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１．国土交通省の取組と政府決定
MLIT’s efforts and government decisions



公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会について

今日、公共交通分野における利用者への情報提供は、検索サイトや経路検索事業者のサービスの充実、各交通事
業者のホームページやアプリによる提供等により、多言語化を含め相当程度進んできたところ。
他方、公共交通分野におけるオープンデータ化が進めば、より一層の利用者利便の向上や、東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会期間中における円滑な輸送への寄与が期待される。
このため、官民の関係者で構成する検討会を設置し、諸課題について議論を行い、公共交通分野におけるオープン
データの推進に向けた機運醸成を図ることを目的とする。

【メンバー】（平成３０年６月時点）

（第１回）平成２９年３月１７日 （第２回）平成２９年３月３１日 （第３回）平成２９年４月１０日
（第４回）平成２９年４月２１日 （第５回）平成２９年５月１７日 ※平成２９年５月２４日に中間整理を公表
（第６回）平成２９年１１月２７日 （第７回）平成３０年６月２６日 今後も継続的に検討予定。

【スケジュール】

（学識経験者等）
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公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会 「中間整理」概要

１．オープンデータ推進に向けた論点

4

・オープンデータ化により、利用者利便の向上につながる新たなサー
ビスの創出が可能に。
①複数の交通機関にまたがるリアルタイム情報提供の実現
②個々の交通事業者のみでは十分に対応できない利用者の多様な
ニーズへの対応 （移動制約者への対応や多言語対応等）
③災害情報、生活情報、観光情報等の交通以外の情報との連携等
・他方、オープンデータ化により可能となる具体的サービスのイ
メージが困難であり、費用対効果が不明確との交通事業者の
意見もある。
・このため、オープンデータ化によりデータへのニーズを顕在化
させ、オープンデータ化のメリット（将来の姿、可能性） を実感
できるシーンの設定（実証実験等）が有効。

オープンデータによるメリットについて

・オープンデータ化をする上で、初期投資・運営、不正利用の監視に
係る費用が発生。
・公共交通に関する情報提供は、利用者の利便性向上、利用促進に
有効であり、できる限り交通事業者が負担するのが望ましい。
・ただし、オープンデータ化のコスト負担の考え方は、交通事業者の責
務、ＣＳＲの派生、ビジネスというオープンデータそのものに対する考
え方又は受益者の範囲のとらえ方等によっても異なるもの。
・このため、コスト負担のあり方については今後とも幅広い議論が必要。
・また、オープンデータ化されたデータの活用促進には、商用利用の
促進が必要。
・中間情報管理を行うワンストップ組織へのデータ集約やデータ整備
の容易化により交通事業者の負担軽減の可能性。

コスト負担のあり方について

・既にビジネス化されている領域のデータであっても、できる限
り安価でかつ制約の少ない状態で流通するよう、できる限り
オープンデータ化の方向で努力すべき。
・他方、データが加工・販売されている等既にビジネスとして成立し
ている現実を踏まえると、この領域での早急なオープンデータ化
は難しい側面も存在。
・このため、当面、運行情報（位置情報等）や移動制約者等の
移動に資する情報、データが未整備の地方部の公共交通機
関の静的情報について、オープンデータ化の検討が必要。

ビジネス化されている領域でのオープンデータのあり方について リスク及びその対応策について

・不適切な利用・管理（改ざん、情報更新の放置等）のリスクや
交通事業者への利用者の苦情などのレピュテーション（評判）
リスクが存在。
・責任分界点の利用規約への規定、APIへのアクセス停止等の
措置はとる方法はあるが、交通事業者に一定の不安が存在。
・このため、一部交通事業者の先行的な取組や実証実験等を
通じて、問題は生じないことを周知・広報して、交通事業者の
不安を軽減させる取組が必要。

２．当面の取組
2020年東京オリ・パラ大会を我が国の公共交通の良さを世界にアピールする場ととらえ、当面、官民連携し、以下の事項
について取り組むべき。

官民連携による実証実験
地方部における

オープンデータ化の推進

運行情報（位置情報等）、
移動制約者の移動に資する情報
のオープンデータ化の検討

Summary of interim report of Review Meeting for Promoting Open Data in the Field of Public Transportation

Focal points for promoting open data

Merits and benefits Costs

Existing
data business Risks and countermeasures

Near-term activities

Transforming operation status information (positioning information, etc.) and
information that would help people with limited mobility to travel into open data

Demonstration experiments through
public-private sector coordination

Promoting open data in local regions



公共交通分野におけるオープンデータ化の推進に関する政府決定

○[No.２－19] 公共交通機関の運行情報（位置情報等）等のオープンデータ化

・ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、平常時を超える交通需要への
対応や訪日外国人観光客等への対応が必要であるが、公共交通分野におけるオープンデータ
のメリットや費用対効果の明確化等が課題。

・ 平成30年度から、オープンデータ化を推進する上での諸課題について検討するための実証実
験を開始。平成32年度までにオープンデータを活用した公共交通機関の運行情報等の提供を
開始することを目指す。

・ これにより、同競技大会期間中における円滑な輸送にも寄与。

KPI（進捗）：運行情報等をオープンデータ化した事業者の数（具体的な目標数値は平成30年度
に実施予定の実証実験の状況等を踏まえ、設定）

KPI（効果）：未設定（平成30年度に実施予定の実証実験の状況等を踏まえ、設定）

移動

Ⅱ－（２）オープンデータの促進【官民データ基本法第11 条第１項及び第２項関係】

【未来投資戦略２０１８】基本的視座と重点施策（抜粋）（平成30年6月15日閣議決定）

第１ 基本的視座と重点施策
３．Society 5.0の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」

具体的施策は次頁

【世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画】（抜粋）（平成30年6月15日閣議決定）

(1)①「自動化」：次世代モビリティ・システムの構築プロジェクト
＜公共交通全体のスマート化＞

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会での円滑な輸送に寄与する観点から、公共交通機関における運行
情報等を手軽に利活用できるよう、本年度は首都圏を先行して、オープンデータを活用したスマートフォンアプリによ
る情報提供の実証実験を実施する。

Declaration to be the World's Most Advanced IT Nation Basic Plan for the Advancement of Public and Private Sector Data Utilization
Cabinet decision on Jun. 15, 2018

Government decisions regarding promotion of open data in the field of public transportation

Growth Strategy 2018 (Basic Outlook and Key Strategies) Cabinet decision on Jun. 15, 2018



公共交通分野におけるオープンデータ化の推進に関する政府決定（続き）

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会での円滑な輸送に寄与する観点からも、公共交通機関におけ
る運行情報等の提供の充実を図るため、本年度は首都圏を先行して、オープンデータを活用したスマートフォン
アプリによる情報提供の実証実験を官民連携して実施する。

【未来投資戦略２０１８】具体的施策（抜粋）

第２ 具体的施策
Ⅰ．Society 5.0の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」等

[３]「行政」「インフラ」が変わる
１．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命）
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅲ）官データのオープン化

・オープンデータ官民ラウンドテーブルで取り上げられた公開要望（飲食店関連、訪日外国人関連（出入国、免税購
買等）、公共交通関連、交通事故関連（交通事故統計、通学路等）、犯罪発生状況関連、地質関連、災害情報関連
（ハザードマップ、避難所等）等）について、官民データ活用推進基本計画に基づきデータ公開に取り組む。

[３]「行政」「インフラ」が変わる
２．次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等インフラ管理の高度化
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅱ）交通・物流に関する地域の社会課題の解決と都市の競争力の向上

[１]「生活」「産業」が変わる
１．次世代モビリティ・システムの構築
（３）政策課題と施策の目標
ⅳ）次世代モビリティ・システムの構築に向けた新たな取組

[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる
４．観光・スポーツ・文化芸術
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）観光
③すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に
オ）公共交通利用環境の革新

・旅行者目線で利用環境を刷新し、世界水準の交通サービスを実現するため、全ての新幹線での本年度中のサービス開
始を含むWi-Fi環境の整備や、決済環境の整備、多言語対応の促進、トイレの洋式化、周遊パスの整備、大型荷物置
き場の設置、バリアフリー化等の取組を推進するほか、スマートフォン等による運行情報等の提供の充実を図る。

Government decisions regarding promotion of open data in the field of public transportation (cntd.)

Growth Strategy 2018 (Concrete Measures)



２．平成30年度実証実験について
Demonstration experiment in FY2018



平成30年度 実証実験について（概要）

１）駅構内図のシームレスな整備

乗換駅等（東京オリ・パラ大会主要駅等）の構内図について、原則、「階層別屋内地理空間情報
データ仕様書（案）」（国土地理院）に準拠し、オープンデータとしてシームレスな地図を整備。

２）施設情報の整備

移動制約者を含む利用者の利便性の向上に資する施設情報（例：エレベータ、エスカレータ、トイ
レ等の位置や詳細情報）について、オープンデータとして整備。

３）一般公募によるサービス実証

公共交通事業者が保有する運行情報等のオープンデータを一元的に集約・整備した上で、他の情報
と連携させたアプリコンテストの実証実験を官民連携して実施。

４）効果等の検証

一般公募によるサービス実証の実施を踏まえ、オープンデータのメリットや費用対効果、データ管
理の在り方等について、検証を実施。

＜目 的＞

＜主な内容＞

○ 公共交通機関における運行情報等のオープンデータ化は、利用者への情報提供の充実に
つながり、一層の利用者利便の向上に貢献。

○ 特に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における円滑な輸送に寄与す
る観点からも、公共交通機関におけるオープンデータ化による情報提供の充実を図ること
が重要。

○ このため、運行情報等のオープンデータを活用したスマートフォンアプリによる情報提
供の実証実験を官民連携して実施する。

Demonstration experiment in FY2018

Purpose

Description
Provide floor maps inside stations in same format

with outside stations (underground mall)

Provide detail facility information including necessity information for people with limited mobility 

Demonstrate services by public offering 

Verify the benefits and effects

Promote a demonstration experiment of providing information with 
smartphone application through public-private coordination 
leveraging open data

※公共交通オープンデータ協議会の開催する東京公共交通オープンデータチャレンジと連携
Cooperating with Open Data Challenge for Public Transportation in Tokyo hosted by Association for Open Data of Public Transportation



１）駅構内図のシームレスな整備について

• 東京駅周辺（東京駅、大手町駅、有楽町駅、日比谷駅、銀座駅 等）

• 新宿駅

＜構内図を整備する駅（予定）＞

＜地図の整備＞

東京オリ・パラ大会を見据え、首都圏の主要な乗換え駅等の構内図について、
原則、「階層別屋内地理空間情報データ仕様書（案）」（国土地理院）に準拠し、
オープンデータとしてシームレスな地図を整備。

○ G空間情報センターと連携し、「高精度測位社会
プロジェクト」（国土情報課）で作成した屋内電
子地図とシームレスに結合可能な乗換え駅等の地
図をオープンデータとして提供。

～期待される効果～

国内外の旅行者や移動制約者を含め、公共交通
利用者の円滑な移動を支援するアプリ開発が期待。

＜イメージ＞

Provide floor maps inside stations in same format with outside stations (underground mall)

Target stations

Tokyo station and stations nearby Tokyo station (Tokyo, Otemachi, Yurakucho, Hibiya, Ginza, etc.)

Shinjuku station

Development of floor maps inside stations



（参考）実証実験において提供する駅構内図

＜整備した駅構内電子地図＞

 原則、「階層別屋内地理
空間情報データ仕様書
（案）」（国土地理院）
に準拠

 第２回東京公共交通
オープンデータ
チャレンジにて公開

（例：東京周辺駅
のイメージ図）

東京駅周辺屋内地図
(既整備)

Floor map outside station around Tokyo station

(existing)

駅構内図
(今回整備)
Floor map inside station

(developed this time)

Floor maps provided through demonstration experiment



２）施設情報の整備について（項目案）

 改札

位置、有人・無人、形状（幅員、車椅子対応、運営時間、音響案内）等

 エレベータ・エスカレータ・動く歩道・その他昇降機

位置、ドアの向き（タイプ）、ドア幅のサイズ、乗員人数、大きさ、運行時間、停止階・行先階、
手すり、鏡、音響案内、点字表示、エスカレータの形状（途中フラット箇所の有無）等

 トイレ

位置、対応種別（多目的・一般の別、オストメイト、ベビーベッド・チェア）、個数、大きさ、
音響案内、点字表示 等

 プラットフォーム

形態（島式、相対式）、ベンチ・休憩所位置、ホームドア、可動式ホーム柵 等

 その他施設等（位置等）

スロープ、案内所（視覚障害者対応の有無を含む）、券売機（障害者対応型：呼び出しボタン、
点字表示）、階段・段差（高さ、段数、音響案内を含む）、出入口（名称、音響案内を含む）、
コインロッカー、ナーシングルーム・授乳室、待合所、手荷物預かり所（有人施設）、祈祷室、
自由通路（利用可能時間）、ネットワークデータ、移動円滑化経路 等

 工事・メンテナンス情報等

工事の予定時期・場所、エレベータ・エスカレータ等のメンテナンスの予定時期・場所 等

移動制約者を含む利用者の利便性の向上に資する施設情報（例：エレベータ、エ
スカレータ、トイレ等の位置や詳細等）について、オープンデータとして整備。

＜推奨施設情報（案）＞

Provide detail facility information including necessity information for people with limited mobility 

Recommended facility information list

Ticket wicket

location, manned/unmanned, form (width, wheelchair-accessible, operation time, audio guidance), etc.

Elevator, escalator, moving sidewalk, lift, etc.

location, door type, door width, riding capacity, size, operation time, handrail, mirror, audio guidance, point system, etc.

Restroom

location, type (general/standard, ostomate, diaper changing station), number, size, audio guidance, point system, etc.

Platform

type (island, separate), location of bench/shelter, platform screen door, etc.

Others

slope, information center (incl. accessibility information), ticket machine (call button, point system, etc.), stairs, exit, locker,
nursing room, waiting room, cloakroom, pray room, etc.

Construction, maintenance information

period, location, etc.



（参考）実証実験において提供する施設情報

＜整備した駅構内電子地図＋施設情報＞

 「歩行空間ネットワークデータ等整備仕様案」に基づき、施設情報を整備
 第２回東京公共交通オープンデータチャレンジにて公開

改札
- 有人
- 幅員：65cm

- 車いす対応改札機：あり
- 運営時間：初電～終電
- 音響案内：あり

（例：東京駅構内の施設情報のイメージ）

Facility information provided through demonstration experiment

エレベーター
- ドアの向き：スルー型
- 乗員人数：10人
- 大きさ：間口150cm,奥
行き150cm

- ドア幅：90cm

- 運行時間：初電～終電
- 停止階：1階・2階
- 音声案内：あり
- 点字表示：あり
- 手すり：あり
- 鏡：あり

トイレ
- 多目的
- 対応：オストメイト・ベ
ビーベッド・ベビーチェア

- 個数：1
- 大きさ：200cm×200cm

プラットフォーム
- 形態：島式
- ベンチ：あり
- 休憩所：あり
- ホームドア：あり

コインロッカー

待合所

階段
- 段数：30段

エスカレーター
- 向き：上り
- 運行時間：初電～終電
- 形状：途中フラット有り

ナーシングルーム(授乳室)

注) 施設情報はサンプルです。イメージとして吹き出し
で表現しており、実際の情報は電子地図とセットで利用
可能な座標情報等を含む電子情報です。



３）一般公募によるサービス実証、４）効果等の検証

（応募期間：平成30年10月中旬 ～ 平成31年1月15日）

※公共交通オープンデータ協議会の開催する第２回東京公共交通オープンデータチャレンジと連携

一般公募によるサービス実証の実施を踏まえ、オープンデータのメリットや費用対効果、
データ管理の在り方等について、検証を行う。

（公共交通事業者、応募者等の参加者、公共交通利用者へのヒアリング等を予定）

＜一般公募によるサービス実証＞

＜効果等の検証＞

公共交通事業者が保有する運行情報等のオープンデータを一元的に集約・整備した
上で、他の情報と連携させたアプリコンテストの実証実験を官民連携して実施。

実証実験の対象データ

Demonstrate services by public offering / Verify the benefits and effects

Demonstrate services by public offering 

Verify the benefits and effects

Cooperating with 2nd Open Data Challenge for Public Transportation in Tokyo hosted by Association for Open Data of Public Transportation



３．さらなるオープンデータ化の推進と
その活用に向けて

Further activities for promoting open data and its utilization



今後の取組の方向性（案）について

＜公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会＞

＜継続した実証実験の実施＞

第7回 検討会 (平成30年6月26日)

実証実験 (実施中)

第8回 検討会 (来春開催予定)

• (第1回)東京公共交通オープンデータチャレンジ等を踏まえた意見交換
• 実証実験の実施について 等

• 実証実験を踏まえ、オープンデータ化の推進における諸課題についての検討
• 実証実験の継続に関する検討 等(予定)

継続的な検討会の実施

• オリンピック・パラリンピック競技大会
を見据えた大規模乗換駅等の構内図整備

• 駅構内図を含む屋内地図および施設情報
のさらなる活用に向けた屋内ナビ実現の
ための取組

新宿駅

東京駅周辺

※引き続き東京公共交通オープンデータチャレンジと連携

主な大規模乗換駅(実験中)
主な大規模乗換駅
主な競技場

Future plan for the effort of promoting open data

7th review meeting (Jun. 26, 2018)

Demonstrative experiment (in practice)

8th review meeting (planning in next spring)

continual review meeting

review meeting

consecutive demonstration experiment

efforts to realize indoor navigation

enhancement of developing floor maps inside station with consideration for 
Olympic and Paralympic games Shinjuku

Tokyo



Wi-Fi APを活用した屋内ナビの実証に向けた整備

＜屋内地図データを活用した屋内ナビゲーションの実現＞

屋内地図オープンデータのより一層の活用を推進するためには屋内ナビ
ゲーションの実現が必須。これには屋内測位環境の整備が求められる。

＜Wi-Fi APの活用に向けて＞

パブリックタグ情報共有プラットフォーム
https://ucopendb.gsi.go.jp/ucode/field_test/

• 駅に設置されているWi-Fiアクセス
ポイント（AP）のパブリックタグへ
の登録について実現可能性を議論中

 AP設置箇所の増加（ほぼ全駅）
 Wi-Fiによる位置測位技術、環境の向上
 各駅・地下街におけるAPの設置密度、データ

ベースの継続的な運用（追加・削除・移動）、
およびセキュリティに係る課題

＜屋内測位環境の整備における課題（例）＞
GPS

×

START

GPSを捕捉できないため
基準位置の特定が困難

歩行者自立航法（PDR）
のみでは誤差が累積

BLEビーコン活用は設置・
運用コスト負担が発生

BLE
ビーコン

￥
￥

￥
￥ BLEビーコン

スマートフォンとビーコン
間の通信に環境依存性あり

機種 X

OS A

機種 Y

OS B

機種 Y

OS C

加速度
センサー

等
○

△

×
?

Effort to demonstrate indoor navigation utilizing Wi-Fi AP

For realizing indoor navigation in order for further utilization of floor map

Current issues relating indoor navigation

For utilizing Wi-Fi AP



オープンデータに対する期待の拡大

これらの課題に対応するため、
公共交通に係るデータのオープン化に対する期待が高まっている

迫る東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会

相次ぐ大規模災害

急増するインバウンド旅行者
交通課題解決が期待される
新たなモビリティサービス

日本政府観光局(JNTO)資料から観光庁作成

大会輸送影響度マップ(東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会)

TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)活動状況資料より

逼迫する交通需要
への対応

複数モードにわたる
ルート案内等の
適切な情報提供

交通網の寸断・
計画運休等への対応

正確かつ迅速な
リアルタイム
情報の共有

複雑な交通網に対す
る不便・不安の解消

総合的な情報の
効果的な伝達

MaaS等の実現による
都市・地方における
交通課題の解決

デジタル化の浸透と
オープンデータ・

API連携

出発地

目的地

鉄道

バス

タクシー

シェアサイクル

利
用
者

検
索
・
予
約
・
決
済 etc.

MaaS (Mobility as a Service)の概念図

Increase of expectation for open data

Upcoming 2020 Olympic and Paralympic games
A series of large scale disaster

Rapid increase of tourists from foreign countries New mobility services for resolving traffic problems

An expectation for open data in the field of public transportation is increasing in order to respond to these issues



最後に

拡大する期待に応えるべく
実証実験等を通じて

さらなるオープンデータ化の推進に向けて

引き続き取組んでまいります

At the end

We continue to make efforts for promoting open data
to respond to increasing expectations

through demonstration experiments etc.


