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標準的なバス情報フォーマット出力ファイル 利用マニュアル 

【ver.３.１】 

 

 
東京⼤学空間情報科学研究センター 

2018 年 3 ⽉ 1 ⽇改訂 

  

１．目的 

 バスの利用促進やバス情報の多面的な活用を図るため、バス情報を標準的なフォーマッ

トでオープンデータとして公開することが求められています。このエクセルファイルはバ

ス情報の公開を促進するため、バスに関する情報（停留所、時刻表、運賃）を整理・管理

するとともに、平成 28 年度に国土交通省が作成した「標準的なバス情報フォーマット」

に変換することを目的としています。 

この標準的なフォーマットは国際的に用いられている GTFS というフォーマットを元に

作成されたもので、汎用性が高いフォーマットですが、人が直接入力するには適していま

せん。このエクセルファイルは、バス停、経路、時刻表、運賃表などを人が入力しやすい

シートで構成されており、ファイルに添付されているプログラムにより標準的なフォーマ

ットに変換して出力することができます。 

 

２．ファイルの使い方 

 このファイルは、マクロ（データを処理するプログラム）付のエクセルファイルです。バ

ス停、時刻表、運賃等の情報を各シートに入力し、マクロを実行して標準的なフォーマット

に出力します。これらの情報をエクセルで管理している場合は、適宜、情報をコピペして入

力しても構いません。 

また、入力をサポートするマクロもついています。入力をサポートするマクロを「ツー

ル」と呼びます。各マクロやツールは、エクセルのシート上にあるボタンをクリックするこ

とにより実行します。 

 ファイルの使用方法と作成した標準的なフォーマットのファイルの使い方は、次ページ

以下のマニュアルをご覧ください。 

  

３．このファイルの管理＝ダイヤ改正等に伴うファイルの変更 

 最初は現状のバス情報を入力して現状のファイルを作成します。その後、記載されている

バス情報に何等かの変更（路線の廃止・新設・変更、ダイヤ改正、バス停の位置や名称の変

更、運賃の変更等）があるときは、現状のファイルをコピーしてファイルの中身を変更しま

す。ファイル名には変更の日付を入れるなどして、どの時点でのバス情報であるかが分かる

ようにしてください。 
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「標準的なバス情報フォーマット出⼒ファイル」利⽤マニュアル 

はじめに 

 

 このファイルはエクセルのファイルで、バス停、経路、時刻表、運賃表等を入力するシートが準備さ

れています。次の順に各シートに情報を入力していき、最後に標準的なフォーマットに変換して出力

します。出力されるのは複数のテキストファイルで、gtfs というフォルダにまとめて保存されます。 

 

 ■ステップ１ ファイルの使用開始 【３ｐ】 

 ■ステップ２ 運営主体やバス事業者に関する基礎的な情報の入力 【４ｐ】 

 ■ステップ３ バスデータを入力する前に必要事項を確認 【８ｐ】 

        →ここでは、バス停の位置（座標）データ、バス停のコード番号、運賃制度等につい

て確認します。（確認内容により、以下のステップでの入力方法が変わります。） 

 ■ステップ４ バス停情報の入力 【１２ｐ】 

 ■ステップ５ 経路・系統情報の入力 【２１p】 

 ■ステップ６ 時刻表の入力 【２４ｐ】 

 ■ステップ７ 営業所情報の入力（必要な場合のみ） 【２９ｐ】 

 ■ステップ８ 運行日に関する情報の入力 【３０ｐ】 

 ■ステップ９ 運賃に関する情報の入力 【３１ｐ】 

 ■ステップ 10 よみがな、ローマ字情報の入力（必要な場合のみ） 【３７ｐ】 

 ■ステップ 11 バス停間の距離の入力（必要な場合のみ→通常は省略で可） 【３８ｐ】 

 ■ステップ 12 入力したデータのチェックと標準的なフォーマットでの出力 【３９ｐ】 

 （参考資料） 

  ・バス停の座標の修正方法                 【４２ｐ】 

  ・バス停間所要時間が固定しているときの簡易時刻入力ツール 【４７ｐ】 

  ・本ツールでできないこと  ・本マニュアルの更新履歴   【４８ｐ】 

 

※入力上の注意 
 セルに入力するときは、「、」「，」「,」「”」（全角・半角とも）を使わないでください。ま
た、セルの中で改行しないでください。 
 停留所名、停留所 ID、経路 ID には「：」「+」（プラス）を使わないでください。また、エクセ
ル上で”1-1“のように入力すると 1月 1日と変換されてしまうことがあるため、”-“（ハイフン）
を使うときは注意してください。アンダーバー”_“を使用することを推奨します。 
 各シートに前もって記入してある表頭、表側には行や列を挿入しないでください。トップシート
と提供情報・事業者情報シートには、一切、行や列を挿入しないでください。ただし、時刻表シート
のデマンド運行と停留所行先変更には行を挿入することができます。 

 

※本マニュアルの基礎資料 
 本マニュアルは、国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課が作成した「『標準的なバス
情報フォーマット』解説」（平成 29 年 3 月 30 日初版発行）を参照して作成しています。一部、同
解説の表現をそのまま使用しているところがありますが、マニュアルとして煩雑となることを防ぐ
ため、一部を除いて個別には引用の表記をしておりません。 
 それ以外の部分は本マニュアル作成者の考えにより記述しており、国土交通省の見解を示すもの
ではありません。 
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■ステップ１ ファイルの使用開始 

 たくさんのシートが並んでいますが、一番左の「トップシート」がベースになるシートで、ここから

他のシートへ飛ぶことができます。また、「トップシート」で入力したデータのチェックや最終的な標

準的なフォーマットへの出力を行います。 

 そのほか、データを入力するシートが並んでいます。時刻表シート、運賃表シート、距離表シートは

必要に応じて追加していきます。シートを挿入し、元のシートを全面コピーして、シート名を変更しま

す。各シート名の最初の文字をそれぞれ“時刻表”、“運賃表”、“距離表”としてください。 

 最後の「パラメータ」シートと「説明」シートはプログラムが使用するシートですので、利用者が直

接操作することはありません。 

 ボタンの横にある「？」のボタンをクリックすると、そのボタンの説明が表示されます。 

 

 
図 1-1 トップシート 

  

・“標準的なバス情報のフォーマット出力ファイル.xlsm”をコピーして、ファイル名を適当な名

前、例えば、”○○バス 20180401 改正.xlsm”に変更します。以後、このファイルにデータを入力

していきます。 

・早速、このファイルを開いてみましょう。ファイルを開くときに「セキュリティの警告」が表示

されたときは「コンテンツの有効化」をクリックして、マクロが実行できるようにします。 
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■ステップ２ 運営主体やバス事業者に関する基礎的な情報の入力 

(1) フォルダ名の入力 

使用するシート＝「トップシート」 

・作成する標準的なフォーマットのファイルを保存するフォルダを PC 上に作成し、データ保存フォ

ルダ欄にそのフォルダ名を入力します（図 2-1 ①）。 

・標準的なフォーマットを作成するときに自動的に作成されるフォルダに使うバス会社の名称等を

フォルダ名用バス名称欄に入力します（図 2-1 ②）。 

 

 

図 2-1 フォルダ名の入力 

 

 まず、バスデータを保存するフォルダを PC 上に作成し、その名前を①に入力します。ダイヤ改正等

によりバスデータを更新していきますので、このフォルダの下にバージョンごとのフォルダが自動的

に追加されるようになっています。 

 バージョン情報は次の「提供情報・事業者情報」シートで入力します。例えば、バージョン情報

に”2018_v01”と記入すると、 

  C:\バスデータ\gtfs_福井シティバス 2018_v01\gtfs 

というフォルダが作成されて、その中に標準的なフォーマットのファイルが作成されます。 

 

(2) 提供情報の入力 

使用するシート＝「提供情報・事業者情報」シート 

・提供組織名と URL の欄にこのバスデータを作成し外部に提供する者の組織名とホームページの URL

を入力します（図 2-2 ①、②）。 

・言語は日本語で固定ですので、”ja”のまま変更の必要はありません（図 2-2 ③）。 

・このデータの有効期間を提供開始日、提供終了日として入力します（図 2-2 ④、⑤）。 

・提供するデータのバージョンを入力します（図 2-2 ⑥）。 

 

図 2-2 提供情報の入力 

 

 提供情報とは、今回作成して提供するバスデータに関する情報という意味です。 

 標準的なフォーマットでは、「提供組織名」、「事業者名称」、「事業者正式名称」の３つを入力し

ます。似たような語ですが、これらは次のように使い分けるとよいでしょう。 

■提供組織名：このデータを作成し、提供する組織の名称。 

■事業者名称：経路案内で案内するのが適当な名称。交通案内図やバス停、時刻表、ホームページ、バ



5 
 

ス車体等に実際に記載している名称。 

■事業者正式名称：バスの運営主体の正式名称 

＜ケース１＞ 

 市町村がコミュニティバスを運営し、運行を民間バス事業者に委託しているが、バスデータは市町

村が提供する場合。 

 提供組織名：○○市企画部交通政策課 

 事業者名称：○○市コミュニティバス 

 事業者正式名称：○○市 

＜ケース２＞ 

 市町村がコミュニティバスを運営し、運行を民間バス事業者に委託し、バスデータはバス事業者が

提供する場合。 

 提供組織名：△△バス株式会社 

 事業者名称：○○市コミュニティバス 

 事業者正式名称：○○市 

＜ケース３＞ 

 民間バス事業者が運営し、バスデータもバス事業者が提供する場合。 

 提供組織名：△△バス株式会社 

 事業者名称：△△バス 

 事業者正式名称：△△バス株式会社 

 

 市町村が運営するバスの事業者名称としては、単に「市営バス」、「町民バス」といった名称や「ふ

れあいバス」、「ひまわり号」のような愛称もあるでしょう。ただし、市町村外の人から検索されるこ

とも想定すると、市町村名も記載しておいたほうがよいでしょう。 

 

 ダイヤ改正時にバスデータの更新を忘れてしまい、古いデータが長期間流通してしまうことを防ぐ

ために、１年程度の期間で提供開始日と提供終了日を記載しておきます（図の④、⑤）。次のダイヤ改

正の日付が決まっていれば、その前日を提供終了日にします。４月に改訂することが多ければ、3月 31

日を提供終了日としておけばよいでしょう。日付は西暦年、月、日を続けた 8 桁の数字で入力してく

ださい。（YYYYMMDD 形式。例、2018 年 4 月 1日＝”20180401”） 

 バージョン情報の記述方法は任意ですが、国交省の解説書では「ダイヤ改正日（YYYYMMDD）」＋「社

内の管理コード（_XXXXX）」等による表記が望ましいとしています1。 

 提供開始日と終了日、バージョン情報の３項目は任意項目となっていますが、国内の経路検索事業

者用には必須項目ですので、必ず入力して、「採用、省略」の欄にも”1”を入力してください。 

 

 提供終了日が近づいてきたら、ダイヤ改正等がなくても提供開始日、提供終了日を書き換えて、再

度、標準的なフォーマットで出力します。実際には、祝日や年末年始を記入する「運行日情報シート」

を毎年更新する必要があることが多いので、年に１回、少なくとも運行日情報シートを更新して新し

いファイルを提供・公開することが望ましいでしょう。 

 注）バージョン情報、有効期間の記載方法については、今後、コンテンツプロバイダ等の意見を

参考に変更する可能性があります。 

                                                 
1 国土交通省「『標準的なバス情報フォーマット』解説（初版）」平成 29 年 3月、23p 
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(3) 事業者情報の入力 

使用するシート＝「提供情報・事業者情報」シート 

・事業者 ID、名称、URL の各欄にバス運営主体の法人番号、バスの名称、このバスの情報を公開して

いるホームページの URL を入力します（図 2-3 ①、②、③）。 

・タイムゾーンと言語は日本時間、日本語で固定ですので、”Asia/Tokyo”、”ja”のまま変更の必要

はありません（図 2-3 ④、⑤）。 

・電話番号には利用者からの問合せ先の電話番号を入力します（図 2-3 ⑥）。［任意］ 

・オンライン購入 URL には、乗車券類をオンラインで購入可能な場合に、その URL を入力します。オ

ンライン購入不可の場合は省略します（図 2-3 ⑦）。［任意］ 

・事業者 E メールには、利用者からの問合せ等を受け付ける E メールアドレスを入力します（図 2-3 

⑧）。［任意］ 

 

図 2-3 事業者情報の入力 

 

 事業者 ID にはバス運営主体の法人番号に”_”（アンダーバー）で枝番を付けたものを入力します。

１事業者に１つのバスデータしかない場合でも”_0”を付けて下さい。②の欄は「事業者名称」となっ

ていますが、実際にはバスの名称（”○○市コミュニティバス”、”△△町ひまわり号”など）を入力

します。市町村が異なる名称のコミュニティバスを複数運行している場合は、②の欄の内容が違って

くるので、ファイル自体を分けて作成し法人番号の枝番で区別します。市町村を含む法人番号は国税

庁の「法人番号公表サイト」で検索できます。http://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

 事業者 ID は可能な限り変更しないよう留意が必要です。このため、コミュニティバスで運行をバス

事業者に委託している場合は、委託先のバス事業者が変わる可能性があるため、運行主体は市町村と

してください。 

 電話番号以下の３項目は該当がなければ空欄とし、「採用、省略」の欄も”0”で構いません。 

 

(4) 事業者追加情報の入力 

使用するシート＝「提供情報・事業者情報」シート 

・事業者 ID は上の「事業者情報」で入力したものと同じものを入力します（図 2-4 ①）。 

・以下、事業者の正式名称、郵便番号、住所、代表者肩書、代表者氏名を入力します（図 2-4 ②～⑥）。 

 

図 2-4 事業者追加情報の入力 
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 ②の「事業者正式名称」には市町村名や会社名を入力します。 

 郵便番号はハイフンなしの半角数字 7 桁で入力してください。住所は都道府県名から入力し、省略

せずに全角文字で入力します。「丁目」、「番」、「号」、「番地」等の文字も省略せずに入力してく

ださい。 

 事業者追加情報は必須ではありませんが、通常、(3)で入力した事業者名称（バス名称。例えば、「ふ

れあいバス」や「△△バス」）とここで入力する事業者正式名称（例えば、「○○市」「△△バス株式

会社」）は異なるので、極力入力して採用してください。 
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■ステップ３ バスデータを入力する前に確認しておきたいこと 

 ステップ４以降でバス停や時刻表、運賃のデータを入力しますが、その前にバス停と運賃について、

確認しておいていただきたいことがあります。 

 

(1) 「バス停」の考え方＝「親停留所」と「標柱」 

 最初に、標準的なバス情報フォーマットにおける「バス停」の考え方を説明します。下の図を見てく

ださい。「親停留所」と「標柱」の２つのとらえ方をします。標柱はいわゆるバス停ポールのことです。

通常、バス停には上り線用と下り線用の２つの標柱がありますし、駅前広場やバスターミナル、大きな

交差点の周辺で多くの標柱がある場合もあります。 

 これらを一つ一つ捉えたものが標柱で、同一名称の標柱をまとめて扱うのが親停留所です。 

 営業キロや運賃は親停留所を基準にして定められているものと思われます。一つの標柱に複数の路

線が停車するときでも、原則、標柱は１本として扱います。 

 なお、データ入力を簡易に行うため、便宜的に標柱データを一つだけ入力して上下両方向の標柱を

代表させることもできます。このときは、標柱の座標が実際の標柱の位置（バスが止まる位置）と異な

ることになることに留意してください。 

 

図 3-1 親停留所と標柱の関係 

 

※標柱のないバス停、フリー乗降区間の扱い 

 農山村部などで商店や郵便局の前などにバスが停車することが地元の利用者によく知られていることから

標柱が立っていないバス停があります。また、上り下りのバスが通過するところでも道路の片側にしか標柱が

立っていないバス停もあります。このようなバス停では、実際にバスが停車するところに標柱があるものと仮

定して標柱データを作成します。 

 また、フリー乗降区間についてはこの標準的なフォーマットでは記述できないので、あらかじめ定められた

バス停のみの情報を入力します。 

 

 

(2) バス停に関する確認 

Ａ バス停の座標データの有無 

 バスデータではバス停の位置（緯度経度による座標値）のデータが必要です。手元にあるバス停の位

置情報が標柱の位置か親停留所の位置かを確認してください。 

  A1：標柱ごとの位置情報がある 

  A2：親停留所ごとの位置情報がある 
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※停留所、標柱の座標について 

 バス事業者や市町村で停留所、標柱の座標の資料を持っている場合はその資料を使います。座標

データがない場合は、インターネット上の電子地図（例：国土地理院の地理院地図）上で座標を調

べるか、GPS 機器を用いて実測します。コミュニティバスについては、平成 28年度に国土交通省総

合政策局が実施した調査でバス停の座標を調査していますのでそのデータが利用できる可能性があ

ります。 

 

Ｂ バス停のコード番号 

 市町村やバス事業者が日常使っているバス停のコード番号はありますでしょうか。あれば、この標

準的なフォーマットでもそのコードを使うこととします。そのコードは標柱ごとに付けられています

か、それとも親停留所ごとに付けられていますか。コードは重複があってはいけません。標柱と親停留

所の両方にコードがある場合、標柱と親停留所のコードに重複があってはいけません。 

  B1：標柱ごとのコードがある（親停留所のコードはない） 

  B2：親停留所のコードがある（標柱ごとのコードはない） 

  B3：標柱と親停留所の両方のコードがある 

 B4：どちらのコードもない 

 

(3) 運賃に関する確認 

Ｃ 運賃情報を出力するか 

 標準的なフォーマットで運賃情報を出力するか決めてください。ここで出力するのは大人１名の現

金払いの運賃です。ＩＣカードを利用したときの運賃やこども運賃は出力しません。 

 国内の経路検索事業者においては運賃情報を必須としている事業者が多いことから、出力すること

を推奨します。 

  C1：運賃情報を出力しない 

  C2：運賃情報を出力する 

 

Ｄ 運賃制度 

 運賃制度はどのようでしょうか。運賃には均一運賃と対キロ運賃があります。対キロ運賃では運賃

表（いわゆる三角表）を入力することになりますが、運賃表の作成方式には区界停留所方式、代表停留

所方式などがあります。路線（系統）ごとに、下のどの運賃方式に該当するかを確認してください。 

 それぞれの運賃方式の説明は、次ページの枠内を参照してください。 

 

  D1：均一運賃 

  D2：区界停留所方式 

  D3：代表停留所方式 

  D4：全停留所方式 
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運賃方法の説明 

１.均一運賃 

 路線内でどの停留所からどの停留所まで乗車しても同一運賃とする方法です。運賃の情報として

は、金額だけ入力します。 

 

２．区界停留所方式 

 運賃の変化点となる停留所（区界停留所）を定める方法です。運賃は区界停留所間の運賃を示す

表（いわゆる三角表）で示されます。区界停留所の運賃は当該停留所の交わる欄の運賃となり、そ

れ以外の停留所（区界停留所の間の停留所）の運賃は、乗車区間に対して外側の区界停留所が交わ

る欄の運賃となります。下の図Ａのように、ＥからＬの運賃は運賃表の中のそれぞれの外側の区界

停留所であるＣとＭの交わる欄の運賃となります。 

 また、区界停留所方式の変形として、区界停留所以外の停留所を運賃計算上は隣接する区界停留

所とみなす場合があります。図ＢではＤをＣと同じ、ＬをＫと同じとみなしています。ＥからＬの

運賃は運賃表のＣとＫの交わる欄の運賃となります。ＤやＬを指定停留所といいます。 

 

３．代表停留所方式 

 路線をいくつかの区間に区切って、その区間間の運賃を運賃表で示す方法です。各区間を代表す

る停留所の名称を運賃表に記載するので本マニュアルでは「代表停留所方式」と呼ぶこととしま

す。上記の区界代表方式ではバス停の並び順が分かっていれば、運賃表から運賃を知ることができ

ますが、代表停留所方式では各バス停がどの区間に属するかの情報が必要です。下図のように、入

力元の運賃表に代表停留所以外のバス停名が記載されている必要があります。 

 この方式は、上記の区界停留所方式で区界停留所以外のすべてのバス停を指定停留所とした場合

と同じになります。 

 

４．全停留所間方式 

 運賃表にすべての停留所を記載する方式です。本マニュアルでは「全停留所方式」と呼ぶことと

します。運賃の決め方は上記の区界停留所方式や代表停留所方式（区間方式）であっても、本ツー

ルに入力する運賃表が全停留所を記載したものであるときには、全停留所間方式とみなして作業を

進めます。 
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※三角表では表現できない運賃 

 バスの運賃は多くの場合、三角表で表示されています。しかし、三角表では表示できない運

賃があります。前ページの区界停留所方式の場合で区界停留所と運賃計算上それと同じとみな

す指定停留所の間の運賃や代表停留所方式で一つの区間内のバス停間の運賃です。 

 本ツールでは、このような区間の運賃は、三角表で隣の停留所（区間）までの運賃の安い方

と同じとみなすこととしています。安い方を取らないと、遠いほうのバス停までの運賃のほう

が安いという逆転現象が起きる可能性があるからです。 

 

 また、特別に安い運賃を表現するため、三角表を工夫していると思われる場合があります。

前ページの代表停留所方式の図の中の運賃表では、区間Ａと区間Ｃから他の区間への運賃はす

べて同じです。この場合、区間Ａと区間Ｃを一緒に表示すればよいのですが、実は、バス停Ａ

～Ｄの区間は市街地ワンコイン区間で特別に 100 円になっています。そこで、運賃表に区間Ａ

と区間Ｃを分けて記載することにより、区間Ａ～区間Ｃの運賃 100 円を表示し、この区間全体

の運賃が 100 円であることを示しています。 

 

 三角表では表現しきれない運賃がある場合（上記の隣接区間の安い方とみなせばよい場合や

区間の分割で表現できる場合を除く）、本ツールでは四角表（縦軸に発区間、横軸に着区間を

並べて、同一区間発着の運賃も表示できる表）で運賃を入力する必要があります。 
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■ステップ４ バス停情報の入力 

 バス停情報を入力します。すべての親停留所と標柱についてのデータを入力します。ステップ３で

確認した区分により入力手順が異なりますので、あてはまる区分の説明を読んでください。 

使用するシート＝「停留所・標柱情報」シート 

 

(1) 停留所・標柱の ID、名称、座標の入力 

A1（標柱ごとの位置情報がある場合） →  （※A2 は p17 に飛ぶ） 

・停留所・標柱名称の欄に標柱の名称（バス停名）を、同名停留所があるときの区分語の欄には、同名停

留所があるときにそれらを区別するための地域名や路線名を入力します（図 4-1 ①、②）。 

・また、同じ漢字で読み方が違うバス停があるときは、一方によみがなを付けてください。（例、“新宿”、

“新宿（にいじゅく）”） 

・座標（緯度、経度）を入力します。他のエクセルファイルからのコピペでも構いません。（図 4-1 ③） 

・停留所・標柱区分はすべて“0”を入力します（図 4-1 ④）。 

・複数の標柱があるバス停では、標柱の上り・下り、路線等の区分、乗場番号等の欄に、標柱を区別する

語を入力します（図 4-1 ⑤）。市町村やバス事業者が使用している区分語がある場合にはそれを用いま

す。なければ、適宜入力しますが、バスターミナルなど多数の標柱があるところでは乗場番号、その他

のバス停では区分が分かりやすい語を記入します。この語はあとで時刻表を入力する際に利用するので、

一つの路線の中でできるだけ同じ語となるよう、上り・下り、左回り・右回りなどの語がよいでしょう。 

・残りの欄の停留所・標柱番号、よみがな、ローマ字表記、停留所・標柱付加情報、停留所・標柱 URL を

入力します。これらは、情報を出力したい項目だけ入力すれば結構です。情報を出力しない項目につい

ては、「1：採用、0：省略」の欄に”0”を入力して下さい。 

・停留所・標柱番号には、駅ナンバリングに相当する旅客向けの記号・番号を停留所や標柱が持っている

場合に当該番号を入力します。該当するものがなければ省略にします（図 4-1 ⑥）。 

・よみがな、ローマ字には、原則としてそのままの読みを入力します（図 4-1 ⑦、⑧）。（例：“はるや

まにちょうめ”、“Haruyamanichome”） 

・停留所・標柱付加情報には、停留所や標柱に隣接する施設等に関する付加情報を入力します（図 4-1 ⑨）。

（例：市役所前バス停の最寄りに市民会館がある場合、市民会館が最寄りである旨等） 

・停留所・標柱 URL には、停留所・標柱に特化した情報（時刻表やバスロケ等）を案内するための特定の

URL がある場合に入力します（図 4-1 ⑩）。 

・運賃エリア ID は、記入の必要はありません（図 4-1 ⑪）。 

 

図 4-1 標柱データの入力 
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[A1] → B1 → 

・停留所・標柱 ID に標柱のコードを入力します（図 4-2 ①）。 

・親停留所情報は空欄のままとします（4-2 ②）。 

   

図 4-2 標柱コードの入力 

 

 [A1] → B2 → 

・親停留所情報の欄に親停留所のコードを入力します（図 4-3 ①）。 

・シートの「停留所ツール」をクリックします（図 4-3 ②）。停留所シートツールが表示され

るので、「標柱データの親停留所 ID を使って標柱 ID を挿入する」をクリックします（図 4-

4 ③）。 

・ID 子番号と標柱 ID（親停留所 ID と子番号をアンダーバーで結合したもの）が自動で挿入さ

れます（図 4-5 ④、⑤）。挿入されたら「ツールを閉じる」をクリックします（図 4-4 ⑥）。 

  

図 4-3 親停留所コードの入力 図 4-4 停留所ツールの実行 

 

図 4-5 標柱 ID の自動挿入 



14 
 

  [A1] → B3 → 

・停留所・標柱 ID に標柱のコードを入力します（図 4-6 ①）。 

・親停留所情報に親停留所のコードを入力します（図 4-6 ②）。 

 もし、手持ちの標柱コードと親停留所コードに重複があるときは、例えば、親停留所コード

の先頭に識別用の文字を加えるなどして、重複がないように入力します。 

 

図 4-6 標柱 ID と親停留所 ID の入力 

  [A1] → B4 → 

・親停留所情報に親停留所の ID を入力します。適当な番号でよく、１からの通し番号で構い

ません。もちろん、親停留所が同じ標柱には同じ親停留所 ID をつけます（図 4-7 ①）。 

・シートの「停留所ツール」をクリックします（図 4-7 ②）。停留所シートツールが開きま

すので、「標柱データの親停留所 ID を使って標柱 ID を挿入する」をクリック（図 4-8 ③）

すると、自動で標柱 ID と子番号が挿入されます（図 4-7 ④、⑤）。 

・「ツールを閉じる」をクリックして停留所ツールを閉じます（図 4-8 ⑥）。 

  

図 4-7 親停留所 ID の入力 図 4-8 停留所ツールの実行 

 
図 4-9 子番号と標柱 ID の挿入 
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    最後に、停留所ツールを使って、親停留所のデータを作成します。Ｂの区分で少し操作方法が

異なります。 

  B1 → 

・現時点では親停留所情報の欄は空欄です（図 4-10 ①）。シート上部の「停留所ツール」ボ

タンをクリックします（図 4-10 ②）。 

・ツールの「親停留所 ID が記入されていない標柱の親停留所をつくる」にチェックを入れま

す（図 4-11 ③）。 

・「標柱データから親停留所のデータを作成する」をクリックします（図 4-11 ④）。 

・親停留所のデータが追加されます（図 4-12 ①）。標柱データの行には親停留所 ID が追記

されます（図 4-12 ②）。 

    標柱データの中で、標柱名称、同名停留所があるときの区分語が同じ標柱は、同一の親停留

所に属するとみなします。親停留所の ID は、その親停留所に属する標柱のうちリスト上で一番

上にある標柱の ID の前に“oya_”を付けたものになります。 

 

  

図 4-10 停留所ツールを開く 図 4-11 親停留所を作成するツールの実行く 

 

 

図 4-12 親停留所データの挿入 
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  B2、B3、B4 → 

・現時点で親停留所情報の欄に親停留所 ID が入っていますので、この ID の親停留所を追加

します。既にシートにこの ID の親停留所があれば追加しません。 

・停留所ツールを開いて、「標柱データの行に記入された親停留所 ID で親停留所をつくる」

にチェックを入れ（図 4-13 ①）、「標柱データから親停留所のデータを作成する」（図 4-

13 ②）をクリックします。 

・シートに親停留所のデータが追加されます（図 4-14 ①）。 

 

 
図 4-13 標柱データから親停留所のデータを追加するツールを実行 

 

図 4-14 親停留所のデータが追加された「停留所・標柱情報」シート 
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A2（親停留所の位置座標がある場合） →  

 親停留所の座標が分かっているときは、先に親停留所のデータを入力して、その後で標柱データを

追加していきます。 

・停留所・標柱名称の欄に停留所の名称（バス停名）を、同名停留所があるときの区分語の欄には、

同名停留所があるときにそれらを区別するための地域名や路線名を入力します（図 4-15 ①、②）。 

・また、同じ漢字で読み方が違うバス停があるときは、一方によみがなを付けてください。（例、

“新宿”、“新宿（にいじゅく）”） 

・座標（緯度、経度）を入力します。他のエクセルファイルからのコピペでも構いません（図 4-15 

③）。 

・B2、B3 のときは、停留所・標柱 ID に親停留所のコードを入力します。B1、B4 のときは、任意の

番号（例えば 1からの通し番号）を入力します（図 4-15 ④）。 

・親停留所情報の欄に親停留所の ID をコピーします（図 4-15 ⑤）。 

・停留所・標柱区分はすべて“1”を入力します（図 4-15 ⑥）。 

・残りの欄の停留所・標柱番号、よみがな、ローマ字表記、停留所・標柱付加情報、停留所・標柱

URL を入力します。これらは、情報を出力したい項目だけ入力すれば結構です。情報を出力しない

項目については、「1：採用、0：省略」の欄に”0”を入力して下さい。 

・停留所・標柱番号には、駅ナンバリングに相当する旅客向けの記号・番号を停留所や標柱が持っ

ている場合に当該番号を入力します。該当するものがなければ省略にします（図 4-15 ⑦）。 

・よみがな、ローマ字には、原則としてそのままの読みを入力します（図 4-15 ⑧、⑨）。（例：“は

るやまにちょうめ”、“Haruyamanichome”） 

・停留所・標柱付加情報には、停留所や標柱に隣接する施設等に関する付加情報を入力します（図

4-15 ⑩）。（例：市役所前バス停の最寄りに市民会館がある場合、市民会館が最寄りである旨等） 

・停留所・標柱 URL には、停留所・標柱に特化した情報（時刻表やバスロケ等）を案内するための

特定の URL がある場合に入力します（図 4-15 ⑪）。 

・運賃エリア ID は、入力不要です（図 4-15⑫） 

  

 

図 4-15 親停留所データの入力 
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 次に標柱データを作成します。それぞれの親停留所の下にその親停留所に属する標柱データを挿入

していきます。それぞれの親停留所にある標柱の数だけ標柱データを挿入します。 

【以下は、親停留所を１つづつ処理する方法です。すべての親停留所を一度に処理する方法は次ペ

ージを見てください。】 

・一番上の親停留所の名称のセルを選択して（図 4-16 ①）、「停留所ツール」をクリックします

（図 4-16 ②）。 

・停留所ツールの「緯度経度、運賃エリア ID もコピーする」にチェックを入れます（図 4-17①）。

（ただし、現時点では運賃エリア ID は使用していません。） 

・停留所ツールの「親停留所の下に標柱データを１行挿入する」（図 4-17 ②）をクリックすると、

標柱データが１行追加されます（図 4-18）。 

・停留所ツールの「親停留所の下に標柱データを２行挿入する」（図 4-17 ③）をクリックすると、

標柱データが２行追加されます（図 4-19）。 

・３行以上挿入するときは、②、③を必要な回数クリックします。例えば、②を１回、③を３回クリ

ックすると、７行挿入されます。 

・次の親停留所に挿入するときは、「次の親停留所へ」（図 4-17 ④）をクリックします。前の親停

留所に移行するときは、「前の親停留所へ」（図 4-17 ⑤）をクリックします。 

・もし間違った行を挿入した場合は、「ツールを閉じる」（図 4-17⑥）クリックして一旦ツールを

閉じてから、行削除してください。 

 片回りの循環路線や上下の標柱を１つの標柱データで兼ねてしまう場合は、１つの親停留所に対し

て１つの標柱を挿入すれば結構です。上下の標柱を別々に扱うときは２つの標柱を挿入します。 

 親停留所の数が多いときは、次ページの「すべての親停留所に標柱データを挿入する」を利用すると

効率的です。 

 バスターミナルの親停留所に多数の標柱があるときや、終点では標柱が１つしかない場合でも、い

ったんすべての親停留所に２つの標柱を追加しておいて、本ページの方法で標柱を追加したり、行削

除で余分な標柱データを削除すればよいでしょう。 

 

 

 

図 4-16 停留所ツールを開く 図 4-17 標柱データ挿入ツールを使う 
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図 4-18 標柱を１行挿入 図 4-19 標柱を２行挿入 

  

 親停留所のよみがな、ローマ字、緯度経度、同名停留所の区別語、停留所付加情報は、そのまま標柱

データにコピーされます。 

 最後の停留所・標柱データの次の行の「停留所・標柱 ID」の欄に、データの最後を明示するため、

“END”と入力します。 

 

 

【すべての親停留所に標柱行を追加する場合】 

・すべての親停留所の下に１行（２行）の標柱を挿入するときは、図 4-20 の①、②各ボタンをクリ

ックしてください。 

・標柱データが挿入されますので、「ツールを閉じる」（図 4-20③）をクリックします。 

 

 

図 2-20 すべての親停留所の下に標柱を挿入するボタン 
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 次に各標柱がどの標柱なのかを区別するための語を入力します。 

・作成した標柱データの標柱の上り・下り、路線等の区分、乗場番号等の欄に、その標柱が停留所

の中のどの標柱であるのかを示す語を入力します。標柱が複数ある停留所ではすべての標柱に記

入してください（図 4-21 ①）。 

 

 

図 4-21 標柱の上り・下り、路線等の区分、乗場番号等の入力 

 

 後のステップで路線の時刻表を入力するときに標柱を記入する必要がありますので、一つの路線で

同じ語が連続するように下り・上り、左回り・右回りなどの語が適当です。バスターミナル等では乗り

場番号を入力します。降車用の標柱が決まっているときは“降車場”の標柱も作成しておきます。 

 大きな交差点の周辺などで標柱が多数あるときは方面名等を記入します。分岐交差点の分かれた先

にそれぞれの方向の標柱があるときは、“○○線上り”、“△△線下り”、“北方向” 、“○○方面

右折用”のように記入すればよいでしょう。 

 もちろん、市町村やバス事業者内で既に使用している名称がある場合はそれを記入しても構いませ

ん。以後の時刻表シートの入力やデータ更新時の管理のしやすさなどを勘案して決めていただいて構

いません。 
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■ステップ５ 経路情報の入力 

 次に、経路・系統情報を入力します。 

 使用するシート＝「経路情報」シート 

・経路ごとに各情報項目を入力します。（図 5-1） 

・経路は、往路・復路を別経路とします。また、起終点違い（途中止まり、途中発）、経由違い、通

過バス停の違い、運賃違い（深夜バスを含む）も別経路として設定します。 

・ダイヤ改正等があった場合でも、経路が変わらない場合は、IDは引き継ぐことを推奨します。 

・必須区分が「任意」となっている項目のうちデータを入力した項目には採用・省略の欄に“1”を

入力してください。 

 

 

 

図 5-1 経路情報シートの入力 

 

・経路 ID にはバス事業者や市町村が内部的に利用しているコードをそのまま設定可能です。ただ

し、同一の ID がないようにする必要がありますので、上りと下りで同じコードを使っている場合

や途中始発・止まりがある場合等は適宜、アンダーバーで枝番を付けてください（図 5-1①）。 

  ※コミュニティバスの経路 ID、経路名については 23p のコラムを参照してください。 

・事業者 ID には提供情報・事業者情報シートで入力した事業者 ID を入力します（図 5-1②）。 

・経路略称には、系統番号（例：東 16）、路線名称（例：駒沢線）、コミュニティバス等の愛称（例：

ふれあいバス）等、当該系統を識別可能な略称を入力します。次の経路名に入力があり特に略称が

ないときは空欄でかまいません。また、急行・快速・直通等の運行種別についても追記して下さい

（図 5-1③）。は、空欄として下さい。（一定以上の長さの文字列を入力した場合、Google でエ

ラーが出る現象がありましたので、暫定的にここは空欄とします。） 

・経路名には、経由地や目的地等を含んだ経路に関する詳細な情報を入力します。（図 5-1④）。異

なる経路 ID が同じ経路名になっていると Google でエラーになりますので、路線名だけでなく、

上り下りの別、起点・終点・経由地の別などを含めて記載してください。 

  ※コミュニティバスの経路 ID、経路名については 23p のコラムを参照してください。 
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・経路情報には、経路に関する注記がある場合に入力します。例えば、運行日の情報は別シート（運

行区分情報シート、運行日情報シート）で記述しますが、そこで記述が困難な不定期の運行等の説

明（「学校休業日に一部運休となる便があります」等）を記入します（図 5-1⑤）。 

・ダイヤ改正日は、この路線のデータのダイヤ改正日を記入してください（図 5-1⑥）。 

・起点、経過地、終点には、路線を表示する際に起点、経過地（経由）、終点に使用される名称を記

入します（図 5-1⑦、⑧、⑨）。 

・循環路線には、ＪＲ山手線のように終点に着いてもそのまま乗り続けていられる路線のと

き、”1”を記入します（図 5-1⑩）。単に起点に戻ってくる路線ではありません。 

・経路 URL には、経路に特化した情報を案内するためのホームページがある場合に入力します（図

5-1⑪）。 

・経路色には、経路を線やラベルなどで表現する場合の色を指定します（図 5-1⑫）。経路文字色に

は、経路を線やラベルで表現したときに、その上に系統名などを表示する場合の色を指定します

（図 5-1⑬）。色は 6 桁の 16 進数で入力します。両方指定するときは、経路色と経路文字色のコ

ントラストに注意してください。 

・路線 ID には、複数の経路を束ねた路線名を入力します。時刻表等の案内で用います（図 5-1⑭）。 

・運賃表名には、その経路の運賃表の名前を記入します。路線名が運賃表名に使われている場合が

多いと想定されます。実際の運賃表は運賃表シートに記入しますが、この運賃表名と運賃表シート

に記入する運賃表名を同じとして下さい（図 5-1⑮）。 

  均一運賃のときは“均一運賃”と記入して下さい。均一運賃が複数（例えば、100 円路線と 200

円路線）あるときは、“均一運賃 100”、“均一運賃 200”のように記入すればよいでしょう。 

・運賃表のシート名には、実際に運賃表を入力した運賃表シートの名前を記入します（図 5-1⑯）。

運賃表名、運賃表のシート名の欄は、実際に運賃表シートに入力してから記入しても構いません。 

・運賃区分には、ステップ３で確認した、この路線の運賃方式を 1～4の数字で記入します（図 5-1

⑰）。 

  1：均一運賃 

  2：区界停留所方式 

  3：代表停留所方式 

  4：全停留所間方式 

・支払いタイミングには、利用者が運賃を支払うタイミングを記入します。後払い（降車時支払い）

の経路では“0”を、前払い（乗車時支払い）のときは“1”を入力します（図 5-1⑱）。 

・乗換には、この運賃で他の便に乗換が可能かどうかを記入します。乗換不可のときは“0”を、１

回乗換可能なときは“1”を、２回乗換可能なときは“2”を記入し、乗換回数に制限がないときは

空欄とします（図 5-1⑲）。 

・乗換有効期限には、この運賃で乗換が可能な場合、乗換期限が切れるまでの時間を秒単位で記入

します。乗換不可のときや特に乗換制限時間がないときは、空欄のままとします。全路線が乗換不

可の場合や、特に、乗換期限を設けていなければ省略でかまいません（一番上の「採用、省略」欄

に“0”を記入）（図 5-1⑳）。 
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コラム：コミュニティバスにおける経路 ID と経路名 

 

 １日の便数が少ないコミュニティバスでは、ほとんどの便の起終点、経由地、停車バス停が異な

る路線があります。 

 このような路線では、全便に異なる経路 ID を付けたほうが分かりやすいことがあります。その場

合は、経路名に便番号も記載すればよいでしょう。次の例をご覧ください。 

   経路 ID  経路名        起点   経過地      終点 

   A_1_1   ○○線（上り 1便）  奥山   小学校      市民病院 

      A_1_2   ○○線（上り 2便）  中山   市民病院     市役所 

      A_1_3   ○○線（上り 3便）  奥山   市民病院     市役所 

      A_1_4   ○○線（上り 4便）  奥山   市民病院     市役所 

      A_2_1   ○○線（下り 1便）  市役所  市民病院     中山 

      A_2_2   ○○線（下り 2便）  市民病院 市民病院・小学校 奥山 

      A_2_3   ○○線（下り 3便）  市民病院 市民病院・小学校 奥山 

      A_2_4   ○○線（下り 4便）  市役所  市民病院     奥山 

 この場合、上りの 3便と 4便、下りの 2便と 3便は同じ経路 ID でもよいのですが、あえて異なる

ID を設定しています。 

 

※色の 6桁 16 進数表示 

 ３原色（赤、緑、青＝RGB）を混合することによって様々な色を

作ることができますが、３原色の各色の強さの程度を数値にして

記述する方法の一つが 6桁 16 進数表示です。まず、各色の程度を

0～255（16 進数だと 00～FF）の数値として、これを赤、緑、青の

順で並べたものが 6桁 16 進数表示となります。 

 具体的にどのような色になるかは、例えば、エクセルで「フォン

トの色」→「色の設定」→「ユーザー設定」とし、カラーモデルで

“RGB”を選ぶと、各色の程度の数値の組み合わせと実際の色を見

ることができます。 
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■ステップ６ 時刻表の入力 

 便ごとの時刻表を入力します。図 6-1 が時刻表を入力するシートです。このシートを必要な数コピ

ーして使用します。シート名は“時刻表 1”、“時刻表 2”のように付けて、最初の３文字は必ず“時

刻表”とします。 

 １枚のシートには同一方向に向かう複数の路線（経路）をまとめて記入できます。途中で枝分かれす

る複数の路線（経路）を記入しても構いませんが、必ず下方向に運行するようにして下さい。上りと下

りは別シートとします。平日、土曜、休日の便を同一のシートに記入してかまいません。 

 また、記入する各便の起点から終点までの全バス停が１つのシートに収まるようにしてください。

つまり、１つの便が複数のシートにまたがらないようにします。 

 

図 6-1 時刻表シート 

・路線名・方面名に路線名等を入力します（図 6-2 ①）。 

・停留所名と同名停留所の区分語を起点から終点まで入力します（図 6-2 ②、③）。終点のバス停

の下に１行以上の空白行を入れて下さい。 

・通過順位の欄に上から順に番号を振ります（図 6-2 ④）。 

  ※数の飛びがあってもかまいませんが、必ず下に向かって増加するようにしてください。 

・上り、下り、路線、乗り場番号等の欄に停留所・標柱情報のシートに記入した語と同じ語を入力

します（図 6-2 ⑤）。 

  ※交差点の周辺で方面別に標柱がある場合は、注意して入力してください。 

・発着の欄にはその行が発時刻なのか着時刻なのかの区別を“発”、“着”で記入します。何も記入

していなければ、各便の終点バス停の時刻は着、それ以外のバス停の時刻は発とみなしますので、

着発両方の時刻を入力するバス停（しばらく停車している便があるなど着時刻の行と発時刻の行

があるバス停）や降車専用で時刻表では着時刻を記載しているバス停では“着”を記入し、その他

のバス停では空欄のままでもかまいません（図 6-2 ⑥）。 

・発着の右側の欄には、バス停が乗車専用のときには“2”、降車専用のときには“3”を入力しま

す。乗車・降車両方可の“1”は省略できます（図 6-2 ⑦）。空港連絡バスの市内バス停で空港行

は乗車専用、空港発は降車専用の路線が典型例です。始発・終点のバス停は必然的に乗車のみ、降
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車のみになりますが、特に記載する必要はありません。 

・次にページ上方の「時刻表ツール」をクリックします（図 6-2 ⑧）。 

・時刻表ツールが表示されますので、「停留所名から標柱 ID を入れる」（図 6-3 ①）をクリックす

るとシートの標柱 ID 欄に標柱 ID が入力されます（図 6-4 ①）。 

・※停留所名ではなく、標柱 ID を先に入力することもできます。その時は、停留所ツールで「標柱

ID から停留所名を入れる」をクリックすると、停留所名と同名停留所の区分語、上り・下り等が

自動で挿入されます。 

 

 

 

図 6-3 時刻表ツールの実行 

 

図 6-2 時刻表シートへの入力 図 6-4 標柱 ID の自動入力 

  

 次に、区界停留所 or 運賃区間の欄を入力します。ステップ３で確認した運賃方式で、D1（均一運

賃）、D4（全停留所間方式）のときは記入不要です。 

 D2（区界停留所方式）のときは、区界停留所ごとに符号をつけて、その符号を入力します（図 6-

5①）。運賃計算上、運賃区界と同じとみなす停留所（指定停留所）には同じ符号を入力します。 

 D3（代表停留所方式）のときは、運賃区間ごとに符号をつけて、その符号を各停留所の欄に入力

します（図 6-6①）。 

 これらの符号は運賃表の入力でも使用します。D2では区界停留所（及び同じとみなす停留所）の

みに、D3 ではすべての停留所に符号を入力することになります。 

 

  

図 6-5 区界停留所の符号の入力 図 6-6 運賃区間の符号の入力 

 



26 
 

次に、各便の情報と時刻表を入力します。 

・経路 ID から営業所 ID までの各項目に入力します。 

・経路 ID には、経路情報シートに入力した経路 ID を記入します。 

・往路、復路の欄には往路・復路の別を入力します。（任意です） 

・便番号には、便を特定する番号を記入します。運行ダイヤで使っている番号があれば、それを入

力します。 

・運行日 ID は平日、土曜、休日などの運行日を示す ID を入力します。運行日 ID については、ステ

ップ８で説明します。 

・便名称には、便を特定可能な名称があり旅客に案内する必要がある場合に記入します。（例：萩

エクスプレス１号） ただし、○号等の表示がなく当該便の特定ができない場合は、便行先の欄に

行先に加えて名称を記載します。（例：萩エクスプレス 東京駅八重洲口行） 

・便行先の欄には、行先と経由を記入します。行先に加えて種別も併記します。（例：急行 東京ス

カイツリー経由錦糸町駅行） 

・当該バスが終点で別の便に変わり、引き続き乗車ができる場合、連続便の経路 ID、運行日 ID、便

番号を入力します。（例：福 02_1 経路、平日、3 便が終点でそのまま 4 便として発車するとき、

“福 02_1”、“平日”、“4”と入力。）別の経路の便になる場合でも構いません。 

・便情報には、便の案内時に説明が必要な内容を記入します。（例：「学校休業日に一部運休となる

便があります」等） 

・便記号には、時刻表形式で案内を行う場合に、便情報に代わり時刻に付ける記号を記入します。 

・描画 ID には、記入しません。（このエクセルファイルの機能拡張時用です。） 

  ※標準的なフォーマットの仕様で「描画 ID」がありますが、このエクセルファイルでは対応し

ていません。 

・車いす利用区分には、車いすの乗車可否について記入します。車いすによる乗車可否の情報なし

は“0”、少なくとも１台の車いす乗車可能は“1”、車いすによる乗車不可は“2”を記入します。 

・自転車持込区分には、自転車の持込可否について記入します。自転車の持込可否の情報なしは“0”、

少なくとも１台の持込可能は“1”、自転車の持込不可は“2”を記入します。 

・営業所 ID には、当該便の営業所の ID を記入します。この欄に記入したときは、「営業所情報」

シートにも記入します。問い合わせ先が営業所の場合に入力します。 

・各停留所の行に時刻を入力します。“：”を入れずに半角数字で“845”、“1457”のように記入

します。停車する停留所だけ入力すれば結構です。通過する（停車しない）停留所や経由しない停

留所には“↓”等の記号を入れても大丈夫です。このツールでは、セルに数字以外の文字が入力さ

れているときは、その停留所には停車しないものとして扱います。 

  数字（時刻）が入っている一番上の停留所が始発バス停、数字（時刻）が入っている一番下の停

留所が終点バス停となります。 

・時刻には他のエクセルファイルやウェブ上の時刻表からのコピペでも結構です。元のエクセルの

セルの書式が時刻表示のときはそのままコピーして構いません。（その場合は“：”が入ったまま

で大丈夫です。） 

  ※深夜の 0時以降の時刻は、“2415”、“2534”のように 24 時台、25 時台として入力します。 
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図 6-7 各便の情報と時刻表の入力 

 

 

・デマンド運行がある場合には「デマンド運行がある場合に記入」の下に記入します。デマンド運

行の区間内の停留所（定期運行とデマンド運行の境界の停留所を除く）を通過順位で記入し、デマ

ンド運行になる便の当該行に“1”を入力します（図 6-8）。デマンド運行が多数あるときは適宜、

行を挿入してください。 

・図 6-8 の例では、福井駅発 700 の便で福井駅と駅前商店街のバス停で乗降する場合と、福井駅発

859 の便でハッピー・治療室と田原町駅のバス停で乗降する場合に事前の予約が必要であることを

示します。 

 

 

図 6-8 デマンド運行の記入例 

 

・バス停間の所要時間がどの便でも同じときは、簡易に入力できるツールがあります。使い方は巻

末参考資料をご覧ください。 
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・途中で停留所の時刻表等に表示する行先表示が変わる経路・便があるときは「途中で停留所行先表

示が変わる場合に記入」の下に記入します。変わる停留所を通過順位で指定し、変更の内容を「停留所

行先の変更」の右セルに入力します。行先の変更が多数あるときは適宜、行を挿入してください。 

 ※「市立病院経由○○駅行」のように行先表示に経由地が入っているときには、その経由地を過ぎる

と経由地の表示は不要になりますので、行先表示が変わる路線も多いと思われます。 

・変更の例として図 6-8 のような路線があります。この場合は、図 6-9 のように入力します。 

 

このような路線では行先表示が次のように変化すると考えられます。 

［A駅～C］：D経由 H行、［D～G］：H経由 A駅行、［H～B（上り方向）］A駅行 

図 6-9 停留所行先が変わる路線 

 

 

図 6-9 停留所行先が変わる場合の記入 
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■ステップ７ 営業所情報の入力（必要な場合のみ） 

 時刻表シートで便の営業所情報を入力する場合、「営業所情報」シートに記入します。 

・営業所 ID、営業所名を入力します（図 7-1 ①、②）。 

・任意項目として、営業所 URL、営業所電話番号を入力します（図 7-1 ③，④）。 

・営業所情報を出力するときは、「出力する」を選択します（図 7-1 ⑤）。 

 

 

図 7-1 営業所情報の入力 
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■ステップ８ 運行日に関する情報の入力 

 バス情報の提供においては運行日が重要です。バスの運行においては地域の事情による運行日の設

定があることから、適切に入力することが必要です。 

 まず、「運行区分情報」シートに、運行日 ID（運行日の名称）と曜日の対応を入力します。運行日

ID には、通常、“平日”、“土曜”、“休日”、“土休日”、などがあり、その他には“平日（学休日

運休）”、“月・木”、“○○祭日運転”などが考えられます。 

・運行日 ID には、運行日の名称を入力します（図 8-1 ①）。 

・各運行日 ID の行の各曜日の欄に、その運行日 ID の便が運行するかどうかを“1”：運行する、

“0”：運行しないのどちらかで入力します（図 8-1 ②）。 

・サービス開始日、サービス終了日には、この指定の有効期間を入力します。（図 8-1 ③）冬期間

だけ時刻が変わったり、運行もしくは運休する便については、有効期間でその期間を指定すること

ができます。 

 

 

図 8-1 運行区分情報シートの入力 

  

 次に曜日だけでは指定しきれない運行日を「運行日情報」シートで入力します。学休日や祭礼日など

は年度によって変わることもありますので、毎年度、作成することが望ましいでしょう。 

・運行の有無を指定する西暦年、月、日、曜日を入力します。備考欄にはその日が何の日（なぜ特

に運行を定める日なのか）かを記入しておきます。 

・表の上部には運行日 ID を並べて、その運行日 ID の便が表内の各日に運行するかどうかを、“1”：

運行する、“2”：運行しないのどちらかで入力します。 

 

 

図 8-2 運行日情報シートの入力 
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■ステップ９ 運賃に関する情報の入力 

 運賃に関する情報は、国内の経路検索事業者では必須としているところが多いことから、極力、入力

してください。運賃表を入力するシートは、元シートをコピーして複数作成することができます。シー

ト名は“運賃表1”、“運賃表2”のようにします。最初の３文字は必ず“運賃表”としてください。例

えば、“運賃表（北部方面）”のような名前でも構いません。 

・運賃表名には、運賃表の名前（路線名、整理番号等）を入力記入します（図 9-1 ①）。この運賃

表名は、「経路情報」シートで記入したものと同じものを記入します。 

・運賃区分には、“1”：均一運賃、“2”：区界停留所方式、“3”：代表停留所方式、“4”：全停

留所間方式のいずれかを入力します（図 9-1 ②）。 

・経路 ID には、その運賃表を使うすべての経路の ID（上り、下りも個別に）を入力します。ただ

し、均一運賃については記入する必要はありません（図 9-1 ③）。 

・D 列以降に運賃表を記入します。必ず D列から始めてください。 

 

図 9-1 運賃表シートの入力 

 

 運賃表シートは均一運賃とその他の方式（区界、代表、全バス停間。三角表、四角表）とで作成方法

が異なりますので、以下、分けて説明します。 

 

【均一運賃の場合】 

・均一運賃の場合は、図 9-1④のように、D列に金額のみを記入します。 

 

【区界停留所方式、代表停留所方式の場合】（三角表もしくは四角表） 

・区界停留所方式、代表停留所方式のときは、三角表または四角表で入力します。 

・運賃表には区界 ID 又は代表 ID が入力されている必要があります。実際の入力は、直接、ID を入

力する方法と、バス停名を入力し、その後でツールを利用して ID を自動入力する方法があります。 

【ID を入力する方法】 

・三角表の場合は、図 9-2 のように記入します。運賃表名が記載されている行の D 列を一番上にし

て、右下方向に斜めに区界 ID もしくは代表 ID を入力し（図 9-2③）、その下に運賃を入力します

（図 9-2④）。区界 ID、代表 ID は時刻表シートに記入したものです（図 9-2①、②）。 

  ※図 9-2 のセルの色は実際にはついていません。 

 時刻表シートで同じ区界 ID、代表 ID が複数回記述されていても、運賃表シートでは１回だけ記
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載します。 

  ※図 9-2 左上の区界停留所方式の例で、「春山２丁目」と「ハッピー・治療室」がともに B03 と

なっていますが、これはどちらかが指定停留所であるためです。 

  ※通常、時刻表シートは上りと下りで別々に作成しますが、区界 ID もしくは代表 ID は両時刻

表シートで同じとしてください。 

  ※一つの時刻表シートの中で、同一バス停が２回以上記載されることがありますが、その場合

は異なる区界 ID、代表 ID がつく場合があります。 

・運賃表ツールを使って ID の後ろにバス停名を入れることができます。運賃表シートの最上段の

「運賃表ツール」のボタンをクリックすると運賃表ツールが表示されます。「区界 ID・代表 ID を

入力した三角表・四角表に停留所名を入れる」をクリックすると（図 9-3）、運賃表にバス停名が

挿入されます（図 9-4）。バス停名の挿入は必須ではありませんが、データの目視チェック用に使

ってください。 

 

  

時刻表シートの区界 ID 時刻表シートの代表 ID 

 

図 9-2 運賃表シートの入力（ID 入力、三角表） 

  

図 9-3 運賃表ツール 図 9-4 バス停名が挿入された運賃表（三角表） 
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・四角表の場合は、図 9-5 のように記入します。表の左端に縦方向に並んでいるのが乗車側（①）、

上に横方向に並ぶのが降車側（②）になります。 

  ※乗車側と降車側の区界停留所（運賃区間、停留所）が全く同じ場合には、表の対角線と上半

分か下半分のいずれかが入力してあれば大丈夫です。（逆方向は同額とみなします） 

・四角表のときも運賃表ツールを使って ID の後ろにバス停名を入れることができます。運賃表シー

トの最上段の「運賃表ツール」のボタンをクリックすると運賃表ツールが表示されます。「区界

ID・代表 ID を入力した三角表・四角表に停留所名を入れる」をクリックすると（図 9-6）、運賃

表にバス停名が挿入されます（図 9-7）。 

 

 

図 9-5 運賃表の入力（ID 入力、四角表） 

  

図 9-6 運賃表ツール 図 9-7 バス停名が挿入された運賃表（四角表） 

 

【バス停名を入力する方法】 

・三角表の場合は、図 9-8 のように記入します。運賃表名が記載されている行の D 列を一番上にし

て、右下方向に斜めに区界停留所又は代表停留所のバス停名を入力し（図 9-8①）、その下に運賃

を入力します（図 9-8②）。 

・バス停名に「同名停留所の区分語」があるときは全角の“（”“）”で囲んでバス停名に付けま

す。（例：「田原町駅（福井市）」 

・既存の運賃表のエクセルファイルがあるときは、それをコピー＆ペーストして運賃表シートに貼

り付けても構いません。ただし、三角表の向きに気を付けてください。 

  ※図 9-8 のセルの色は実際にはついていません。 

・次に、運賃表ツールを使ってバス停名の前に ID（区界 ID 又は代表 ID）を入れます。運賃表シー

トの最上段の「運賃表ツール」のボタンをクリックすると運賃表ツールが表示されます。「停留所

名を入力した三角表・四角表に区界 ID・代表 ID を入れる」をクリックすると（図 9-9）、運賃表に

区界 ID 又は代表 ID が挿入されます（図 9-10）。 



34 
 

 
図 9-8 運賃表の入力（バス停名入力、三角表） 

  

図 9-9 運賃表ツール 図 9-10 区界 ID が挿入された運賃表（三角表） 

 

・四角表の場合は、図 9-11 のように記入します。表の左端に縦方向に並んでいるのが乗車側（①）、

上に横方向に並ぶのが降車側（②）になります。 

  ※乗車側と降車側の区界停留所（運賃区間、停留所）が全く同じ場合には、表の対角線と上半

分か下半分のいずれかが入力してあれば大丈夫です。（逆方向は同額とみなします） 

・三角表と同様に運賃表ツール（図 9-9）を使って区界 ID（又は代表 ID）を自動入力します 

 （図 9-12）。 

 

 
図 9-11 運賃表の入力（バス停名入力、四角表） 

 
図 9-12 区界 ID が挿入された運賃表（四角表） 
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【全停留所間方式の場合】（三角表もしくは四角表） 

・全停留所間方式のときは、三角表または四角表で入力します。 

・運賃表には停留所 ID（親停留所 ID）が入力されている必要がありますが、ID を直接入力するのは

間違えやすいので、バス停名を入力する方法を推奨します。 

・三角表は運賃表名の行のＤ列に最初のバス停名を入力し、順次、右下にバス停名を入力します。

その下に運賃を入力します（図 9-13）。 

 四角表は図 9-14 のように入力します。一番上の行のＤ列は空欄とします（図 9-14①）。 

・バス停名に「同名停留所の区分語」があるときは全角の“（”“）”で囲んでバス停名に付けま

す。（例：「田原町駅（福井市）」 

・既存の運賃表のエクセルファイルがあるときは、それをコピー＆ペーストして運賃表シートに貼

り付けても構いません。ただし、三角表の向きに気を付けてください。 

 

・次に、運賃表ツールを使って、停留所 ID を追加します。 

 運賃表シートの上部にある「運賃表ツール」をクリックします（図 9-15）。 

 運賃表ツールの「停留所名を入力した三角表・四角表に停留所 ID を入れる」をクリックします（図

9-16①）。三角表、四角表のバス停名の前に停留所 ID が挿入されます 

 

 

図 9-13 バス停名を入力した三角表 

図 9-14 バス停名を入力した四角表 
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図 9-15 運賃表ツールの呼び出しボタン 図 9-16 運賃表ツール 

図 9-17 停留所 ID が挿入された三角表 

図 9-18 停留所 ID が挿入された四角表 
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■ステップ 10 よみがな、ローマ字情報の入力（必要な場合のみ） 

 路線名、行先表示などによみがなやローマ字を設定するときには、「翻訳情報」シートに入力しま

す。ただし、バス停名のよみがなとローマ字は「停留所・標柱情報」シートに入力するので、ここでは、

バス停名以外のものについて入力します2。 

・翻訳元日本語には、元の日本語を入力します。（図 10-1 ① 一つの日本語には複数のよみがなや

ローマ字を設定することができないので、複数のよみがながある場合は、日本語の段階で区別が

つくようにしておく必要があります。例えば、“新宿”を「しんじゅく」と読むバス停と「にいじ

ゅく」と読むバス停の両方があるときは、後者のバス停名を“新宿（にいじゅく）”としておく必

要があります。 

・言語には、よみがな、ローマ字の区別を入力します。よみがなには“ja-Hrkt”、ローマ字には“en”

と入力します（図 10-1 ②）。 

・翻訳先言語には、よみがな、ローマ字を入力します（図 10-1 ③）。 

 

 

図 10-1 よみがな、ローマ字情報の入力 

 

  

                                                 
2 国土交通省の「『標準的なバス情報フォーマット』解説（初版）」では、翻訳情報について、「ふ

りがなや外国語対応に関しては、全ての項目に対して設定する必要はなく、停留所名や行先といった

必要性の高い項目から優先順位をつけて対応する等、業務負荷と必要性を比較考量した上で対応を検

討する必要があります。」としています。 
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■ステップ 11 バス停間の距離の入力（必要な場合のみ） 

 標準的なフォーマットでは、各便について起点から各バス停までの距離を出力することができます。

この距離を出力したいときは、「距離表」シートに入力します。量が多いときは、複数のシートにして

もかまいません。シート名は“距離表 1”、“距離表 2”のようにして、最初の３文字は必ず“距離表”

とします。“距離表（北部方面）”などのようにしてもかまいません。 

 このシートでは、区間ごとに距離を記入します。急行便があるときは独立した区間として、急行便用

の区間では停車しないバス停は記入しないようにします。 

往復で全バス停が同じときは１枚の表でかまいません。１路線を分割して複数の表にしてもかまい

ません。 

・表の上の入力方法の欄で、入力する距離が「起点からの距離」なのか「バス停間距離」なのかを選

択します（図 11-1 ①）。 

・表の上の距離単位の欄で、「km」か「m」かを選択します（図 11-1 ②）。 

・次に距離データを入力します。 

・経路 ID の欄に、当該区間の距離データを使う経路 ID を列挙します。当該区間の一部のみを通る

経路でもかまいません（図 11-1 ③）。 

・区間の起終点の欄には、当該区間の最初と最後に“起点”、“終点”と入力します。これはあくま

で当該区間の起終点なので、便や経路の起終点でなくてもかまいません（図 11-1 ④）。 

・停留所名と同名停留所があるときの区分語の欄に、当該区間の停留所を列挙します（図 11-1 ⑤、

⑥）。その後、上の「停留所名から停留所 ID を入れる」（図 11-1 ⑦）をクリックすると、停留

所 ID 欄に親停留所 ID が挿入されます（図 11-1 ⑧）。 

  ※先に停留所 ID 欄に親停留所 ID を入力して、「停留所 ID から停留所名を入れる」（図 11-1 

⑨）をクリックすると、停留所名と同名停留所があるときの区分語が挿入されます。 

・距離の欄に、起点からの距離もしくはバス停間の距離を入力します（図 11-1 ⑩）。 

  ※起点からの距離を入力するときは、起点バス停の距離は 0でなくてもかまいません。 

 

 

図 11-1 停留所間距離データの入力 

  

区間 

急⾏便では 
停⾞しない 
バス停は省く 
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■ステップ 12 入力したデータのチェックと標準的なフォーマットの出力 

 ステップ 11 までで一通りの入力が終わったら、データチェックツールを使って、データに不足や不

整合がないかチェックします。 

 

・トップシート表示させて、「データに不整合や不足がないか確認する」をクリックします（図 12-

1 ①）。運賃情報と距離表をチェックするか尋ねられますので（図 12-2）、それぞれの情報が入

力済であれば“はい”を、未入力であれば“いいえ”をクリックします。 

・データに不整合や不足があると、その旨が表示されます（図 12-3）。 

・不整合や不足の内容については、トップシートで入力したデータ保存フォルダにテキストファイ

ルで出力されます（図 12-4）。ファイル名は“要修正情報 201802028_1015.txt””のようになり、

年月日と時刻が含まれています。このファイルの中身をご覧いただき、入力データの確認及び修正

をしてください。 

・不整合や不足がない場合はその旨が表示されます。ただし、このチェックツールではすべての項

目について確認しているわけではないので、この後、標準的なファイルを出力する際に、エラーが

でる可能があります。 

 

 

図 12-1 データの不整合や不足のチェック 

図 12-2 運賃情報と距離表のチェックの確認 図 12-3 不整合や不足ありの表示 

 

図 12-4 エラー出力の例 



40 
 

 データのチェックが終わったら、標準的なフォーマットへの出力を行います。まず、４点の出力条件

設定を行い、次に出力ツールを使用します。 

・トップシートを表示します。 

・「運賃情報の出力の有無→」の右側のセルを選択すると、右端に小さな▼が表示され、それをク

リックすると選択肢が表示されますので、「運賃情報を出力する」、「運賃情報を出力しない」の

いずれかを選択します（図 12-5）。 

・「運賃 0円の出力の有無」、「翻訳情報の出力の有無」、「起点からの距離の出力の有無」、「親

停留所の出力の有無」でも選択肢が表示されるので、それぞれ、「出力する」「出力しない」のど

ちらかを選択します（図 12-6）。通常は「運賃 0 円」は出力しない、「親停留所」は出力すると

します。「起点からの距離」は距離データがある場合のみ出力します。 

・「標準的なフォーマットのファイルを作成する」をクリックします（図 12-6 ①）。出力が終わる

と完了メッセージ（図 12-7）が表示されます。ファイルは、トップシートの“C3”のセルに記載

されているフォルダ内に作成されます（図 12-8）。 

  ※出力の途中でエラーが発生した場合は、エラーの内容が表示されますので、適宜、データを

修正してください。 

 

図 12-5 運賃情報の出力の有無の選択 

図 12-6 出力条件の選択と出力ツールの実行 

 

図 12-7 出力完了メッセージ 
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図 12-8 作成された標準的なフォーマットのファイル 

 

・図 12-8 のように作成されたファイルは“gtfs”という名前のフォルダに保存されていますので、

そのフォルダ内の全ファイルを選択して zip 圧縮をします。ファイル名に特に定めはありませんが、

“gtfs”の文字、バス名や市町村名、作成年月日等をいれるとよいでしょう。 

  例：gtfs_fukuicitybus_20180301.zip 

    gtfs_sabae_comunitybus_20180401.zip 

 

・この zip ファイルを外部提供することになります。 
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（参考資料） 

■バス停の座標の修正方法 

 バス停には座標データが必要ですが、最初に入力した座標が間違っていた場合やより正確な位置に

直したいときは、座標を新たに調べる必要があります。ここではインターネット上で座標を修正する

方法を紹介します。 

 

 (1) 停留所・標柱シートに入力してあるデータを geojson というファイル形式で出力する 

・停留所・標柱シートを開きます。 

・シートの上部にある「停留所ツール」をクリックします（図 13-1）。 

・「停留所データを geojson で出力する」をクリックします（図 13-2）。 

・バスデータ出力先フォルダに“stops.geojson”というファイルができます（図 13-3）。 

・停留所ツールは「ツールを閉じる」をクリックして一旦、閉じます（図 13-4）。 

 

 

 

図 13-1 停留所ツールを開く 図 13-2 停留所データを geojson ファイルで出力 

  

図 13-3 出力された geojson ファイル 図 13-4 停留所ツールを閉じる 

 

(2) インターネット上の地図サービス「地理院地図」を用いて座標を修正する 

・ブラウザで「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp）を開く（図 13-5）。 

  ※「地理院地図」は国土地理院が提供するウェブ上の地図サービスです。 

・右上の「機能」をクリックします（図 13-5①）。 

・「ツール」（図 13-6①）→「作図・ファイル」（図 13-6②）をクリックします。 

・「作図・ツール」のメニューから「ファイルから読み込み」ボタンをクリックします（図 13-7） 

・「参照」（図 13-8①）をクリックしてさきほど保存した geojson ファイルを指定し、「読込を開

始」をクリックします（図 13-8-②） 
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図 13-5 地理院地図の初期画面と「機能」ボタン 

 
 

図 13-6 「ツール」と「作図・ファイル」 図 13-7 「ファイルから読み込み」ボタン 

 

図 13-8 geojson ファイルの指定とファイルの読み込み 
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・地形図上にバス停が表示されます（図 13-9）。大きな緑の丸が親停留所、小さな赤の丸が標柱デ

ータです（図 13-9①） 

・「アイコンのラベルを表示」（図 13-9②）にチェックを入れるとバス停名が表示されます。 

・画面左下の「＋」「－」のボタンをクリックすると地図の縮尺が変わります（図 13-9③）。地図

上でマウスをドラッグすると地図を上下左右に移動できます（表示範囲の移動）。 

・「編集」（図 13-9④）をクリックするとバス停の位置を修正できます。 

・「編集するオブジェクトを選択してください」と表示されるので、位置を修正したいバス停をク

リックして選択します（図 13-10）。 

 

 
図 13-9 バス停データが表示された地図 

 
図 13-10 修正するバス停の選択 
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・選択したバス停の情報が表示されます（図 3-11①）。ここでは「春山２丁目」の標柱データを選

択しています。 

・親停留所と標柱が重なっていると修正したいものが選択できないことがあります。そのときはラ

ベル（バス停名称）のほうをクリックしてみてください。 

・選択したマークを地図上でドラッグすると、マークの位置を移動できます（図 3-11①）。正しい

位置に移動できたら、「確定」をクリックします（図 3-11②） 

・図 3-10 の画面に戻りますので、続けて移動したいバス停を選択して移動を続けます。作業が終わ

ったら「編集終了」をクリックします（図 3-12）。 

・「作図・ファイル」ウィンドウが表示されるので、「新規作図情報」（図 3-13①）のチェックを

はずし、「選択している情報をまとめて保存」（図 3-13②）をクリックします。 

・次のウィンドウで「GeoJSON」形式を選択し（図 13-14①）、「上記の内容で保存する」をクリッ

クします（図 13-14②）。 

・修正されたファイルは、“gsi20180228170212826.geojson”のようなファイル名で使用しているＰ

Ｃのダウンロードフォルダに保存されます。これを元のバスデータのフォルダにコピーしてくだ

さい（図 13-15）。 

・「標準的なバス情報フォーマット作成ツール」の「停留所・標柱情報シート」に戻ります。 

・「停留所ツール」を開いて、「修正した geojson から停留所の座標を読み込む」をクリックする

と（図 13-16）、このシート内の停留所及び標柱の座標が geojson 内の座標に置き換わります。 

 

 

 

図 13-12 編集作業の終了 

 

図 13-11 バス停位置の移動 図 13-13 編集した内容を保存する 

  

図 13-14 geojson 形式で保存 図 13-15 地理院地図で保存された geojson ファイルを 

バスデータ出力先フォルダにコピーする 
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図 13-16 修正した座標を停留所・標柱シートに戻す 
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■バス停間所要時間が固定しているときの簡易時刻入力ツール 

 バス停間の所要時間がどの便でも同じ路線では、その所要時間と始発の時刻を入力することにより、

各バス停の時刻を自動で入力することができます。 

 

・時刻表シートで、標準所要時分の欄にバス停間の所要時間（分）を入力します（図 参考-1 ①）。

このツールで入力できるのは、時刻表シートに記入された全区間を走る路線に限ります。 

・次に各便の欄に、始発バス停の発時刻を入力し、その上の欄に“1”を入力します（図 参考-2 ②）。 

  ※“1”を入力しない便は自動計算しませんので、標準時分の便とそれ以外の便が混じっていて

もかまいません。 

・シート上部の「時刻表ツール」をクリックして、時刻表ツールシートの「標準所要時分の便につ

いて各停留所の発着時刻を自動計算する」（図 参考-2 ①）をクリックすると、各バス停の時刻が

挿入されます（図 参考-3）。 

 

図 参考-1 標準所要時分便の簡易入力 

 

図 参考-2 発着時刻を自動計算するツールの実行 

図 参考-3 自動入力された各バス停の時刻 
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■本ツールでできないこと 

 本ツールでは標準的なバス情報フォーマットに関して、次のことはできません。 

 (1) バスが走る道路の座標データ（shapes.txt）の作成 

 (2) ある経路（系統）の便が終点でそのまま他の経路（系統）の便になり、乗客がそのまま乗り続け

ることが可能な便（連続便）で、異なる経路（系統）のバス停相互間の運賃の出力。ただし、すべ

ての経路（系統）が同一の均一運賃の場合を除く。 

 

 

■本マニュアルの更新履歴 

更新日 版 更新内容 

2017 年 6 月 24 日 2.1 公開版初版作成 

2017 年 9 月 30 日 2.2 route_id の設定上の注意を修正。 

2017 年 10 月 3 日 2.3 ID に”+”を使わないよう変更。”-“を使うときの注意事項を追記。 

成果ファイルの圧縮方法を変更。 

2017 年 11 月 10 日 2.4 事業者の法人番号にアンダーバーで枝番を付けることを追記。経路情

報の route_short_name を暫定的に空欄とすることを追記。 

（出力ツールの v2_6 に対応） 

2017 年 12 月 13 日 2.5 すべての親停留所の下に標柱を１行または２行挿入する機能の追加。

（出力ツールの v2_7 に対応） 

2018 年 3 月 1日 3.1 ツールの v3.2 までの変更に対応。geojson 出力と地理院地図を用い

たバス停座標修正、運賃情報の出力の改良、運賃表ツールの改良など。 
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