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１．はじめに 

 

2010 年に最新の大都市交通センサスが実施され，その結果が 2012 年 3 月に発表された．大都市交通センサ

スは，我が国の三大都市圏における公共交通の流動特性を把握する上で，貴重な情報を提供する調査である 1)．

ただし，他の交通調査であるパーソントリップデータ 2)等と比べると，運輸事業者からのデータ収集協力を必要とし，

また複数のデータを組み合わせることにより，複雑な集計処理がなされているために，この調査に固有の課題を

多数抱えている．一方で，近年，IT 技術の進展等を受けて，調査方法の改善に関してさまざまな可能性が浮上し

つつある．そこで，以下では，特に鉄道旅客輸送に焦点を当てつつ，まず，大都市交通センサスの概略および鉄

道輸送人員の集計方法と，その集計作業によって生じるデータの精度に関わる問題を整理した上で，調査に関

わる課題の解決の方向性について論ずる． 

なお，本稿は，調査結果をもとに，大都市圏の旅客輸送の動向を論じるものではない．これは，本稿執筆の時

点では，まだ最新の調査結果に関する解析作業が終了していないだけでなく，最新の国勢調査の詳細結果も公

表されておらず，データの十分な吟味ができないためである．ちなみに，大都市圏の旅客輸送動向は，過去の調

査についても報告されてきている 3)が，いずれも詳細解析の結果 4)がベースとされてきている．調査結果の概略 5)

および圏域別の調査報告書 6),7),8)は，すでにインターネット上に公開されている 9)ので，これらを参照されたい． 

 

 

２．大都市交通センサスとは 

 

（１）調査の概略 

大都市交通センサスは，首都圏，中京圏，近畿圏の三大都市圏における，大量公共交通機関（鉄道，乗合バ

ス，路面電車）の利用実態を明らかにすることを目的とする調査である．調査結果は，三大都市圏における公共

輸送網整備計画策定の基礎資料として広く活用されてきている 10)．当調査は，1960 年から 5 年毎（国勢調査と同

じ年）に実施されてきており，2010 年に実施された調査が 11 回目の調査となる．調査は，通常 10～11 月の平日

に実施される．2000 年調査（第 9 回調査）まで，定期券利用者に対しては，定期券発売所における調査票の配

布・回収，普通券利用者に対しては，アンケート調査がそれぞれ行われていたが，2005 年調査（第 10 回調査）よ

り，券種によらず，駅改札口等での配布，郵送回収または駅等での回収によるアンケート調査が実施されるように

なった．調査は，鉄道定期券・普通券等利用者調査，バス・路面電車定期券・普通券等利用者調査，鉄道 OD 調

査，バス・路面電車OD調査，鉄道，バス・路面電車輸送サービス実態調査から構成される．調査項目は，調査に
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よって異なるが，例えば，鉄道定期券・普通券等利用者調査では，表-1 で示される内容が調査票に含まれてい

る． 

 

表-1 鉄道定期券・普通券等利用者調査における調査内容 

調査項目 調査内容 

個人属性に関わる項目 性別，年齢，自宅住所 

鉄道利用の基礎情報 鉄道定期券保有枚数と定期券種類，購入場所，勤務先の始業時刻 

１回目の鉄道利用 １回目鉄道利用時の移動目的，出発地住所と出発時刻，出発地から最初の駅までの交

通手段と所要時間，最初の駅の乗車時刻，鉄道利用区間と列車種別・混雑具合・利用

券種，最後の駅の降車時刻，最後の駅から目的地までの交通手段と所要時間，目的地

住所と到着時刻 

２回目の鉄道利用 ２回目鉄道利用時の移動目的，最初の駅の乗車時刻，鉄道利用区間と列車種別・利用

券種，最後の駅の降車時刻，目的地住所 

帰宅時の鉄道利用 帰宅時の最初の乗車駅，最後の降車駅，最初の駅の乗車時刻，最後の駅の降車時刻 

 

（２）大都市交通センサスにおける鉄道輸送人員の集計作業 6),7),8) 

大都市交通センサスにおいて中核となる鉄道輸送人員の基礎データは，鉄道定期券・普通券利用者調査（以

下，利用者調査）データ，鉄道 OD データ，ならびに定期券販売枚数データである．利用者調査は，特定の調査

票配布駅において，降車する旅客を対象に，調査員が紙の調査票を配布し，回答してもらうものである．鉄道 OD

データは，原則的に自動改札機データを用いて(1)，着時間帯別駅間移動人員(2)，駅別発着人員，駅間通過人員

を集計するものである．定期券販売枚数データは，定期券販売所単位の販売枚数データである．なお，ここには

券面区間に関する情報が含まれない． 

なお，特に，利用者調査は，一般の利用者が回答するアンケート調査であるため，回答にはさまざまなエラー

が含まれている．そこで，各回答項目について，多様な観点から論理上の矛盾がないかどうかのチェックが行わ

れている．また，不完全な回答が行われている場合には，入手可能なデータを用いて補完が行われるなど，デー

タを最大限活用するための努力が行われている(3)． 

大都市交通センサスでは，これらのデータを組み合わせることによって，表-2 に示されるようなデータベースが

構築されている．公式データとしてインターネット上で公開されている 5)のは，定期券利用分については，サンプ

ルベースの利用者調査データをもとに，定期券販売枚数データを用いて拡大がなされたものである．ここで，「拡

大」とは，利用者調査における調査票の有効回答率の事業者間や利用駅間での違いを調整するために実施さ

れるものであり，そこでは，「拡大率」が，母数/サンプル数によって，調査票単位で設定される．拡大を通じた補

正作業によって，駅間移動人員，駅別発着人員，駅間通過人員を，より精度良く推計できるようになる．一方で，

普通券利用分の公式データは，各鉄道事業者から調査対象日における駅間別利用人数（自動改札機データ等）

の提供を受けて，集計されたものである． 

表-2 をみてもわかるように，利用者調査データを自動改札機データにより拡大したデータは，定期券，普通券

ともに，あくまでも参考値という取扱いになっている．ここで，公式データにおいて，拡大作業が定期券利用分で

は行われているのに，普通券利用分では行われないのは，朝ラッシュ時の輸送流動データの詳細に関するニー

ズが高いためだと思われる．また，定期券利用分について，自動改札機データではなく，定期券販売枚数により
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拡大が行われているのは，後述するように自動改札機データには，いくつかの重大な問題が含まれているため，

定期券販売枚数の方が信頼性の高いデータだと考えられているためであろう． 

 

表-2 大都市交通センサスにおいて集計されるデータ 

 自動改札機データの

OD データ 

利用者調査データを定期券販売

枚数により拡大 

利用者調査データを自動改札機

データにより拡大 

定期券利用分 ？ ○ △ 

普通券利用分 ○ × △ 

注：「○」は，大都市交通センサスのデータとして公式に公表されているもの；「△」は，計算されているが参考値という扱

いとなっているもの；「×」は，計算することが原理的に不可能なもの；「？」は，取扱いが明確でないもの． 

 

 

３．大都市交通センサスの抱える課題と改善の方向性 

 

（１）データの精度と誤差要因 6), 7), 8), 11) 

 公式データでは，使用データの特性や集計作業プロセスの特性から，さまざまな誤差の生じている可能性があ

る．まず，そもそも，１年のうち特定の期間のかつ特定の平日のみを対象としたデータを用いているために，そこか

ら得られる利用者数は，実際の年間の平均的な１日利用者数とは異なったものになっている可能性がある．また，

紙ベースとインターネットベースのアンケート調査を組み合わせていること等から，回答者の個人属性に偏りが発

生しているが，その補正プロセスの途上で誤差が生じている可能性もある(4)．さらに，被験者の不完全な回答を補

完するために行われている各種データ処理のプロセスでも誤差が生じる可能性がないわけではない． 

こうした基本的な要因に加えて，定期券利用分，普通券利用分それぞれについて，以下に挙げられるようなさ

まざまな誤差要因が存在する． 

１）定期券利用分の輸送人員に関する誤差要因 

 まず，定期券利用分の輸送人員集計値については，サンプル調査である利用者調査データをベースとしてい

ることと，定期券販売枚数を拡大に使用していることから，これらに関連して，以下のような誤差が生じている可能

性がある．  

・通勤・通学率に関する誤差 

 定期券販売枚数から拡大率を推計する際に，通勤・通学率が 100%である（調査日に全ての定期券購入者が通

勤・通学及び帰宅に定期券を利用している）という仮定が設けられている．実際には，全ての定期券購入者が，

毎日出勤・通学するわけではないので，この仮定の下では，実際の定期券利用者数よりも，１～２割程度多めの

輸送人員数が推計される傾向がある．その一方で，一般に，定期券が通勤・通学以外の目的に利用されている

可能性もあるが，この利用について，現在の調査・集計方法では考慮されていない（１日に３回以上定期券を利

用する場合は，定期券利用分として集計されていない）．そのため，通勤・通学以外の目的で利用されるケースの

多い路線では，輸送人員の推計値が，実際の定期券利用者数より少なくなる可能性もある．ただし，以上のいず

れの効果が卓越しているのかが，現在のデータでは明確でない． 

・定期券購入駅が定期券面区間と異なることによる誤差 

 拡大率は，本来ならば定期券面区間別の販売枚数を用いて駅間 OD ペア別に設定されることが望ましい．しか
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し，今回の調査では，定期券面区間別の販売枚数データが得られなかったため，その代わりに，定期券販売駅

別の定期券販売枚数によって拡大率が設定されている(5)．そのため，実際には，駅間 OD ペア別に異なるはずの

拡大率が，計算上は，駅間 OD ペアによらず同一と仮定されて推計されることになる．その結果，例えば，複数の

路線，区間，事業者を利用している鉄道利用者の定期券購入場所が，特定の主要路線や主要駅に集中してい

る場合には，事業者や路線間あるいは駅間毎の定期利用者数の比率に，推計と実績との差異が生じやすい．つ

まり，連絡定期券や委託販売の比率が高い事業者の利用者数については，誤差が生じやすい． 

・定期券に代わる新サービスの普及による誤差 

 従来の定期券に代わりうる新たなサービス（例えば，大阪市交通局の「マイスタイル」(6)）が新たに導入される等

の影響により，近年，定期券利用者が減少している．2010 年調査では，これら新サービスの利用者は，普通券

（定期外）利用者として集計されている．そのため，定期券を利用しない通勤・通学目的の交通流動が，正しく補

足できないために，通勤・通学の輸送人員に誤差が生じる可能性が高まっている． 

 

２) 普通券利用分の輸送人員に関する誤差要因 

 普通券利用分については，鉄道事業者から提供される自動改札機データを用いているので，誤差の生じる原

因は，自動改札機データの不完全性に起因するものである．主なものは，以下のようにまとめられる． 

・相互直通運転路線や共同利用駅を経由した事業者間相互利用の OD に関して発駅不明であることによる誤差 

 相互直通運転などで複数の事業者路線を利用している旅客データのうち，システムの都合上，発駅が不明であ

る場合（注：自動改札機で収集されるデータは，基本的に，旅客が降車駅を出場したときに，上位システムへデー

タ転送される仕組みとなっている）がある．この場合には，当該事業者間の互いのデータをつきあわせる（相互利

用者の利用着駅比率が，利用発駅比率を同一と仮定する）ことでデータの補完が行われている．しかし，この補

完は，利用着駅比率が利用発駅比率と同一であるという仮定に依存しており，この仮定が実際と異なる場合には，

誤差が生じる可能性がある． 

・相互直通運転や共同利用駅を経由した事業者間相互利用の OD が不明であることによる誤差 

 相互直通運転などで複数の事業者路線を利用している旅客データのうち，片方向分のデータがシステムの都

合上，入手不可能であるために，欠落している場合がある．この場合には，同一事業者間の反対方向の相互利

用旅客の OD データについて発着駅を反転させることで補完が行われている（ただし，当該補完 OD の利用時刻

は不明としている）．しかし，この補完は，相互利用者 OD パターンが方向によらず同一であるという仮定に依存し

ており，この仮定が実際と異なる場合には，誤差が生じる可能性がある． 

・乗換改札を経由した事業者間相互利用分が一部欠落していることによる誤差 

 乗換改札（１つの改札機を通るだけで乗換可能な改札）を経由して複数の事業者路線を利用している旅客のデ

ータの一部が，システムの都合上，欠落している場合がある（例えば，乗換改札を通過して他社へ乗り換えた降

車人員のうち，他社管理分の改札口を通過した利用者の記録がない等）．この場合には，乗換改札設置駅にお

ける乗車人員数と降車人員数との差分をとることにより，欠落分の乗降人員数を推計し，当該駅発着 OD の補正

がなされているが，これにより誤差の生じる可能性がある． 

・回数券や企画券など，一部券種の利用分が欠落していることによる誤差 

一部の券種のデータが，システムの都合上，欠落している場合には，その券種の利用割合，あるいは全乗車

人員数等の実績値をもとに，OD を拡大補正がなされている．しかし，これにより誤差の生じる可能性がある． 
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（２）現在のアプローチを前提とした場合のデータ精度向上に向けた改善の可能性 

１）定期券利用分輸送人員に関するデータ精度改善の可能性 

大都市圏における鉄道輸送の大半は，依然として通勤・通学目的の交通である．近年，定期券利用率が低下

しつつあるのは事実だが，それでも定期券分の輸送人員をできる限り精度良く推定することが重要である．ところ

が，定期券利用分輸送人員の集計で，現在用いられているアプローチは，定期券販売駅の定期券販売枚数に

よる拡大である．定期券販売駅ベースの販売枚数を活用する限りは，先に述べたように購入駅と券面区間とが異

なることによる誤差を解消することは難しい． 

この問題を解決するための方策の１つは，券面区間別の定期券販売枚数データの活用である．実は，2005 年

調査では，一部の事業者から券面区間別の定期券販売枚数データが得られていたため，これを活用してかなり

精度良く拡大が行われていた．ところが，2010 年調査では，それが全く得られなくなってしまった．その結果，

2010 年調査では，定期券分の輸送人員のデータ精度が低下してしまっている可能性がある．是非とも関係する

鉄道事業者には，券面区間別の定期券販売枚数データの提供をお願いしたい． 

もう１つの方策は，定期券分の輸送人員についても，普通券分と同様に，自動改札機データを活用することで

ある．例えば，自動改札機による OD データと利用者調査データとを組み合わせることによって，定期券分につい

てもかなり高精度のデータを得られる可能性はある．一般に，自動改札機で収集可能なデータは，乗車駅，降車

駅，券種，時間帯であるが，既に述べたように，相互直通区間を利用した場合，鉄道事業者によって乗車側の駅

情報の内容が異なっており，これが相互直通区間の多い大都市において深刻な問題を生じさせている．つまり，

自動改札機データは，特定の事業者内で完結する旅客流動については，かなり正確なデータとなりうるが，複数

の事業者をまたがる相互直通運転等を利用する旅客流動については，精度が著しく低下するという限界がある．

さらに，自動改札機から収集されるデータのうち，ストックされるデータ内容，保存期間は，鉄道事業者によってか

なり異なっているため，統一的にデータを収集することが困難となっているという課題もある．自動改札機データ

の問題は，定期券分だけでなく普通券分にも関わる共通の課題である．現時点では，入手可能なデータを活用

することによって補完が行われているが，これによる誤差は，現在のアプローチを採用する限り，どうしても乗り越

えられない課題である． 

 

２）普通券利用分輸送人員に関するデータ精度改善の可能性 

普通券分のデータに関しても，基本的な課題は，自動改札機データの精度向上である．それに加えて，普通

券利用分データに関して改善すべき点を挙げるとすれば，それは，帰宅交通に関する調査項目の充実である．

現在の調査票では，質問項目数の制約等から，帰宅時の交通については，あまり詳細な質問がなされていない．

また，そのせいで，現在の集計では，定期券分の帰宅は，単純に定期券区間の利用が前提とされる等，精度の

低い推計がなされている．今後，帰宅時の活動の多様化が進むと考えられる（例えば，女性の社会進出にともな

って，帰宅時の託児施設への子供の迎えや買い物などが増加する等）ことから，帰宅交通に関する普通券利用

調査の充実が必要だと考えられる． 

 

（３）新たなアプローチの可能性 

以上で述べたように，現在の大都市交通センサスには様々な課題があり，精度向上に向けて改善すべき余地

がある．しかし，定期券販売枚数や自動改札機データの利用によって生じる課題を抜本的に解決するためには，

これまでの手法の延長とは異なるアプローチが必要だと考えられる．ここでは，３つの新しいアプローチを示した
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い． 

第一は，既存の異なるデータベースの活用である．最も有力な候補は，IC カードの活用 12)であろう．IC カード

の利用履歴情報を活用することにより，他社線を含む発駅情報収集が容易になると考えられる．特に，クレジット

カード機能付き IC カードでは，個人 ID を用いたデータ集計を行うことによって，１日の行動をトレースできる可能

性もある．しかし，現時点では，個人情報保護との関係で活用が困難となっている．また，IC カードを活用するア

プローチに対応可能な事業者とそうでない中小事業者とが混在することから，データを統一的に取り扱うことが困

難となる可能性が高いことも指摘しておくべきであろう． 

 第二は，新技術を活用した旅客流動のトラッキングデータの活用可能性である．屋外では GPS(Global 

Positioning System)等の GNSS(Global Navigation Satellite System)を用いた測位技術が普及し，カーナビゲーショ

ンシステム等に活用されつつある．しかし，GNSS には，鉄道車両内や駅舎内を含めた屋内の位置情報の計測が

そもそも不可能かあるいは困難であること，計測精度が確保されないこと，三次元測位が不可能であること等の問

題がある．これに対して，近年，スマートフォンが普及する等，受信機側の市場が急激に拡大していることから，

Wifi や IMES(7)等を活用したリアルタイムのデータ収集を目指すことが考えられる．しかし，そのためには，大規模

なインフラ投資が必要となる．つまり，これらの新技術の活用は，交通市場のみでなく，都市あるいは国土全体で

議論されるべきものであり，直ちに実現できるものかどうかは，今後の技術の普及状況次第であると思われる．ま

た，交通データの観点から言えば，こうした新技術を活用しても，交通目的など移動属性に関する個人データが

得られないという限界もある． 

 第三に，大都市圏における公共交通流動の調査体系を根本的に見直すことが挙げられる．現在の調査方法で

は，個人のアンケート調査データと，事業者からの提供データとを組み合わせることにより，大都市圏全体の公共

交通利用状況を，できる限り精緻に把握しようとしている．確かに，鉄道利用経路やターミナル駅での乗換流動に

関する緻密なデータが得られることは，大都市交通センサスの大きな魅力であるが，このデータを得るために事

業者の課されている負担は相当大きい．また，昨今の政府の財政状況や事業者の収支動向，さらに今後の我が

国の大都市圏における鉄道整備の可能性を鑑みると，これほど精緻かつ大規模な調査を今後とも継続すべきか，

という根本的な疑問が浮上してきても不思議ではない．関連する都市交通データとしてパーソントリップ調査や国

勢調査もあるので，これらを活用することにより，精度を多少犠牲にしても，必要な情報だけを効率的に収集する

という方向の可能性も検討されるべきであろう．その場合には，交通政策・計画の観点から特に重要な事項に焦

点を当てて，その部分だけ小規模なアンケート調査等を実施するということもあり得る．大都市交通センサスのデ

ータによって得られる効果とそれに必要な費用とが，適切なバランスとなっているかを，今一度再検討し，必要に

応じてモデルチェンジすることが必要であると考えられる． 

 

 

４．おわりに 

 

 すでに述べてきたように，大都市交通センサスは，運輸事業者の多大な負担を前提としている点，調査データ

の補正・補完に多くの作業を要する点，データの一部に精度が十分高くない箇所が含まれる点等，調査手法上

の課題は多い．このような課題があるにもかかわらず，これまで，世界にも類を見ない高品質の公共交通データ

が継続的に蓄積され，また実際に都市交通審議会や運輸政策審議会等で交通政策・計画の策定に広く活用さ

れてきたのは，そのときどきの政策・計画のニーズや各事業者の経営判断に貢献するべく，調査体系と方法とが
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微調整されてきたからである．その意味で，本調査体系を維持されてきた先人の努力に深く敬意を表したい． 

我が国の大都市圏において，鉄道やバスなどの公共交通の果たしている役割の大きさを鑑みれば，旅客流動

の状況を継続的にモニタリングし，その時代に必要とされる交通政策・計画の策定に貢献できる，公共交通に関

する公的データを構築することが，今後とも重要であるのは間違いない．ただし，それと同時に，統計データその

ものの必要性も常に再検討し，その費用対効果を考慮しながら，必要に応じて改善することも忘れてはならない．

特に，大都市交通センサスは，多くの関係者の協力をベースに構築されるものであるから，合意形成のためのた

ゆまない努力が不可欠である． 

現在，我が国の大都市圏の公共交通システムは，多くの課題に直面している．例えば，近いうちに発生すると

懸念されている大規模災害への公共交通としての対応，朝ラッシュ時のみならずピーク時間帯前後も含めた広時

間帯の鉄道車両内混雑の改善，女性の社会進出や高齢化を反映した私的交通需要への対応，グローバル化に

対応した空港等へのアクセス交通ネットワークの整備，ミッシングリンクの解消等を通じたネットワークの一層のシ

ームレス化，慢性的な鉄道サービス遅延の解消，駅周辺大規模開発による駅構内混雑や乗換動線交錯への対

応，都心部での駅へのアクセシビリティの改善等が挙げられる．これらの課題解決のために，大都市交通センサ

スデータが有効に活用され，データの意義が再確認されるとともに，持続可能な調査体系となるべく，必要に応じ

てモデルチェンジが検討されることを強く望む次第である． 

 

注 

(1) ただし，自動改札機データを用いて集計ができない事業者，または自動改札機が設置されていない事業者にお

いては，普通券利用者のみを対象に，時間帯ごとに普通券（切符・回数券等）を回収し，乗車駅別・着時間帯別に

集計する方法が採用されている． 

(2) 各鉄道路線の断面交通量やターミナル駅の利用者人数について，ピーク時間帯の把握や時間帯毎の乗車率の

集計などを行うため，利用経路上の各駅を通過する時刻を推計して15分単位で集計するという作業が行われてい

る．ここで，定期券利用者については，利用者調査票に記載された乗車時刻と降車時刻ならびに駅間所要時間か

ら，経路上の各駅通過時刻が推計されている一方で，普通券利用者については，自動改札機データをもとに降車

時刻から，経路上の各駅通過時刻が推計されている．なお，自動改札機データから得られる旅客の到着時刻は，

機械の仕様上は 10 分単位程度で集計可能であるにもかかわらず，実際には 30 分～１時間単位程度の集計しか

行われていない．また鉄道事業者により集計時間幅は異なっている．そのため，各事業者から提供されたデータを

もとに，15 分単位に分割して推計が行われている． 

(3) これには，例えば，経路分解と呼ばれる作業がある．本来，利用者調査では，回答者は，調査票中に利用した経

路毎に，１行ずつ，経路名を回答することが求められている．ところが，実際には，複数の路線にまたがる利用の場

合，乗換を明示化せず，1 行にまとめて記入してしまっている場合が多い．この場合には，乗換をせずに行ける直

通経路，あるいは直通経路がない場合には最短所要時間となる経路を選択しているという仮定のもと，利用経路を

推定することにより，データの補完が行われている． 

(4) 利用者調査においては，2005 年調査より，調査票の配布による紙郵送回収方式と Web 回答方式の 2 種類の調査

方法が併用されている．それぞれの回収方式の年齢階層別構成比を見ると，Web 回収では高齢者のサンプルが

得にくく，紙回収では若年層のサンプルが得にくい傾向がある．2 種類の回収方式の併用により，それぞれの調査

方式だけでは回収しがたい年代のサンプルも取得しやすくなっており，相互に補完していることから，今回の調査

では，回収方式間の違いを考慮せずに集計が行われている．ただし，それらをプールした場合でも，依然として利
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用者調査データ中の年齢階層別構成比には，母集団とのずれが生じるため，これに対応するための独自の補正

が行われている． 

(5) 近年，インターネット上で定期券が購入できるようになっているが，そうした定期券については，購入した駅を特定

することができないので，一定の仮定のもとで集計がなされている．例えば，JR 東日本のインターネット定期券申込

サービス 12)の場合，本稿執筆時点では，インターネット上の申し込み時に，定期券利用区間の選定時に，乗車駅

と降車駅を入力することが求められる．現在の大都市交通センサスでは，単に先に登場する駅（つまり，乗車駅）を

定期券を購入した駅と仮定して，集計がなされている． 

(6) 大阪市交通局 13)によれば，「マイスタイル」では，通常の定期券とは異なる料金設定がなされている．まず，月間上

限料金が設定されており，毎月の利用状況に応じて，上限料金未満の使用料金の場合には，使用分だけの支払

いで済み，一方で，上限を超える使用料金に相当する使用がなされた場合には，上限金額だけ支払えば良い，と

いう柔軟な料金設定が行われる．また，定期券のように利用経路が固定されておらず，登録駅間だけでなく，登録

駅と登録駅に応じて決定される対象駅との間についても，同一の料金ルールが適用される． 

(7) IMES(Indoor Messaging System)とは，GPS衛星と同等の信号を用いる屋内測位方式のことで，電波の届きにくい屋

内においても正確に位置を求めることが出来るように考えられたシステムのこと 14)．IMES 方式は，日本の測位衛星

システムである準天頂衛星の枠組みから発案され，IMES 送信機は，その場所の位置情報をメッセージとして送信

する．IMES 対応の GPS 受信機を搭載した端末であれば，特別なハード追加なしで利用できるため，GPS 携帯など

GPS 受信機を組み込むことのできるあらゆる機器での利用が期待されている． 
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