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1. はじめに
バスのサービス水準を向上させる一方策として，バスの
運行情報を提供するバスロケーションシステムの導入が期
待されている．現在は，携帯電話網を利用したシステムが
普及しているが，高い運用コストが障壁となり，システム
の継続的な運用が困難になる例も多数存在している [1]．
本研究では，近年 IoT（Internet of Things）分野で低コ
スト，低消費電力かつ長距離通信が可能な無線通信技術と
して注目を集めている LPWA（Low Power Wide Area）を
用いた IoT バスロケーションシステムを提案する．また，
情報提供の手段として屋外での視認性と低消費電力性に優
れた電子ペーパーを搭載したスマートバス停を提案する．
LPWA の一規格である LoRaWAN（Long Range Wide
Area Network）を採用し，提案システムを実装した．実
装したシステムを用いた動作検証を行い，IoT バスロケー
ションシステムとしての一連の動作を確認する．また，コ
ストの試算を行い，提案システムの有用性を検証する．

2. 提案システム
2. 1 概要
図 1 にシステム構成の概要を示す．提案システムでは従
来のバスロケーションシステムで標準的に採用されていた
携帯電話網を利用せず，LPWA を採用する．提案システム
では，LoRaWAN や LTE-M など複数の LPWA を検討し
ているが，本研究では LoRaWAN の場合について取り上げ
る．自治体が管理する建屋の屋上などに数 km の無線通信
が可能な LoRa ゲートウェイを複数設置し，コミュニティ
バス運行エリアをカバーするように公共の LoRaWAN ネッ
トワークを構築する．提案システムは車載器，クラウド上
に構築するバス管理サーバ（以後，クラウド型バス管理サー
バと表記．
）およびスマートバス停で構成される．バスに設
置される車載器は，GPS から定期的に位置情報と時刻情報
を取得し，ゲートウェイ経由でクラウド型バス管理サーバ
へ送信する．クラウド型バス管理サーバは受信した情報を
データベースへ格納する．また，蓄積されたバスの位置情
報と時刻情報から遅延等の運行情報を生成し，LoRaWAN
ネットワークを通じてバスの利用者やスマートバス停に配
信する．これにより，スマートフォンを利用していない高
齢者や子供に対して，バス停においてバスのリアルタイム
な情報を提供することが可能になる．なお，スマートフォ
ンを利用できるユーザは，Web サイトにアクセスするこ
とにより，バスの走行位置や遅延情報を入手することもで
きる．

2. 2 スマートバス停
本研究で提案するスマートバス停の概要を図 2 に示す．
クラウド型バス管理サーバから各種情報を受信するために
LoRa デバイスを搭載する．また，LoRa モジュールを制
御するマイコンが中核となり，受信したデータを電子ペー
パーに出力する．
スマートバス停において，遅延情報等のリアルタイムな
バス運行情報を提供するために，表示コンテンツのレイア
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図 1: 提案システムの概要

図 2: スマートバス停の概要と動的情報の反映
ウト（HTML 形式）や時刻表等の静的な情報はあらかじめ
スマートバス停に設置するマイコンに組み込んでおく．ク
ラウド型バス管理サーバから情報を受信すると，受信した
情報を JSON ファイルに保存し，JavaScript を用いてレイ
アウトの HTML ファイルに読み込ませることで，電子ペー
パーにリアルタイムなバス運行情報を表示する（図 2）
．

2. 3 災害情報配信システムへの応用
上記の仕様を応用することにより，災害発生時には提案
システムを災害情報配信システムへ展開する．あらかじめ
スマートバス停に災害情報の HTML ファイルを組み込ん
でおき，災害情報を LoRaWAN ネットワークで配信する
ことにより，時々刻々と変化する災害情報をバス停におい
て提供することができる．このように，スマートバス停は
地域の様々な情報を市民やバス利用者に提供する街中の情
報配信スポットとして活用することができる．このような
活用方法は従来システムでは困難であり，提案システムの
利点であるといえる．

3. 実装
3. 1 車載器
エイビット社製の LoRa デバイス AL-050，Raspberry
Pi 3，GPS モジュール GU-902MGG-USB で構成した．
LoRaWAN では，通信距離を最大にする場合，1 回に送信
できる情報量が 11 byte に制限される．そこで，GPS モ
ジュールから取得した位置情報，時刻情報を図 3 に示す 4
つの処理を行うことで 49 bit に圧縮する．

1. バスロケーションシステムで不要な情報を削除
2. 位置情報の変換（絶対座標から相対座標へ）
3. クラウド型バス管理サーバにおいて補完可能な情報の
削除

図 3: 位置情報の圧縮手法

図 4: バス運行情報の表示結果

4. データフォーマットをテキストデータからバイナリデー
タへ変換

表 1: 電子ペーパーへのコンテンツ表示処理時間

上記の処理を行うことで 49bit まで圧縮することができ，
LoRaWAN の 1 メッセージで位置情報，時刻情報を送信可
能になる．圧縮した情報を LoRa ゲートウェイ経由でクラ
ウド型バス管理サーバに 5 秒間隔で送信するプログラムを
Python 言語を用いて実装した．

3. 2 クラウド型バス管理サーバ
車載器から送信されるバス位置情報の受信，蓄積および
遅延情報の生成，スマートバス停への配信機能を Microsoft
Azure を用いて実装した．車載器から受信した情報からバ
スの遅延情報を算出し，受信した情報とともにストレージ
に保存する．算出した遅延情報は LoRaWAN ネットワー
クを介して 1 分間隔でスマートバス停に配信する．

3. 3 スマートバス停
エイビット社製の LoRa デバイス AL-050，Raspberry
Pi Zero WH，Waveshare 社製の 9.7 インチ電子ペーパー
を用いて表示機能を実装した．なお，Waveshare 社をはじ
めとする多くの電子ペーパーは HTML ファイルを直接出
力できない．そこで，下記の手順により HTML ページを
一旦画像化してから，電子ペーパーに出力するように実装
した．

1. Raspberry Pi Zero WH が LoRa デバイスから情報を
受信したら，JSON ファイルに保存する．
2. headless Chrome をコマンドラインで実行し，ブラウザ
の画面を表示せずに，各種情報を出力する HTML ファ
イルをレンダリングし，画像ファイルとして出力する．
3. 画像ファイルを電子ペーパーに出力する．

4. 実験・評価
4. 1 スマートバス停への情報配信実験
実装したシステムを用いてスマートバス停への情報配信
実験を行った．クラウド型バス管理サーバが算出した遅延
情報をスマートバス停へ配信したところ，図 4 のように電
子ペーパーに遅延情報が反映されることを確認し，システ
ムとしての一連の動作を確認した．
ここで，スマートバス停はクラウド型バス管理サーバか
ら受信したバス運行情報を電子ペーパーに出力するまでに，
１．JSON ファイルへの保存，２．Web ページのレンダリ
ングと画像化，３．画像の表示処理を行う必要がある．そ
こで，これらの処理時間を測定することにより，コンテン
ツ提供のリアルタイム性を評価する．

Save as JSON file
Render HTML
Convert HTML to PNG
Convert PNG to BMP
Display Imgae
Total

処理時間 [秒]
0.79
10.74
2.11
0.88
5.97
20.49

表 2: 試算コストまとめ
従来システム
提案システム

導入コスト [円]
310,100
1,439,840

通信コスト [円/月]
164,640
39,920

表 1 に電子ペーパーに表示コンテンツが表示されるまで
の処理時間を示す．10 回測定した平均値は 20.49 秒であっ
た．スマートバス停において，バスの運行情報は分単位で
情報を提供するため，コンテンツ提供のリアルタイム性を
確保できることが確認できた．

4. 2 コストの試算
従来システムと提案システムのコストを試算し，提案シ
ステムの有用性を検証する．本研究では，愛知県日進市の
コミュニティバス「くるりんばす」をモデルとし，バスが
7 台，バス停が 161 箇所に設置されているとする．
試算結果を表 2 にまとめる．提案システムは，従来シス
テムと比較して導入コストが 1,129,740 円増加するが，通
信コストを 75.75 %削減できることがわかった．従って，
システム運用年数が長くなるほど運用コストの差額分だけ
費用を抑えることができるようになり，長期運用を見据え
た場合，提案システムの有用性が高いことが確認できた．

5. まとめ
本研究では，LPWA を用いた IoT バスロケーションシ
ステムを提案した．コストを試算した結果，長期運用を見
据えた場合，提案システムの有用性が高いことが確認でき
た．また，提案システムは公共の LPWA ネットワークを
利用しているため，様々な IoT サービスに応用可能である．
そのため，従来システムとは異なり，高い汎用性を有して
おり，スマートシティの実現に寄与することが期待できる．
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