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事例紹介（テレマティクス）：
バスの運行管理のコンセプト検証事例

地村　未知弘　　　　　　　松山　浩明

概要
　国土交通省は2014年12月に運行記録計（タコグラフ）を装着する車両の義務化を拡大した。また、昨今の重大
な交通事故対応として、運行事業者に対する更なる安全運転・運行、労務管理への社会的要求が高まっている。
　社会システム企業を目指すインテックのサービス開発の一環として、デジタルタコグラフデータを活用したバス
事業者向け運行分析のコンセプト検証を行った。検証したコンセプトは下記の通りである。
　● 専用の業務システムを導入せずに、デジタルタコグラフデータを活用することで運行管理に役立つ情報を
　  得ることができる。
　● 膨大な情報を蓄積、分析することで、１運行の分析だけでは知ることができなかった業務情報を提供する
　  ことができる。
　本稿では、矢崎エナジーシステム株式会社様と共に検証したバス事業者向けコンセプト検証結果について
報告する。

  1.  はじめに
1.1  活動の背景
　２００１年２月の改正道路運送法施行以降、バス事業に関する

規制緩和をきっかけとした貸切・長距離中心の新規参入が多

い。また、近年では訪日外国人旅行者を中心とした市場拡大へ

の期待も合わせ、バスの需要が拡大している。

　高速バスを中心とした厳しい競争環境の中で、コスト競争力

を確保するため、乗務員の無理な勤務シフト、長時間労働が問

題視されている。さらに、昨今のツアーバス・高速バスの重大な

事故により、道路運送事業者法の改定を初めとした事業者への

新たな規制が施行されている。

　国土交通省による運行記録計義務化の適用範囲拡大を初め

とし、貸し切りバス事業者に対してドライブレコーダーによる映

像の記録、保存を義務付ける方針決定等、車載器市場の伸びが

期待されている。

　車載器市場の伸びが期待される一方で、日本の商用車台数は

全体的に減少傾向にある。車載器市場の競争激化に伴い、新し

い収益機会を各社が模索しており、機器の販売から機器を中心

とした付帯サービスに競争の軸足が移り始めている。

　このような事業環境において、長年、情報サービスビジネ

スを展開してきたインテックの強みを活かし、デジタルタコ

グラフの情報を活用した新しいサービスのコンセプト検証を

行った。

1．2  デジタルタコグラフ
　運行記録計（タコグラフ）とは、自動車に搭載される計器の一

種である。「法三要素」と呼ばれる速度／距離／時間を記録す

ると共に、市販されている多くのデジタルタコグラフはGNSS

（Global Navigation Satellite System）による位置情報や外

部チャンネルによる各種情報を記録することが可能である。

　道路運送車両法の車両保安基準には「運行記録計」装着を義

務づけた車両の種類や、型式認定を受けた機器を使用する旨な

どが規定されている。
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  2.  デジタルタコグラフデータ利活用
2.1  デジタルタコグラフデータ活用の現状
　現在デジタルタコグラフデータを活用した分析評価は主に１

回の運行における安全運転・エコ運転等の評価が中心である。

具体的には車速、速度変化、エンジン回転数等を元にした、エコ

＆セーフティードライブ評価などが挙げられる。

　● 急発進・急加速を行っていないか

　● 加減速は少ないか

　● 制限速度を超えていないか

　● エンジンブレーキを活用しているか

　これらを指標化して、安全運転評価やエコ運転の評価に繋げ

ている。

2.2  本コンセプト検証のねらい・目的
　デジタルタコグラフデータは０.５秒間隔で記録し続け、その情

報を１年間保管するよう規定されている。１運行分のデータ活

用が中心の現状に対して、過去の１年分の保管・蓄積されている

データを横断的に分析する。デジタルタコグラフデータを活用し

たバス事業者向け運行分析を行い、運行安全監視へと活用可能

か検証する。今回の分析対象データを表1に示す。

　膨大な量の運行情報を分析することで、専用の業務システム

を導入せずにデジタルタコグラフのデータのみで安全運転指導

や運行業務改善に利活用できる情報を提供可能か検証した。

2.3  分析仮説
　今回対象とした事業者はバス事業者であるため、一般車両と

異なり規定の時刻に既定のルートを通る事が特色である。この

特色を基に次の３点の仮説を立ててデータ分析を進めた。

①速度傾向分析

　●速度超過の傾向を可視化することで、安全意識の醸成と共

　  に制限速度遵守との差異を把握する。

　●高速道路特定スポットの低速運転確率を曜日・時間帯別に

　  算出し、渋滞回避・運行時間予測の基礎情報を把握する。

②アイドリングの場所および時間を把握することで、無駄なアイ

　ドリングを抽出して燃料費削減に結びつけられる。

③位置・時刻を分析して逸脱したデータが有れば、本来あるべ　

　き業務から不適切な状態（遅延等）と判定できる。

2.4  分析結果
① 速度傾向分析

　　高速バスの走行データ（８,０００万件弱）からの車速別ヒス　

　トグラムを作成した。図1にヒストグラムのイメージを示す。

　本結果より、１００km/h以上から分布が急減していることが確

　認できる。このことは、ドライバーの法定速度遵守意識が影響

　していると考えられる。

道路種別　　　　　　　　　  制限速度（km/h）

100

80

60

60

30

高速道路（高速自動車国道）

地域高規格道路

都市高速道路

一般道路

生活道路

表２  一般的な制限速度

　一方で高速道路（高速自動車国道）以外の地域高規格道路

やバイパス道路、都市高速道路等の有料区間では制限速度を

超過する傾向が見られた。一般的な制限速度を表２に示す。こ

れはクルーズコントロールの設定と運転手の制限速度への理

解不足が影響していると考えられる。

件数

車速
～60km/h   ～70km/h   ～80km/h   ～90km/h   ～100km/h   101km/h～

図1　速度分布ヒストグラム

 項目　　　　　　　　　　　　　内容

期間

対象データ

内容

運行件数

総レコード数

データサイズ

２年間

デジタルタコグラフの走行データ

日付・時刻、GNSS測位情報、
車両の向き（方角）、エンジン回転数、車速

約16万件

約45億行

850 GByte

表１  分析対象データ

（※営業所を出発し業務を執り行い営業所に戻るまでを１運行とする）



第17号

2016

特
集

20

　速度オーバーによる運行時間短縮の影響を分析したとこ

ろ、およそ１.５～２分の範囲内で推移しており、信号待ち１回

程度の誤差範囲と考えられる。よって、速度オーバーは、定

時運行、すなわち顧客満足に直結しない事がデータから読

み取ることができた。

　次に２年間で地域高規格道路を１２万回通過した記録に対

して、最低速度（５０km/h）以下で通過した確率を曜日・時

間外別に算出した。図２に濃淡で遅延確率を示した。本結果

より休日夕方に低車速（渋滞傾向）が見られる。

　このようにデジタルタコグラフデータのみで渋滞ポイントが

曜日・時間帯別に把握可能であり、迂回ルートの基礎情報とし

て活用可能と考えられる。ここからダイヤ改善（運行数の増減）

やルートの見直し等の業務改善に繋げることが期待される。

②アイドリング分析

　　車速が０かつ回転数が０より大きく１０分以上位置移動がな

　い記録を無駄が多く含まれるアイドリング状態と仮説設定し、

　時間別にカウントした。表３にアイドリング時間を１０分、３０分、

　６０分別に集計した結果を示す。

　長時間のアイドリング件数が多数確認された箇所を地図上

  3.  今後の展開
3.1  データソースの拡張
　運行状況はその時の天候や路面の状態など外部要因により

大きく左右される為、今回検証した運行記録データだけでな

く、天候実績・渋滞情報等のオープンデータと連携した分析

時間帯
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

表３  アイドリング分析サマリー

にプロットしたところ、車庫・営業所等が該当することが確認で

きた。冷暖房の為のアイドリング時間が考えられるが、３０分・

６０分以上の無駄なアイドリング時間も多くあると見られる。

　表４に主要５箇所におけるアイドリングによる想定ガソリン

消費額を示す。

　このように無駄と思われるアイドリングを金額で可視化す

ることで、燃料費削減に直接結びつく情報が得られた。

③発着時間分析

　　バス停の位置情報を元に、各バス停付近に到着した運行情

　報を分析した。時刻表の定刻以前に停留所付近に到着した運

　行件数、定刻から１０分を過ぎて到着した運行件数を集計し

　た。表５に結果の集計表を示す。

　上記分析結果では午前便は遅延が見られ、午後は早着が多

い。このように曜日・時間帯別に出発・到着時間の遅延、ルー

トによる運行時間・区間毎の通過時間傾向を把握することで、

ダイヤ改正や便増発など定時運行に向けた施策検討につなげ

る事を期待する。

1
2
3
4
5
終点

－

-5分

-4分

1分

13分

7分

－

-3分

-3分

-6分

1分

-3分

－

-3分

-3分

-7分

-7分

-11分

停留所
No

朝便
遅延時間

昼便
遅延時間

夜便
遅延時間

アイドリングレコード総数　　　　　　　 約4億件

約7,000件

約900件

約300件

内、10分以上のレコード数
内、30分以上のレコード数
内、60分以上のレコード数

表５  バス停遅延時間傾向

 No　　　　 場所　　　　  総時間（h）　  ガソリン消費額（円）

1
2
3
4
5
総計

A 地点

B 地点

C 地点

D 地点

E 地点

約13,000

約5,000

約4,000

約3,000

約1,200

約26,200

100万

40万

30万

25万

10万

205万

表４　主要5箇所のアイドリング時間とガソリン消費額

図２  曜日／時間帯別の低速運転確率
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を進める事で、精度向上と共に、別の分析パターンの拡充・多

角化が期待できる。

3.2  分析の深化
　今回は運行実績データから業務実績を評価したが、これら

運行データの継続的な蓄積とその分析による管理を推進する

ことで、ダイヤや車両の最適化に繋げられると考える。季節・

時期による運行台数の見直しや地区・地域単位での管理資産

適正化等を行い、車両の保全・稼動保証と資産最適化のバラ

ンスを取ったコスト削減といったフリートマネージメントへと

繋がっていく。

3.3  他業種への展開
　本検証では専用の業務システムを新たに導入することなく、

デジタルタコグラフのデータを活用するだけでバス事業者に

特化した評価情報を提供できることが分かった。バスのよう

な交通インフラは時刻表どおりに出発し、安全に目的地まで

乗客を定刻に送り届けることが主命題であり、その改善に寄

与する情報提供が可能になる。

　業種により分析するポイントや見せ方も異なるため、バス事業

者以外のデジタルタコグラフを利用している事業用車に向けた

分析を進めて、運行支援・情報提供サービス化をすすめていく。

3.4  他デバイスへの適用
　今回はデジタルタコグラフデータを活用したが、近年注目を浴

びている OBD（車載式故障診断装置）Ⅱから取得できる CAN（コ

ントロール・エリア・ネットワーク）データでも同様の分析は可能

である。ただし、OBDⅡは前述の規制に基づいた機器ではなく、

代替の車載機器ではない。似て非なるものであると共に、国交省

では、OBD ポートから CAN データを取得し、運行記録データと

して活用することは「推奨しない」ことで合意している為、注意が

必要である。

3.5  費用対効果のバランス
　膨大なデータを分析し結果を提供するには、データを蓄積する

データレイク、膨大なデータを分析することができるプラットフォー

ムと結果を可視化できるツールが必要である。

　構築には大きな初期投資が必要となり、オンプレミス型のシス

テム構築はリスクが高く、サービス型のプラットフォームサービス

が最適な提供方法と考えられる。

  5.  おわりに
　デジタルタコグラフデータ活用のコンセプト検証にあたり、矢

崎エナジーシステム株式会社様の関係各位には多大なご協力を

いただきました。ここに感謝いたします。

  4.  社会システム企業としての価値
　インテックは「社会システム企業」への転換を掲げ、明日の

デジタル社会をデザインする企業として、IoT向け共通プラット

フォーム、統合位置情報プラットフォームi-LOPなどのビッグ

データ活用に向けた情報通信基盤の整備、新規事業の企画推

進を積極的に行っている。

　インテックはバスを初めとしたデジタルタコグラフが既に装

着されるトラックなどの商用車へ分析分野を拡大する予定であ

る。プローブデータの収集・蓄積・分析により、地域交通と物流

を支え、より良い社会の実現をITで支えるインテックを目指す。
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