
1

標準的なバス情報フォーマットデータ作成ツール

2017年12⽉12⽇
東京⼤学空間情報科学研究センター

特任教授 ⻄沢 明

アーバンデータチャレンジ２０１７
応募作品プレゼンテーション



１ 今、バスデータの整備・公開・流通を推進する理由

 バスデータの整備、活⽤のニーズは多様な主体が持っている

国⼟交通省では、H22‐H23にバス停・バス
ルートデータを作成（国⼟数値情報）

バス
事業者

コミバス
市町村

都道府県
市町村

検索ｻｰﾋﾞｽ
事業者
(CP)

情報ｻｰﾋﾞｽ
事業者

各種⺠間
事業者

国

・バス情報の情報管理
・路線図、時刻表等作成
・バスロケと連携した運⾏分析

・検索サービス掲載促進（→バス利⽤促進、観光振興、タイムリーな情報提供）

・公共交通現況把握
・地域公共交通分析、施策へ反映
・施設計画、都市計画等

・バスデータ収集加⼯効率化
・⼈流データ等の分析

・乗換等案内 ・不動産業における
交通条件の提⽰

⼤学
コンサル

・公共交通研究

 現状では、各主体がその度ごとにバス事業者等から資料を収集してデータを作成

 データ整備・利⽤コストが⾼い、データ収集に⼿間暇がかかることが原因で、データの
利活⽤に注⼒できず、満⾜な利⽤ができなかったり、データ利活⽤が断念されている

 バスデータ整備の効率化と流通（作ったデータは誰でも使えるようにする）ことが必要

期待される効果
・バス事業事務の効率化 ・バス利⽤の促進 ・検索可能な路線の増加 ・利⽤者の利便性向上 ・⼊込客の増加
・問合せ対応の減少 ・バス運⾏の分析 ・公共交通施策の検討及び検証 ・都市計画・地域計画等での的確な地域把握
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共通フォーマットによるデータ整備が重要
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２ 共通フォーマットでデータを作成し公開するメリット
(1)データ作成側（バス事業者、コミバス市町村）のメリット
【データの外部利⽤】
① 乗換検索サービスに掲載される

※バス利⽤者の情報収集⼿段で最も多いのはインターネット等の検索サービス
※乗換検索サービス事業者では特に中⼩バス事業者やコミュニティバスに⼿が
回っていない

→共通フォーマットデータを提供し、サービス掲載を促進
（サービス事業者側の掲載コストが削減され掲載されやすくなる）

→データ作成ツールを導⼊しておけば容易にデータ修正ができるので、乗換検索
サービス事業者に迅速に提供可能
（改正ダイヤ、臨時ダイヤ等の迅速な反映）

② 新たなバス情報提供が促進される
• デジタルサイネージ（駅前ターミナル、公共施設、商業施設など）

→共通フォーマット化でデータ提供・更新が迅速、サイネージ事業者も省⼒化
• 新たなバス利⽤促進ツール

→対象者を絞った交通案内アプリ（障害者、外国⼈向け）、観光案内アプリへの
バス情報の組み込み

→マイ時刻表（個⼈がよく利⽤する特定の区間に特化した時刻表）
（紙のものは⾃治体等が作成している例あり。データから作成は福井で取組中）

• ウェブサイトの公共施設等へのアクセス情報に埋め込む路線・時刻表案内

※共通フォーマットによるデータの提供・公開が進むことにより、データ提供サービス
の広域展開が容易になり、事業性が向上し実現性が⾼まる
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東京から富⼭県南砺市（旧利賀村）の
利賀芸術公園までの経路を検索すると

南砺市コミュニティバスも登録すると
バスを利⽤した現実的なルートが表⽰
される

1⽉19⽇（⾦）6:00出発
出発

到着
東京駅
富⼭県利賀芸術公園

4時間42分 13,250円 乗換2回

6:28発 東京

9:11着
9:34発 富⼭

9:59着
10:15発 越中⼋尾

11:07着
11:07発 芸術公園前

11:10着 富⼭県利賀芸術公園

JR北陸新幹線
はくたか551号
⾦沢⾏
20番ホーム発

指定席 6,250円 2時間43分

JR⾼⼭線
越中⼋尾⾏
2番ホーム発

6,800円 25分

南砺市営バス 利賀⼋尾線
利賀⾏政センター⾏

200円 52分

徒歩（200m）
3分

12駅

5駅

15停留所

（検索結果イメージ）

現状では35.7kmを歩く
ルートが表⽰される
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【バス事業者やコミバス運営市町村内での内部利⽤】
① 路線図、バス停位置図、バス停時刻表等の各種資料の作成

→（⽬標の⼀つは運輸局等に提出する各種資料の⾃動作成）
→ 作成ツールを使って⾃社で作成
→ 作成事業者へのデータ提供

② 広報⽤の路線図、時刻表等の作成
→ ウェブサイト、紙媒体 ・・・作成事業者へのデータ提供
→ 公共交通で⾏きやすい施設案内

③ バスロケなどの基礎データ
④ バス利⽤・沿線地域分析

→ 利⽤者数分析等の基礎データ
→ 交通ICカードデータ、携帯位置データ等と組み合わせた⼈流の分析
→ 地域の⼈⼝データ、施設データ、宅地・マンション開発等と組み合わせた路線分析

⑤ 乗換検索サービスの検索実績データ等の分析結果のバス事業者へのフィードバック

【データ作成・提供等の省⼒化】
① データ提供先とのどのようなデータを作成すればよいかの個別の調整が不要になる
② 内部利⽤、外部提供とも１つのデータで済む（データの使いまわし）
③ データ作成のツールが無償もしくは安価で利⽤できる
④ 検索サービス等で情報提供すると利⽤者からの問い合わせが減少する
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(2)データ利⽤側のメリット
【乗換検索サービス事業者】
① データ収集・加⼯コストが低減でき、掲載路線を増やせる
② データの差分から変更箇所等を⾃動で抽出してデータ修正することができる

【都道府県・市町村（交通政策、地域振興、都市計画等）、⼤学、コンサル】
① データ分析や情報の可視化などのための処理ツールを作成・利⽤することにより、
作業効率が向上する → 分析や施策の検討に時間をかけられる

② 地域振興や都市計画、公共施設計画等に交通条件を反映しやすくなる
③ 観光情報の⼀つとして公共交通情報の提供がしやすくなる。

→Google検索に掲載されると海外でも検索可能
※後述の標準的フォーマットではローマ字表記等も⼊⼒できる

③ 地域公共交通の現状や将来像を可視化し、地域公共交通会議等での議論の材料とする

【新たなサービスを展開する事業者、地域課題に取り組むNPO】
• デジタルサイネージなどの情報提供サービスの拡⼤が⾒込まれる
• 新たなバス利⽤案内ツールの開発の可能性が⾼まる

→⽬的別の交通案内アプリ（障害者向け、外国⼈向けなど）
→マイ時刻表（個⼈がよく使う区間だけを掲載した時刻表）
→施設のウェブサイトへの路線・時刻表案内の組み込み

• バスサービスや⼈⼝等の関連データの可視化
→地域公共交通会議等での議論の材料
→公共交通を利⽤しやすいまちづくり

マイ時刻表の例（福井）



（参考）バスデータの利活⽤例
(1)バス停圏域の抽出
 バス停圏域にある⼈⼝の集計
 バス停圏域にある公共施設や病院、商店などの抽出
 バス停圏域にあるマンションなどの抽出

バス停からの300m圏域

(2)区間ごとのバス運⾏頻度の表⽰
 運⾏頻度が⾼くバスが便利な地域が分かる
 ⼀⽅、運⾏頻度が低く、公共交通利便性が低い地域が分かる

バスルートの運⾏頻度表⽰

(3)特定の地点からバスを利⽤した所要時間の算出
 時刻表データを⽤いた特定の施設等から各地域への

所要時間の分布の算出
 病院、商業施設等に対する各地域の利便性の評価

病院からバスと徒歩による100mメッシュへの所要時間

(4)バスマップの作成
 系統を区分した路線図（バスマップ）の作成⽀援
 地図（地形図）の上に表⽰することにより、地域や施設、

他の交通機関等との関係を正確・直観的に表⽰
 公共施設などの他の地理空間情報と合わて表⽰
地形上に表⽰したバスマップ（病院、学校等を併記）
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３ 標準的なバス情報フォーマット

• 「共通フォーマット」として「標準的なバス情報フォーマット」がある。

• 2017年3⽉に国⼟交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課が「標準的なバス情報
フォーマット」（解説書）を公開
→ 海外でも使われているGTFS（General  Transit Feed Specification）に準拠し、⽇本の
乗換案内サービスで必要な項⽬を追加したもの。

→Google乗換案内に対応
→国内の主要な乗換案内サービス事業者が参加してフォーマットを検討し、各社の
利⽤が予定されているもの
・ジョルダン、ヴァル研究所、ナビタイム、EKITAN

→国内のバスダイヤ運⾏管理システム開発事業者も参加してフォーマットを検討
・構造計画研究所、⼯房

情報項⽬ 詳細な項⽬
①事業者名等 バス事業者名（コミュニティバスの場合は市町村名、運⾏事業者名）、バス愛称
②バス停 名称、よみがな、座標（できるだけ標柱ごと）、運賃区界
③路線・系統 系統ID、系統番号、路線もしくは系統名称
④バス便・
時刻表

便ID、⾏先、連続乗⾞可能な便（循環バス等）、各バス停の通過(発着)時刻、途中
で⾏先表⽰が変わる場合の⾏先、乗⾞（降⾞）限定のバス停、運賃の前払い・後
払いの別、時刻表に記載する⾏先・経由・運⾏運休⽇・特記事項等を⽰す記号

⑤運⾏⽇ 平⽇運⾏・休⽇運⾏等の別、年末年始・学休⽇等の特殊⽇の運⾏・運休情報
⑥運賃表 均⼀運賃額、運賃表
⑦経路 バス路線が通る道路

標準的なバス情報フォーマット 検索



9出典︓国⼟交通省資料



標準的なバス情報フォーマットの構造

事業者

運⾏曜⽇

運⾏⽇

運賃１

運賃２

ﾃﾞｰﾀ提供

路線

時刻表
バス停

便

営業所

経路(道路)

乗換
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• 既にダイヤ運⾏管理システムを導⼊しているバス事業者
→ダイヤ運⾏管理システムから標準的フォーマットデータを直接出⼒する
→国内シェアの⾼いダイヤ運⾏管理システムはすでに標準的フォーマット出⼒に対応

（構造計画研究所、⼯房）

• ダイヤ運⾏管理システムを未導⼊で導⼊を検討しているバス事業者
→無償で使えるバスダイヤ管理システムが標準的フォーマットに対応

（その筋屋）

４ 標準的なバス情報フォーマットデータをどのようにして作るか

ただし、⼩規模なバス事業者やコミュニティバスを運⾏する市町村にとっては
ダイヤ管理システムはオーバースペック。そこで、

市町村職員等でも使い慣れているエクセルに情報を⼊⼒して
標準的なバスデータを出⼒するツールを作成

ツール及びマニュアルをウェブで公開中
http://www.csis.u‐Tokyo.ac.jp/~nishizawa/gtfs
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特徴１︓シートに必要な情報を⼊⼒して「出⼒」ボタンを押すだけ

次の情報をそれぞれのシートに⼊⼒する
・事業者の基本情報 ・データの有効期間 ・バス停 ・路線、経路 ・時刻表
・運⾏⽇（曜⽇指定、⽇付指定） ・運賃表 ・翻訳情報（よみがな、英字等）

事業者名等の基本情報 路線・系統情報 時刻表情報

バス停情報
運賃情報

５ 標準的なバス情報フォーマットデータ作成ツール
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特徴２︓多様なバリエーションを持つバスデータに対応

・デマンド運⾏
・連続便（他の系統への直通運⾏）
・運⾏途中での⾏先表⽰の変更
・運⾏⽇の詳細な指定（曜⽇、祝⽇、学級⽇、イベント開催⽇など）
・多様な運賃制度（均⼀運賃、区界停留所⽅式、代表停留所⽅式、全バス停間運賃）、
運賃の表⽰⽅法（三⾓表、四⾓表）

区界停留所⽅式
運賃の表⽰⽅式
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特徴３︓⼊⼒の⼿間を省く豊富なツール

［バス停シート］
・親停留所、標柱データの⾃動作成
・バス停データのgeojson出⼒、GISで座標を修正したgeojsonの読み込み

［時刻表シート］
・停留所名もしくは標柱IDの⾃動⼊⼒
・標準所要時分の便（パターンダイヤ）の発着時刻の⾃動計算

［運賃表シート］
・三⾓表へのバス停名の⾃動⼊⼒
・バス停名からバス停IDの⾃動⼊⼒

特徴４︓⼊⼒したデータの基本的なチェックツール

・必須項⽬の⼊⼒不⾜のチェック
・IDの不整合のチェック
・時刻データの不整合（時刻の逆転など）のチェック

⇒チェック結果（誤り箇所、誤り内容）をテキストファイルに出⼒

特徴５︓出⼒する項⽬のオプション設定とワンクリック出⼒

・運賃表の出⼒、翻訳情報の出⼒、親停留所の出⼒の有無を選択可能
・「作成」ボタンのクリックで標準的なバスフォーマットデータを出⼒
・⽂字コードがShift‐JISとUTF‐8の２種類のファイルを出⼒
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６ 標準的なバス情報フォーマットデータ作成ツールの利活⽤状況

(1)富⼭県において県庁、Code for の⽅が本ツールを使⽤してバスデータを作成中
・富⼭空港連絡バス
・⿂津市コミュニティバス
・⾼岡市公営バス
・南砺市営バス

→2017年12⽉に南砺市でハンズオン勉強会が開催された

(2)当⽅で福井県内のコミュニティバスのデータを作成中

作成したバスデータは
オープンデータとしての
公開を⽬指します

利⽤者の意⾒等を
踏まえてツールの
改良を続けます


