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会社紹介
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設立：1976年7月26日
所在地：東京都杉並区高円寺北2-3-17
代表取締役：太田信夫
従業員数：160名（2019年4月1日現在）

業種：情報サービス業



自己紹介

• 主な担当業務

– 事業者・自治体との交渉業務（バスデータ情報収集）

• 200事業者以上との交渉実績

– 駅すぱあと向けバスデータ制作
• 10年以上の実務経験
• 100事業者以上のデータ加工実績

– 公共交通の利用促進に関するサービス企画

– 公共交通オープンデータ化の普及活動
(GTFS/標準的なバス情報フォーマット)
• 全国各地での講演活動・データ化コンサルタント
• 県や地方運輸局主催勉強会での講師、有識者委員
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公共交通企画担当
公共交通オープンデータ化アドバイザー 諸星 賢治

全国バスマップサミット実行員委員会 理事
標準的なバス情報フォーマット広め隊
公共交通マーケティング研究会 幹事
一般社団法人最先端田舎中津川 理事

[個人参加]



公共交通オープンデータに関する主な活動
• 2016

– 第１回交通ジオメディアサミット登壇（東京大学）
• 2017

– 山梨県内バス情報オープンデータ化にアドバイザーとして参画
– 国土交通省「標準的なバス情報フォーマット」策定への関与
– 群馬県「公共交通情報のオープンデータ化に関する入力研修会」講師

• 2018

– 九州産業大学（福岡県）主催 シンポジウム登壇

– 沖縄県「沖縄観光２次交通の利便性向上に向けた検討委員会」委員
– 青森県・富山県「オープンデータアイデアソン」登壇・コメンテーター
– 九州運輸局主催「バス情報データ作成・活用シンポジウム2018」登壇
– 岐阜県中津川市にて、オープンデータを活用したサービスを開始

• 2019

– 愛知県「公共交通情報のオープンデータ化に関する勉強会」登壇/講師
– 九州運輸局（宮崎県）「標準的なバス情報フォーマット作成勉強会」講師
– 中国総合通信局主催「オープンデータ利活用セミナー」登壇
– 北海道ITS推進フォーラム「平成30年度 第2回 地域ITS研究会」登壇
– 和歌山県 「熊野外国人観光客交通対策推進協議会 勉強会」登壇
– 栃木県「標準的なバス情報フォーマット勉強会」講師
– 大阪大学「新しいまちづくり・みちづくりのための研究会」登壇
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各地で行われている研修・勉強会の様子
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研修メニュー
• 講演
• フォーマットの説明
• データ作成演習
• データ作成ツールの操作説明
• 質疑応答
• データ活用相談 など

九州運輸局主催
「標準的なバス情報フォーマット作成勉強会」
2019/1/29・3/25 宮崎県庁にて開催

群馬県主催
「公共交通情報のオープンデータ化に
関するデータ入力研修会」2017/7/4開催

あいち電子自治体推進協議会
「標準的なバス情報フォーマット作成研修」
2019/3/11 愛知県施設にて開催



会場へ質問
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昨日今日で「天気」に関わる情報を
どのくらい調べましたか？



天気情報
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目的

内容 タイミング

方法

提供 利用

サービス

情報

刻々と状況が変わる天気の情報は、動的情報です



では、公共交通の情報はどうでしょう？

•静的情報は？

•動的情報は？
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標準的なバス情報フォーマット

公共交通データの種類

GTFS-JP
（標準的なバス
情報フォーマット）

時間によって
変化しない情報

定刻の時刻、
バス停名称・位置
運賃などの情報

静的
データ GTFS

リアルタイム

時間によって
変化する情報

遅延、運休（運行）、
位置情報 など

動的
データ



GTFS-JPで考えると
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GTFS
リアルタイム

GTFS-JP

GTFSリアルタイムは、GTFS-JPを補完

静的情報

動的情報

標準的なバス
情報フォーマット



GTFS-JPとは？

以下の情報などが含まれているデータ
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停留所情報（名称・位置）

ダイヤ情報（停車時刻・運行日）

運賃情報（対キロ制や均一、無料など）

🚏

🕑

💰



GTFS リアルタイムとは？
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•予定していた運行予定時刻を上書きする情報

例：遅延や今後の運行予測など

①ルート更新情報 Trip Update

•運行状況を補足する文字情報

例：運休や再開見込みなどの文字情報

②運行情報 Alert

•バスの位置情報

③位置情報 Vehicle Position
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オープンデータを活用した情報提供モデル

利用者

ジョルダン
国内外の

サービス業者
Yahoo! Google

Yahoo!
乗換情報

駅すぱあと
Google 
Maps

乗換案内

バス事業者
など

オープンデータ

データ作成
・提供

Apple
Maps

apple

国内外の
サービス

データ取得

サービス提供

サービスの利用

VAL

公共交通の利用
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オープンデータのモデル図

利用者

ジョルダン
国内外の

サービス業者
Yahoo! Google

Yahoo!
乗換情報

駅すぱあと
Google 
Maps

乗換案内

バス事業者
など

オープンデータ

データ作成
・提供

Apple
Maps

apple

国内外の
サービス

データ取得

サービス提供

サービスの利用

VAL

公共交通の利用

印刷用時刻表

バスマップ 申請用資料
分析用の
基礎データ

バスロケの
基礎データ調査の専門家へ 県・または国へ提出

利用者へさらなる情報提供



データは作成から活用の時代へ
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データ利用のアイデア創出やアプリの開発が進む

• ライセンスがクリアになっていないと、
データを活かそうとしている人にも届かない

• PR出来るチャンスを逃している

2018/10/20 岐阜新聞
Code for Saga HP

https://code4saga.org/archives/752

https://code4saga.org/archives/752


オープンデータを利用したバスマップ

16

今までのバスマップと違うところ
・バスや鉄道の線を手で引いていない！
・データさえあれば、最短1日で作成が可能！
・Webサイト上で同じマップが閲覧可能！
全停留所の名前確認、自由に拡大縮小も可能



エクセルVBAを利用した運行系統表の出力
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申請書類を専用管理のエクセルではなく、GTFS-JPデータを加工して出力



中津川市の事例
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バス位置情報提供サービスの基礎データとして活用

恵那バッテリー電装
MOQUL（モークル）

位置情報

中津川市
GTFS-JP＋仕業データ

基礎データ動的データ

中津川市 坂下病院
サイネージ画面

GTFSリアルタイム形式で
GoogleMapsへデータ提供



2018年12月

クリスマスバスでバスロケ（中津川市・北恵那交通）
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• 単なる移動手段ではなく
「愉しめる公共交通」を創出

• オープンデータ化されている
北恵那交通のGTFS-JPデータを活用

• 営業からサービスの実現まで10日程度で実現

総務省「ICT地域活性化大賞2019」
優秀賞 受賞！



2018年8月

災害地向け簡易バスロケ（呉線代行バス）
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• 西日本豪雨災害の影響で、不通となった
「JR呉線代行バス」の位置情報をホーム
ページで見られるサービス

• 関係機関の協力により、プロジェクト発足
から3週間程度でサービス提供を実現

第１０回 ＥＳＴ（環境的に持続可能な交通）
交通環境大賞 奨励賞 受賞！



鉄道代行バス

バイタルリード

位置情報の取得

行政機関

現地サポート

情報制御・情報出力
GPS機器
の提供

機器設置
など

利用者向けHP

基礎データ
（GTFS-JP）

作成

取込/加工

GTFS
realtim

e

サイネージ
画面

技術的には
提供可能だった情報

災害時交通マネジメント総合訓練での活用

芸陽バス

new!

new!

GTFS-JPデータを活用し簡易的に実現



代行バス車両位置MAP

• 方面ごとに位置情報を表示
（昨年と同様）

サイネージ画面の提供

• 途中バス停の広島駅にサイネージや
iPadを置くことを想定

• 便ごとに通過バス停を表示

• メッセージの表示も可能

災害時交通マネジメント総合訓練での活用

GTFS-JPデータを活用し簡易的に実現



Drive Sweden - Our Vision –
A new approach to mobility
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モビリティの提供は効率的に
利用者は移動でのストレスが軽減される時代に

https://www.youtube.com/watch?v=WmYsWYDQxuI
https://www.youtube.com/watch?v=WmYsWYDQxuI


渋谷駅構内図
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https://www.tokyometro.jp/station/shibuya/yardmap/

https://www.tokyometro.jp/station/shibuya/yardmap/


参考）MaaS
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株式会社キャパ CAPA,Inc.
IaaS／PaaS／SaaS／DaaS、そしてXaaSの時代へ
https://www.capa.co.jp/archives/14916

XaaS（EaaS）
X(Everything） as a Service

※IT用語:2000年代～

MaaS
Mobility as a service

☁
🚙

🚢

🚶

？
🚅🚋

🚕

🚌

🚲

多分野との連系

新しい
移動手段

多分野との連系

https://www.capa.co.jp/archives/14916


スマホがいつでも使えるとは限らない
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日本のサイネージの事例

28

日本のサイネージ画面は、
何でも1つの画面で表現しよう
としていて、情報量が多い。



海外の事例



地下鉄プラットフォームで地下鉄の案内（パリ）



地下鉄ホームで地下鉄の案内１（バルセロナ）



地下鉄ホームで地下鉄の案内１・拡大（バルセロナ）



地下鉄駅構内でバスの案内１（パリ）



地下鉄駅構内でバスの案内１・拡大（パリ）



バス停でバスの案内１－２（パリ）

海外のサイネージ画など
情報表示は形も様々、

ただし表示内容はシンプル。



【VAL】日の丸自動車興業 無料巡回バス
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GTFSリアルタイムGTFS-JP

バスの位置

中津川市の事例

バス情報のサイネージ機器での表示
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災害時交通マネジメント総合訓練での活用

GTFS-JPデータを活用し簡易的に実現
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【提案中】
オープンデータを利用した那覇空港サイネージ
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対象となるバス路線（全路線）

【提案中】
オープンデータを利用した那覇空港サイネージ



【提案中】
オープンデータを利用した那覇空港サイネージ

事業者名 のりば 出刻 到着 所要 間隔

やんばる急行バス 2 6:40 8:58 2:18

４社（117系統） 3 7:00 9:13 2:13 0:20

４社（117系統） 3 8:10 10:28 2:18 1:10

やんばる急行バス 2 8:37 11:03 2:26 0:27

沖縄エアポートシャトル 1 9:00 11:58 2:58 0:23

４社（117系統） 3 9:20 11:33 2:13 0:20

やんばる急行バス 2 9:30 11:40 2:10 0:10

４社（117系統） 3 9:55 12:08 2:13 0:25

沖縄エアポートシャトル 1 10:20 12:24 2:04 0:25

やんばる急行バス 2 10:30 12:48 2:18 0:10

４社（117系統） 3 10:40 12:53 2:13 0:10

沖縄エアポートシャトル 1 11:00 13:56 2:56 0:20

沖縄エアポートシャトル 1 11:30 13:34 2:04 0:30

沖縄バス 12 11:40 14:26 2:46 0:10

やんばる急行バス 2 12:00 14:15 2:15 0:20
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事業者名 のりば 出発 到着 所要 間隔

沖縄エアポートシャトル 1 12:30 15:34 3:04 0:30

４社（117系統） 3 12:55 15:08 2:13 0:25

沖縄バス 12 13:10 15:58 2:48 0:15

４社（117系統） 3 13:35 15:48 2:13 0:25

沖縄エアポートシャトル 1 13:45 15:49 2:04 0:10

４社（117系統） 3 14:00 16:13 2:13 0:15

４社（117系統） 3 14:25 16:38 2:13 0:25

やんばる急行バス 2 14:30 16:45 2:15 0:05

沖縄エアポートシャトル 1 14:40 17:40 3:00 0:10

沖縄エアポートシャトル 1 15:30 18:31 3:01 0:50

沖縄エアポートシャトル 1 16:30 19:31 3:01 1:00

やんばる急行バス 2 16:50 19:05 2:15 0:20

沖縄エアポートシャトル 1 17:50 20:53 3:03 1:00

やんばる急行バス 2 18:40 21:03 2:23 0:50

やんばる急行バス 2 19:50 22:10 2:20 1:10

例）空港→美ら海水族館のバスダイヤオープンデータを活用し、
事業者に関係なく到着地ごとに案内る事で利用者の利便性UPに繋がる



これからの時代

バス・鉄道を含めた
公共交通情報＋α
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2019年3月
国土交通省「シェアサイクルポート 誘導・案内サインの実証実験」
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• 日本初のシェアサイクルの残台数に
特化したサイネージによる情報提供

• 地下鉄を降りた方へに対して、
次の移動手段としてシェアサイクルを提案

• シェアサイクルのポート空き状況により
表示を変化させ、利用の平準化を狙う

https://skybrain-sign.ekispert.jp/signage/id/LzZ4XGRK
https://skybrain-sign.ekispert.jp/signage/id/LzZ4XGRK


バスの定刻情報＋シェアサイクル情報
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BYCYCLE CITY EXPO2019 (株)ドーコンのブースにて展示



さいごに

公共交通のデータ整備・オープンデータ化が
効果を発揮するのは、
データを作った後の活用次第です。

活用方法を考える為には、
ITに必ずしも精通している必要はありません。
皆で知恵を出し合い、柔軟なアイデアで
地域が抱える課題を一つずつ解決していきましょう。

必要であれば、私にもご相談ください。
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