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 第１章  ２０２３春季生活闘争を取り巻く現状  

Ⅰ ２０２３春季生活闘争を取り巻く国内外の情勢 

１．国際情勢の特徴 

＜ロシアによるウクライナ侵攻や利上げによる経済影響により、多くの国で成長が鈍化＞ 

世界経済は、総じてコロナ危機による落ち込みから回復基調を維持していますが、ロ

シアによるウクライナ侵攻の影響は大きく、世界銀行は、１月 10 日に発表した経済見通

しにおいて、2021 年に 5.7％を記録した成長率について、2022 年は 2.9％、2023 年は

1.7％まで低下すると大幅な下方修正を行いました。高インフレと、それに対応した各国

の利上げが世界経済を景気後退に追いやる危険性をはらんでいると分析しています。ま

た、世界のほぼすべての地域で、１人当たりの所得の伸びがコロナ禍以前の 10 年間より

も鈍化すると予測しています。今後、主要国が 2024 年に持ち直す見込みとなる一方、日

本について 2023 年は 1.0％、2024 年は 0.7％とさらに鈍化すると予測しています。 

また、ＩＭＦも 2022 年 10 月時点で 2022 年の世界の経済成長率（実質 GDP 伸び率）を

3.2％、2023 年を 2.7％と予想しています。ＩＭＦは、先進国の中央銀行で相次ぐ政策金

利の引き上げなどを理由に、10 月に見通しを下方修正しました。 

2022 年 2 月 24 日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻について、欧米の軍

事支援を受けるウクライナ軍は、南部へルソン州を奪還するなどの動きを見せています

が、ロシア軍は、10 月からウクライナ各地の発電所などインフラ施設を標的にしたミサ

イルや無人機による大規模な攻撃を繰り返し、ドネツク州ソレダルの制圧を発表するな

ど、停戦につながる兆しは今なお見えません。ウクライナ東部を中心に激しい攻防が続

く中、戦況はこう着し、さらに長期化するとの見方が強まっています。 

 

＜中間選挙を乗り越えたバイデン政権、インフレからの脱却にむけ正念場＞ 

米国はバイデン政権が発足して２年が経過しました。2022 年 11 月に実施された中間

選挙では、経済の先行きへの懸念など、民主党に有利な状況ではないとの見方が大勢で

したが、民主党は連邦上院では 50 議席を維持することに成功し、連邦下院では失う議席

数を小幅に抑えました。 

また、12 月 13 日、14 日に開催された米連邦公開市場委員会において、金利の利上げ

幅は４会合続いた 0.75％から 0.50％へと縮小されました。一部の投資家は、2023 年内に

も利下げが行われると予想していますが、多くの市場関係者は 2023 年も金融引き締めの

傾向は続き、実質 GDP 成長率については減速感がいっそう強まると予想しています。住

宅投資に加え、設備投資も大幅に減速し、雇用環境が徐々に悪化することで、米国経済の

屋台骨である個人消費もペースダウンすると予想されています。 

一方、雇用環境の悪化は、賃金上昇圧力の減少につながり、インフレは減速していくと

の見方がなされています。消費者物価指数は、2022 年 11 月の＋7.1％（前年比）から、

2023 年 12 月には同＋３％前後まで低下すると見込まれており、インフレからの脱却に

むけ正念場の一年となりそうです。 

米中関係については、2022 年 11 月 14 日にバイデン大統領の就任後初となる対面での
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米中首脳会談が行われました。バイデン大統領は、「競争は継続するが衝突に発展しては

ならない」とし、開放された対話のラインを維持することの重要性を伝えた模様ですが、

ウクライナ情勢もあり、緊張感のある関係が続いています。 

 

＜ゼロコロナ政策を転換した習近平政権、台湾をめぐる緊張も高まる＞ 

中国政府は、2022 年 12 月 7 日、ゼロコロナ政策の転換を図りました。政策転換は抗議

デモによって起こされたとの見方が一般的ですが、根底には①ウイルスの感染力が変異

により飛躍的に強まり、ゼロコロナ政策が機能しなくなったこと、②「世界の工場」とし

ての地位を失いかねないという不安が高まったこと、③国民の習近平政権への信頼がか

つてないほど低下したことがあると分析されています。 

中国政府は１月 14 日、ゼロコロナ政策から転換して以降、６万人近くが新型コロナに

より病院で死亡したと発表しました。感染者数の急増で医療施設は対応能力の限界に達

し、高齢者や体の弱い人たちが死亡しているとみられます。また、自宅などで死亡してい

る人も多くおり、実際の死者数はさらに膨れ上がると見られています。 

そうした中で春節を迎え、のべ 21 億人もの大移動が見込まれています。日本がいち早

く水際対策を強化したのに対し、中国は日本人向けの新規ビザ発給を停止するなど、報

復的な措置がとられています。最終的な死者数は、米国を超える 150 万人に達する可能

性も示されており、３期目に突入した習近平政権は今まで経験したことのない厳しい立

場に置かれています。 

一方で世界銀行は、中国の経済成長率について、経済活動が徐々に再開されることか

ら、2023 年は 4.3％で安定すると見通しています。 

また、台湾をめぐる緊張も高まっています。2022 年８月には、アメリカのペロシ下院

議長が台湾を訪問しましたが、中国は対応措置として、台湾近海で過去最大規模の軍事

演習を実施するとともに、台湾との貿易を一部停止しました。さらに 12 月には、アメリ

カで台湾に対する巨額の軍事支援を盛り込んだ法律が成立したことに反発を示した過去

最大の軍事演習を台湾近郊で実施しており、高い緊張状態が継続しています。 

 

＜労働需給のひっ迫を背景に賃金上昇が加速する欧州、景気は後退局面へ＞ 

欧州では、労働需給のひっ迫を背景に賃金上昇が加速しています。2022 年 10 月の失業

率は 6.5％であり、経済活動の阻害要因としてほぼすべての業種で３割近い企業が労働

力不足を指摘しています。こうした人手不足を反映し、労使間で妥結された賃金は前年

比＋2.9％と上昇しており、各国で最低賃金を引き上げる動きがなされています。 

一方、ウィズコロナに伴うサービス消費の回復が一巡するほか、ロシア産天然ガスの

供給不安を受けたエネルギー価格の高止まりが企業収益や個人消費の重石になることか

ら、ユーロ圏景気は後退局面に入ると予想されています。 

 

２．国内情勢の特徴 

(1) 経済の見通し 

＜２四半期ぶりのマイナス成長。人手不足感も強まるなか、物価も金利も上昇＞ 

 政府が2022年12月８日に発表した2022年7-9月期の四半期別ＧＤＰ速報によると、
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実質ＧＤＰ成長率が前期比 0.2％減で、２四半期ぶりのマイナス成長となりました。 

 内閣府が１月 11 日に公表した景気動向指数（11 月）の現状を示す一致指数は 99.1 で

前月比 0.5 ポイント下降し、３カ月連続の下降となりました。 

 また、日銀が 12 月 14 日に発表した 12 月の「短観」業況判断指標は、「対個人サービ

ス」「宿泊・飲食サービス」の改善を受け、非製造業（全規模合計）は前回調査（９月）

比５ポイント改善してプラス 10 となりました。全規模合計では、２ポイント改善のプラ

ス２となりました。雇用人員判断指標は、製造業・非製造業ともいずれの規模でも前回

調査比マイナスで、人手不足感が強まっています。 

 総務省が１月 20 日に公表した 2022 年 12 月の全国消費者物価指数は、総合指数が

104.1（前年同月比 4.0％上昇）、生鮮食品を除く総合指数は 104.1（同 4.0％上昇）とな

りました。上昇率は 2014 年の消費税増税時（2.6％）を上回り、第２次石油危機の影響

があった 1981 年 12 月以来、41 年ぶりに４％台に達しました。前年同月比での上昇に寄

与したのは、電気代 21.3％、ガス代 23.3％、外食 5.8％、調理食品 7.3％などでした。 

 また、国債市場では１月中旬、長期金利の指標である新規発行 10 年債の利回りについ

て、日銀が上限とする「0.5％程度」を上回りました。日銀は金利の上昇を抑え込むため、

月間の購入としては過去最高だった 16 兆円を超える国債を買い入れています。デフレ

下で長く続いた「ゼロ金利」は転機を迎えつつあり、今後ますます家計が圧迫されるこ

とが予想されます。 

 

＜コロナ発生から３年が経過、中国のゼロコロナ政策からの転換が新たなリスクに＞ 

 日本国内で新型コロナウイルス感染症が発生してから３年が経過しました。国内の感

染状況については、感染者の増減による「波」を繰り返しながら、依然高止まりの状況

が続いています。第８波では、一日あたりの死亡者数も過去最大となるなど、高齢者を

中心に予断を許さない状況が続いています。 

 一方で、ワクチン接種の進展や国産の経口服用薬の開発などにより、状況は改善され

つつあります。「全国旅行支援制度」などの移動需要喚起策も打ち出され、移動制限のな

い大型連休も経験し、国民の意識も徐々に変化しつつあり、政府では感染症法上の位置

付け見直しの検討が進められています。ただ、中国のゼロコロナ政策からの転換等によ

る新たなリスクもあり、今後しばらくは「ウィズコロナ」の生活が続くと見込まれます。 

 

(2) 政府の動向 

＜相次ぐ閣僚辞任で窮地に立つ岸田新政権、重要政策方針の徹底議論が不可欠＞ 

 2022 年８月に発足した第２次岸田改造内閣は、自民党所属議員の旧統一教会への不適

切な関与に加え、閣僚の政治資金問題や公職選挙法違反、さらには不適切な発言などに

よる相次ぐ辞任により、窮地に立たされています。昨年末にも１閣僚と１役員の事実上

の更迭を行い、火消しに躍起になっていますが、今後の国会運営に影響を与えることは

必至です。また、岸田首相が掲げる「新しい資本主義」も、当初の「分配の強化」から

「資産所得倍増」に変節し、コロナ禍で傷ついた日本経済の実相から遠い政権運営が続

いています。 

 政府は 2022 年 12 月 16 日に「国家安全保障戦略」をはじめとする３文書を閣議決定
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したほか、防衛費を５年間で 43 兆円に増額し５年後は GDP 比２％とすること、財源に

ついては歳出削減や決算剰余金の活用に加え、段階的に増税する方針を明らかにしまし

た。また、12 月 22 日に政府の「GX 実行会議」は「GX 実現に向けた基本方針」をとりま

とめ、「エネルギーの安定供給を大前提とした GX に向けた脱炭素の取り組み」などの方

針を示しました。政府は臨時国会後にこうした重要政策方針を提起しましたが、政府の

国会での徹底した議論と国民への丁寧な説明と合意形成が必要であることは言うまで

もありません。緊張感のある熟議の国会となるよう強く求めるとともに、その基盤とし

て責任ある野党勢力の拡大、結集の必要性も訴えるものです。 

 

(3) 経団連「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」 

＜物価高を重視しつつ、社会的責務として持続的な賃上げを会員企業に呼びかける＞ 

 日本経済団体連合会（経団連）は、1 月 17 日、２０２３春季生活闘争の労使交渉・協

議における経営側の基本スタンスや雇用・労働分野における経団連の基本的な考え方を

示す「2023 年版経営労働政策特別委員会報告（経労委報告）」を公表しました。 

 同報告では、「特別な状況で春季労使交渉を迎えている」として、物価高を重視した賃

上げを会員企業などに呼びかけており、「成長と分配の好循環」の実現にむけて、賃金引

上げのみならず働き方改革のさらなる推進や成長分野等への円滑な労働移動、働き手の

エンゲージメント向上などを強く訴えています。 

 公表に先立ち、十倉雅和会長は、デフレからの脱却と人への投資の促進による「構造

的な賃金引上げ」をめざした企業行動に転換する絶好の機会であることを強調し、物価

動向を最も重視すべき考慮要素としながら、企業の社会的責務として、持続的な賃金引

上げを会員企業等に広く働きかけました。 

 このほか、定期昇給を含めて５％程度の賃上げを掲げる連合「２０２３春季生活闘争

方針」に関して、「過去約 10 年の実績との乖離が大きい」と指摘する一方、「例年より物

価高で数字を増やしたロジックは大変理解できる」との見解を示しています。 

 

(4) 雇用情勢と賃金の動向 

＜実質賃金８カ月連続減、下落幅も大きく物価上昇に賃金の伸びが追いついていない＞ 

 総務省が 2022 年 12 月 27 日に公表した 2022 年 11 月の「労働力調査（基本集計）」（速

報）によれば、完全失業率（季節調整値）は 2.5％で、前月と比べ 0.1％減少しました。

完全失業者数は 165 万人（前年同月比 18 万人減）で、17 カ月連続で減少しています。 

 業種別の就業者数をみると、「宿泊業・飲食サービス業」が 393 万人（前年同月比 19

万人増）、「製造業」が 1045 万人（同 16 万人増）となっています。 

 一方、同日発表の厚生労働省「一般職業紹介状況」によれば、同月の有効求人倍率（季

節調整値）は 1.35 倍で、前月から変わりませんでした。新規求人倍率（同）は 2.42 倍

で、同 0.09 ポイント上昇しました。新規求人（原数値）は、前年同月比 8.7％の増加で、

産業別では、「宿泊業・飲食サービス業（21.2％増）」、「卸売業・小売業（13.0％増）」、

「その他サービス業（13.2％増）」などで大きく増加しています。いずれの数値も経済が

コロナ禍からの回復途上であることを示しています。 

 一方、厚生労働省が１月６日に発表した 2022 年 11 月の毎月勤労統計調査（速報値）
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において、現金給与総額は前年同月比 0.5％増（11 か月連続の増）、物価変動を反映した

実質賃金指数は 3.8％減（８カ月連続の減）でした。下落幅は、消費税増税を受けて 4.1％

減となった 2014 年５月以来、８年半ぶりの大きさであり、物価の高騰に賃金の伸びが追

いついていない実態が改めて浮き彫りになっています。 

 

Ⅱ ＪＲ各社の経営動向 

コロナ禍の影響により、ＪＲ各社は厳しい経営を強いられてきましたが、ワクチン接種

率の向上や「全国旅行支援制度」の適用開始などにより、人流が少しずつ回復基調となり、

年末年始輸送ではコロナ禍前の８割程度にまで回復しています。2023 年３月期第２四半期

決算においては、上場４社において３期ぶりの黒字決算となりました。 

しかしながら、定着したテレワークによる出勤日数の減少、オンライン会議などによる

出張機会の減少などによって消失したビジネス需要が完全に元に戻ることは期待できませ

ん。引き続き、旅行需要の喚起など、継続的な支援が必要な状況を脱することができてい

ません。また、外国人訪日客数も少しずつ増えつつありますが、その数は十分ではなく、

また感染症再拡大の引き金となるリスクもあり、予断を許さない状況が続いています。 

以下、各社ごとに第２四半期決算を主とする特徴点を記載します。 

 

(1) ＪＲ本州３社、ＪＲ九州

① ＪＲ東日本

2023 年３月期の第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 127％の

11,150 億円、経常利益は 395 億円、四半期純利益は 271 億円となりました。 

コロナ禍の反動により全てのセグメントで増収、営業収益は２期連続の増収となり

ました。また、３期ぶりにすべての利益が黒字転換し、すべてのセグメント（運輸、流

通・サービス、不動産・ホテル、その他）で増収増益となりました。引き続き 2020 年

９月に公表した「変革のスピードアップ」に基づき、コロナ後の社会変容を見据え、需

要回復の機会を逃がすことなく取り組みを拡大していくこととしています。 

今後、定期外の運輸収入はコロナ禍前との比較において、在来線（関東圏）で 95％

（2023 年 3 月末時点、第２四半期実績は 78%）、新幹線で 90％（同 62%）の水準に到達

すると見通しています。なお、通期業績予想は据え置く（営業収益２兆 4,530 億円、経

常利益 980 億円、当期純利益 600 億円）こととしました。 

 

② ＪＲ東海

2023 年３月期の第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 163％の

6,341 億円、経常利益は 1,362 億円、四半期純利益は 969 億円となりました。 

東海道新幹線・在来線ともにご利用が増加したことなどから、連結営業収益は前年と

比べて増加しました。また、営業費用は、自社の物件費やグループ会社の売り上げ単価

の増などで増加しましたが、増収・増益の決算となりました。 

引き続き、安全・安定輸送の確保を最優先に輸送機関としての使命を果たしつつ、新

型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営状況から脱却すべく、「業務改革」を
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推進するとともに、新しい発想のもと、収益の拡大を実現することに挑戦し、経営体力

の再強化に取り組むこととしています。 

また、通期業績予想について、営業収益は前回予想の１兆 3,320 億円を据え置く一

方、燃料価格の急激な上昇に伴う動力費増を反映し、各利益について営業利益 2,790 億

円、経常利益 2,080 億円、当期純利益 1,410 億円に下方修正しました。 

 

③ ＪＲ西日本

2023 年３月期第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 141％の 6,167

億円、経常利益は 277 億円、四半期純利益は 645 億円（税効果影響▲435 億円を含む）

となりました。感染拡大第７波などの影響により、需要回復に鈍化が見られたものの、

上期決算としては連結・単体ともに 2020 年３月期以来３期ぶりの黒字となりました。

コスト構造改革の取り組みは、今期単体で▲200 億円の計画に対し、第２四半期実績は

▲100 億円となりました。今後、定期外の運輸収入は、コロナ禍前との比較において、

2022 年 12 月末頃には在来線（近畿圏）で 90％（2022 年 10 月時点では 87%）、新幹線

（新大阪～西明石間）で 90％（同 67%）程度に回復すると見通しています。 

また、次期中期経営計画の策定にあたり、安全性の向上を根幹に据えつつ、「既存事

業のさらなる磨き上げ」と「移動に連動しない新たなシナジー領域への挑戦」を主軸に

事業ポートフォリオを見直すとしています。なお、通期業績予想は、期首想定の概ね範

囲内にあることから、通期業績予想・配当予想は据え置く（営業収益１兆 3,090 億円、

経常利益 135 億円、当期純利益 585 億円）こととしました。 

 

④ ＪＲ九州 

2023 年３月期の第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 120％の

1,701 億円、経常利益は 118 億円、四半期純利益は 120 億円となりました。 

第２四半期は、新型コロナウイルス感染症の影響が続きつつも、行動制限の緩和や社

会経済活動の正常化が進み、鉄道事業をはじめとした各事業における需要の緩やかな

持ち直しに加え、鉄道事業を中心としたコスト削減等の貢献により、対前年で連結営業

収益は増収、各利益も増益となりました。引き続き「中期経営計画 2022-2024」に掲げ

る３つの重点戦略、すなわち、①事業構造改革の完遂（鉄道事業のコスト削減）、②豊

かなまちづくりモデルの創造（まちづくり、地域交通、Maas 推進）、③新たな貢献領域

での事業展開（BtoB 事業強化、M&A 実施）、を強力に推進していくとしています。 

通期業績予想は、ハウステンボス株式の売却益を加味し、当期純利益を 266 億円に

上方修正し、その他（営業収益 3,814 億円、経常利益 300 億円）は据え置きました。 

 

 (2) ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物

① ＪＲ北海道

2023 年３月期の第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 128％の

648 億円、経常損益は▲32 億円、四半期純損益は▲８億円となりました。 

営業収益は、北海道の需要喚起策を活用した周遊パスの販売が好調だったことに加

え、小売・不動産・ホテルなどでも増収となり、142 億円の増収となりました。コロナ



- 9 - 

禍前と比べると８割程度の水準になっています。営業費用は、原油価格高騰の影響を大

きく受けたことなどにより 34 億円増加し、879 億円となりました。経営安定基金運用

益として、国からの「経営安定基金の下支え」支援に伴う受取利息を 74 億円計上して

います。また、特別利益に国からの支援（88 億円）などを計上した一方、特別損失に

留萌線の廃線に係る諸費用を計上し、四半期純損益は８億円の赤字となりました。 

引き続き、最大限の自助努力を前提に、国および地域の支援を活用し、財務基盤の安

定化と収益基盤の強化を図ることによって中期計画の目標を達成するとともに、北海

道新幹線札幌延伸の効果が発現する 2031 年度の経営自立をめざすこととしています。 

なお、通期業績予想では最終損益として▲226 億円を見込んでいます。 

 

② ＪＲ四国

2023 年３月期の第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 145％の

188 億円、経常利益は１億円、四半期純利益は１億円となりました。 

2031年度の経営自立にむけた「長期経営ビジョン2030」および「中期経営計画2025」

を着実に進めるため、新たな観光列車の運行開始、四国アフターＤＣの展開、県民割を

活用した商品設定などの旅行需要回復にむけた取り組みや、地域社会と連携した観光素

材の磨き上げ、賃貸マンションの取得など、収益拡大に力を注ぎ、営業収益は58億円の

増加（コロナ禍前の７割程度）となりました。経費面では経費構造の改善によるコスト

削減に取り組みましたが、資源価格の高騰などから営業費は前年より増加し、結果とし

て、過去３番目に低い営業収益、営業損益となりました。引き続き、2022年度を感染症

の影響による低迷からの回復期ととらえ、2031年度の経営自立にむけ、「収益のリカバ

リー」、「構造改革の継続」、「非鉄道事業における最大限の収益拡大」を重点実施項

目とし、各種施策にグループ一体となって取り組むことで、中期経営計画の目標達成、

長期経営ビジョンに掲げる連結売上高600億円の達成をめざすこととしています。 

なお、通期業績予想では最終損益として▲57 億円を見込んでいます。 

 
③ ＪＲ貨物

2023 年３月期の第２四半期決算（連結）において、営業収益は前年同期比 100％の

906 億円、経常損益は▲21 億円、四半期純損益は▲23 億円となりました。 

連結営業収益は、新型コロナウイルス感染症に伴う需要低迷が続く中、８月の北海

道・東北・北陸地区を中心とした大雨による影響も受けましたが、不動産事業のマンシ

ョン販売や建物貸付等により全体では僅かに増収となりました。連結営業費用は、マン

ション販売の売上原価のほか、東京レールゲート EAST の竣工による不動産取得税、減

価償却費等が増加し、営業利益、経常利益は減益となりました。 

引き続き、2021 年１月に掲げた「長期ビジョン 2030」に基づき、鉄道を基軸とした

サプライチェーンの構築による物流生産性・付加価値向上などにより、2030 年の完全

民営化をめざすこととしています。なお、通期業績予想では、営業収益 1,948 億円、経

常損益 15 億円、最終損益▲10 億円を見込んでいます。前回の８月時点の見通しより下

方修正していますが、対前年では増収増益を見込んでいます。 
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［ＪＲ各社の 2022 年度第２四半期決算の状況］ 

【連結】       単位：百万円 

会社名 売上高 
増減

（％） 
営業利益 

増減

（％） 
経常利益 

増減

（％） 
純利益 

増減

（％） 

ＪＲ北海道 64,865 28.2 △23,082 － △3,255 － △817 － 

ＪＲ東日本 1,115,073 27.0 66,710 － 39,594 － 27,106 － 

ＪＲ東海 634,139 63.9 171,926 － 136,290 － 96,949 － 

ＪＲ西日本 616,705 41.2 33,854 － 27,705 － 64,517 － 

ＪＲ四国 18,800 45.1 △8,700 － 100 － 100 － 

ＪＲ九州 170,195 20.2 11,183 － 11,844 － 12,002 － 

ＪＲ貨物 90,600 0.1 △1,700 － △2,100 － △2,300 － 

【単体】       単位：百万円 

会社名 売上高 
増減

（％） 
営業利益 

増減

（％） 
経常利益 

増減

（％） 
純利益 

増減

（％） 

ＪＲ北海道 35,033 39.8 △26,124 － △4,922 － △1,184 － 

ＪＲ東日本 820,200 31.1 54,600 － 35,600 － 30,100 － 

ＪＲ東海 519,300 76.3 164,800 － 128,400 － 90,400 － 

ＪＲ西日本 367,200 45.8 20,900 － 13,500 － 58,600 － 

ＪＲ四国 10,800 34.4 △8,700 － 300 － △100 － 

ＪＲ九州 94,200 26.1 9,000 － 13,100 － 14,300 － 

ＪＲ貨物 73,100 △0.1 △2,800 － △3,300 － △3,000 － 

 

［ＪＲ上場４社の 2022 年度連結業績予想］ 

       単位：百万円 

会社名 売上高 
増減

（％） 
営業利益 

増減

（％） 
経常利益 

増減

（％） 
純利益 

増減

（％） 

ＪＲ東日本 2,453,000 24.0 153,000 －  98,000 － 60,000 － 

ＪＲ東海 1,332,000 42.4 279,000 － 208,000 － 141,000 － 

ＪＲ西日本 1,309,000 27.0 30,000 － 13,500 － 58,500 － 

ＪＲ九州 381,400 7.4 29,000 － 30,000 － 26,600 － 

 

［旅客６社の 2022 年度年末年始主要路線輸送概況（12 月 28 日～１月５日、上下計、2018 年度比）］  

会社名 新幹線 在来線特急等 

ＪＲ北海道 81％ 77％ 

ＪＲ東日本 83％ 83％ 

ＪＲ東海 90％ 82％ 

ＪＲ西日本 
84％（山陽） 

84％（北陸） 

74％ 

ＪＲ四国 ― 79％ 

ＪＲ九州 85％ 73％ 

 


