＋バス経路データ作成ツール
標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）とは

乗換検索

標準なバス情報フォーマット（GTFS-JP）は 2017 年 3 月に
国土交通省が公表した、バス情報（バス事業者、バス停、
路線、時刻表、運賃、経路形状等）を記録するフォーマット
で、バス情報の流通・利用の標準的なフォーマットとなる
バスロケ
ことが目指されています。
GTFS-JP は、Google にデータ提供する際に使われている
GTFS の内容を含んでおり、そのまま Google に提供できます。
また、GTFS-JP データは、経路検索サービスだけでなく、
様々なバス情報の高度化・IT 化の基本データとなります。

標準的なバス情報フォーマット作成ツールの特徴

●
●
●
●
●
●

自治体やコンサルが使い慣れたエクセルファイル
紙の時刻表や運賃三角表をそのままのイメージで入力
ID の入力などを補助するツールもあり
GTFS-JP データ作成はボタンをワンクリック
出力ファイルはそのまま GTFS-JP ファイルとして提供可
入力データチェック機能 エラー内容をファイル出力

時刻表作成

デジタルサイネージ

標準的なバス情報フォーマットデータ
路線マップ

西沢ツール

標準的なバス情報フォーマット作成ツール

申請書類

観光マップ

その他データ利活用のアイデア

（期待も含む）

ツールを用いた GTFS-JP データ作成手順
① 基礎
基礎資料を収
資料を収集する
集する
・路線図、バス停座標、よみがな、時刻表、運賃表などの必要な資料
を収集します。
・バス停座標データがないときは地理院地図等を利用して作成します。

このツールはこんな人におすすめ

● コミュニティバスを運行する市町村
・時刻表は運行委託業者からエクセル等でもらい、自分
ではダイヤ編成作業はしない
・ともかく、GTFS-JP データだけ作成したい
・時刻表（上り下り別）の数だけエクセルシートができ
るので、20 路線くらいまでが実用的
● 上記のような市町村からコミュニティバスの GTFS-JP 作
成業務を受託したコンサルタント
● ダイヤ編成システム等を必要としない、バス運行業務が
小規模な事業者

② 路線の route_id を決める
・異なるバス停並びには異なる route_id を付けます。

③ ツール（エクセルファイル）の各シートに入力する
・事業者情報、バス停、路線、時刻表、運行日、運賃表など項目別に
用意されたエクセルシートにデータを入力します。時刻表、運賃表
は、必要な数だけシートをコピーします。
・バス停リスト、時刻表などの既存のエクセルファイルがある場合は
ツールのシートにコピーしてもかまいません。
・親バス停データの生成、ID のコピー、バス停座標確認のための
geojson ファイルの出力などのツールを使用できます。

このツールはこんな人にはおすすめしません

● ダイヤ編成や仕業表作成、運賃データの管理、バスロケ
の導入、データを利活用したバスサービスの改善など、
バス事業全体の IT 化をすすめたい市町村やバス事業者
● このようなバス事業者においては、GTFS-JP 出力に対応
した、ダイヤ編成等を総合的に支援するシステムの使用
を推奨します。

GTFS-JP の作成はできるだけ市町村やバス事業者自らの手で
・ダイヤを管理する市町村やバス事業者が自らの手で GTFS-JP を
作成することができると、ダイヤ改正時やイベント対応の臨時ダ
イヤの GTFS-JP を速やかに作成し、乗換案内等に反映させること
が可能になります。
・このため、本ツールを使ったり、GTFS-JP を直接出力できる
ダイヤ編成システムを使用することが望ましいでしょう。
・また、GTFS-JP の作成を外注する場合にも、ダイヤ改正時等の
対応が速やかにできるよう、事前の情報提供や作業体制の確立
をするようにしてください。
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④ チ
チェックツールで入力
ェックツールで入力データを確認する
データを確認する
・データチェックのボタンをクリックしてデータの不整合、不足を
チェックします。エラーはテキストファイルに出力されます。

⑤ GTFS-JP ファイルを出力
ファイルを出力する
する
・「標準的なフォーマットのファイルを作成する」ボタンをクリック
します。完成した GTFS-JP ファイル（UTF-8）が作成されます。

GTFS-JP データ作成後のチェック
・FeedValidator という Google が提供する GTFS データのチェック
ツールがあります。作成した GTFS-JP データは、必ずこのツール
にかけて、データチェックします。
・エラーが出たら、作成ツールに戻って、データを修正します。
・まずは、データ作成者において入念にチェックしてください。

このツールで作成できる GTFS-JP の項目
国土交通省が公表している GTFS-JP の仕様のうち、shapes.txt を
除く国内で必要とされるほとんどの項目を設定することができます。
shapes.txt（バス経路の座標データ）を作成するには、右欄の
「バス経路データ作成ツール」を使用してください。
このツールで設置できる（できない）GTFS-JP の項目
情報名
事業者情報
事業者追加情報
提供情報
停留所・標柱情報
経路情報
経路追加情報
便情報
営業所情報
通過時刻情報

運行区分情報
運行日情報
運賃属性情報
運賃定義情報
描画情報
運行間隔情報
乗換情報
翻訳情報

ファイル名
agency.txt
agency_jp.txt
feed.txt
stops.txt
routes.txt
routes_jp.txt
trips.txt
office_jp.txt
stop_times.txt

設定の可否
○ 全項目
○ 全項目
○ 全項目
○ 全項目
○ 全項目 *1
○ 全項目
○ 全項目 *2
○ 全項目
○ 下記以外の全項目
△ shape_dist_traveled *3
× timepoint *4
calendar.txt
○ 全項目
calendar_dates.txt ○ 全項目 *5
fare_attributes.txt ○ 全項目
fare_rules.txt
○ 全項目
shapes.txt
× 全項目 *6
frequencies.txt × 全項目 *7
transfers.txt
× 全項目 *7
translations.txt ○ 全項目

バス経路データ作成ツール

GTFS-JP からバス路線データ（GTFS-JP の shapes.txt）を
作成するツールです。道路の元データとして国土地理院が
提供している道路中心線データ（ベクトルタイルデータ）を
利用しています。
route_id ごとにバス停間を最短距離で結んだルートデータ
を作成します。
出力先フォルダ名と入力する GTFS-JP の stops.txt 名を入
力し、順番に作業を行うボタンをクリックすると、経路の座
標を並べた shapes.txt ファイルとチェック用の geojson ファ
イルが出力されます。
その geojson ファイルを WEB 上の地理院地図で表示させ確
認します。そのルートが実際と異なる場合は、地理院地図で
修正用の geojson データを作成し、このツールに読み込んで、
正しい shapes.txt データを作成します。
道路中心線データはこのツール用に加工したものを作者の
サイトからダウンロー
サイトからダウ
ンロードします。
ドします。
※地理院地図 https://maps.gsi.go.jp/

○：設定できる、×：設定できない、△：下注 *3 参照
*1 バスなので route_type は”3”で固定出力。
*2 shape_id（路線形状データの ID）は本ツールでも入力できるが、右欄の
バス経路データ作成ツールを使用する際には、そのツールで自動挿入される。
*3 全データを手入力する必要があり実用的でない。
*4 国交省の GTFS-JP 説明書では日本では使用しないとされている。
*5 任意の日付を入力して設定できる。
*6 描画情報は、バス経路データ作成データで作成できる。
*7 国交省の GTFS-JP 説明書では国内の経路検索で設定する必要性は低いと考
えられるとされている。

このツールで GTFS-JP データを作成する際の留意事項
① まず、データを作成する単位をよく検討することが重要で
す。データの更新・提供をスムーズに行うためデータの管理
単位に合わせることも検討して下さい。コミュニティバスの
場合、市町村・
場合、市町
村・バス事業者の役割
バス事業者の役割分担も重要です。
分担も重要です。
② GTFS-JP では起終点・経由・停車バス停が異なる経路には
異なる route_id を付ける必要があります。このため、まず、
路線図や路線・時刻表を読み込んで、route_id を適切に付
けることが
けるこ
とが重要です。
重要です。
③ このツールでは ID とバス停名、路線名でデータを対応付
けています。バス停名、路線名を間違いのないように入力
して下さい。
バス停名の「前」などの語の有無、「JA」、「JR」などの英
数字の半角・全角、「ケ」と「ヶ」、「ツ」と「ッ」などを間
違えないように入力して下さい。元資料が更新漏れなどの
理由で誤っている場合もありますので、気を
理由で誤
っている場合もありますので、気を付けてください。
付けてください。
④ ID の付け方、データの入力方法については、マニュアルを
よくお読みください
よくお読みくだ
さい。
⑤ このツールでは、ID などに矛盾があったり、必要なデー
タが入力されていない場合、エラーが発生することがあり
ます。その場合は、データをチェックして
ます。その場合は、デ
ータをチェックしてください。
ください。
⑥ 作成した GTFS-JP データは必ず FeedValidator*1 などの
データチェックツールを使用して間違いがないか確認して
ください。
*1 https://gtfsfeedvalidator.transitscreen.com/

＋バス経路データ作成ツール

西沢ツール

標準的なバス情報フォーマット作成ツール

ツールの操作画面

バスルートが表示された地理院地図

●ルートデータを作成する仕組み
・ バス停（標柱）を道路ネットワークのリンク上に位置づけ。
・ リンクをバス停で分割。
・ 最短経路検索を行いバス停間のリンクを抽出。
・ 抽出したリンクを構成する点の座標を並べてルートデータを生成

ツールの入手方法
「標準的なバス情報フォーマット作成ツール」、「バス経路データ
作成ツール」と使用マニュアルは下記のＵＲＬからダウンロードで
きます。

https://home.csis.u-tokyo.ac.jp/~nishizawa/gtfs/
ツールの使用に特に制限はありませんが、ツールの使用により何
等かの損害が生じても当方では責任を負いかねますのでご了承くだ
さい。
市町村の方が自らこのツールを使用され、エラー等が発生して
うまくツールが動かない場合は、当該ツールファイルを送付いただ
ければ、可能な範囲でチェックいたします。
ツールを作成して GTFS-JP データを作成した場合は、どのバスの
データを作成したかをメールでご連絡いただけるとありがたいです。
いただいた情報はツールの使用実績として公表させていただくこと
があります。

ツールの作者・問合せ先
東京大学 空間情報科学研究センター
特任教授 西沢 明
e-mail gtfs@nszw.jp

