢者になっ てき ますと、発音が正確 に
できていないという 自覚 もありますので、行 き先 が伝わったかどうか 。中 には、間違って、似 た
ような発音のところ へ連 れて行かれたという 話も ありました。そうい うと ころは、もう一度確 認
の応答をしてくださ るだ けでいいわけですか ら、 そういうサービス、 それ ぐらいのことはして い
ただきたいと思いま す。
それから、初乗り 料金 が安くなるというこ とは 、短距離の利用者に 対し て、先ほど河野事務 局
長もおっしゃいまし たけ れども、つれなくさ れた り、乗車拒否が出て くる 可能性はないのだろ う
か。そういうことの ない ようにしてほしいと いう ことです。
タクシー業界全体 に対 しての改善の要望と して 一番強かったのは、 駅か ら自宅とか目的地ま で
行くタクシーは比較 的拾 いやすいのですが、 その 逆ですね。自宅とか最寄 りの場所から駅へ行 く
とか、どこか目的地 へ行 くときのタクシーは 、ほ とんど流しでは捕ま えら れない。特に朝の時 間
帯というのは捕まら ない。運転手さんの交代 の時 間帯にぶつかるとい うこ とがあるわけですけ れ
ども、そういうのはちょっ とずらして、タクシ ーの台 数がたくさん流れて いる ようにしてほしい。
常時、都心でタク シー を拾う人たちのよう に、 仕事で乗り慣れてい ると いうのではなくて、 一
般的に消費者が利用 した いと思うときは、病 院へ 行きたいとか、通勤 の交 通機関の事故があっ て
電車に乗れなくなっ たの でタクシーで行きた いと か、大きい荷物があ るか らとか、いろいろあ る
わけですね。そうい うと きには、タクシーに は頼 れないということが 現状 です。お客が足りな い
ということは、逆に 言う と、こういう需要が本当 はたくさんあるのに 、そ れを無視した運行の 計
画になっているので はな いか。それは、余り 利用 者の多くない住宅街 を流 していてもしようが な
いということになり ます けれども、その場合 は捕 まえやすい情報、ア プリ を利用するとか、そ う
いうことにもっと力 を入 れてほしいと思いま す。
アプリ利用という もの がされているようで あり ますけれども、一般 的に は余り知られていま せ
んし、ITに弱い人た ちに は訳の分からないも のに なっているので、消 費者 との情報アクセスの 改
善を図ってほしいと 思い ます。東京の場合、 タク シー会社がどこにあ るか分からないというこ と
も多くありますので 、そ ういうことを改善し てア クセスしやすくして ほし いと思います。
それから、タクシ ーの 車体に対する不満も 結構 ありました。これは 、乗 り降りしにくいとい う
意見が強いですね 。高齢者 になってきますと、体が不 自由で、スムー ズに乗り降 りできないとか、
体格がいい方とか、 高齢 者で杖をついている よう な人たちには不自由 だと いう意見が随分あり ま
した。もっとワゴン タイ プがタクシーの中に増え てもいいのではない かと 思います。海外の例 を
見ますと、ワゴンタ イプ のタクシーも随分あ りま す。大きい荷物も、 体のちょっと不自由な人 も
乗りやすい車体とい うも のがもっとあると思 いま すし、自動車は日本 のお 得意ですから、もっ と
そういうことを自動 車メ ーカーと相談して進 めて いただきたいと思い ます 。一部、いろいろ調 べ
ていると、ホームペ ージ に出てきて、改良の ほう に向かっているよう です が、もうちょっとス ピ
ードアップしていた だけ たらなと思います。
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もう一つ、クレジ ット カードが利用できる タク シーが私の感覚では非常 に少ないような気が し
ます。実は、クレジ ット カード利用というの は、 料金が非常に明確に なっ て、特に外国のお客 さ
んにとっては信頼で きる わけです。ごまかし が余 りないだろうと思わ れる 。私たちが海外へ行 っ
たときにも、メータ ーと ともにクレジットカ ード での支払いのほうが 後で トラブルになったと き
にはやりやすいとか 、透 明性がありますので 、ぜ ひそういう観点から もク レジットカード利用 が
できるように、それ も乗 客のほうからカード が利 用できるような、カ ード を運転手さんが受け 取
ってやるというので はな くて、乗客にさせる よう な仕組みを導入して ほし いと思います。
東京には観光タク シー というものがあると いう ことが今回初めて分 かりましたけれども、京 都
ほど知られていない です ね。それから、あっ ても面倒臭い。京都は観 光地 ですから、それに徹 し
ているのかもしれま せん けれども、もうちょ っと そういう新しい分野 を開 拓していき、利用を 多
くする。観光は別に 海外 のお客さんだけじゃ なく て、日本人も利用し たい と思いますから、バ ラ
エティーの富んだも のに して、料金や内容が 事前 によく分かるような もの にしてほしいと思い ま
す。広く広報してほ しい と思います。
それから、ライド シェ アが話題になってい て、 タクシー業界は反対 する わけですし、またラ イ
ドシェアの規制の問 題が出ています。確かに 問題 があると私も思うの です が、このライドシェ ア
がある意味歓迎され ると いうことについて、 タク シー業界は反省すべ きで はないかと思います 。
仕組みのいいところ は、 タクシー業界も率先 して 取り入れたらいいと 思い ます。例えば、アプ リ
の利用で配車を早く して もらえるとか、相乗 りを 認めるようにすると か、 そういうことをタク シ
ー業界の場からどう いう ふうに取り入れたら 、こ のライドシェアが取 っていく分野を取り返せ る
かというところを考 えて いただきたいなと思 いま す。そのことで、新 しい タクシーとなるよう に
私は期待しておりま す。
以上です。
○古城座長

ありが とう ございました。

それでは、今、お 二人 から御発言いただき まし たが、それについて 御質 問や御意見がある方は
お願いします。
白山委員。
○白山委員

ありが とう ございました。

私、正直申しまし て、 この議論がどこまで 、何 を議論すればいいの か、 ちょっとよく分から な
くなってしまったの です が、幾つかお伺いし ます 。消費者団体のお立 場か ら、今回の運賃組替 え
というものをどうい うふ うにお考えになられ てい るのかというところ をも う一回確認したいの で
す。
例えば、山内委員のペ ーパーにもございま した ように、業界全体に とっ て収益中立。それは 裏
を返せば、マクロ的 には 消費者・受益者側に とっ ての負担が中立とい うこ とになると思うので す
が、私も消費者です が、 消費者団体とか消費 者の 方々の間で、かなり 長距 離にわたるようなタ ク
シーの利用者、一定 の所 得水準の方といいま すか 、そういう方々の負 担増 になるとか、あるい は
もっと短い距離しか 、ぱ っとしか利用しない 方々 の負担の度合いの変 動と か、そういうものは 議
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論になっているのか どう かというのをお聞き した いのと。
それから、価格の 問題 を抜きにして、乗車 した いときになかなか乗 れな いとか拾えないとい う
ことの損失をできる だけ 少なくしたいという のが 、消費者の方々のニ ーズ としてあると思うの で
すが、仮にそれが拾 えた 場合に、一定のサー ビス を維持してもらいた いと いうことになると、 直
接的にサービスを提 供し ているドライバーの 方の サービスの質といい ます か、それをアップす る
ためには、最低 限のところ として、山内委 員も、労 働 分配率を一定維持す ると いうことを通じて、
消費者の方々の最低 限の 安全性とかサービス の品 質の維持が必要だと いう 観点からおっしゃっ て
いるのではないかと 思い ます。
だから、そこは今 回の 価格の改定の問題と 労働 分配率との問題の関 連性 、そこに問題がない よ
うにしてもらいたいとい う山内委員の御意見 と消 費者の方々の御意見 は一 致しているという理 解
でいいのかどうかと いう ことと。
それから、様々な 高齢 化へ向けての車両の 改善 とか、より高齢者の 方々 も乗りやすい車両と い
うことになると、事 業者 側にとって一定の利 潤が ないとそういう投資 がで きないわけでして、 こ
の辺について、今回 の価 格改定がそこまで踏 み込 むのかどうか分から ないですが、サービスの 提
供を上げるというこ とは それなりの設備投資 も必 要な面が出てくるの で、そ ういうことについて、
今回の価格改定をど う考 えるかみたいな議論 は、 消費者団体の間で出 てい るのかどうかという の
をちょっとお聞きし たい のです。
○古城座長

いろい ろ質 問があったのですけ れど も、この改定案につ いて 簡単にどういう御意 見

かという結論だけお っし ゃって、あと細かい 話は 続けたほうがいいと 思い ます。
○一般社団法人全国 消費 者団体連絡会河野事 務局 長

改定案に関して は、 先ほど申し上げたよ う

な理由で、今回の数 字の 置き方、根拠に関し て言 いますと、私も実は よく分からないという大 前
提ですけれども、初 乗りを ２キロメートルに置 いて、乗らない分を払わさ れて いるというよりは、
１キロメートルに刻 んで 、その分で合理的に 上が っていく。時間併用 制も ありますので、今後 、
消費者にとって、ど うい う数字の置き方がい いの かということは、事 業者 の皆さんにも考えて い
ただきたいのですけ れど も、全体の方向性と する と、これは悪くない 御提 案だと思っています 。
それで、先ほど消 費者 のほうで、短距離は 安く なるけれども、長距 離は どうなのだという実 態
を把握しているのか とい う御質問だったと思 いま すが、実は私たちの 中で 、タクシーを日常的 に
頻繁に利用している モー ドでないのです。恐 らく 観光とかビジネスの 方が 主たる利用者ではな い
かと思っております ので 、そういう受け止めでご ざいます。申しわけ あり ません。
そんなところでよ ろし いでしょうか。
○古城座長

松岡理 事長 、どうでしょうか。

○一般社団法人日本 消費 者協会松岡理事長

タク シー料金のこういう 話が 消費者側に示されて い

るわけではありませ んし 、しかも労働の問題 とか 設備の問題に至るま での 数字をどこで見つけ た
らいいのか、私も探 した ことは探したのです けれ ども、非常に難しい です 。どうやって読み込 む
のかというのも資料 とし て難しいところがあ りま して、こういうも のはぽん とどこかで決めたら、
消費者がそれに応じ て理 解するだろうと思わ ない でほしいと思います 。そ ういう説明の場もま だ
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いただいていないわ けで 、消費者の合意があ るか と言われると、私た ちは 自信がないところが あ
ります。
ただ、河野事務局 長もお っしゃったように、そんな 長距離を一般の消費 者が 乗ることは少ない。
特に東京はほかの交 通網 がありますから、何 万円 もお金をかけるのだ った ら電車を乗り継いで い
くという感じになる と思 いますので、それよ りも 日常的に使う料金の とこ ろで判断するという の
が一般的な考え方で はな いかなと思います。
○古城座長

ありが とう ございます。

次に、３人挙げら れて おりますけれども、 順序 どおりで陶山委員。
○陶山委員

お聞き しよ うとしたことのお答 えが少し返ってきたので すが 、いろいろな変化が あ

るときに，負担が重 くな る利用者あるいは消 費者 に最も配慮しなけれ ばな らないのではないか な
と考えておりまして 、こ の長距離利用者、ど んな 方たちがいらっしゃ ると 想定されていますか と
いうことをお聞きし よう と思ったのですが、 松岡理事長のペーパーに も書 いてありますし、消 費
者は長距離を利用す る人 は余りいないのでは ない か、ということなの です ね。それから、タク シ
ー協会の人も、それ は会 社の経費とかで乗ら れる 方が中心なのではな いか ということだったの で
す。
ただ、私の周辺で は、 そうでない事例もい ろい ろ見聞きしておりま すの で、そこへの対策等 が
必要じゃないかとい う立 場から御意見をお聞 きし たいと思っておりま した 。ただ、一般的には 乗
らないという見方で いら っしゃるのですが、 私の 周辺では、介護とか 病院 通いで非常に長距離 、
片道四、五千円、ど うし てもかかってしまう とい う知人もおりまして 、そ ういうケースもある の
ではないかと思って おり ます。
それから、河野事 務局 長のお話の中で出てきま したが、これは国交 省の ほうにお願いしたい の
ですが、アンケート 調査 をされたということ であ り、その聞き取り等 がま とまっているものが あ
りましたら見せてい ただ けたらなと思ってお りま す。
以上です。
○古城座長

ありが とう ございます。

次は、松村委員、 どう ぞ。
○松村委員

消費者 の方 の御意見は、恐らく 今回 の提案は特に大きな 反対 はない。具体的に不 満

を述べられたのは、渋滞 時の時間課金に関し てで、90円単位が80円単 位に 変わるので、その分 比
例して時間を短縮し たと いう説明だとは思う ので すが、御指摘のとお り、確かに引っかかる回 数
が急に増えることに なっ て、その分実は値上 げな のではないかという疑念 は確かにある。あく ど
く値上げしたという こと では決してなく、単 に形 式的に調整しただけだと いうことは分かると し
ても、実質的にかな りま ずいことが起きるの では ないかという御懸念 は伺 った、ということだ と
思います。
そういう意味では 文句 をつけるのはとても 難し いかもしれないけれ ども 、この点は事後的に そ
ういう効果がなかっ たか どうか監視してくれと、 国交省に言うべきだ と思 います。
言われた意見の大 半は 、今回の申請に関し てで はなく、今回を契機 にし て、普段タクシー料 金
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に対して言う機会は 非常 に少ないので、意見 を聞 いて欲しいというこ とだ ったのではないか。 そ
ういう点で、私たち がヒア リングしているわけ です から、私たちも聞か なきゃ いけないのですが、
国交省の方も今回の 値上 げと直接関係なくて も耳 を傾けていただきた い。いろいろな不満があ る
という点に関して、 最終 的にはというか、究 極的 には、既存のタクシ ー業 界がこういうサービ ス
を全然してくれない 、全 然要望に対応してく れな いということがもし 続く とすれば、もっと競 争
を促してこれを解決 して くれないかという要 望が、自然に出てくるこ とに なる。
極端なことを言え ば、 ライドシェアがもっ と普 及して、これでまと もに 競争してくれるとい う
ことがあれば、ライ ドシ ェアのほうが消費者 のニ ーズをきちんと踏ま えて 、いろいろなタイプ の
消費者が使いやすい 車を 出してくれる、ある いは タクシーが全然捕ま らな いような時間帯に適 切
に出してくれること にな れば、そちらを消費 者が 支持することになる と思 います。
もちろん、現時点 では 、２種免許の問題を 始め大きな問題がありま すの で、そんな簡単に解 禁
できないというのは分か るとしても、消費者 とし ても、既存のタクシー業 界が対応してくれな い
とするならば、私た ちは新規事業者を支持す ると いう声を上げていけ ば、 タクシー業界も対応 せ
ざるを得なくなって くる と思います。消費者 が継 続的にそのような声 を上 げていくことは、と て
も重要で、よいこと だと 思います。
以上です。
○古城座長

ありが とう ございました。

次、古賀委員、ど うぞ。
○古賀委員

どうも あり がとうございました 。

今日、ヒアリング をさ せていただく立場な ので 、私が申し上げるの が適 切かどうか分からな い
のですけれども、今 日の 論点とはずれるので すけ れども、いただいた 意見 のことを考えており ま
して、一般的に消費 者に とってタクシーは、 今の 段階では非常に贅沢 品な のです。同じところ に
行くにも、私なども 乗る 場合と公共機関を利 用す る場合があるのです けれ ども、乗らない理由 と
いうのが、実は幾ら かか るか分からないとい うこ とがあるわけです。 料金 が不明確であるとい う
ことがあると、その ため に選ばれる、喜ばれ るタ クシーということか らか け離れていくと思い ま
す。
要するに、タクシ ーの 乗車率が減っている とい うことで需要を喚起 して いくためには、初乗 り
だけでなく、料金が 下が る必要ももちろんあ るの ですが、それ以上に 料金 が明確になって、料 金
の予測可能性がすご く高 まることが、その利 用へ の促進力になると思 うの です。
そうすると、料金 が果 たして妥当かどうか 。値 上げが今回どうかと いう ことはさておくとし ま
して、乗車契約も消 費者 とドライバーとの個 々の 契約になるわけです けれ ども、予定された契 約
内容に適したサービ スが 受けられるか。その 料金 が消費者にとって予 見可 能でリーズナブルで あ
るかというのは、消 費者 にとって非常に大事 なと ころで、私は２つの こと があると良いのではな
いかと思うのです。
１つは、前回の調 査会 のときも事業者の方 がお っしゃっていたよう に、 事前予測運賃情報と い
うものが与えられる 。ど こに行くには、どれぐら いの距離で、これぐ らい の料金は最低かかり ま

24

すよという説明がい ただ けるということ。そ れか ら、今、初乗り上限410円 と、237メートル、80
円加算の根拠が分か らな いという御意見があ った のですが、これは私 も消 費者として、そこは 全
くそういうふうに感 じる のですが、タクシー で走 行距離を明示してい ただ く、表示していただ く
と、それがこのタク シー の運賃が妥当かどう かと いうのが消費者にと って分かりやすいと思う の
です。
そうすると、この237メ ートルごと80円とい うの は非常に分かりにく い。 例えば、250メート ル
ごと80円とか90円と メー ターに表示されると 、大 体幾らだというのが分か るのですけれども、 タ
クシーに乗ると運賃 メー ターが上がるのが非 常に 早いと感じるタクシ ーもよくあるのです。そ う
いう意味では、事前 の予 測運賃と走行距離の 表示 、それから走行距離 の加 算の運賃の丸め方と い
うか、その辺が分か ると 消費者が非常に利用 しや すくなるのではない かと 、今日のお二方のお 話
を聞いて思いました 。
済みません、ちょ っと 論点がずれています 。
○古城座長

井手委 員、 どうぞ。

○井手座長代理

前 回、 前々回ですか、時間 距離 併用運賃が昭和45年 に導 入されたのですけれ ど

も、今日御指摘があ った ように、90秒という のは 、信号は１分30秒で 平均 的には変わる。とい う
ことは、赤でとまっ たら 必ず料金が上がると いう 今回の仕組みだと思 いま す。それと同時に、 時
間距離併用というの は、 以前にも言いました けれ ども、混雑を避けれ ば得 られたであろう機会 費
用を運賃で回収する とい う。
これは、寺田先生 にお 聞きしたいのですけ れど も、時間距離併用運 賃は 、高速道路ではどう し
て取らないのですか 。ド ライバーさんは、高 速道 路で混雑すると機会 費用 は発生しますね。高 速
道路で消費者は高速 道路 料金を払っているか らと いうので、時間距離 併用 運賃はなぜやらない の
か。もし時間距離を やるの であれば、一般道も 高速道 も混雑すれば同じだ と思 うのですけれども、
その辺はどういうふ うに お考えか。
○古城座長

お教え くだ さい。

○東京海洋大学大学 院寺 田教授

導入時のこ とは分からないです。済 みま せん。ただ、後付けの

理解としては、高速 道路 走行中は平均速度が 速い ので、その分と相殺 され ているというのが実 態
だと思います。逆に 、ス ピードが速かったら 、マ イナスの時間距離併 用み たいで、運賃を引い て
もらわなきゃいけな い分 を引いていませんの で、 それとキャンセルア ウトしているという理解 だ
と思うのです。
○井手座長代理

だ から 、私が言いたいのは 、時 間距離併用運賃は何 とな く作られているけれ ど

も、今の信号状態と かい ろいろ考えると見直 すべ きではないかという のが 個人的にはあります。
○東京海洋大学大学 院寺 田教授

ドライバー の方 の賃金だけから算定する と実際の時間制割増 額

の半分ぐらいにしか なら ないと思います。残 りの 半分の上乗せ分は混 雑税 というのですか、つ ま
り渋滞している場所・時 間に、タクシーの回 転が 悪くなって利用者がサー ビスを入手しづらく な
っていますので、そ うい う場所と時間にはお 客さ んのほうでも利用を 控え ていただく必要があ り
ます。その効果が半 分か と。だけれども、そ うい う説明をしないで、 ドラ イバーの賃金だけと い
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う説明しているので 、高 いと受け止められるので はないかと思います 。
○古城座長

まだ御 質問があるかと思うのですけ れども、大体予定時 間に なりましたので、意 見

交換は以上とさせて いた だきます。
有識者の皆様にお かれ ましては、本日はお 忙し いところ御出席、あ りが とうございました。

≪３．閉会≫
○古城座長
○丸山参事官

事務局 から 連絡事項はございま すか。
本日 も熱 心な御議論、どうも あり がとうございました 。

次回の会合につき まし ては、確定次第、御 連絡 をさせていただきま す。
○古城座長

それで は、本日はこれにて閉会とさ せていただきます。あり がとうございました 。

26

