
大阪市交通局の情報システム

2010．10．23

大阪市立大学大学院創造都市研究科
公共情報システム論

交通局
総務部総合情報システム担当課長

中井 仁



1

１．交通事業の概要

（１）沿革

明治３６年 路面電車開業 築港～花園橋

昭和２年 バス事業開業 阿部野橋～平野

昭和８年 地下鉄開業 御堂筋線(梅田～心斎橋）

昭和４４年 路面電車廃止

昭和５６年 ニュートラム開業

平成１４年 赤バス導入

平成１８年 地下鉄今里筋線開業

地下鉄(ﾆｭｰﾄﾗﾑ含む） バ ス

操 業 昭和８年５月２０日 昭和２年２月２６日

営 業 キ ロ １３７．８キロ ６３１．２キロ

路線数又は系統数 ９路線 １７１系統

駅又は停留所数 １３３駅 １４７６停留所

在 籍 車 両 数 １，３６０両 ７１９車両

1日平均車両走行キロ ３２８，５６９キロ ６６，７６５キロ

1日平均乗車人員 ２，３１９，８１６人 ２３１，５８９人

(平成２１年度決算より）
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２．情報システムの概要

（１）情報化の歩み（業務系を中心にして）

S41 電算機（３２ＫＢ）導入
S42 給与事務処理開始

以後、人事､経理等事務系及び工事積算等技術系ﾊﾞｯﾁｼｽﾃﾑ

S56 パーソナルコンピュータ導入（2台）
漢字化の取組

S57 自動車整備管理システム稼働
S61 自動車運行管理システム稼働
H5 地下鉄駅業務オンラインシステム稼働

各種ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ稼働

H10 情報案内システム（ホームページ、レインボーネット）稼動
図面管理システム導入

H16 新庁舎完成 総合情報システム稼動
H17 個人メールアドレス付与
H18  一人１台パソコン体制整備
H20  交通局ポータルシステム（局内の情報発信及び情報共有）稼働

～

～

（２）情報システム及び利用環境の整備状況

・局の日常業務のほぼすべてについて、システムの整備を行っている。(P４参照）
・職員のＩＴ利用環境については、ＰＣを必要する職員に対する一人１台の配布あるいは
メールアドレスの付与など、必要な環境を整えている。
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（３）総合情報システムの概要

Ａ．コンピュータシステムの構成
ホストコンピュータ 3台
サーバ 約 150台
パソコン 約3,000台 一人１台体制

Ｂ．ネットワークの構成
接続拠点 162カ所（本局、駅、バス営業所、各管理事務所）
地下鉄光ファイバーネットワーク

基幹系 2Ｇまたは1Ｇ 二重構成
利用者系 100Ｍ

ＷｉｄｅＬan 10Ｍ

Ｃ．外部ネットワークとの接続
インターネット 市長部局ネットワーク スルッとＫＡＮＳＡＩ

Ｄ．システム・ネットワーク構成
＜交通局総合情報システム構成概念図＞参照

Ｅ．情報システム関連予算
約３２億円（開発、賃借、運用管理の費用として２２年度予算ベース）
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（４）主なシステム(抜粋）
安全で信頼性の高い運行管理、お客様サービスの向上、事務の効率化・高度化をめざし、ほぼすべての定型業務において40を超える情報システム

が稼動している。

情報システム名 概 要
＜運行管理系＞

ａ．地下鉄運行管理システム
安全・正確な列車運行、的確な情報提供によるお客様サービスの向上を目的として、全列車の運行状況の常時監視、事故など異常時の的確
な運転整理により、最適な列車運行管理を行う。

ｂ．駅画像表示システム 統合指令所に駅ホーム画像を表示させ、混雑状況等の的確迅速な把握を行う。

ｃ．旅客指令情報配信システム 列車運行情報の中でお客様に直接、影響の出る情報を一元的に集約し、関係職員などに発信することによりきめこまやかなサービスを行う。

d．バス運行管理システム
バスロケーションシステムよりバスの運行データを収集し、出入庫状況及びバス停留所通過状況を的確に判断・把握し、円滑な配車計画、発
車業務の効率化を図る。

e．バスロケーションシステム
無線通信機器をバスに搭載し、運行状況をリアルタイムに把握、定時運行の確保と効率的な運行を行い、収集分析データをバス停留所に転
送し接近案内や発車案内を行うことでバスを利用するお客様の利便性の向上を図る。

＜業務系＞

f．情報案内システム
地下鉄駅構内やバスターミナルに設置しているレインボーネット端末や、インターネットにより、市民やお客様に対して市営交通に関わる様々な
案内情報を提供する。

g．収入金システム 駅務機器利用データおよび市バス車載機利用データを集計し、オンライン端末への画面出力や帳票出力を行う。

h．ＩＣカードシステム
ICカードでの地下鉄・ニュートラム・バス利用データを、スルッとKANSAIセンターへ伝送する。また、センターからネガデータや各種還元データを
受信し、ネガデータについては各駅へ伝送する。

i．旅客統計システム
磁気券、ＩＣカードでのバス運収データ、地下鉄定期運収データ、地下鉄定期外運収データより月別の各種統計資料（券種別・区数別・発売券
払戻別等）を作成する。

j．経理システム 財務および固定資産、企業債に関する情報を管理し、財務諸表等の各種帳票の出力を行う。

k．調達システム 工事請負および物品購入契約、貯蔵品出納に関する情報を管理し、支払伝票等の各種帳票の出力を行う。

l．人事情報管理システム 人事異動、昇給、職種、任免等の人事情報管理を行う。

m．給与システム 給与に関する各種手当や申請データの入力および結果や履歴の参照、給料明細打ち出し、年末調整計算を行う。

n．出勤管理システム ICカードあるいは磁気カードを利用して勤怠管理を行う。

o．ＯＡ業務システム 職員のアカウント情報を管理し、インターネットおよび電子メール、共有ファイルサーバ等のサービスを提供する。

p．ポータルシステム 業務に必要な情報の共有、伝達、閲覧、検索など、コラボレーションの仕組みを提供する。

q．夜間作業連絡システム
各保守区から運転指令所への夜間作業連絡、営業課への階段開放連絡および運転指令所から各駅への作業連絡、運転指令所における夜
間入構業者チェック等の連絡作業をオンラインにて行う。

r．図面管理システム 各種図面情報を画像データに変換して保管することにより、図面情報の共有、図面検索などを行う。

s．設備管理制御システム 各駅の電気設備の故障監視及び設備情報を電気指令所にて集中監視を行なう。

t．車両情報管理システム
車両に係る検査・作業記録、発注・契約・納入情報、故障情報などを管理し、必要な情報の共有、計画策定、日々の故障対応に有効に活用す
る。

u．土木工事積算システム 単価台帳や代価台帳など、土木工事積算に関する各種台帳を、オンライン端末により画面表示する。
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（５）代表的なシステムの概要
Ａ．バス・ロケーション･運行管理システム

・主な役割
お客様向けサービス－－バス接近情報（ＨＰ、携帯でも提供）
乗降人員計測
出入庫状況
運行ダイヤ作成
勤怠管理、乗務記録、その他

・経過
S56 設置開始 有線方式

以降整備拡充
H9 DMCA無線方式に順次変更

・システム構成
＜バスロケーションシステム＞ 参照

・通信方式
ＩＲ(電磁誘導）方式(有線） (50ﾎﾞｰ回線）
DMCA無線方式 800MHz

・バスロケ標柱（接近表示器） （H21年度末）

全29２４標柱中 721基（ＩＲ方式－236基 DMCA方式－485基）
・ＩＲ路上器 63基

営業所の出入庫 起終点の一部 （バスの通過情報を取得）
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Ｂ．地下鉄運行管理システム－－列車の安全･正確･迅速･快適な運行

運行管理システム

統合システム

運転指令用テレビジョンシステム

列車無線システム

運転指令電話システム

運転指令員訓練システム

ダイヤ作成支援システム

夜間作業連絡システム

全路線の運行状況の監視 お客様、マスコミ等に案内情報や運行支障情報を提供

列車運行情報等により、自動あるいは手動操作で各駅の進路設定や案内情報を配信

ホームなどの監視カメラ映像を表示

列車と指令所との間で行う業務連絡や列車からの非常停止信号発報のための無線装置

指令所と駅長室・ホームなどを結ぶ直通電話システム

効率的かつ迅速な指令業務を行うための訓練システム

運転曲線、列車運転関係図、ダイヤなどを作成

駅舎･ずい道でおこなう各種工事･作業の事前登録、連絡受付業務を自動的に実施
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＜券売機（767台設置:2010.8）＞

S.30 1券種1金種の単独券売機設置(天王寺駅)
S.44 多機能式券売機制作
S.47 定期券発行機導入
S.47 磁気化券発行券売機大量導入
S.48 有人出札窓口廃止
S.52 千円紙幣使用､他社線連絡券発行ができる券売機
H.63 全駅にT-C型設置(ﾌﾟﾗｽﾞﾏ表示､ﾀﾞｲﾚｸﾄ式発券)
H.2      券売機英文字案内導入

券売機･精算機の発売ﾃﾞｰﾀの送受信開始(京橋～本局)
H.5 全券売機に点字シールの貼付

VB-3型,VC-5型設置(低い操作部､硬貨一括投入)
H.8 ｢スルッとＫＡＮＳＡＩ｣実施
H.17 新型券売機(MP-7)全駅設置完了(ICｶｰﾄﾞ対応）

Ｃ．駅業務関連システム

＜自動改札装置（1240台設置:2010.8）＞

S.49 自動改札機実用化
S.59 全駅設置
H.1 回数券磁気カード化 改札機にカード処理機能部設置
H.8 ｢スルッとＫＡＮＳＡＩ｣実施に伴うカード処理機能部設置
H.12 自動精算機能付加の新型自動改札機の導入
H.13 車いす対応の幅広型改札機
H.18 ＩＣカード対応
H.19 ICカード専用改札機

(b)駅務機器の変遷（133駅 236口）

総合情報ネットワーク

交通局庁舎

各駅 お忘れ物センター
(難波)

乗務所

収入金
ｻｰﾊﾞ

出退勤
ｻｰﾊﾞ

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ＩＣ系ｻｰﾊﾞ

お忘れ物ｻｰﾊﾞ

制御装置

操作端末

自動改札機 券売機 自動精算機 操作端末操作端末

制御装置

スルッとKANSAI

・収入金システム

券売機、精算機、改札機、手売り

・出勤体制システム

出退勤確認、休暇、勤務実績

・拾得物管理システム

拾得物管理、検索

(a)オンラインシステム
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Ｄ．列車情報遠隔監視システム

地下鉄今里筋線（開業：２００６．１２．２４）において初めて採用

地上側に設けた無線ＬＡＮのアクセスポイントと総合情報ネットワークを利用して、車両の状態情報を地上の専用端末に伝送し、故障復
旧の迅速化・検修作業の効率化を図っている

状況報告

処置等の指示 車
両
指
令

輸
送
指
令

車両の状態情報

・異常情報画面

・モニタ画面

・運転台表示灯

検
修
基
地

TRON情報

・故障記録データ

・車上試験データ

･試運転記録データ

復旧支援

故障発生

VHF列車無線・無線LAN

無線LAN

ICカード

VHF列車無線（音声）

○故障復旧の迅速化
故障発生時、運転台モニタ表示器に表示される車両の状態を、乗務員が列車無線を介して報告し、輸送指令
員は適切な処置を乗務員に指示する
一方このシステムにより、車両指令員が故障車両の現在の状態を正確に把握することにより、故障復旧支援
を的確・迅速に行うことができ、輸送障害を最小限にとどめることができる

○検修作業の効率化
車両の高機能化に伴い、故障モニタ記録など車上で取り扱うデータは膨大であり、従来は車両で記録した各種
データは検修基地においてパソコンなどの専用端末やメモリカードを直接接続して読み出しを行っていた
⇒無線ＬＡＮネットワークを介して読み出すことにより作業の効率化を図る
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●ホームページ ＰＣ：www.kotsu.city.osaka.jp 携帯：mobile.kotsu.city.osaka.jp
・バス接近情報 ３つまたは５つ手前の停留所からバスの走行位置情報を提供
・地下鉄・ニュートラム運行情報 ２０分以上の遅れが発生または見込まれる場合の情報提供
・時刻表、料金、最短経路検索 路線図､50音、系統などから検索
・新着情報 市営交通の最新情報、お知らせ

●レインボーネット
・バスターミナルなど5カ所でホームページと同様の情報を提供

Ｅ．お客様案内システム

インターネット

バス接近情報
公開サーバ

交通局HP
サーバ

ホストコンピュータ バスロケーション
システムサーバ

LAN
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３．情報セキュリティ対策

（１）関係条例・規程類の整備
・大阪市個人情報保護条例及び施行規則
・交通局個人情報保護管理要綱
・交通局事業における情報通信の技術の適正な利用の推進に関する規程
・交通局情報セキュリティ管理規程
・交通局データ保護管理要綱
・パソコン等の管理及び運用にかかる指針
・情報処理システム運用指針

（３）セキュリティ対策
･セキュリティ対策の概要は別表「情報資産への脅威とセキュリティ対策」のとおり。
･セキュリティポリシーの遵守とそのための教育、研修として

管理職及び一般職員それぞれに対する研修会の計画的な実施
セキュリティの基本を説明した「情報セキュリティハンドブック」の全職員への配布

･情報セキュリティ監査の実施 内部監査規程に規定 年1回実施

（２）情報セキュリティ管理体制
個人情報及びセキュリティ管理に係る組織、体制については、事業管理者である交通局長を最高情報統括
責任者（CIO）及び最高情報セキュリティ責任者（CISO）として、実務的には部課長を統括情報責任者、統
括情報管理者あるいはIT責任者として指定し、適切な管理を行うこととしている

（４）最近のセキュリティ違反事象
・H18.12当局職員が自宅にある個人用パソコンに業務関連データを取り込んでいたところ、当該パソコンが

コンピュータウィルスに感染し、個人情報を含む業務関連データがウィニーネットワークに流失した。
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脅 威 対 策

物理的 侵入､破壊､盗難､故障､地
震・落雷・火災等の災害な
ど

・管理区域の施錠、監視・警報装置等 管理簿･入室証による入退室管理
自家発電・無停電装置 耐震化 消火設備

・機器・装置の二重・予備化 端末機等の盗難・転倒防止
・ネットワークの接続制限

人的 操作ミス､持ち出し、不正行為、
パスワードの不適切管理等

・ポリシーの遵守とそのための教育、研修（周知徹底）
・情報の適切な処理と目的外使用の禁止
・端末機及び記録媒体の無断持ち出しの禁止、私物PC等の持ち込み禁止
・外部記憶媒体の使用制限と管理の徹底
・自己パスワードの適切管理
・無許可ソフトウェアの導入禁止
・外部委託時のセキュリティ対策の徹底 契約書への明記 適切な管理指導

技術的 不正アクセス､盗聴､コンピュー
タウィルス､スパイウェア、改ざ
ん・消去､Dos攻撃､なりすまし
等

・アクセス権の明確化と適正管理 適切なネットワーク接続管理
・無許可PC等の不正接続防止
・アクセス記録の取得・解析・点検 不正アクセス発見時の措置
・コンピュータウィルスチェックの実施 ウィルス対策の周知徹底

ウィルス感染時の対応

運用 ・運用管理要綱､操作マニュアル等の作成
・機器操作者の限定 データ等のバックアップ
・適切な稼働監視と責任体制の確立
・障害・侵害時の対応マニュアルの作成と周知
・速やかな連絡と適切な措置
・再発防止のための原因分析と措置

別表－情報資産への脅威とセキュリティ対策

区分
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従来の手作業をそのままの手順でシステム化

システム化を個別に実施

蓄積された情報を有効活用できていない

システムの陳腐化による再構築の必要性

予算要求や発注時における審査体制の未整備

情報化関連経費の増大

ＩＴ人材の不足と人材育成手法の未整備

情報化に係る課題 解決の方向性

② 業務・システムの最適化
・システム化に伴う業務改善の実施
・局全体的な視点によるシステム化方針の見直し

（個別最適→全体最適）
・情報の共有化と横断的利活用
・局全体的な視点に立ったシステム新規構築･再構築

③ ＩＴ調達改革
・ＩＴ調達を一元管理し、ＩＴコスト削減と適正化を実現
・予算要求、発注時に必要性、整合性、妥当性等を審査
・契約方法の検討、適正・公平な競争を実施

④ ＩＴ人材育成
・ＩＴ人材育成プログラムの作成・実施 （専門職の採用、育成）
・外部人材活用領域の明確化

Ｉ
Ｔ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
立

４．今後の情報化の取組
（１）情報化に係る課題と解決の方向性

ＩＴガバナンスの確立･強化に向けた課題と解決の方向性は下記の通りである

情報化推進体制が不明確

情報セキュリティ確保への懸念

① 推進体制の整備
・CIO体制の確立と権限・責任の明確化

⑤ 情報セキュリティの確保
・情報セキュリティ対策の充実強化
・ＰＤＣＡサイクルの確立・継続
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（２）重点的取り組み
市政改革マニフェストを受けた「交通局長改革マニフェスト」においては、効率的な事業運営による自立した経営

体制の確立が最も重要な課題となっている。このためには、生産性向上を図るマネジメント改革を推進し、局全体に
おいて幅広く業務プロセスを改善することが求められており、その一方策として、ＩＴガバナンスの確立を図り、 「交通局
情報化推進計画」に沿ったＩＴの利活用、情報システムの再構築を進め、経営への有効活用並びにお客様ｻｰﾋﾞｽの向上
に取り組んでいくことが重要である。

○ 局長をCIO及びCISOと位置付けた情報化・情報セキュリティ推進体制の構築と責任・権限の明確化を行い、ＩＴ推進体
制の整備を行った。（H２０．１２）

○ 「情報化推進計画」に基づく情報関連活動を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、情報化関連施策ごと
に実施方針、スケジュール、目標などを具体化した「交通局情報化推進アクションプラン」を策定した。（H２１．６）

当面の重点的な主な取り組みは次の通りである。

・業務プロセスの改善を目指したシステムの新規・再構築
財務会計システムの再構築(H19～23)
電子決済システムの導入
駅務オンラインシステムの再構築(H22～24)

・ＩＴ調達改革
IT関連の予算編成過程における情報部門の関与（Ｈ２０～）
システム評価と予算のリンク（ＰＤＣＡサイクル）

・ＩＴ利用環境の充実・強化
セキュリティ機能の充実
次期システム更新計画の最適化

・ＩＴ人材の育成確保と職員のリテラシー向上

・情報セキュリティの充実強化

・お客様サービスの向上
ＩＣカードを活用したサービスの充実・多様化－
お客様提供情報の多様化－－ＨＰ、携帯を活用した運行情報などの提供
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