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主力事業はシステムの障害・災害対策 

主力事業:システムの二重化 

IBMから販売されている中型サーバー(日本で15000社利用)である、
「IBMi」というサーバーの二重化パッケージの販売・コンサル・導入。 
 

1時間程度の停止で何千万円の損害が発生するお客様も多くあり、「絶対
に止められない」仕組みが必要です。 
 
二重化とは常に本番機と遠隔地にあるバックアップ機の同期 
を撮り続けることです。 

通常時 障害・災害時 

本番機(東京) 本番稼動 停止 

バックアップ機(札幌) 常時複製 本番稼動 

常に二重化 
本番機と同じ 
データを保有 
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2011年 BCPコンサルタント開始 

BCPコンサルとは?  

BCPとはBusiness Continuity Planningの略で日本語では事業継続計画。 
災害等発生時に、社員・お客様の命を最優先に守りつつ、自社の事業を出
来るだけ早い段階に回復させ、被害を最小限にする計画を策定すること。 

① 発災直後の被害を 
   許容限界内に抑え、 

② 被害からの回復力 
   (レジリエンシー)を 
      高めます！ 

■BCP概念図 ■策定ご支援の流れ(例) 
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継続できる社会の実現へ 

災害・事故発生時  

ITCP: IT Continuity Planning 
BCP : Business Continuity Planning 
SCP : Society Continuity Planning 

個 人 

組 織 

社 会 

規模 

時間 

IT-CP 

BCP 
SCP 

2011年 2013年 
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なぜバス事業なのか 

公共性の高い事業  

 全国のほぼどこでも存在して、地域の足としての重要な交通手段である。  

脆弱な通信状況  

 無線等の設置が義務付けられていないことから、大規模な地震が発生した場合、 
 バス会社本部と運転手間で連絡が取れなくなる可能性が高い。 
 大きな地震の場合は、携帯電話はほぼ使えなくなる。 
    
   

出展元:総務省 

移動体であること 

 災害発生時に「どこにいる」というのも重要な情報である。 
 バスロケーションシステムが有効である。     

音声通話はほぼ使えなくなったが、メール等につい
ては比較的利用することが出来た 



© 2015 Bitis, Inc. All rights reserved. 6 

バスロケーションサービス導入の壁 

費用の問題  

初期費用:様々な仕組みがあったが、高価なシステムサービスが多い 
 
ランニング費用:無線を利用したシステムにおいても機械の保守料等が発生 
         通常の回線を利用した場合でも1台あたり¥2,000/月程度発生 
 
初期費用を捻出できたとしても、ランニング費用を捻出し続けることは難しい。 

利用者数の問題  

バスロケーション導入により、バス利用者にとって間違いなく便利にはなる。 
しかし、現実は便利になったからといって利用者数が増えるわけではない。 
 

簡易的なシステムで初期費用を抑制。ランニング費用は極力抑える仕組みの開発。 
また、故障時のメンテナンスビリティーも重要である。 

いつも利用している人以外に利用を促進する仕掛けが必要。 
ビジネス客・観光客等が簡単に利用して便利なサービスが必要である。 
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今回の取り組み 

STEP1: 利用者の利便性を高める仕組み  

十勝バス様との協業 
 1.「目的地」を意識した設計 
   観光・病院・学校・工場・娯楽・・・等のカテゴリー検索可能 
 2. 利用者の「不便」ではなく「不安」の解消 
   バスの乗り方説明。バス停の停止順や折り返しの最終バス等を表示 
 3. バス停乗換ポイントをバス会社にて指定可能 
 

2014年4月2日 「もくいくぅ～」サービス開始 

STEP2: 利用者をさらに増やす仕掛け  

※検索アルゴリズムは北海道大学の協力により完成 

観光客に利用してもらうため帯広観光コンベンション協会様と協業 
 十勝の観光地をカテゴリー(グルメ・温泉・芸術・ガーデン・女子一人旅等)に 
 分割し、観光地情報の発信とともに、観光地に行きたい場合は「もくいくぅ～」 
 から検索可能  

2015年3月1日 路線バス観光アプリリリース   
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今回の取り組み 

STEP3: インバウンドの個人旅行  

日本人観光者のみではなくインバウンド向け機能追加 
 英語・タイ語でリリース 

2015年4月1日 インバウンド向けサービス開始 

STEP4: 位置情報サービス連結  

渋滞や荒天時に遅れが発生する確率が高い路線バス。観光者(インバウンド含む) 
やビジネス客にとって不安になる。 
地元の利用者にとっては、猛吹雪や寒波の時に出来るだけ屋内にいたい。 
利便性とともに利用者を増やすための位置情報サービス 

検索結果 
検索結果で表示されたバスの位置 
がワンタップで確認可能 
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今回の取り組み 

STEP5: 災害対策にも応用  

バスロケーションサービスは、高価な仕組みではなく簡単かつ低価格の仕組み。 
 

バスに「位置情報配信アプリ」を導入したスマホを設置するだけで実現可能。                     

「位置情報配信アプリ」導入しているスマホに「緊急時対応アプリ」も導入 

災害発生時に、赤いアプリをタップすることで運転手さんが、災害時 
における初動ができる。 
「位置配信アプリ」が起動しているので、バス会社からは位置情報が 
把握でき、電話が通じなくても、メッセージのやりとりが可能である。 

バス会社管理用Web画面 
バスに設置しているスマホにメッセージを一斉配信・個別配信も可能 
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バス事業全体概要図 



© 2015 Bitis, Inc. All rights reserved. 11 

バスロケーションサービス導入の壁(解決) 

費用の問題  

初期費用       :スマホという安価なデバイスを使用 
             特に特別な工事を必要としない  
 
ランニング費用    :最近の通信関連企業の努力 
            スマホアプリの広告利用料から補填 
              通常、バス会社は0円負担 
 
メンテナンスビリティー: 故障時は予備のスマホに差し替えるのみ 

最大の問題である費用面についてかなりハードルを下げることが可能となった。 
また、バス会社側の管理についても日々の作業が大きく削減可能となった。 

本サービスについては、特許出願中となっております。 
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災害対策からの思考 

全ては災害対策から思考が始まったが、結果的に地域社会の活性化に繋がってきた。 

STEP1: 利用者の利便性を高める仕組み  

STEP2: 利用者をさらに増やす仕掛け  

地元利用者の利便性や目的地
検索導入により利用増の期待 

STEP3: インバウンドの個人旅行  

観光情報発信による地域活性化 

STEP4: 位置情報サービス連結  

外国人観光客への発信 
地域活性化 

利便性のさらなる向上・安全 
 

STEP5: 災害対策にも応用  
災害対策 
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お客様の声 

年代 声 

40代女性 とても使い易く、便利なアプリだと思います！ 
もう少し他社の検索サイトのような、検索画面が充実してくることを期
待しています！ 

50代男性 すごく、簡単に、探せるので、助かります。 

40代男性 目的地の飲食店の所に「北の屋台」を載せて下さい！ 

30代女性 帯広駅バスターミナルから、畜大までの検索結果に不満。畜大線しか
出ないのでは時刻表と同じで検索サイトの意味がない。復路の結果も
乗り換え1とあるが詳細もわからない。大手乗り換えサイトではカバーで
きない分をこちらでわかるようになっていると思っていのでガッカリです。 

40代女性 コメント：本別南1丁目～明野工業団地に通勤して通っている人で
すけど もう少しバスの本数を増やして欲しい 本別だけ７時台が2本
もあるので1本にして欲しいです あと 学生用(高校?大学生用)のバ
スがあればいいと思います あと ７時のバスがいいな～ お願いします 

最終地点まで行く二次交通である路線バスは電車検索とは一線を画する必要がある 
バス事業者自身が地元の声を聞き、育てていくサービスが望ましい 
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今後の動き 

現在の正式サービス範囲: 十勝地方(バス会社2社) 
                                 「もくいく」「観光アプリ」 
 
12月にリリース予定  「もくいく」「観光アプリ」全面刷新 
               道東・オホーツクのバス会社9社導入 
               留萌地方 バス会社1社、フェリー会社1社 
                             十勝バス様他1社 バスロケ導入 
                
 
様々なアプリをリリース予定(路線広告アプリ・バスナビ・・・・) 
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ビーティスの理念 

理念に従い・・・ 

地域発展とともに災害に強い社会をつくっていくのが我々の使命です。 
 
      IT-BCP                 BCP      ＳＣＰ 
コンピューターの継続->会社の継続->社会の継続と実現に向けて 
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