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1. はじめに
	
  携帯電話の一般への普及に伴い，機器に付随する GPS 測位や Wi-Fi 測位などの位置取得機能を利用し，人々
の移動を継続的に捉えることで，防災・減災，渋滞・混在の緩和，感染症のシミュレーションなど，様々な
社会課題解決の検討が進められている(1)．一方で，GPS などの測位機器を用いて観測可能な情報は時間連続な
位置情報のみであり，移動に際しての交通手段や，乗換駅やバス停などの交通手段の切り替わり地点の情報
は含まれていない．そのため，時間連続な位置情報から交通手段などを推定する(2)ためには，道路・鉄道の
地理的形状（ジオメトリ），交差点や駅間の接続関係（トポロジ），鉄道やバスの運行情報などの細かな交通
インフラの情報が不可欠となる．	
 
	
  特に国内都市部の主要公共交通である鉄道に関しては，日常的な利用状況の把握や事故発生時における鉄
道事業者間の振替輸送だけなく，災害時の状況把握や対応検討に際しても鉄道のインフラデータが不可欠で
ある．特に，GPS 測位の利用が困難な地下鉄区間の移動も含めて個別列車単位で詳細な位置情報を把握し，
利用状況・運行状況が推定できることが効果的であるが，鉄道事業者間を跨った詳細な鉄道インフラデータ
は必ずしも整備が十分ではない．	
 
	
  そこで本研究では，地下鉄を含めた関東の鉄道路線を対象に，駅時刻表情報を収集・共有するクラウドサ
ービスである駅.Locky(3)において利用者から集められた駅別時刻表情報をもとに列車別時刻表情報を再構築
し，さらに国土数値情報の駅データ(4)で提供されている駅位置・路線形状データから作成した鉄道ネットワ
ークデータ(5)と組み合わせることで，個別列車単位での運行を鉄道位置・時刻とを合わせて詳細にシミュレ
ートすると共に，時刻表・路線形状を含めて鉄道路線検索が可能な鉄道ダイヤネットワークを構築し，汎用
的な基盤サービスとしての提供を目指した(図-1)．	
 
	
 
2. 方法
2.1	
  駅別時刻表から列車別時刻表への再構築	
 
	
  本研究では，駅.Locky に利用者から登録された時刻表情報を利用する．同サービスでは，各駅における時
刻表情報を利用者が登録・編集する形式を採用し，2009 年のサービス開始から全国の駅における時刻表情報
を収集している．2015 年 3 月末時点での公開情報では，駅別時刻表の登録駅数は全国 10,883 駅中 9,988 駅
（約 91%）をカバーしており，列車別時刻表を再構築するにあたり十分な駅を網羅している．他方で，一般
利用者からの登録を受ける仕組みのため，誤入力や誤植などに起因する不具合や，データの鮮度の地域差が
含まれることに留意する必要がある．	
 

	
 
図-1 鉄道ダイヤネットワークデータ作成のアウトライン
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  駅 .Locky に お け る 駅 別 時 刻 表 デ ー タ は
NextTrain 形式のテキストで記録されており，
各駅における列車の行き先や終着駅を含めた種
別情報と合わせて，発時刻のみが記録されてい
る(図-2)．この時刻表データを鉄道路線別に抽
出し，路線内の駅順に整列した上で時刻情報・
列車種別情報から同一列車かどうかを判定する
ことで列車別時刻表として再構築する．なお，
路線別に処理を行うため，他路線からの乗り入
れについては本研究の範囲では考慮していない．
また，列車別時刻表では発着時間が分単位で記
載されるが，都市部においては停車時間が１分
に満たないことが多くあり，結果としてデータ

	
 

上は停車時間のないものが現れため，恣意的で
はあるが少なくも 30 秒の停車時間があるもの

図-2 NextTrain 形式：つくばエクスプレス北千住駅

として停車時間を追加する．	
 

平日秋葉原方面時刻表

2.2	
  駅ジオコーディングと駅間路線の補間	
 

	
  駅.Locky から作成した列車別時刻表データには駅の位置情報や駅間路線の形状情報までは含まれていない．
運行する個別列車の位置情報を GPS 測位情報などと比較するためには，駅の位置情報や路線の形状情報を追
加する必要がある．そこで，国土数値情報で提供されている鉄道データと路線名・駅名をもとに対応付ける
ことで，駅位置・路線形状を列車別時刻表情報に付加し，個別列車の通常運行時の時空間情報とする．	
 
	
  両データの対応付けにあたり，駅.Locky と国土数値情報鉄道データのそれぞれに含まれる路線名・駅名は
一意に対応付くとは限らず，また鉄道路線や駅に関する共通 ID 等も整理されていない．そのため，路線名・
駅名の対応付けには表記揺れや改名・改称・通称等へ配慮しながらテキストマッチング処理が必要となる．
また，鉄道データに含まれる路線形状は，地理的形状のみを表しているため，必ずしも駅単位で路線が区切
られていない．任意の駅間の路線形状を得るには，予め隣接駅間で路線を区切り直し，探索可能な位相構造
としておく必要がある．そこで金杉ら(5)の方法を用いて鉄道データを駅間の位相構造（駅をノード・駅間路
線をリンクとしたネットワーク）を持った鉄道ネットワークデータとして再構築する．その際，路線間の乗
換駅は駅代表点から 200	
 m 圏内または同一駅名で駅代表点から 500	
 m 圏内の駅を採用した．最終的に，列車
別時刻表として再構築した時刻表データに，路線名・駅名をキーに位相構造を持った鉄道ネットワークデー
タから駅位置・駅間の移動区間を対応付けることで，実際の運行状況を考慮した鉄道ダイヤネットワークデ
ータとなる．	
 
	
 
3. 結果と考察
3.1	
  列車別時刻表データの再構築	
 
	
  前章に述べた手法を，関東圏で運行する 161 路線の駅別時刻表に適用し，131 路線(約 81.3%)について平日
の上下線の列車から 42,969 件（路線あたりの上下線合わせた平均列車数は約 361 本）の列車別時刻表を生成
した．駅別時刻表の変換例として東京メトロ千代田線の平日下りの例を図-3 に示す．ヘッダ部分に路線名と

	
 
図-3 列車別時刻表データ（東京メトロ千代田線
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平日下り）
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駅順を記載し，以降はヘッダ記載の駅順に従って列車ごとに停車駅の発着時刻をセミコロン区切りで記載す
る．途中通過駅や区間外で非停車となる駅は「99:99」で示している．前述の通り，時刻表情報は分単位の情
報であるため，停車時間の短い都市部の駅では到着時刻と発車時刻が同じものが多くを占める．実態との整
合をとるため，鉄道ダイヤネットワークとして相互のデータをまとめる際に一律で 30 秒の停車時間を追加す
る．また，図-3 に示した東京メトロ千代田線は優等列車の運行がないため区間内ではすべての駅に停車する
が，終点駅である代々木上原駅においては，出発時刻がないため駅時刻表がなく常時非停車駅扱いとなって
しまう．そのため，同路線の逆方向（上り）路線のデータから所要時間を割り当てるなどの対処を今後検討
する必要がある．	
 
	
  以上のように，部分的な不備には引き続き調整が必要であるが，他路線との乗り入れや優等列車などを除
いた標準的な単一路線区間においては，概ね鉄道ダイヤネットワークとして整理ができている．	
 
3.2	
  路線形状の補間と移動の再現	
 
	
  再構築した東京都市圏の列車別時刻表 131 路線について，駅位置の付与・駅間路線の補間を行い各駅にお
ける停車時間を 30 秒として，各路線の平日１日分の運行状況を 10 秒単位の時空間情報として作成した．始
発直後の午前 05:00 と，通勤時間帯の午前 08:30 の鉄道の運行状況を図-4 に示す．個々の点が個別の列車を
示しており，配色は東京メトロ・都営地下鉄は各路線カラーで，JR 東日本を緑，その他の路線は灰色として
路線の別を示している．	
 
	
  図-4 から明らかであるが，始発直後の午前 05:00 には疎らな状態だった鉄道の運行が，通勤時間帯の午前
08:30 になると密に列を作って並んでいる様子が示されており，通勤時の都心部における鉄道運行が非常に
過密であることが伺える．また，駅における停車時間に一律で 30 秒を追加したことで，駅発着前後の加減速
までは含まないがデータ上は駅での停止が反映されている．実際の通勤時間帯には，先行列車への接近等に
より時間調整されることがあるため必ずしも時刻表通りに運行しているとは限らないが，今回再現した結果
は直感的には実態に近い運行状況が示された．	
 
	
  その一方で，鉄道運行状況に駅停車時間を反映するために 10 秒毎の時間間隔でデータを整備した結果，時
間分解能が細かくなりデータサイズが肥大化している．データの効率的な利用にはサイズを圧縮するような
データ構造を今後検討する必要がある．また，実態の運行状況との比較を含めた，具体的なデータの検証に
ついては，東京メトロオープンデータ(6)などで提供される実際の運行情報などとの比較が必要となる．	
 
3.3	
  鉄道ダイヤネットワークを利用した乗換検索	
 
	
  鉄道ダイヤネットワークでは，鉄道データから構築した駅間の位相構造に加えて列車別時刻表情報を加味
したことで，各駅の発着時刻が時間軸方向のネットワークノードとして追加され探索可能な形式になってお
り，東京メトロ 8 路線(副都心線を除く)の平日上下線に限れば，ノード数が 81,436 件，リンク数が 223,594
件のネットワークデータになっている．実際に千代田線綾瀬駅から日比谷線神谷町駅間を鉄道ダイヤネット
ワーク上で探索した結果を図-5 に示した．図-5 左は途中通過駅と各駅間の所要時間を右は途中の利用経路を
それぞれ示している．綾瀬・神谷町間の所要時間として 35 分が得られた結果を，既存の乗換案内（Google	
 Maps）
での探索結果と比較したところ，同様の利用区間が得られ所要時間は 32 分であり，大幅に乖離した結果には
なっていない．所要時間の差異は乗換所要時間を５分以上としていたことに起因しており，今後，乗換に際
しての歩行速度などを探索に加味することで調整が可能である．	
 

	
 

	
 
図-4 都内 131 路線の平日上下線列車の運行状況 (左)午前 05:00
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(右)午前 08:30
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図-5 鉄道ダイヤネットワークの探索結果（綾瀬→神谷町）

(左)途中通過駅 (右)途中経路

	
 
4. まとめ
	
  本研究では，都市圏における主要交通手段である鉄道について，個別列車単位での利用状況・運行状況を
把握・推定するために有効な基盤データとして鉄道ダイヤネットワークデータを作成した．具体的には，駅
時刻表情報を収集・共有するクラウドサービスである駅.Locky のデータをもとに各路線の列車別時刻表を再
構築し，駅位置をノード・駅間路線形状をリンクとした鉄道ネットワークと路線名・駅名をキーに対応づけ
ることで鉄道ダイヤネットワークデータとした．本研究では特に関東圏で運行する 161 路線のうち，131 路
線について平日・上下線の 42,969 件の列車別時刻表を作成し，駅停車時間を加味して運行状況を視覚化した．
更に東京メトロ 8 路線については経路探索可能な鉄道ダイヤネットワークとして整備し，実際に時間情報を
加味した経路探索を試行した．少ないサンプルでの試行ではあるが，経路探索結果は所要時間・経路共に既
存の乗換案内サービスに近い結果が得られている．	
 
	
  他方，データの再構築の過程での不具合として，駅別時刻表に基づいているため終点駅の時刻表がなく，
列車別時刻表で終点駅が非停車駅となっている．これは同区間逆方向での所要時間を埋めるなどの対応が追
加で必要となる．また，鉄道ダイヤネットワークの整備においては，時間軸方向にネットワークが拡大しリ
ンク・ノード数が膨大となるため，効率的な探索機能の実現に向けた軽量化を検討する必要がある．更に，
今回は関東圏の鉄道のみを対象としたが，今後は全国対応を目指して整備を進めたい．	
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