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要約 

路線バスは公共交通網の重要な部分を担っているが、バス利用者は徐々に減少し維持・存

続が難しくなっている路線バス事業も多い。本稿では、苦境にある路線バスの維持・存続の

ためには利用者への路線バスの情報提供サービスの向上が重要であると考え、バスロケー

ションシステムの普及による、利用者増加のための政策提言を行う。なお本研究におけるバ

スロケーションシステムはバス停における接近表示ではなく、GPSとパケット通信を利用し、

路線バスの位置情報を収集・提供するシステムを指す。 

 本稿ではまず、路線バス事業の苦しい現状を示すとともに、日本の公共交通における路線

バス事業の重要性を述べる(第 1章)。モータリゼーションの進展によってバス利用者は年々

減少している状況にある。国土交通省関東運輸局の発表によれば、民間事業者の 7割と公共

事業者の 9 割が赤字財政に陥っている。特に地方における交通空白地域の拡大は顕著であ

り、その面積は九州に匹敵する規模になっている。その中で、路線バスは鉄道よりも低コス

トで地域に即した柔軟な路線配置が可能であるとともに、自家用車の利用と比べ環境負荷

が少ないという特長を持つ。このため、路線バスの利用を促進することは重要であると言え

る。 

 われわれは、バス利用の減少の原因は路線バスの不便さにあり、誰もが安心して、どこに

いてもバスを利用しやすい環境の整備を行えば、利用者が増加するのではないかという仮

説にもとづき研究を開始した。そこでバスの位置情報提供サービス、特に運行状況や位置情

報などを配信しているスマートフォン向けアプリに着目し、先行する取り組みについてイ

ンタビュー調査などを実施した。しかし、現状運用されているそのようなアプリは数が少な

い上に事業者ごとに独立した提供である。加えて、そもそも位置情報提供サービスの前提と

なるバスロケーションシステムの普及も進んでいないという現状がある。そこで我々はバ

スロケーションシステムの全国的普及に向けた研究を進めた。 

 先行研究である鴫原ら (2014a)（2014b）の研究によれば、運行状況提供アプリにより、

利用者の不安が概ね取り除かれることが分かった(第 2章)。また、通勤・通学による利用者

はバスの現在地の情報を、バスに不慣れな利用者はバス停の位置情報を求めていることが
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分かった。これらの研究を踏まえ、バスロケーションシステムの必要性、その普及の障害等

を明らかにすることを目的に、利用者と事業者に対してアンケートを実施した（第 3章）。

その結果、アプリにより新規需要が見込めることや、多くの事業者にとって金銭的負担がシ

ステム導入の大きな障害となっていることが判明した。また既に一部の事業者では類似し

たサービスもしくはバスロケーションシステムの導入が行われていることもわかった。 

既に位置情報を視覚的に把握できるサービスを提供している 2 社に対するヒアリング調

査を踏まえ、本稿で取り扱うバスの位置情報提供サービスを次のように定義した(第 4章)。 

① 地図上で現在地及びバスの位置情報を確認できる 

② ルート検索ができる 

③ 時刻表がみられる 

④ 全国の路線を網羅している 

新規需要を生み出すためには情報提供サービスを一元化し、旅先など見知らぬ土地にお

いてもバスを利用しやすい環境が必要である。そこで全国統一的なサービス提供のプラッ

トフォームの構築が必要となる。ただし、事業者の多様な状況を鑑みた結果、既にバスロケ

ーションシステムを導入している事業者のデータはそのまま生かすとともに、システム導

入が厳しい事業者の情報も提供するサービスとする。 

 バスロケーションシステムの必要性を示すため、このアプリによる効果を示した（第 5

章）。利用者アンケートの結果をもとに試算を行ったところ、アプリの存在により利用者は

33%増加し、年間輸送人員については 13 億 7,908 万人増加することが分かった。またこの

利用者増加による経済波及効果は、1 人当たりの運賃を 260 円と仮定した場合、2,211 億

2,000万円になる。このことからアプリの全国展開による経済効果は大きいといえる。また、

バス利用の増加は渋滞緩和や環境負荷の抑制といった社会的効果もある。 

次に、このアプリの広告収入によってバスロケーションシステムのランニングコストを

どれだけ賄うことができるか試算をした（第 6章）。アプリの利用率や鉄道の路線検索シス

テム提供会社の財務状況、地方のフリーペーパーの売上高等より、広告収入は 13 億 4,487

万円と見込まれる。これにより、バス事業者の保有する全車両分のランニングコストの 1台

当たり 22,272 円（コストの 32%）を補てんすることができる。しかしシステム普及のため
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にはこれ以上の金銭的補助が必要である。そこで国による補助金も加え、赤字路線は全額を、

その他の路線は半額を補助することとすると、必要な経費は 27億 8970万円となった。 

 これらを踏まえて、アプリ運用のメリットを整理すると以下のようになる。 

<利用者> 

・利便性の向上 ・満足度の向上 

<事業者> 

・路線バス利用者の増加 ・情報提供サービス構築コストの削減 

・バスロケーションシステムのランニングコストの低減  

・バスロケーションシステムのバス運行管理への活用 

以上を踏まえて、最後にバスロケーションシステムの全国的普及のために、次の 3つの政

策を提言した(第 7章)。 

１． 全国バスロケ運営会社の設立―ランニングコスト補助制度の確立 

２． バスロケーションシステムのコスト補助―ランニングコスト・イニシャルコスト

の補助拡大 

３． 情報公開の促進―情報提供サービス一元化 

これらの政策に総合的に取り組むことで、バス利用者の増加および路線バスの維持・存続に

大きく貢献すると考える。 
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はじめに 

近年のバスの利用者数は全国規模で徐々に減少する傾向にある。その背景には、路線バス

の“利用しにくさ”と特に地方におけるモータリゼーションの進展などがある。しかし、路

線バスが地方の公共交通の要であることは確かであり、高齢者を中心とした自家用車を所

持しない人々の重要な交通手段である。そのため、地方の交通アクセシビリティの確保のた

めに、今ある路線バスの維持・存続は必要不可欠である。 

路線バスの維持・存続のためには、バスの“利用しにくさ”の解消あるいは緩和が必要で

あり、利便性の向上が今後の路線バス事業の鍵となるといえる。そこで、バスを誰もが安心

してどこでも利用できる環境を整える必要がある。具体的には情報提供の一元化と位置情

報提供サービスの普及である。バスの位置情報提供には、GPSとパケット通信を利用し、バ

スの位置情報を収集するバスロケーションシステムが必須である。しかし現状このバスロ

ケーションシステムが普及しているとは言い難く、統一的な情報提供システムも見受けら

れない。そこで本稿ではバスロケーションシステム普及の阻害要因を明らかにし、システム

の普及に向けた政策提言を行う。 

本稿の構成は以下の通りである。第 1章では路線バスの厳しい現状とその必要性、バスロ

ケーションシステムの必要性を論じる。第 2 章ではこれまでに行われた路線バスの利便性

に関する研究とバスロケーションシステムに関する研究について述べる。バスロケーショ

ンシステムの運用については先行研究が存在するが、バスロケーションシステムの全国的

な普及に関する研究は今のところ確認されていない。そのため本稿ではバス情報の一元化

を含めた、バスロケーションシステムの全国的普及について考察する。第 3章では我々が独

自に行ったバスの利用者と事業者に対するアンケート結果をもとに、バスロケーションシ

ステムへの需要の存在、その導入課題を明らかにしている。第 4章ではヒアリング調査によ

って明らかとなった既存のバス運行状況提供サービスの特徴などについて述べる。それと

ともに、我々の仮定する位置情報提供システムの詳細について述べる。第 5章では実施した

利用者アンケートをもとに、アプリによる利用者の増加の試算を行うとともにその経済波

及効果を算出する。またその社会的効果について述べる。続く第 6章ではバスロケーション
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システム普及の最大の課題となるコストの問題を解決するため、アプリの広告収入とバス

ロケーションシステムにかかるランニングコストを試算する。そして第 7 章においてバス

ロケーションシステムの普及および、利便性向上によるバス利用者の増加のための政策提

言を行う。 
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第 1章 現状分析・問題意識 

1節 路線バスを取り巻く状況 

近年モータリゼーションの進展や地方都市部における少子高齢化・人口減少などといっ

た要因から、路線バスの廃線が大きな問題となっている。国土交通省関東運輸局の発表1に

よると、路線バスの輸送人数は 10 年間（2002-2011 年度）で 1 割減少、特に三大都市圏を

除く地域では、2 割減少しており、この 35 年間で 3 割減少している。それだけではなく、

民間事業者の 7 割、公共事業者の 9 割が赤字経営の状況に陥っており、毎年 2,000km 程度

のバス路線が廃止になっている 。このような状況の中、公共交通空白地帯2の拡大が問題と

なっており、可住面積にすると 36,433kmとなる。これは九州に匹敵する規模である（国土

交通省,20143）。公共交通空白地帯は特に高齢者の割合が多い地域に多くみられ、今後ます

ます増加していくと考えられる。このような状況下では、路線バスの更なる減少は大きな問

題となる。 

その一方で、公共交通機関としてのバスにはコスト・環境面におけるメリットがある。ま

ずバスは鉄道よりも柔軟な路線配置が可能である。そのため、より低いコストで日常生活や

地域に即した路線・停留所の配置を行うことができる。これは自家乗用車での移動が困難な

市民の、交通アクセシビリティの確保に重要な役割を果たす。また、バスの二酸化排出量4

は自家乗用車の 3分の 1 と自家用車よりも環境負荷が少ない。そのためバス利用の促進は

                                                   
1 国土交通省運輸局観光部交通企画課「地域公共交通の確保・維持に向けた国の取り組み

について」（http://www.nakl.t.u-tokyo.ac.jp/odt/dl/ODTC7/1.pdf）2015/10/5デー

タ取得 
2 公共交通空白地帯 

バス停 600m・鉄道駅 1km圏外の、鉄道・路線バスなどの交通網が身近にない地域 
3 国土交通省「地方公共交通の確保・維持・改善に向けた取組マニュアル」

（http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/02.pdf）2015/10/28データ取得 
4 国土交通省「環境:運輸部門における二酸化炭素排出量」

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

）2015/10/28データ取得 
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環境負荷の低減にもつながる。このように経済、環境面からも路線バスの重要性は大きいと

いえる。 

2節 路線バスの活性化に向けて 

バスの活性化のためには、既存利用者に利用回数を増やしてもらうための取り組みと、新

規需要の創出のための取り組みの双方が必要である。そしてどちらにおいても利便性の向

上が欠かせない。新規需要の創出のためには、誰もが安心して、どこでも路線バスを利用で

きる環境の整備が必要であるといえる。具体的には日常生活においてだけではなく、旅行の

際など見知らぬ土地を訪れた際に、不安を感じずに路線バスを利用できる環境である。そこ

で我々は、GPSとパケット通信を利用しバスの位置情報を収集する、バスロケーションシス

テムの普及とバスの位置情報提供サービスに着目した。そのなかでも、運行状況や位置情報

などを把握できるスマートフォン向けのアプリの運用とその普及に焦点を当てた。このよ

うなアプリにより、利便性の向上と利用者の増加を達成することができるのではないかと

考えた。  

既にいくつかの事業者においてバスロケーションシステムが導入され、位置情報提供サ

ービスが行われているが、普及率はまだ高いとはいえないのではなかろうか。しかしこうし

たバスの位置情報提供に対する需要は確実に高まってきていると考えられる。東京 2020オ

リンピック・パラリンピック招致員会は、輸送に関する公約5の中で「路線バスは、位置や

バス停への到着時刻などの情報を提供するバスロケーションシステムを Web 及びモバイル

で提供している 」「大会に伴う交通により影響を受ける地域住民には代替交通手段につい

て役立つ情報を提供し、影響を最小限に抑える」という公約を掲げている。バスの運行情報

や位置情報を Web 及びモバイルで提供し、利用者が手軽に情報を入手できる環境を作るこ

とを重要視しているといえる。 

                                                   
5東京 2020オリンピック・パラリンピック招致委員会「Discover Tomorrow 第 3巻」第

242頁、第 252頁

（https://tokyo2020.jp/jp/plan/candidature/dl/tokyo2020_candidate_entire_3_jp.pd

f）2015/10/28データ取得 
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 このように利用者に対する運行状況や位置情報の提供は、路線バスの利便性の向上だけ

ではなく、今後の利用者増加に対しても大きく影響を及ぼしていくと考えられる。全国規模

でバスロケーションシステムや位置情報提供サービスが普及していくためには、どのよう

な取り組みを行う必要があるのか。バス利用に関する現状や、バスロケーションシステムを

とりまく現状などを分析しながら、バスロケーションシステムおよび位置情報提供サービ

スの普及に関する課題、そして対策を考えていく。 
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第 2章 先行研究 

1 節 路線バスに関する先行研究 

まず路線バスの利便性評価に関する先行研究を紹介する。土橋ら（2012a）（2012b）では、

総合満足度の向上には運行時間帯、特に最終バス時刻の改善が必要であること、運賃の改善

が利用者の増加につながることが明らかにされている。特に運賃満足度向上の具体的数値

は、運賃満足度が 200円台まで、運行本数満足度は 60本以上、バス停までの距離満足度は

500mまでがそれぞれ利用者が満足できる数値であると示している。 

土橋らによる満足度の説明変数は、運賃、運行本数、運行ルート、運行時間帯、バス停ま

での距離、乗り心地の 6項目であり、バスロケーションシステムに関する項目は含まれてい

ない。それに対して鴫原らの「公共交通事業者のバスロケーションシステムの導入意向と利

用者意識に関する研究 - 簡易バスロケを前提として」（2014a）ではバスロケーションシス

テムに焦点をあててバス利用者意識を調査している。バス事業者のバスロケーションシス

テム導入のメリット、バスロケーションシステムにおいて自治体が重要視するもの、利用者

が知りたい情報などを明らかにしている。 

鴫原らによれば、バスロケーションシステムを既に導入した事業者では、バスの管理業務

にも有効活用されている。一方で自治体は高齢者のことを重視するため、バスロケーション

システムはバス停での接近表示が好まれる傾向にある。また利用者は、バスロケーションシ

ステムによる時間の無駄の解消、次の行動が決められるようになること、不安解消、バス遅

延把握などを期待している。 

 

2 節 バスロケーションシステム運用に関する

先行研究 
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鴫原らは「利用者位置から検索するバスナビゲーションシステムに関する研究」（2014b）

において、独自に開発したバスロケーションシステムアプリ（見えバス 6）に関連した研究

をしている。鴫原らによれば、通勤・通学による利用者はバスの現在地の情報提供に対する

要求が高い。また通院や買い物などによる利用者は運行情報そのもの（目的地や乗るべき路

線など）に対する情報提供への要求が高い。そして初めて乗る利用者はバス停の位置情報に

対する要求が高い。またこのようなアプリによってバス利用者の不安が概ね取り除かれる

ことが明らかにされている。 

3 節 本稿の位置づけ 

これらの先行研究を参考に、本稿では利用者アンケートをもとにリアルタイムな運行状

況の視覚化の必要性や、バスロケーションシステムの導入による利用者増加の試算を行う

ことでシステム普及の必要性を分析する。 

さらに、全国のバス事業者を対象としたアンケートの実施やバスロケーションシステム

を導入・運用した事業者へのヒアリング調査から、事業者におけるシステム導入における障

害を明らかにする。そしてシステム普及のために必要な要因を分析する。 

これらの分析とヒアリング調査をもとに、バスロケーションシステムの普及を通じた路

線バスの維持・存続のための政策提言を行う。 

  

                                                   
6 見えバスアプリ 

 株式会社マネジメントシステムが運用している、路線バスの位置情報提供アプリ 

（http://www.msioc.co.jp/service/index.html）2015/10/8データ取得 
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３章 利用者・事業者へのアンケート

調査 

第 1節 利用者向けアンケートの実施 

バス利用者を対象とした運行状況検索アプリに関するアンケートを 2015 年 7 月 23 日

（木）、千葉大学法経学部・法政経学部の授業内で行った。今回のアンケート対象者を 10-

20 代にした理由は、アンケートで想定しているアプリについて、「旅行などで見知らぬ土

地を訪れた際に利用する」という前提を設けていたためである。旅行といった状況において

路線バスの利用状況に関する年代間での大きな違いはみられないであろうと考えた。バス

利用に関する一般的なアンケート調査については各自治体などでも行われているが、この

アンケートでは利用者のアプリ必要性に焦点をあてて調査を行った。現在アプリを使って

いるか、どの程度バスを利用していて、バスの利用に際して何が不便か、またアプリがあれ

ばバスの利用機会が増えると思うかどうか等について設問を設けた。今回のアンケート調

査において有効回答数は計 196 件であり、この結果を踏まえた分析と考察を次節で述べて

いく。 

第 2節 利用者向けアンケートの分析と考察 

まず、アプリについてだが、現在の利用者数は全体の 10%にも満たない状況(17人)であっ

た。現行の運行状況提供アプリの利用者の多くは、NAVITMEや Yahoo!といった大手キャリア

のアプリであった。スマートフォン所有率の高い 10-20代においても、現行のアプリの利用

率が低いことから、バス利用のためのアプリが現在まだ普及していないといえる。 

次に、アプリがあればダウンロードをするかどうかについては、全体の約 61%にあたる 119

人が「強く思う」もしくは「思う」と回答した。「全く思わない」もしくは「あまり思わな

い」に回答した人が全体の約 12%にあたる 23 人であるのに比べると、回答者の多くがアプ
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リの利用に対して前向きな姿勢をとっている。アプリにより大きな需要が見込める可能性

が高いことが分かった。 

 

1：利用者アンケート結果①運行状況検索アプリをダウンロードしようと思うか 

初めて行った場所でバスを使うことに不安を感じるかどうかについては、「強く思う」も

しくは思う」に回答した人数が全体の 70%を超える 122人となった。回答者の大多数が、不

慣れなバス路線の利用に対して不安を感じる傾向にあることが分かった。このような利用

方法の違いに関する不安は、アプリに乗り方や乗り場についても簡単に把握できるような

機能を付けることで解消できると考えられる。さらにアプリがあればバスの利用機会が増

えるかどうかについては、全体の約 46%を占める 87 人が「強く思う」と「思う」と回答し

た。回答者の半数近くがアプリの利用によって利用機会が増えると回答しており、このよう

なアプリがバス利用者の増加につながる大きな要因になりうるといえる。  

他にも、今回のアンケート結果で注目に値するのが、バスのイメージを訪ねた設問におい

て(「図 2:路線バスに対するイメージ」参照)、運行状況の不透明さが最も多かった(85件)

点である。遅延などを地図上で確認できるアプリがあれば、運行状況の透明性を確保できる

ようになる。これにより、不便さの解消ができるはずである。また、バス利用に際して改善

してほしい点を尋ねた設問においても(「図 3:路線バスに改善してほしい点」参照)、運行
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状況の透明性の確保が最も多く(72 件)、その次に利用方法の違いに関する不安の改善を求

めることが多かった(69 件)。上記の結果から、利用者がバスを利用しづらいと感じている

原因が運行状況の不透明さや利用方法の違い、バスの本数にあると考えられる。 

 

2：利用者アンケート結果②路線バスに対するイメージ 

 

3：利用者アンケート結果③路線バスに改善してほしい点 
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アプリの存在によるバスの利用機会の増加については、アプリのダウンロード、運行状況

の不透明さについてバスのイメージについてなどの質問の集計結果と合わせて、路線バス

の利用頻度別に算出した。図 4のグラフからも読み取れるように、普段バスを利用しない回

答者 152人(全体の約 90%)については大きく二分する形で意見が分かれた。「どちらでもな

い」と回答した中間層を除くと 20人ほどの差はあるがが、約 42%にあたる 64人がアプリの

導入によって路線バスの利用機会が増えると思うと回答している。また、月に数回程度バス

を利用する人にとっても、アプリは大きな需要があるということもわかった。もし実際に、

普段バスを利用しない人の 42%がバスを利用するようになれば大きな経済効果となる。この

ことは次章においてアプリによる経済効果として示すこととする。 

  

今回のアンケートにおいてはバスアプリの有用性がある程度まで証明される結果になっ

たとも言える。しかしアンケートの対象になった層が偏っていることや、絶対数が少ないこ

ともあり、十分な調査と言い切ることはできない。それでも今回のアンケートはアプリが不

必要であるという結論を導くものでもないと言える。今後より多くのアンケート調査を行

うことで、アプリの必要性の議論はより深まると考えられる。 

4：利用者アンケート結果④路線バスの利用機会の増加について 
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第 3節 事業者向けアンケートの実施 

 2015 年 8 月には、全国の路線バス事業者 573 社を対象に郵送でアンケートを実施した。

このアンケートは、 全国の事業者におけるバスロケーションシステムの導入状況や、導入

に対する考え、アプリ対応のバスロケーションシステム導入の実現可能性や導入の際に生

じる障害について明らかにすることを目的に調査を行った。今回のアンケート調査におい

て有効回答数は計 181件であり、この結果を踏まえた分析と考察を次節で述べていく。 

 

第４節 事業者向けアンケートの分析と考察 

バス事業者へのアンケート結果によると、バスの運行状況検索アプリの導入価値につい

ては、アプリの導入価値があると回答した事業者は全体の 52%であった。その一方で、アプ

リの実現可能性については、およそ 65%の事業者がその可能性はないと思うと回答している。

多くの事業者がシステムに導入価値があると思っているものの、実際の導入は現状厳しい

と考えていることが明らかになった。 

 

また導入の障害となり得る事項については、「導入費負担」の回答割合が最も多い。全体

のおよそ 88%の事業者が「大きな障害となる」・「障害となる」と回答している。中でも端

5：事業者アンケート結果①アプリ導入価

値 

6：事業者アンケート結果②アプリ導入可能

性 
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末購入費や月額通信料の負担が障害となるかどうかについてはほぼ同程度の回答がみられ

た。それとともに、アプリ運営において路線情報や標準時刻表の情報提供についても「大き

な障害となる」・「障害となる」と回答した事業者が半数を超える 53%となった。多くの事

業者は情報提供を行うことや、あるいはその手間も障害になると考えていることがわかっ

た。 

 

 

アンケート調査では、選択式回答のほかに自由記述欄を設けた。結果、金銭的負担の他に

障害となりうる事項については一定の傾向が見られた。最も多かったのは既に類似のシス

テムを導入していることだった。しかしいずれも個別的にシステム運用を行っており、バス

ロケーションシステムという言葉の統一性の無さを感じさせる結果となった。また独自に

バスロケーションシステムを導入している事業者は、導入済みのシステムを活かした形で

のアプリの導入を望んでいることがわかった。 

次いで大きな傾向として見られたのは高齢の利用者に関する懸念だった。コミュニティ

バスなどは特に利用者のほとんどが高齢者である。そのためアプリを利用することができ

ないのではないか、有効性の観点から必要性を感じないと回答する事業者もあった。これに

7：事業者アンケート結果④端末購入費に

よる障害 

8：事業者アンケート結果③アプリ導入費に

よる障害 
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ついては、総務省7によれば 50代のスマートフォン保有率は 42.5%、60代は 16.2%、70代は

5.3%であり、特に 70代以上のスマートフォン利用者は少ないことが示されている。しかし、

インターネットの利用頻度については、「毎日少なくとも 1回」利用するという回答率は 70

代において 46.8%であるなど、今後のスマートフォンの普及の兆しはあるといえる。 

また単純に、財政的に導入が困難であると回答する事業者や、GPSなどの機器類の取り扱

いに対して故障などの不安を感じている事業者もあった。それ以外にも回答として多くは

無かったが、情報の統合性の問題を指摘している回答もあった。他事業者との情報の統合そ

のものを問題視するものや、路線状況の更新などをどのように行えばいいのかという点に

不安を感じているという回答もあった。また、市町村などの自治体が運営母体の場合は、こ

れ以上の支出を増やせない、事業者自身で導入の判断をできないと回答する場合も多かっ

た。やはりどのように統一したシステムを構築するのかという点において課題を感じさせ

る結果となった。 

  

                                                   
7 総務省「平成 26 年通信利用動向調査の結果（概要）」

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a/h26doukou.html

）2015/10/29データ取得 
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4章 バスの位置情報提供サービス 

1 節 既存の位置情報提供サービス 

事業者アンケートにおいても明らかであったが、既にいくつかの事業者においてバスロ

ケーションシステムの導入は進み、位置情報提供サービスも含めた運用もなされつつある。

そこで我々はバスロケーションシステムを用いて実証実験を行った「見えバス」と「バスキ

タ！」8 の 2つのサービスについてヒアリング調査を実施した。この 2つのサービスの特徴

は、トップ画面において地図上に運行中のバスが表示される点であり、他の類似サービスよ

りも視覚的にわかりやすいという特徴がある。 

まずは茨城県日立市で運行している「ひたち BRT」において、バスの現在位置情報アプリ

の実証実験を行った、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程鴫原育子氏（株式会社マネ

ジメントシステム社長）に対して 2回に及ぶヒアリング調査9 を実施した。 

まず「見えバス」の仕様などについて詳しく聞いた。「見えバス」アプリはトップ画面か

ら知りたい情報を入手できることをコンセプトに、使いやすさを重視して年配者にも配慮

した設計がされている。トップ画面で地図上にバスの位置情報（遅延情報）が表示されるの

が特徴的であり、地図上のバスをタップすると運行路線や時刻表が表示される。 

また「見えバス」の機能を拡張させることで、路線バス以外にもシステムを活かすことが

できる。特に鴫原氏らは幼稚園の送迎バスにおける実証実験を実施し、その汎用性を示して

いる。送迎バスの位置がわかることで保護者の不安を軽減することができる。さらに、アプ

                                                   
8 「バスキタ！」（http://www.jrhokkaidobus.com/pdf/20141105.pdf）2015/10/28デー

タ取得  
9 ヒアリング調査 

1回目：2015年 7月 1 日（水）16時から  場所：茨城県ひたちなか市 

2回目：2015年 8月 3 日（月）16時から  場所：千葉大学法経学部棟 
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リのバナーから幼稚園の情報や食育レシピなどの情報に繋がるようにでき、保護者にその

幼稚園ごとに特色ある情報を発信することもできる。このようにバスの位置情報に他の情

報を加える事によって、幼稚園の競争力を高めることが可能になるという。また、このバナ

ーの活用は送迎バスに限らず路線バスにおいても有用であり、その場合には特に気象情報

や地域ごとの観光情報を載せることで地域振興にもつながるのではないかとの意見を伺う

ことができた。 

次に、ジェイ・アール北海道バス株式会社と株式会社メディア・マジックによって共同開

発され、現在ジェイ・アール北海道バスの路線における公開実証実験において運用されてい

る、バスの位置情報提供システム「バスキタ！」について、ヒアリング調査を実施した。「バ

スキタ！」ではアプリではなく、ブラウザを利用することでスマートフォンだけではなくフ

ィーチャーフォンにも対応している。ヒアリングにより、「バスキタ！」のサービスを他社

へ提供することは可能であること、既にバスロケーションシステムを導入済みの事業者の

データを同じ画面で表示も可能であることがわかった。また事業者はアプリとしての提供

よりも、OS更新の際の手間が少ないブラウザを利用する傾向にあることがわかった。 

2 節 仮定する位置情報提供サービス 

これらのヒアリングと事業者アンケートを踏まえ、本稿ではバスの位置情報提供サービ

スとして以下の内容を規定する。 

・地図上で現在地及びバスの位置情報を確認できる 

・ルート検索ができる 

・時刻表が見られる 

・全国の路線を網羅している 

以上の 4点を満たすものを、我々の研究におけるバスの位置情報提供サービスと仮定する。

また広告収入を確保するためトップ画面は全国一律の画面とし、そこで“地図上で確認”、

“ルート検索”、“時刻表”を選択することとする。トップ画面以降は都道府県単位の地域
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型のページとして地域の情報や広告をバナー表示することとする。なお、都道府県設定は

GPSによる自動設定または設定画面からの手動設定ができるものとする。また、既にバスロ

ケーションシステムを導入している事業者のデータをそのまま生かすことができるととも

に、バスロケーションシステムを導入していない事業者の情報も含んだシステムである必

要がある。 

このような位置情報提供サービスにより、バスロケーションシステムを既に導入してい

る事業者、バスロケーションシステムの導入が可能な事業者、バスロケーションシステムの

導入には時間がかかる事業者のすべての情報が 1つのシステム上で把握できるようになる。

我々はこのような位置情報提供サービスのプラットフォームの構築が必要であると考え、

その導入に向けた検証を進めることとした。 
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5章 バス運行状況検索アプリによる

効果 

1 節 利用者の増加 

先述の通り、我々の実施した利用者アンケートによればバスの利用頻度を「ほとんど利

用しない」と回答したのは 152人(全回答者 196人の 78%)であった。そのうち 64人がバス

の運行状況検索アプリの存在によりバス利用機会が増加すると思うと回答した。したがっ

てアプリの存在により、利用者は全体の 22%(44人)から 55%(108人)に 33%増加することに

なる。これを全国に当てはめた場合の新規利用者数は、バスの現在の利用者数を 0.33倍

すれば計算することができる。しかし統計資料では乗り合いバスの年間輸送量(延べ人数)

を把握することしかできないため、まずは手元のデータからフェルミ推定により、バスの

利用者数を導くこととする。 

 まずは比較的情報の多い、鉄道の利用者数から推定する。首都圏生活者の鉄道利用率10

は 64.9%であることから、全国における鉄道利用者率は 60％である鉄道と仮定する。人口

は 1億 200万人より、国内の鉄道利用者数は 7200万人となる。鉄道利用者が 7200 万人で

あるとすると、鉄道利用者数は年間輸送人員11の 0.003 倍12である。この比率をバスの年間

利用者数の算出に類推し適用することとする。乗り合いバスの年間輸送人員13は延べ 41億

7,482万人であるため、乗り合いバスの年間利用者は 1274万人と推定できる。したがっ

                                                   
10首都圏生活者の鉄道利用率 

 株式会社ジェイアール東日本企画-メディアデータ

（http://www.jeki.co.jp/transit/mediaguide/pdf/jmg_md_013-037.pdf）2015/10/28デ

ータ取得 
11国土交通省-最新統計表 H26年度「鉄道輸送統計調査」（http://www.mlit.go.jp/k-

toukei/10/annual/index.pdf）2015/10/28データ取得 
12利用者数 7200万人／年間輸送旅客数延べ 235億 9,985 万人 
13乗り合いバスの年間輸送人員 

 国土交通省-交通関係統計等資料 「自動車輸送統計調査」

（http://www.mlit.go.jp/k-toukei/search/pdf/06/06201400a00000.pdf）2015/10/28 
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て、アプリの存在によりバス利用者は 33%増加し、1694万人となる。これを年間輸送人員

に換算すると 55億 5390万人となり、延べ人数は 13 億 7,908万人増加する。 

  

2 節 経済波及効果 

総務省の公表している経済波及効果の簡易計算ツール14を利用し、バス利用者の増加によ

る経済波及効果を算出する。新規需要の 1 人当たりの運賃 15を 260 円とすると新規需要額

は 3585億 6980万円となり、これを計算シートに入力すると、その経済波及効果は 2211億

2000 万円になる。無論これはアンケート対象者にとって感想に近いものであり、実際には

同じ効果が出ることは期待できないが、バスの運行状況検索アプリによるバス利用増加の

可能性は大いに期待できると考えられる。 

3 節 社会的効果 

 アプリの導入にはいくつかの社会的効果も存在する。まず、年間輸送人員が増加するこ

とで路線バスの活性化につながり、路線の維持に貢献することとなる。これにより、「買

い物難民」などの交通弱者の交通アクセシビリティの確保が可能となる。また、バス利用

者の増加により自家用車の利用が減少すれば、渋滞緩和や環境負荷の抑制にもつながると

考えられる。本稿ではこれらの定量化については行っていないが、バス利用増加に伴う大

きなメリットであると考えられる。  

                                                   
14 総務省-産業連関表-経済波及効果を計算してみましょう「平成 23年産業連関表（確

報）（統合大分類（37部門））」

（http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/hakyu.htm）2015/10/28 データ取得 

 
15 一人当たり平均賃金 下記資料の過疎地域と過疎以外地域の一人当たり賃金の平均額 

新潟県公共交通のありかた検討委員会「資料 3公共交通の維持に対する公的支援につい

て」（http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/673/18/siryou3.pdf）2015/10/28

データ取得 
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６章 広告収入、ランニングコストの

試算 

1 節 バスロケーションシステム導入の課題 

これまでの調査により、バスロケーションシステムの導入・維持にかかる費用がシステ

ム普及の大きな課題であることが分かった。バスロケーションシステムの導入には端末や

システム導入費などのコストがかかるが、現行の制度16では、初期費用の 3分の 1しか政

府からの補助金はおりない。そしてバスロケーションシステムには導入費だけではなく月

額通信料やメンテナンス費などのランニングコストもかかる。それ以外にも利用機器の変

化（フューチャーフォンからスマートフォン等）に伴うシステム変更費用などの代替え投

資も必要である。そのためバスロケーションシステム導入に伴うコストはバス事業者にと

って大きなハードルとなっている。しかし大手広告代理店社員へのインタビュー17より、

そのうちのランニングコストは広告収入によって賄えるのではないかという知見を得た。

そこで我々は、運行状況検索アプリの広告収入とバスロケーションシステム導入によるラ

ンニングコストを試算することとした。 

２節 広告収入の試算 

まずはアプリの広告収入はどれくらいになるのかを推定する。トップ画面における全国

型の広告収入と、それ以降の画面における地域別の広告収入の 2つを合わせたものをアプ

リの広告収入とする。 

まずフェルミ推定によりアプリの利用回数を算出する。アプリのダウンロード率は鉄道

の路線検索アプリのダウンロード数18からその普及率を算出し、その数値をアプリのダウ

                                                   
16   国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」

（https://www.mlit.go.jp/common/001088145.pdf）2015/10/29データ取得 
17 広告・プロモーションに携わっている大手広告代理店の社員の方に 2015年 10月 16日

（金）にインタビュー調査を実施した。 
18鉄道の路線検索アプリのダウンロード数 
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ンロード率と仮定する。前述の通り、全国の鉄道利用者数は首都圏生活者の鉄道の利用率

19と鉄道の年間輸送人員20より、7200万人であると推定した。大手路線検索アプリのダウン

ロード数はおよそ 4900万であるため、ダウンロード率はおよそ 68%となる。したがってア

プリのダウンロード率を 68%と仮定する。バスの年間輸送人員21は延べ 41億 7,482万人で

あり、そのうちの 68%がアプリを利用するとアプリの利用回数は 28億 3,887万回／年であ

る。また前章の利用者の増加の試算により増えた年間輸送人員の 13億 7,908万人につい

ては、アプリの利用を前提としている。そのため、アプリ利用回数は 13億 7,908 万回／

年となる。これらを合計すると年間のアプリ利用回数は 42億 1,795万回となり、バナー

広告収入を試算22すると、2109万円／年となる。 

またインタビュー調査23において、既存の路線検索事業者の事業規模を参考してみたら

よいのではないかとのアドバイスも頂いた。そこで路線検索アプリの中で最もダウンロー

ド数の多い「乗換案内」を運営するジョルダン株式会社の財務状況24を参考に広告収入を

試算した。ジョルダン株式会社のユーザー数は 142 万人、月間プレビュー数は 2100万で

あり、広告収入費は約 2億 8600万円となっている。ここでバスの年間旅客量は鉄道の

                                                   

・「乗換案内」累計 2000万：ジョルダン株式会社-NEWS&TOPICS

（http://www.jorudan.co.jp/company/data/press/2015/20150924_2000.html）

2015/10/28 データ取得 

・「Yahoo!乗換案内」累計 1500万：YAHOO！JAPAN

（http://pr.yahoo.co.jp/release/2015/03/26a/）2015/10/28データ取得 

・「駅探 乗換案内」」Androidアプリ累計 200万：株式会社駅探-お知らせ

（http://ekitan.co.jp/news/2012/06/20-1.html）2015/10/28データ取得 

・「乗換 NAVITIME」累計 1200万：iTunesプレビュー

（https://itunes.apple.com/jp/app/cheng-huannavitime-wu-

liaono/id528532387?mt=8） 2015/10/28データ取得 
19 前掲注 10参照 
20 前掲注 11参照 
21 前掲注 13参照 
22 広告収入の試算 

バナー広告の試算については、Lineの広告にかかわっている広告関連企業社員の方に、

2015年 10月 11日にメールで取材した。その結果、クリック数は 0.1%、クリック単価は 5

円と仮定して試算をした。 
23 前掲注 17参照 
24財務状況 

ジョルダン株式会社-IR情報-財務情報「2014年 9月期決算 事業内容・展開について」

（http://www.jorudan.co.jp/ir/data/ir/accounts/20141114_meeting.pdf）2015/10/28

データ取得 



ISFJ2015 最終論文 
 

0.24倍25であることから、アプリの広告収入は 6864万円と推定できる。先ほどの試算との

平均値である 4487万円をトップページにおける全国型の広告収入とする。 

ローカル型の広告収入については、地域のフリーペーパーの売上高を参考にするとよい

との助言を頂いた26ため、千葉県で最大のフリーペーパー「ちいき新聞」を発行している

株式会社地域新聞社の折り込みチラシ配布売上高を参考にする。同社の 2015年度 8月期

決算27によれば、折り込みチラシ配布による売上高は 13億 6,800万円であるから、13億円

をローカル型の広告収入とする。全国型とローカル型の広告収入を合わせると、およそ 13

億 4487万円の収入が見込めることとなる。 

3 節 ランニングコストの試算 

 次に、全事業者でバスロケーションシステムを導入した場合のランニングコストを試

算する。バスロケーションシステムのランニングコストは 6社の平均値28から月額 5800円

×車両数とする。これに全国の乗り合いバスの車両数29 58,944両を入れて年間費用を計算

                                                   
25乗り合いバスの年間輸送人員（55億 5,390万人）／鉄道の年間輸送旅客数（235億 9,985

万人） 

 ※乗り合いバス年間輸送人員は、アプリによる利用者の増加を含む 
26 前掲注 17参照 
27 株式会社地域新聞社-IR情報-業績（http://chiikinews.co.jp/ir/results/）

2015/10/28データ取得 
28 ランニングコストの平均値 

・株式会社リード：7,000 円×車両数（http://www.lead-

gr.com/solution/intro_rate.html）2015/10/28データ取得 

・VISH株式会社：28,00円×車両数（http://www.buscatch.com/system/price.html）

2015/10/28データ取得 

・キャプテン山形株式会社：15,000円×車両数（http://www.mmy.ne.jp/capy/bus/）

2015/10/28データ取得 

・株式会社両備システムズ：5,000円×車両数（http://rcs.ryobi.co.jp/solution/by-

company/rios/item/62-bus-location.html）2015/10/28データ取得 

・クラリオン株式会社：4,000円×車両数

（http://www.clarion.com/jp/ja/newsrelease/index_2007/070308_01/）2015/10/28 デ

ータ取得 

・株式会社マネジメントシステム：1,000円×車両数

（http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0220150527bfal.html）2015/10/28データ取得 
29国土交通省-統計情報「バスの車両数、輸送人員及び走行キロ」

（http://www.mlit.go.jp/common/000117169.pdf）2015/10/28データ取得 
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すると、41億,250万円となる。すると、年間で 1車両当たり 22,272円（コストの 32%）

を補てんすることができる。 

しかし赤字路線において、この補助金額ではシステム導入は依然として厳しいといえ

る。そこで赤字路線における残りのランニングコストを国が補助する必要があると考え

た。これに必要な費用を試算すると以下のようになった。 

本稿では、赤字路線数からその車両数を試算することが難しいため、赤字事業者数をも

とに赤字路線の車両数を推定することとする。国土交通省の発表30によれば、バス事業者

のうち 70%がその収支状況が赤字である。そのため、本稿では全国のバス路線事業者31の

70%（942社 ）について、ランニングコストの全額を補助することとする。 

我々が行った事業者アンケート結果より、バス事業者のバス保有台数の平均値が 137、

最大値 2121、最小値 1、中央値 32である。この結果からバス事業者のバス保有台数には

大きな偏りがあることがわかった。全 167社のうち、およそ下位 50%に相当する 82社の合

計保有台数は 1046両であり、これは全保有台数の 5%に相当する。また、上位 25%に相当

する 43社で 21,777台（全保有台数の 82%）を保有していた。 

 国土交通省32によれば、路線バス事業の赤字路線については、黒字路線や高速バス等

の内部補助が行われている。そのため、小規模の事業者ほど赤字事業者である可能性が高

い。そこで本稿ではバス保有台数の少ない下位 70%を全額補助すべき事業者とする。まず

バス事業者アンケートより、下位 50%（673社）は全国の車両数のおよそ 5%（2947 台）を

保有するとする。また、バス事業者の上位 25%（337 社）で全車両の 80%（47155両）を保

有しているとする。残りの 337社（中位 25%）は 8842 両（全車両の 15%）を保有し、平均

                                                   

30国土交通省-報道発表資料「平成 25年度乗合バス事業の収支状況について」 

（http://www.mlit.go.jp/common/001062762.pdf）2015/10/28データ取得 

31 バス事業者数：H20年度 1347社  

 国土交通省-統計情報「バス事業者数」

（http://www.mlit.go.jp/common/000117167.pdf）2015/10/28データ取得 
32国土交通省-H24年 3月「地域公共交通の確保・維持・改善に向けた取組マニュアル」

（コラム１バス事業者の経営状態、経費構成等）

（http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/column01.pdf）2015/10/28 データ取

得 
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保有台数は 26台となる。補助すべき事業者の 20%（269社）は中位 25%であるため、その

保有車両数の合計は 6994両となる。これにより、全額補助の対象車両数は両 9941 両とな

り、そのランニングコストは総額で 6億 9,189万円となる。このうち、2億 2140 万円が広

告収入から補助されるため、国が負担する補助金額は 4億 7,049万円となる。 また残り

49,003両にかかるランニングコストについてはその半額を補助すると仮定すると、34億

1,060万円のうち、国が負担するのは 23億 1,921万円となる。 

以上の試算より、赤字路線のランニングコストの全額補助には国家予算として 4億

7,049万円、それ以外の路線のランニングコストの半額補助には 23億 1,921万円が必要と

なり、合計すると 27億 8970万円が必要なる。なお、今回の試算は事業者単位で行った

が、実際に補助する際には路線ごとの分配が望ましいといえる。 
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７章 政策提言 

1節 全国バスロケ運営会社の設立 

これまで述べてきたように、バスロケーションシステムの全国的な普及によって路線バ

スの利便性は大きく向上し、利用者の満足度も向上する。またこれまでの試算から、バスの

利用者自体の増加も見込まれる。これにより、経済波及効果および社会的効果も期待できる。

またバスロケーションシステムは、バスの運行管理にも活用することができる。このように、

バスロケーションシステムの普及は利用者と事業者の双方に大きなメリットをもたらし、

路線バスの活性化に大きく役立つと考えられる。 

しかし、システムの導入費・ランニングコストの課題からその普及は滞っている。そこで

国による全国バスロケ運営会社の設立およびイニシャルコストの補助を提言する。システ

ム普及のためには、アプリの広告収入によってランニングコストの補助を行う全国バスロ

ケ運営会社が必要である。これには、国と民間による第三セクター方式の設立が望ましいと

考えられる。この場合、設立時の資本金は、鉄道の路線検索運営会社から推定33し、2億 9000

万円と仮定する。国がこの半分を出資することとすると、出資額は 1 億 4500 万円となる。 

この運営会社により、各事業者は独自のシステムの構築の必要性がなくなり、情報提供コス

トを抑えつつ情報発信をすることができるようになる。 また広告収入の分配制度の確立

により、今まで金銭的負担から導入を見送っていた事業者も前向きに導入を検討するよう

になるだろう。この制度が確立すれば、バスロケーションシステムの普及は大きく進むとい

える。 

                                                   
33 鉄道路線検索システムを運営する株式会社駅探の資本金 2億 9100万円より、2億 9000

万円と推定 

株式会社駅探「会社概要」（http://ekitan.co.jp/corp/index.html）2015/11/02データ

取得 
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2節 バスロケーションシステムのコスト補助 

アプリの広告収入によるランニングコストの補助には限界がある。また、システム導入に

かかるイニシャルコストも導入の障害となっている。そこで、国によるバスロケーションシ

ステム費用の補助の導入および拡大を提言する。 

まずランニングコストについては全国バスロケ運営会社による補助に加え、国による補

助によって、赤字路線については全額を、それ以外については半額を補助することとする。

これに必要な国家予算は前章の試算の通り、合わせて 27億 8970万円となる。 

 次に、イニシャルコストに対する助成に必要な金額を試算する。事業者アンケートによれ

ば、回答事業者数の 13%に相当する 25 社でのみバスロケーションシステムが導入されてい

る。システム導入済み事業者の車両保有数の合計は 10,844両である。中には一部の路線の

みの導入であるとの回答もあったが、アンケートに反映されていない事業者における既存

システムの存在も鑑み、この 10,844両を全国のシステム導入済みの車両数と仮定する。 

システム導入にかかるイニシャルコストは、ヒアリング調査34より、端末費込みで 14 万

円×台数であると仮定する。システム未導入の 48,100 両35にかかるイニシャルコストは 67

億 3,400 万円となる。ランニングコストと同様に赤字路線に対する補助を優遇させること

とする。赤字事業者の保有する 9,941両にかかるイニシャルコスト 13億 9,174万円は半額

補助とすると、必要経費は 6億 9,587万円となる。また、それ以外の 38,159両については

現行制度36と同様にコストの 3 分の 1 を補助すると 17 億 8,075 万円が必要となる。したが

って、システムの全国的普及のために必要な経費は 24 億 7662 万円となる。ランニングコ

ストの試算と同様に、実際の運用時には赤字路線ごとに対応すべきだと考える。 

                                                   
34 株式会社マネジメントシステム「見えバス」にかかるイニシャルコスト 
35 全国の乗り合いバス車両数 58,944両－10,844両 

 全国の乗り合いバス車両数については前掲注 29参照 
36 国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」

（https://www.mlit.go.jp/common/001088145.pdf）2015/10/29データ取得 
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このようにランニングコストに対する補助と、イニシャルコストに対する補助金の拡充

をすることで、赤字路線をもつ事業者においてもバスロケーションシステムの導入がしや

すくなると考えられる。 

3節 情報公開の促進 

最後にバスに関する情報公開の促進を提言する。利用者がどこでも安心して路線バスを

利用できるように、情報提供サービスのプラットフォーム構築が必要である。このプラット

フォーム(位置情報提供サービスシステム)の詳細は 4 章で述べたものに準ずるとする。そ

こで、バス事業者の保有するバス情報のオープンデータ化が必要となる。これまで、政府の

政策では国土交通省37が平成 18 年に「公共交通情報データ標準仕様書 第 1.1 版」を公表

している。しかし平成 18年以降に大きな動きはなく、このフォーマットが活用されている

形跡はみられないのが現状である。フォーマット作成時から既に 9年が経過しており、フォ

ーマット自体の見直しも必要である。このフォーマットを全国バスロケ運営会社が活用し、

アプリに活かすことで、路線バスの利便性は大きく向上するといえる。 

そこで、都道府県は事業者に対してフォーマットの作成・提出を促し、情報管理をするべ

きである。また各事業者から得た情報については都道府県が公表義務を負うべきだと考え

る。 

4節 総括 

以上の 3 つの政策を総合的に実施することで、下図のようにバスロケーションシステム

の普及および位置情報提供サービスの一元化を効果的に進めることができると考える。 

                                                   
37 国土交通省自動車交通局「「公共交通情報データ標準」を活用したバスロケーションシ

ステムの導入拡大に向けて」 
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9 政策の全体図 

 これらの政策が実現することで、あらゆる事業者の情報を網羅した統一的なバス情報提

供システムと、その運営体制が構築される。これにより路線バス事業は新たな時代を迎える

といえる。バスロケーションシステムが普及することで利便性は大きく向上し、路線バスに

対するイメージも向上するだろう。全国バスロケ運営会社によるランニングコスト補助シ

ステムの確立、国からのランニングコスト・イニシャルコストへの補助拡充により、バスロ

ケーションシステムは一般的な設備となるであろう。それと同時に国や地方公共団体が、情

報公開を促進することで、情報提供サービスの一元化につながり、バスの利便性向上・利用

者増加に貢献すると考えられる。これらの政策を一体的に進めることによって、路線バスの

活性化および、維持・存続に有効な手立てとなるだろう。 
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