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　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス
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　1.　はじめに

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。
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れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。
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　都市部における高速バスの運行では、経路上での交通集中や事故等による運行の遅れ
が発生することから、これら交通情報が運行管理者やバスターミナル事業者およびバス
利用者の間で共有されることが、よりスムーズに利用できる公共交通システムを実現す
る上で重要である。現在、このような情報提供を行うシステムを実現するために、高速
道路および直轄国道を中心に整備されているITSスポットから得られる高速バスの位置情
報を活用したリアルタイム運行情報提供システムの構築、ならびに得られた情報のオー
プンデータ化を実施することにより、道路と公共交通利用者・事業者とのコネクティビ
ティ向上に取り組んでいる。

　Automatic vehicle location system (AVL) is an essential system for providing 
information on highway buses and should be shared between bus operators and 
users. This is because, especially in metropolitan areas, delays caused by traffic 
jams or accidents significantly influence bus operations and user behavior. In this 
project, we develop AVL and open data platform using ITS spots on expressways 
and national highways.



　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス
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事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。
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れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

Fig.1　バスタ新宿における実証実験

　2.　共通プラットフォームの設計２）



　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報
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（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。
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れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

Fig.2　バスロケシステムの構成の概要



　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推
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定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。
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れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

　dx＝tx－tx*

tx＝tb＋(ta－tb )
x－xb
xa－xb

Fig.3　ユーザーインターフェース（配車情報入力画面） Fig.4　ユーザーインターフェース（情報閲覧画面）



　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス

　3.　高速バス利用者への情報提供実証実験

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。
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れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

Fig.6　高速バスの遅延実態（休日）Fig.5　通過実績時刻の算出状況
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　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。

参考文献
1 ）  公益社団法人日本バス協会『日本のバス事業』

Vol. 56、2017年
2 ） 松崎暁、松山隆雄、吉田幸男、関口広喜、山本

伸之、日下部貴彦「ETC2.0を活用した高速バス
ロケーションサービスのプロトタイプの開発」
『土木計画学研究・講演集』Vol.55、2017年

3 ） 国土交通省「全国のETC2.0路側機設置箇所」
2011年

　　▶http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/
　　spot_dsrc/tenkai.html（2018年10月10日閲覧）

4 ）  （一財）ITS-TEA「セットアップ件数の推移
-ETC2.0（DSRC）」2017年

　　▶http://www.go-etc.jp/fukyu/etc2/index.html
（2018年10月10日閲覧）

5 ）  大竹岳、松田奈緒子、鹿谷征生、牧野浩志
「ETC2.0車両運行管理支援サービスに関する社
会実験について」『土木計画学研究・講演集』
Vol.53、2016年

6 ）  鹿野島秀行、牧野浩志「ETC2.0プローブ情報
による観光交通把握手法」『土木計画学研究・
講演集』Vol.53、2016年

7 ）  山田晴利、平井節生、吉永弘志、真部泰幸、今
村知人、小川智弘「5.8GHz‐DSRCを活用した
高速バスロケーションシステムの開発」『土木
計画学研究・講演集』Vol.34、2006年

8 ）  牧野浩志、小木曽俊夫、渡部大輔、広正樹
「ITSスポットの技術仕様書の改定と全国の一
般道への展開について」『国総研レポート2015』
pp.102、2015年

9 ）  国土地理院「国土地理院地図」2017年
　　▶http://maps.gsi.go.jp（2017年4月5日閲覧）
10）国土交通省「記者発表資料」2017年
　　▶http://www.mlit.go.jp/report/press/
　　sogo12_hh_000109.html（2018年10月10日閲覧）

れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・
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常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

Fig.7　高速バスの平休別時間帯別所要時間のばらつきと累積図

Fig.8　実証実験の対象路線 Fig.10　バスタ新宿における運用状況

Fig.9　バスタ新宿における運用状況



　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ
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　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。

　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。
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れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

　4.　今後の展開

Fig.12　バスタ新宿におけるバスロケの導入状況
（東京国道事務所調査）

バスロケーションによる運行便数の割合
※バスタ発着便 2017.8.10～16平均 1,692 便 /日

Fig.11　スマホアプリの画面（情報提供状況）
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　都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較
して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員
を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ
び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって
いる。2017（平成29）年の実績1）では、365事業者、
延べ4,996系統、15,756本/日が運行されており、年
間115,703千人の輸送を担っている。
　近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か
ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。
一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路
上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を
原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利
用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現
状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提
供を行っていることから、ターミナル等で一元的に
状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無
を把握することは容易ではない。300以上あるバス

事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
共通プラットフォームによる情報収集および、その
情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。
　本稿では、ETC2.0の機能を活用した高速バス運
行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成
28年4月に開業したバスタ新宿をフィールドとした
スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提
供に関する実証実験について紹介する。
　実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の
高速バスの運行便数の10%を超える最大1,720本／
日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ
ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117社のうち、バスロケーションシステム（以下、
バスロケシステム）を導入している会社は、初期投
資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる
ことから、大手を中心とした31社に過ぎない。また、
これらバスロケシステムのプラットフォームは、各
バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた
め、共通化されていない状況である。例えば、共同
運行により、同じ路線を走行するバスであったとし
ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で
きる手段が異なることが散見される。以上により、
多くの事業者によって運行される高速バスでは、利
用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、
バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握
し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認
することは、必ずしも容易ではない状況にある。

　共通プラットフォームの構築では、利用者への情
報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化
に必要な統計情報が把握可能であること、および中
小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ
ている。
　本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ているETC2.0によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Specification）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ

ムを構築する。
　本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新
宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、
スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での
運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）。
　本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤
となるETC2.0の概要を紹介するとともに、プラッ
トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ
びその運用実証実験について述べる。さらに実証実
験でのデータを用いた事後的な解析例について示す
ことで、本システムの利用可能性について整理する。
　2-1　ETC2.0の概要
　ETC2.0とは、対応する車載機を搭載した車両が
道路上に設置されたITSスポットを通過した際に、
利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡
であるプローブ情報等を収集することが可能なシス
テムである。近年、ITSスポットは高速道路および
直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国
約1,700箇所（2011年時点）に設置３）されている。
ETC2.0車載器は、全国で約352万台（2018年3月
時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、
ITSスポットとの双方向通信により、運転者への情
報提供だけでなく、搭載車両のGPSによる車両位
置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が
あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活
用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば
大竹ら５）、鹿野島・牧野６） 、山田ら７））。
　ETC2.0によるプローブデータは、大量の軌跡デー
タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間
がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的
な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が
要求される処理が必要なことから、ETC2.0搭載
車両がITSスポットを通過したことのみを示す
情報で、即時取得可能なITSスポット通過情報

（ASL-IDプローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていないETC2.0データを用いる。
　2-2　プロトタイプシステムの概要と要件
　プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0データ（特定プローブデータ）
の一つであるITSスポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に
把握するシステムを構築した。 
　プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）
のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの
とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お
よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ
ンターフェースを実装した。なお、このシステムを
拡張した利用者への情報提供のシステムについて
は、3章で述べる。
　入力データには、ETC2.0搭載の高速バスがITS
スポットを通過した際に取得できる特定プローブ
データのITSスポット通過情報を利用する。 
　バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○
○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい
は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観
的なインタフェースで把握できること、また、バス
事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの
あるバス等を特定できることを目指す構成とした。
さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス
の運行実態のログを出力する機能も要件とした。
　2-3　システムの構成と処理フロー
　Fig.2は、本研究でのシステム構成の概要を示す。
ETC2.0搭載の高速バスが路側上ITSスポットを通
過すると、既往のETC2.0プローブシステムから通
過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ
ステムには、バスロケの対象となる車両についての
み、ITSスポット通過情報が、ETC2.0プローブシ
ステムから発信される。さらに、ITSスポット通過
情報を下敷きにして、1）項で示すような運行便名
との関連づけ、2）項で示すような走行位置、遅れ
時間の算出を行った上で、2-4節で示すようなユー
ザーインタフェースを通して、Webを介した情報

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1） ITSスポット通過情報と必要なデータセット
　ETC2.0プローブシステムから発信されるITSス
ポット通過情報は、「通過した時刻」、「通過した
ITSスポットID」および「車載器ID」の3つの要
素で構成されている。なお、この情報には、バスの
便名に関わる情報が含まれていないことに注意した
い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○
分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把
握するためには、ITSスポット通過情報から得られ
る「車載器ID」とバス事業者が持つ「車番」、「車
両の管理番号」、「時刻表上での運行番号（便名）」
および「時刻表」と関連づける必要がある。
　本システムでは、車載器IDと社番については、
車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対
応表をサーバーに格納している。また、社番と便名
の関係については、運行前にWebシステムから対
応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両
の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や
定刻の表示には、ITSスポット通過情報と運行便と
の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を
示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ
らかじめ登録している。
2）走行位置、遅れ時間の算出
　本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ
れたITSスポットにより収集される。従って、ITS
スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・
利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す
る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ
ス停等の前後のITSスポットの通過時刻を距離で按
分することで算出する。具体的には、算出対象の位
置がxキロポストであるとしたとき、通過時刻の推

定値は、以下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（1）

ここで、
　tx：地点xの推定通過時刻
　ta：地点xの直下流のITSスポット通過時刻
　tb：地点xの直上流のITSスポット通過時刻
　xa：地点xの直下流のITSスポットのキロポスト
　xb：地点xの直上流のITSスポットのキロポスト

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結
果を用いて、以下のように算出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（2）

ここで、
　dx：地点xのダイヤからの遅れ時間の推定値
　tx*：地点xのダイヤでの時刻

なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最
後に通過したITSスポットとその時刻を表示する。

　2-4　事業者向けユーザーインターフェースの構成
　ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名
の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面
の2種類の構成とした。
　配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ
ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や
便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）。また、
バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業
務で使用しているエクセルファイルの管理データを
読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。
　情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

バスの車両位置と遅れ状況を視覚的に把握可能な表
示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の
情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を
表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等
に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること
で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま
た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅
表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調
表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ
らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき
る仕様とした。
　2-5　運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算
　　　　出結果の検証
　運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ
び国道20号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス（株）およびアルピコ交通（株）が運行す
るバスタ新宿～松本バスターミナル間の区間を走
行する高速バスのうち、1日当たり約20便を対象と
した。
　動作確認では、2章で示した走行位置、遅れ時間
の算出結果を検証するとともに、システムで収集し
たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼
性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を
行った。
　走行位置の算出結果の検証として、ITSスポット
でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0デー
タのプローブ情報によって得られるGPSで取得さ

　スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、
路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞
り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と
した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発
時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で
きるようにし、さらに便を選択することで、該当便
の詳細な走行位置等を表示するようにしている。
　スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード
数による利用状況を把握できるようにするととも
に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ
うにした。
　利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク
セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい
る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の
閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

　4-1　対象路線の拡大
　本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社117社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした31社であ

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）。
　今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ
ステムと「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用
者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ
とを目指している。さらに、バスロケシステムを所
有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0高
速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。
　将来的には、システムが普及することで、情報提
供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高
速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ
び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる
ことを期待している。このようなサービスを普及さ
せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を
増やすことができれば、地方の活性化の一助になる
と思われる。
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　4-2　オープンデータ化
　既往システムとの連携や経路検索情報を提供して
いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ
たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ
ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」
への対応を検討している。ここで「標準的なバス情
報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ
ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ
トとして、2017（平成29）年3月31日に公表して
いるものである10）。
　今後、「ETC2.0高速バスロケーションシステム」
においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー
マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー
タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の
移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを
含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡
充することを目指している。

参考文献
1 ）  公益社団法人日本バス協会『日本のバス事業』

Vol. 56、2017年
2 ） 松崎暁、松山隆雄、吉田幸男、関口広喜、山本

伸之、日下部貴彦「ETC2.0を活用した高速バス
ロケーションサービスのプロトタイプの開発」
『土木計画学研究・講演集』Vol.55、2017年

3 ） 国土交通省「全国のETC2.0路側機設置箇所」
2011年

　　▶http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/
　　spot_dsrc/tenkai.html（2018年10月10日閲覧）

4 ）  （一財）ITS-TEA「セットアップ件数の推移
-ETC2.0（DSRC）」2017年

　　▶http://www.go-etc.jp/fukyu/etc2/index.html
（2018年10月10日閲覧）

5 ）  大竹岳、松田奈緒子、鹿谷征生、牧野浩志
「ETC2.0車両運行管理支援サービスに関する社
会実験について」『土木計画学研究・講演集』
Vol.53、2016年

6 ）  鹿野島秀行、牧野浩志「ETC2.0プローブ情報
による観光交通把握手法」『土木計画学研究・
講演集』Vol.53、2016年

7 ）  山田晴利、平井節生、吉永弘志、真部泰幸、今
村知人、小川智弘「5.8GHz‐DSRCを活用した
高速バスロケーションシステムの開発」『土木
計画学研究・講演集』Vol.34、2006年

8 ）  牧野浩志、小木曽俊夫、渡部大輔、広正樹
「ITSスポットの技術仕様書の改定と全国の一
般道への展開について」『国総研レポート2015』
pp.102、2015年

9 ）  国土地理院「国土地理院地図」2017年
　　▶http://maps.gsi.go.jp（2017年4月5日閲覧）
10）国土交通省「記者発表資料」2017年
　　▶http://www.mlit.go.jp/report/press/
　　sogo12_hh_000109.html（2018年10月10日閲覧）

れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む2地点の時刻と比較して検証する。また、バ
ス停の通過時刻については、別途収集したGPSデー
タと比較して検証する。なお、ITSスポットでは、
システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時
刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正
確に取得されていると考えられる。そのため、
ETC2.0のGPSで取得された走行軌跡のうち、ITS
スポットを挟む2地点の時刻は、30秒幅に収まって
いると期待される。
　バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ
ス停は、ITSスポットから多少離れた地点であるた
め、ITSスポットでの通過実績時刻に到達するまで
の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻
としている（式（2））。そのため、バス停近くにITS
スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度
は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
 　式（2）で示される遅れ時間を集計したものが
Fig.5である。この図は、2月～3月の上下246便に
ついて、高速道路上にある神林BS、広丘野村BS、
みどり湖BS、日野BSの通過時刻と、別途に収集し
たGPS観測による通過時刻とを比較した結果であ
る。各バス停での延べ984通過中、GPSデータから
の算出結果と差がない同時刻は297通過、1分差が
470通過、2分差が176通過、3分差が33通過、4分
差が6通過、5分差が2通過であり、78%が1分以内
の差であった。特に、差が生じるケースとして、突
発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、
遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

　2-6　運用実証実験で得られた運行情報の整理例
　構築したシステムより収集した運行情報の解析例
として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況
の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で
は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅
れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定
刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化
する。
　Fig.6は、2017（平成29）年2月13日から3月12
日の休日について、タイムスペース図を作成したも
のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位
置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して
いる。これより、休日日中出発便に30分以上遅延
する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の
影響で上野原IC付近において遅れ始めている傾向
にあることが示唆された。
　Fig.7は、所要時間のばらつき（90％タイル値と
10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも
のである。図より、休日の15～17時台に松本発の
便において、約60分のばらつきが発生し、平日は
どの時間帯も30分以内であることから、休日午後
の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか
になった。

 
　前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした
バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ
新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月
28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
　本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士
五湖線、甲府線、松本線、袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

常陸太田線の5路線である（Fig.8）。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通(株)、アルピコ交通東京(株)、茨
城交通(株)、小田急シティバス(株)、京王電鉄バス
(株)、京王東バス(株)、京王バス南(株)、小湊鐵道
(株)、富士急行(株)、(株)フジエクスプレス、富士

急山梨バス(株)、山梨交通(株)である。
　実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した2台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）。
　大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）。バスタ新宿では、Fig.9に示し
ている3Fに大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは4Fに到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。


