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バスタ新宿」は，鉄道軌道上空を
軌道上空を有効活用し ,鉄道軌道上空に交通ターミナルと商業・オフィスビル等
「バスタ新宿」は，鉄道
を一体的に整備した道路施設として，平成２８年 ４月に開業した．新宿駅西口周辺に分散していた 高速バス
乗降場を集約し，鉄道，高速バス，タクシー等の相互乗り入れによる利便性の向上を
の相互乗り入れによる利便性の向上を図った当施設
図った当施設は，年間
１，０００万人を超えるターミナルとなった
万人を超えるターミナルとなった ．開業当初、各報道機関等からの注目を集めたバス
の利用者が１，０００
タ新宿では,日々の利用者数の把握が大きな課題 であった．高速バスの利用状況を把握するために，各バス
会社の協力を得てマンパワーで集計していたが， 多くの時間と労力がかかり，即座に把握することは困難で
本稿では，バスタ新
バスタ新宿の利用者数をリアルタイムに把握し ,データ化するための新たな取組
データ化するための新たな取組として
ための新たな取組として，
あった．本稿では，
画像解析技術を活用したデータ取得・蓄積の仕組み
データ取得・蓄積の仕組みについて報告する
報告するものである
ものである．
AI（人工知能）による画像解析技術を活用したデータ取得・
キーワード 交通結節点
交通結節点,
, AI , 画像解析,
これまで新宿エリアの高速バスは，新宿駅西口周辺に
分散し発着していたことから,
していたことから, 大きな荷物を持ってバス
乗り場に向かい,悪天候の中,屋外の路上で乗車待ちして
いる利用者を多く見かけた．屋内の広い待合室で
屋内の広い待合室で安全・
安全・
安心かつ快適に利用できるバスタ新宿は，
安心かつ快適に利用できるバスタ新宿は，年間の利用者
年間の利用者
人を超えるターミナルとなった．
．
が1,000万人を超えるターミナルとなった
このバスタ新宿
このバスタ新宿の施設構成は,4階に高速バスの出発フ
ロア,チケット販売,待合室及びコンビニエンスストア等
エンスストア等，
階に高速バスの到着フロア，
高速バスの到着フロア，タクシー乗降場
タクシー乗降場及び東京
3階に高速バスの到着フロア，
観光情報センターを配置し,2階はＪＲへの乗り入れ施設
への乗り入れ施設
歩行者広場となっている（図-1）.
や歩行者広場となっている（図

1. はじめに
新宿駅は首都圏を代表する交通結節の要衝でありなが
各所に点在するなど，鉄道，高速
ら，高速バス乗り場が各所に点在するなど
バス，タクシー等，交通機関相互の乗り換えの利便性が
乏しい現状にあった．
一方，大正14年に架けられた新宿跨線橋は老朽化と耐
震性の面から架け替えの必要があった．
跨線橋の架け替えと交通結節点の整備，地下
そこで，跨線橋の架け替えと交通結節点の整備，
歩道の整備により，新宿駅南口を中心に安全・安心で快
適な空間を創出すべく
適な空間を創出すべく平成
平成12年に新宿駅南口地区基盤整
鉄道軌道上空に交通ターミ
備事業（写真-1）に着手し，鉄道軌道上空に交通ターミ
商業・オフィスビル等を一体的に整備した
オフィスビル等を一体的に整備した道路
オフィスビル等を一体的に整備した道路施
ナルと商業・
設「バスタ新宿」として平成28年4月4日に開業した．

図－1 バスタ新宿の施設構成

写真-1 鉄道軌道上空での工事状況
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バスタ新宿の利用状況
利用状況
2. バスタ新宿の
バスタ新宿開業後の利用状況は，２年間で２千万人を
超え，１日あたりの平均利用者は約２．８万人/ 日,２
年目の利用者の伸びは前年比
年目の利用者の伸びは前年比約１０％増となるなど，バ
約１０％増となるなど，バ
の認知度の高まり
高まりとともに，多くの利用者に支
スタ新宿の認知度の
えられてる．
開業当初、各報道機関等からの注目を集めたバスタ新
日々の利用者数の把握が大きな課題であった.多く
宿は,日々の利用者数の把握が大きな課題であった.
に支えられてるバスタ新宿
バスタ新宿が,報道機関から初
の利用者に支えられてる
日の利用者数はどの程度いたのか？,ＧＷ期間中の利用
者総数は？,という基本的な問い合わせに答えられない
ばかりか,トイレや利便増進施設の改善,充実を図ってい
くために極めて有能なデータを持ち合わせていない
くために極めて有能なデータを持ち合わせていない状況
利用者の利用実態
者の利用実態を把握し，迅速な施設改善
を把握し，迅速な施設改善
にあった.利用
を図っていくため,基本的な利用状況（
基本的な利用状況（表‐1）の把握方
開業後に検討した．
検討した．
法について開業後に

ため，発券方法は,インターネット販売,ターミナル内で
の発券,電子チケット,紙など様々(図-2)であり，その利
用状況を把握するためには，バスタ新宿に乗り入れてい
１１８社のバス会社から, １日あたり約１,５００便
る１１８社のバス会社
の乗車状況等の情報提供を受け
の乗車状況等の情報提供を受け，マンパワーで集約する
必要があった．

図-2 高速バス乗車チケットの比較

表-1 主な利用データ

これらの状況は，バスタ新宿を運営する
バスタ新宿を運営する上で
上で次のよう
問題点を生じさせてしまった．
な問題点を生じさせてしまった
① リアルタイムの利用状況が全く把握できていないこ
把握できていないこ
報道機関等からの乗車状況,利用者数等の問
とから,報道機関等からの
合せに全く答えられない．
合せに全く答えられない．
② 鉄道、航空期間と同様に繁忙期（ＧＷ
鉄道、航空期間と同様に繁忙期（ＧＷ，
，お盆，年末
年始）の利用状況を記者発表
年始）の利用状況を記者発表しようとしたが
しようとしたが,１１
データを集約し,
８社から１日約１,５００便の利用データを集約し,
マンパワーとりまとめるために約２ヶ月もかかって
２ヶ月もかかって
しまう.
③ 利用状況のとりまとめに時間がかかり
利用状況のとりまとめに時間がかかり過ぎ
過ぎ、情報の
，報道機関から批判され,一般利用者か
鮮度が落ち，報道機関から批判され
このような基本的なことがわからないのか
らもなぜこのような基本的なことがわからないのか
と批判される．
④ こうした批判に対応するため ,１１８社から多大な
3. 利用状況の把握にあたっての課題
協力を得て,大量の人員を動員し,多くの時間をかけ,
通常，鉄道や航空分野では，チケット販売情報がオン
利用データを集約し,とりまとめていたが,あまりに
リアルタイムに利用状
ラインで一元化されているため，リアルタイムに利用状
コスト(３００万円/月)がかかり過ぎる.
以上の問題点を解決するため，効率的かつ効果的な利
況を把握することが可能であるが，高速バスにおいては，
用状況の把握方法の構築が喫緊の
用状況の把握方法の構築が喫緊の課題となった
課題となった．
各バス会社が各々の方法によりチケットを販売している

図-3 高速バスの利用者数・便数の推移
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④ データベース化によるデータ管理が容易なこと
⑤ 画像記録の配信が可能なこと
この５つの観点において,特に注意を払い検討をした
のが,利用者の属性と関わりが強い個人情報の侵害であ
大阪駅周辺における顔認証システムによる人的行動
る.大阪駅周辺における顔認証システムによる人的行動
調査及びデータ化においては
は,プライバシー権の保護や
人種差別,個人情報の特定になる恐れがあるとのことか
日本弁護士連合会から，警視庁長官,個人情報保護
ら, 日本弁護士連合会から，警視庁長官
委員会委員長,総務大臣,都道府県知事及び政令指定都市
市長に対し「顔認証システムに対する法的規制に関する
市長に対し「顔認証システムに対する法的規制に関する
意見書」として顔認証システムの運用を規制する意見が
提示された.
こうした状況を踏まえ,各メーカー等から５つの要件
を満たし, 画像分析によりバス乗降者数
画像分析によりバス乗降者数・便数のカウン
・便数のカウン
トをタイムリーにデータ化すること
トをタイムリーにデータ化することが可能と回答する１
が可能と回答する１
社があり,このシステムを試験的に導入することとした
このシステムを試験的に導入することとした..

4. AI技術を活用した課題の解決
これまでのような基本的な課題に対処するため,開業
１０か月後に，データ処理技術に精通した学識経験者等
からのアドバイスを頂きながら,所内に本局道路計画一
課と合同の課題解決のための検討プロジェクトチームを
少数で立ち上げ検討に着手した.
約３か月の集中的な検討により,これまで国内外であ
まり事例がないAI（人工知能）と画像分析技術を取り入
れたバス乗車人員のデータ化の処理に取り組むこととた.
特にバスの乗降部分及び発着動作に着目し,この部分
をカメラで撮影・画像解析を行うことで，乗降客数及び
適確に把握できないか検討することとした．
把握できないか検討することとした．
発着便数を適確に
これらの技術動向は,国内外のメーカー，ベンチャー
企業,大手コンサル等が開発に着手しており,それぞれ特
徴的な技術をもつ世界でもあるため,文献等の基礎調査
を踏まえ,各企業へのヒアリング等を実施し,データ化の
基本的な考え方をまとめた.画像解析については，AI
画像解析については，AIを
活用し，人の動きを追跡し,より正確なデータを集計で
きるよう，システムの構築を行うこととした．
技術は多くの機関で研究されており
ており，コンピュー
，コンピュー
AI 技術は多くの機関で研究され
タの処理能力の向上に伴い，今後１０年程度で自動運転
や翻訳等の人的作業の代行が実現するものと予測されて
いる．
こうした技術を道路行政にも活用(図‐4)することに
より，情報収集能力の向上，客観的・合理的な判断の支
援が期待される．AI 技術の活用が期待される場面は，
画像処理による交通量の計測や発生事象・路面変状の予
測・検出，渋滞予測・対策効果の推計等が挙げられる．

5. AIによる画像解析に基づくデータ集計
バスタ新宿は，３階が降車フロア
バスタ新宿は，３階が降車フロア，４階が乗車
，４階が乗車フロア
フロア
となっているが，朝方のピーク時には到着便が集中(５
バースに各５分ピッチでの到着)する３階が大混雑する
ことから，状況に応じて４階のバース
ことから，状況に応じて４階のバースも降車として利用
も降車として利用
されており，４階においても降車客数の計測が必要であ
る．このため，３階と４階各ブース１７カ所にビデオカ
メラを設置(図-5,６)した．
また、乗降者数を精確に計測するためには，単に
に計測するためには，単にバス
バス
乗車口での出入りをカウントするだけ
するだけではなく，ドライ
ではなく，ドライ
バーや係員の乗降等のダブルカウントを防ぐ必要があっ
た．このため，バスが乗車スペースに停車する段階から
た．このため，バスが乗車スペースに停車する段階から
乗降者を計測して，出発時にドライ
乗降者を計測して，出発時にドライバーや係員の乗降等
バーや係員の乗降等
のダブルカウントを相殺するシナリオを採用した．

図-4 AI技術活用の流れ

バスタ新宿でのバス利用状況をデータ化するための基
データ化するための基
本的要件として，AIと画像分析技術を踏まえた以下の５
つの観点を設定し,メーカー等へヒアリングを実施しそ
の実現性を確認した。
① バスへの乗車及び降車人員をリアルタイムで把握
可能なこと
② 個人情報等の侵害がないこと
③ データ取得精度が極めて高いこと

図-5 バスタ新宿４階 カメラ設置箇所
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の検討を加えた結果,検討開始から約６か月で実用化に
成功した.この実用性の検証にあたっては
この実用性の検証にあたっては,AI
,AI画像解析ソ
画像解析ソ
フトと画像を見て人が観測した結果を何度も比較し,遜
色なくデータの精度があること確認した(表‐2). 具体
的には,人的計測とAI画像解析ソフトよる検出とを比較
した検証結果は，平均９９％の精度という結果であった．
2 乗降者計測の検証結果
表-2

図-6 バスタ新宿３階 カメラ設置箇所

5-2．迅速な記者発表による認知度の向上
5-1．ディープラーニングによる精度向上

AI技術を活用することで
AI技術を活用することで，鉄道
鉄道や航空分野
や航空分野と同じく，
リアルタイムな計測により，速報として繁忙期の翌日に
記者発表(図-8)を行う事が可能となり，一般紙において
も記事化が見られるようになった．加えてデータ化コス
トも人為的コストに比べ５年間で約1/5となり,大幅なコ
ストと時間の削減にもつながった.

荷物の積み込み，取り出しの一連の動作を行うドライ
荷物の積み込み，取り出しの一連の動作を行うドライ
バーや係員を，複数の人として計測してしまうことへの
，これらの人の
人の動きを追従し乗車時のみ計測
し乗車時のみ計測
対策として，これらの
機能を搭載した((図-7)．
する学習機能を搭載した

図-7 乗車数計測の流れ

一般的に，AIによる画像解析では,必要な機能を適宜
付加し，学習させながらその精度を高め,検出率を向上
させるため，専門の基礎知識と高度なプログラミングが
必要とされる．このため，普及が進まない状況も一部に
あったが，近年は，ディープラーニング（機械学習）と
，ディープラーニング（機械学習）と
呼ばれる，類似する映像やデータを複数回判読させる作
を行うことにより，検出対象の特定率の向上や複数
，検出対象の特定率の向上や複数対
業を行うことにより
象の検出が可能となってきた．
このような背景を踏まえ，バスタ新宿の乗降者数の計
測においても，移動挙動のトレースや検出率の向上に向
けて，度重なるシステムの改良とバスタ新宿への適合性

図-8 公表資料
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図-9 AI
AIデータ集計結果
データ集計結果の例
実態を踏まえ,土産店(写真-3)の導入も行い、この営業
収益の一部についても，公共貢献として
収益の一部についても，公共貢献として運営維持費用へ
運営維持費用へ
も充てている.

5-3．AIによるバスタ新宿の施設改善
バスタ新宿においては，AI技術によって利用者特性を
把握することにより,利便増進施設の改善等にも活かす
ため,利用状況データに加えアンケート調査等を組み合
利用者のニーズを的確に把握しており
ており，順次，施
，順次，施
わせ，利用者のニーズを的確に把握し
設改善を図っている．
）コンビニエンスストア
エンスストアの開業
1）コンビニ
バスタ新宿開業当初は，購買施設がなく不便であった
が，利用者の方々からの多くの意見を受け，コンビニエ
を設置した．さらに，そのコンビニ
そのコンビニ
ンスストア(写真-2)を設置した．さらに，
エンスストアの営業収益の一部を，公共貢献としてバス
タ新宿の運営維持
タ新宿の運営維持費用へ充てており
費用へ充てており,コスト負担の大幅
な削減にもつながっている.

図-10 高速バス利用者アンケート調査結果
実施：東京国道事務所）
（実施：東京国道事務所）
調査日：H29.5.6(土),7(日),10(水),11(木)

写真-2 バスタ新宿
バスタ新宿コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
本格オープン（H28.11
H28.11 暫定オープン）
H29.4 本格オープン（
2）土産店の開業
バスタ新宿の利用者数ピーク時（Ｈ２９
1)と同様に，バスタ新宿の利用者数ピーク時（Ｈ
年度ＧＷ）におけるアンケート調査結果(図-10)と利用

写真-3 バスタ新宿土産店（H30.4 オープン）
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6. 今後の展開
バスタ新宿の利用状況は，利用者は平均約２.８万人
／日，最大約４.１万人／日(H29.12.29)，便数では最大
１,７２０便／日(H29.5.6)となっており，現在の運用上
では飽和状態となっている．これらの利用実態について
も今回の取組があって明らかになったものである.
利用実態の特徴としては，男女別，行き先，時間帯等
に偏りが見られ，夜間及び早朝の発着が多く，反対に昼
間発車の近距離便は発着数が少ないなどの傾向が強い.
また，バスタ新宿では基本的な運用として４階を乗車フ
ロア，３階を降車フロアとしているが，時間帯によって
は発車が集中し，反対に到着が極端に少ない時間帯があ
るため，運用の工夫により３階からの発車の余地がある
と考えられる．
こうした詳細な検討において, AIによる画像解析結果
に基づくデータ集計が大いに役立っている．
今後は，例えば近距離便の増便に向けた近距離観光の
PRやニーズの掘り起こしや，３階からの発車運用など，
多角的な運用改善を図り,バスタ新宿の更なる利用促進
及び利便性向上に努めていくこととしている。
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