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自己紹介
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公共交通利用促進ネットワーク 伊藤浩之

1997年 WEBサイト「 」を開設。
当時、配布されている路線図が少なく、自分で路線を理解するために作成した
ものを公開。
→「公共交通のメニューづくり」をめざす

2005年 活動を本格化するため「公共交通利用促進ネットワーク」を立上げ。
サラリーマンの傍ら、余暇で活動。

2018年 独立し、公共交通利用促進ネットワークの活動に専念。

活動の柱

• 公共交通のメニューづくり・案内改善

• 公共交通の情報収集 ダイヤ改正情報

• 公共交通データの整備 GTFS-JPデータの普及のための講習会を実施



公式サイトの必要性
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交通事業者が直接情報発信する、一次情報としての迅速性や正確性
時刻表、運賃、運行情報etc

ヘビーユーザー（地元の方、公共交通利用に慣れている方）は直接、交通事業者のサ
イトを利用。

なれない方、一見さんは、会社名がわからず事業者のサイトを利用しないのではない
か？
→観光案内所・自治体・出版社等は、事業者の情報を参照して案内に活用してい
る・・・間接的に案内に活用されている

異常気象時・災害時
運行情報への需要が高まる
新型コロナウイルス感染拡大の影響による計画運休の情報も事業者のサイトが正確



基本コンテンツ
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公共交通機関を利用するうえで必要な情報
路線図、停車駅、時刻表、運賃、乗り方、運行情報

鉄道：１路線～数路線 大手を除くと駅数は多くても数十駅程度
→全路線・全駅をならべたコンテンツが作成しやすい。

バス：中小バス事業者でも数路線～数十路線 停留所も多い
→細かなコンテンツを作ることが困難。
→中規模以上になると、路線を探すことが大変なため 検索機能が必要。

これらのことを踏まえた上で、様々な事例を見ていきます

交通事業者のコンテンツとしては、
高速バス、航路、タクシーなどの情報もありますが、
対象が広くなってしまうため、鉄道・バスの路線や時刻・利用方法を
調べるという観点で見ていきます
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海外の鉄道・バス事業者のサイト
（アメリカ西海岸）

見慣れている国内のサイトではなく、海外のサイトを見てみることで、新
鮮な気持ちで観察できるのではと思い、取り上げました。



行政のサイト シアトル市
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市内 公共交通機関のリンク集

https://www.seattle.gov/transportation/getting-

around/transit
シアトル市ではなく、キング郡(King County Metro)がバスを運営

他に、Sound Transit, Community Transit などがバス・鉄道を運営

https://www.seattle.gov/transportation/getting-around/transit


行政のサイト キング郡トップページ
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なんと！トップページに “Bus” の文字があり 日本の自治体のサイトだと公共交通の情報がなかなか見つけられない

https://kingcounty.gov/

https://kingcounty.gov/


キング郡メトロ
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基本コンテンツを目立つところに配置

乗り方 時刻表 経路検索

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/bus.aspx

乗り方

時刻表

経路検索

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/bus.aspx


キング郡メトロの基本コンテンツ
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時刻表と路線図 路線番号から路線を探し路線図・時刻表を見るスタイル

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps.aspx

アラート
運行情報あり

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps.aspx


キング郡メトロの基本コンテンツ
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時刻表と路線図 平日・土曜・休日ダイヤ、マップ

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/route/d-line.aspx

アラート
迂回運行のようです

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/route/d-line.aspx


各社の検索機能
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経路検索の３つの機能

https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning

近くのバス停の
到着予定

バスロケと連動

アラートあり

経路検索

アラートあり

https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning


各社の検索機能
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経路検索の３つの機能

https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning

路線の検索 ルート表示

アラートあり

https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning


各社の検索機能
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https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning https://www.metro.net/

https://www.soundtransit.org/tripplanner https://www.kitsaptransit.com/

検索するとGoogleマップが表示
されるという事業者もあり

使い勝手は異なるが、各社 似た機能がある

https://tripplanner.kingcounty.gov/#/app/tripplanning
https://www.metro.net/
https://www.soundtransit.org/tripplanner
https://www.kitsaptransit.com/


ダイヤ改正の情報
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maps/service-change.aspx
https://www.metro.net/about/metro-service-changes/

路線ごとに詳細な変更内容を記載、PDF時刻表のダウンロードが可能

日本語のPDFチラシもある

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change.aspx
https://www.metro.net/about/metro-service-changes/


アメリカ西海岸の事例から
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時刻表、経路検索 各画面でアラート（運行情報）が目立つように表示されるので、
見落とす恐れがない。

乗り方・ICカードの買い方のページがしっかりと作成されている。動画もあり。

路線番号ごとに路線マップや時刻表が表示されるコンテンツが一般的
日本は系統が多く、都心部では複数路線が輻輳して運行するので、なじまない面も
あり。
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日本の鉄道・バス事業者のサイト



大手鉄道事業者 基本コンテンツ
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基本コンテンツが目立つボタンでコンパクトにまとまっている

路線図 時刻表

経路検索

運行状況をマークで表示

この例では、フリー
きっぷや使用できる
ICカードを探す画面
を見つけづらいので、
「きっぷ・ICカー
ド」のメニューがあ
るとよい

https://subway.osakametro.co.jp/

駅・路線情報

https://subway.osakametro.co.jp/


大手鉄道事業者 駅の情報
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駅の時刻表

設備・バリアフリー情報

乗換え バスやタクシーの案内

バス事業者のトップページではなく、

当該駅発のバスの情報が表示されるのは便利

https://www.hankyu.co.jp/station/tsukaguchi.html

アラートあり

https://www.hankyu.co.jp/station/tsukaguchi.html


中小鉄道事業者 基本コンテンツ
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乗り方

時刻表・路線図 きっぷ

https://www.toyotetsu.com/

この例では、ICカー
ドについては
「manaca」の記述
はあるが、交通系IC
カード（10カード）
が使用できる旨の記
載もあると良い

manaca

この例では、乗り方のページがあるのは良い。

ワンマン列車や無人駅での取り扱いなど、鉄道の乗り方がわからないという人はいる。

大手事業者では、英語のページのみ乗り方のページがあり、日本語のページには見当たらないケースも見られ
る。

https://www.toyotetsu.com/


大手バス事業者 基本コンテンツ
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時刻表・経路検索

駅別の案内 路線図 ICカード

乗り方

https://www.nankaibus.jp/

運行情報

https://www.nankaibus.jp/


バス事業者 検索機能
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コンテンツプロバイダ（乗換検索業者）の機能を採用している事業者では使い勝手が同じ
「発着時刻表」「区間時刻表」のように同じ機能なのに表記が異なるのがとまどう



中小バス事業者 基本コンテンツ
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のりば

乗り方

運賃表時刻表

路線図

運行情報
はtwitter

https://www.abashiribus.com/local-bus/

https://www.abashiribus.com/local-bus/


経路検索がない場合のバス時刻表の表示方法１

23

路線名の一覧から探し、路線の時刻表を表示

路線別の時刻表をPDFファイルにしてリンクする方法であれば、
中小バス事業者でも作成しやすい方法。

路線が多い場合は、インデックスの作成方法の工夫が必要。

https://www.kitaena.co.jp/timetable/

https://www.kitaena.co.jp/timetable/


経路検索がない場合の時刻表の表示方法２
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路線を選択し、路線地図と時刻表を表示

https://www.ichibata.co.jp/bus/rosen/

https://www.ichibata.co.jp/bus/rosen/


経路検索がない場合の時刻表の表示方法３
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50音で停留所をさがし、停留所の時刻表を表示

https://www.mkb.co.jp/rosen/teiryujyomei/

https://www.mkb.co.jp/rosen/teiryujyomei/


経路検索がない場合の時刻表の表示方法４
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路線図や地図から停留所をさがし、停留所の時刻表を表示

https://www.mkb.co.jp/rosen/rosen_map/ https://www.mkb.co.jp/rosen/rosenzu/

https://www.mkb.co.jp/rosen/rosen_map/
https://www.mkb.co.jp/rosen/rosenzu/


経路検索がない場合の時刻表の表示方法5
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駅を選択して、のりば案内や時刻表を表示可能。

経路検索しなくても さっと探せる、営業エリアがわかりやすい。

https://www.nankaibus.jp/rosen/noriba/

https://www.nankaibus.jp/rosen/noriba/
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基本コンテンツ＋α のおもてなし

バス利用になれたヘビーユーザーに対しては基本コンテンツを用意してお
けばよいですが、観光客にはどんなコンテンツが必要でしょうか？

観光客は、経路検索や路線図を求めているのでしょうか？



＊＊＊交通

リンクの受け入れ体制は大丈夫か？
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＊＊町観光協会

XXX水族館
〇〇駅から ***交通バスで
20分

■■温泉
〇〇駅から ***交通バスで
30分

観光地へのアクセスを調べたい

経路検索

路線図

時刻表

リンク

観光客は、交通事業者の名前を知って
いるわけではないので、

検索サイトで検索したり、観光協会や
観光施設・ホテルのアクセス情報から
交通事業者のページにたどりつく

リンクをたどると

交通事業者のトップページ

探す気になりますか？



リンクの受け入れ体制は大丈夫か？
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頑張って検索しましたが・・・

「伊勢神宮」というバス停が見つからない！

（停留所名は「外宮前」「内宮前」のため、伊勢神宮ではヒットしない）



リンクの受け入れ体制は大丈夫か？
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有名観光地、イベント施設等のページを設けるのは必須！

専用ページを設けておくことは、SEOにも有効。

観光協会・観光施設・ホテル等からもリンクしやくすなる。

＊＊町観光協会

XXX水族館
〇〇駅から ***交通バスで
20分

■■温泉
〇〇駅から ***交通バスで
30分

リンク

https://www.shonaikotsu.jp/tourism/yunohama.html

検索せずとも

・観光地へは、どのバスに乗り、
どこで降りればよいのかがわかる

・印刷できる時刻表

→プランニングに活用、印刷して
当日持参できる

・フリーきっぷの情報がわかる

ページは、「アクセス」の用語を
入れておく

ページを作成したら、観光協会・
観光施設・ホテルなどにPRしてリ
ンクしてもらう

https://www.shonaikotsu.jp/tourism/yunohama.html


リンクの受け入れ体制は大丈夫か？
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配布しているパンフレットをPDFファイルにして掲載することも大切

https://www.nouhibus.co.jp/hida/timetable/

プランニングの際に
活用してもらう

https://www.nouhibus.co.jp/hida/timetable/


まとめ
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基本コンテンツが揃っているか、トップページにて探しやすい位置にあるか確認を

PC・モバイル両方で確認

有名観光地、イベント施設等へのアクセス情報を確認を
観光協会、観光施設、ホテル等から 自社へのリンクはどうなっているか

自社のサイトで観光地・イベント施設への情報が探せるか
ぜひ＋αのおもてなしにむけて 取り組んでみてください。


