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1. 概要 

概要 

 「駅すぱあと SDK」は当社製品「駅すぱあと® (Windows)」（以下「駅すぱあと」）の機能をＯＬＥオートメーショ

ンサーバーとして公開し、「駅すぱあと」の機能を利用した応用製品を開発する為の製品です。 

 「駅すぱあと SDK」は主要な開発言語である Visual Basic for Applications（以下 VBA）、 Visual Basic（以下

VB）、VBScript、Visual C++（以下 VC++）で利用する事が可能です。 

 本書はダイヤ探索用エンジン／コントロールコンポーネントのオブジェクトについて説明しています。 

 

 

コンポーネント一覧 

コンポーネント 機能 
ダイヤ探索用エンジン 

（ExpDEngn.dll） 
「駅すぱあと」と接続し、各処理を行うコンポーネントです。 
駅名等情報の取得、ダイヤ探索などの機能を提供します。 
エンジンコンポーネント（ExpJpCom.dll）の機能は全て包含しています。

エンジンコンポーネントから取得した情報を使用して任意のユーザーイン

ターフェースが作成できます。 
エンジンコンポーネントを使用して独自のコントロールコンポーネントを

作成できます。 
ダイヤ探索用コントロール 

（ExpDCtrl.dll） 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネントを使用した GUI 部品です。 

「駅すぱあと」が実装しているユーザーインターフェースと同様の機能を持

った GUI 部品を提供します。 
駅名選択入力、ダイヤ探索結果表示、探索条件設定などのユーザーインター

フェースを提供します。 
ダイヤ探索用コントロール 2 

（ExpDCtrl2.dll） 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネントを使用した GUI 部品です。 

「駅すぱあと」が実装しているユーザーインターフェースと同様の機能を持

った GUI 部品を提供します。 
駅名選択入力、ダイヤ探索結果表示、探索条件設定などのユーザーインター

フェースを提供します。 
時刻表 

（ExpDTTbl.dll） 
駅時刻表、列車時刻表情報を取得できるコンポーネントです。 
列車時刻表は有料特急のみ対応しています。 
詳細は別紙「時刻表コンポーネントマニュアル」を参照して下さい。 

アドレスナビ 
（ExpAdNav.dll） 

住所、範囲（距離）を指定して駅一覧を取得できるコンポーネントです。詳

細は別紙「アドレスナビコンポーネントマニュアル」を参照して下さい。 
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コンポーネント 機能 
エンジン 

（ExpJpCom.dll） 
既存アプリケーション用コンポーネントです。 
詳細は「駅すぱあと SDK 既存アプリケーション用コンポーネント リフ

ァレンスマニュアル」を参照して下さい。 
コントロール 

（ExpJpCtl.dll） 
既存アプリケーション用コンポーネントです。 
詳細は「駅すぱあと SDK 既存アプリケーション用コンポーネント リフ

ァレンスマニュアル」を参照して下さい。 
同時アクセス制御 

（ExpCMgr.exe） 
「駅すぱあとネットワーク SDK」の同時アクセスを制御する為のコンポーネ

ントです。 
詳細は「駅すぱあと SDK 同時アクセス制御コンポーネント リファレン

スマニュアル」を参照して下さい。 
コンポーネント及びリファレンスマニュアルは「駅すぱあとネットワーク

SDK」をインストールした場合に使用及び参照できます。 
ダイアログ 

（ExpDIDlg.dll） 
（ExpDCDlg.dll） 
（ExpDTDlg.dll） 
（ExpDODlg.dll） 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネントを使用した GUI 部品です。 
「駅すぱあと」が実装しているユーザーインターフェースと同様の機能を持

ったダイアログを提供します。 
ダイアログコンポーネントは、入力系、出力系、条件設定、日時設定といっ

た機能毎に、下記の４つの DLL ファイルに分かれています。 
・【ExpDIDlg】駅名選択入力、ランドマークの更新・選択ダイアログ、駅

一覧ダイアログなど、入力系ダイアログを提供します。 
・【ExpDCDlg】探索条件設定ダイアログ、不通路線設定ダイアログなど、

探索条件設定のためのダイアログを提供します。 
・【ExpDTDlg】日付、時刻を設定するためのダイアログを提供します。 
・【ExpDODlg】経路選択ダイアログ、経路表示ダイアログ、経路探索ダイ

アログなど、出力系ダイアログを提供します。 
詳細はそれぞれのファイルごとにリファレンスマニュアルが用意されて

いますので、それを参照して下さい。 
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注意事項 

・ 本プログラム及びマニュアルは無断で複製する事を禁止します。また、仕様については予告無しに変更する場合が

あります。 

・ Microsoft、Visual Basic for Applications、Visual Basic、VBScript、Visual C++は米国 Microsoft Corporation

の登録商標または商標です。その他、本書に書かれている会社名、商品名、製品名などは、一般に各社の登録商標

または商標です。 

・ 「駅すぱあと SDK」の各コンポーネントは「駅すぱあと」のインストールフォルダ以外では動作しません。コン

ポーネントだけを他のフォルダにコピーする事は行わないで下さい。 

・ 制限事項については「駅すぱあと」の操作マニュアルを参照して下さい。 

・ 本書は Visual Basic、Visual Basic for Applications、Visual C++での開発経験者で、COM、ActiveX の知識を持

ち、COM、ActiveX を使用したアプリケーションの開発経験者を対象としています。 

・ 「駅すぱあと SDK」は Microsoft の COM（Component Object Model）の仕様に基づいて作成されています。COM

の仕様には「公開したインターフェースは不変である。つまりＣＯＭを使用しているクライアントの動作を保証し

なければならない」という意味のものがあります。しかし、製品の性質上、外部的要因等も含めた理由で現在公開

した機能の中には、将来、動作を保証できなくなる機能が発生する可能性があることを御了承下さい。 

・ Windows95、Windows98 で COM オブジェクトを実行するには、DCOM for Windows95,DCOM for Windows98

というコンポーネントが必要です。このコンポーネントは Microsoft から無償で入手できます。このコンポーネン

トをインストールすれば COM オブジェクトを実行する事ができます。 

・ Microsoft Access のヘルプには「ActiveX コントロールの中には Access と相性がよくないものがあります」という

記述があります。ActiveX とＣＯＭコントロールは内部的には同じ仕様で動作しています。当社で行ったテストで

も、あるコンピュータで動作したコントロールが他のコンピュータでは動作しないという現象がでています。その

為、ExpDCtrl.dll、ExpDCtrl2.dll、ExpJpCtl.dll に含まれるコントロールは Microsoft Access での動作保証は致

しかねます。 

Access のヘルプの検索手順 

1. Access のヘルプで「ActiveX」を検索して下さい。 

2. 「フォーム、レポート、またはデータアクセスページに ActiveX コントロール（OLE カスタムコントロール）

を追加する」というタイトルが検索されます。 

3. 上記のタイトルの説明文の中に「ActiveX コントロールの中には Access と相性がよくないものがあります」と

いう文章があります。 

 
・ Microsoft Access のように ExpDCtrl.dll、ExpDCtrl2.dll、ExpJpCtl.dll のコントロールで不具合は発生する場合

はダイアログコンポーネントの各オブジェクトを試して下さい。 
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・ エンジンコンポーネントの初期化処理は、最初にエンジンコンポーネントのオブジェクトが構築された時に行われ

ます。初期化処理には多少の時間が掛かります。その為、「駅すぱあと SDK」を使用するアプリケーションは初期

処理でオブジェクトの取得を行う事を推奨します。 

・ ダイヤ探索用コントロールコンポーネントの各オブジェクトはプロパティページに対応しています。ただし、一部

のプロパティは対応していません。対応していないプロパティは VB や VC++の開発ツールでプロパティに値を設

定しても、その値を保持しません。プログラム内で各プロパティの設定を行って下さい。 

・ 無効な値が設定された場合などはエラーが発生し、処理が継続できなくなります。VB の場合、「on error ステー

トメント」、VC++の場合、「try ～ catch」などエラー処理で対応して下さい。 

その場合、Boolean 型で「out, retval」と宣言してある引数には False（VARIANT_FALSE）が設定されています。 

・ VC++で開発する場合、下記の点に注意して下さい。 

1. メソッドで取得した BSTR 型変数は必ず  ::SysFreeString を使用してメモリを開放して下さ

い。::SysFreeString の詳細は VC++のヘルプを参照して下さい。 

2. コントロールコンポーネントの各オブジェクトがクラスに変換された場合、プロパティ、メソッドの引数の型

がこのマニュアルに記述してある型と違う型に変換される場合があります。その場合は変換された型を参照し

て下さい。 

3. コントロールコンポーネントを使用したアプリケーションを実行中に「画面のプロパティ」-「デザイン」で

配色を変更された時、一部のコントロール（駅名入力用エディット、探索結果表示パネル、探索条件設定パネ

ル、ランドマーク編集パネル）は WM_SYSCOLORCHANGEメッセージを送信してもらわないと配色が反映されてま

せん。WM_SYSCOLORCHANGEメッセージについては VC++のヘルプを参照して下さい。 

下記のコードはダイアログでコントロールを使用した場合にコントロールに WM_SYSCOLORCHANGEメッセージを

送信している例です。 

 

void CSampleDlg:OnSysColorChange()  

{ 

    CDialog::OnSysColorChange(); 

    // TODO: この位置にメッセージ ハンドラ用のコードを追加して下さい 

    CWnd*   pWnd = GetDlgItem( IDC_XXX);//IDC_XXX はコントロールのＩＤ 

    if  ( pWnd ) 

        ::SendMessage( pWnd->m_hWnd, WM_SYSCOLORCHANGE, 0, 0); 

} 

・ 「駅すぱあと SDK」は仕様上、マルチスレッド処理に対応していません。そのため、経路探索処理、データ参照

等の処理を同時におこなった場合に動作の保証はできません。 

・ 「駅すぱあと SDK」で利用できるオブジェクトは、直接作成できるものと他のオブジェクトのメソッドまたはプ

ロパティを使って取得するものがあります。利用する際には各オブジェクトの説明を確認して下さい。 
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2. 表記／用語について 

表記 

変数の型 

プロパティ、メソッド、イベントの型は VB での表記を採用しています。 
イタリックで表示されている方は VC++での表記です。 
本文中では右の表のように上段は VB の型、下段には VC++の型を表記し

ています。 
また、イタリックで記述されている内容は VC++で使用される場合の説明

になります。 
 

型の表記例 
Long 
long 
Integer 
short 
String 
BSTR 
Boolean 
VARIANT_BOOL 
ExpDiaDB10 
IExpDiaDB10 インターフェース 

関数値 

メソッドの引数表記「In/Out」に「out､retval」と記述されている引数は関数値として値が返される引数です。 

 Visual Basic で記述した場合 

Dim objDB As ExpDiaDB10 

Dim objNavi As ExpDiaNavi6 

  Set objDB = CreateObject( “ExpDEngn.ExpDiaDB10”) 

  Set objNavi = objDB.CreateNavi6 
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省略値 

メソッドの引数表記「In/Out」に「defaultvalue」と記述されている引数は省略可能です。 

ただし、VC++では省略できません。 

運行日のように日付を表す場合、省略値は本日日付（EXPDIA_DATE_TYPE_TODAY）となります。 

文字列の場合、省略値は空文字列（””）になります。 

他の省略値については個々のメソッドの説明を参照して下さい。 

日付 

運行日のように日付を意味する long 型は下記の式で年月日を表します。 

日付（long）＝ 年 × 10000 ＋ 月 × 100 ＋ 日 

Ex. 2000 年 1 月 1 日は 20000101 となります。 

 

時間 

出発／到着時間などを意味する short 型は下記の式で時間を表します。 

時間（short）＝ 時 × 100  +  分 

Ex. 午前 1 時 9 分は 109 となります。 

  午後 3 時４１分は 1541 となります。 

 

インターフェース名 

VC++ではオブジェクトと呼ばず、インターフェースと呼びます。 

インターフェース名はオブジェクト名の前に大文字のアイ「Ｉ」を付けたものです。 

オブジェクト（インターフェース）一覧を参照して下さい。 
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用語 

既存アプリケーション用コンポーネント 

 ダイヤ探索用コンポーネント（ExpDEngn.dll、ExpDCtrl.dll）はエンジンコンポーネント（ExpJpCom.dll）、コ

ントロールコンポーネント（ExpJpCtl.dll）の機能を包含しています。新しくアプリケーションに組み込む場合は

ダイヤ探索用コンポーネントを利用する事を推奨します。その為、エンジンコンポーネント（ExpJpCom.dll）、コ

ントロールコンポーネント（ExpJpCtl.dll）は既存アプリケーション用コンポーネントと呼びます。 

 既存アプリケーション用コンポーネントについての説明は「駅すぱあと SDK 既存アプリケーション用コンポ

ーネント リファレンスマニュアル（ExpSDK.pdf）」を参照して下さい。 

既存アプリケーション用オブジェクト（既存オブジェクト） 

 機能追加などにより新しいオブジェクト（インターフェース）が作成された為、最新ではなくなったオブジェク

トを「駅すぱあと SDK」では「既存アプリケーション用オブジェクト」と呼びます。省略して「既存オブジェク

ト」と記述されている場合もあります。 

 既存アプリケーション用オブジェクトについての説明は「駅すぱあと SDK 既存アプリケーション用オブジェ

クト リファレンスマニュアル（ExpSDK99.pdf）」を参照して下さい。2002 年以前の情報については「駅すぱあ

と SDK 既存アプリケーション用オブジェクト リファレンスマニュアル（ExpSDK99_2000-2002.pdf）」を参照

して下さい。 

探索用駅名 

・ 「駅すぱあと」が探索の為に認識できる駅名。 

・ 具体的な名称はデータベースオブジェクト（ExpDiaDB10）のメソッド SearchStation などを使用して確認して

下さい。 
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鉄道駅 
・ 同じ名称が存在する場合、県名で修飾され、「駅名(県名)」となります。また、同じ名称が同一県の場合は路

線名で修飾され、「駅名(路線名)」となります。ただし、例外があります。 

・ 区切り文字は”(” と”)”になります。 

・ 例えば、「神田」は「神田(東京都)」、「神田(長崎県)」、「神田(鹿児島県)」となります。 

・ 同じ駅名が存在しない場合は修飾されません。 

・ 高速バス／連絡バス／深夜急行バスのバス停も鉄道駅と同様に扱います。 

路線バス 
・ 必ず会社名で修飾され、「バス停名/会社名」となります。 

・ 区切り文字は”/”になります。 

・ 例えば、「神田明神前」は「神田明神前/都営バス」となります。 

空港 
・ 書式は「○○空港」となります。 

・ 空港と鉄道駅の名前が同じ場合は鉄道駅の名称が修飾され、「空港名(鉄道)」となります。 

・ 例外として修飾文字は”中部国際空港(鉄道)”等があります。 

港 
・ 書式は「○○港」となります。 

・ 他の駅やバス停などと港の名前が同じ場合は、名称が修飾されて「港名(港)」となります。 

・ 例えば「和歌山港」は「和歌山港(港)」となります。 

ランドマーク 
・ 必ずカテゴリー名で修飾され「ランドマーク名<カテゴリー名>」となります。 

・ 区切り文字は”<” と”>”になります。 

・ 例えば、「駅すぱあと」に登録してある「東京ディズニーランド」は「東京ディズニーランド<テーマパーク>」

となります。 

・ カテゴリー名が未定義の場合、区切り文字のみで修飾されます。「東京ディズニーランド」のカテゴリー名が

未定義の場合、「東京ディズニーランド<>」となります。 
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探索用路線名 

・ 「駅すぱあと」が探索の為に認識できる路線名。 

・ 具体的な名称はデータベースオブジェクト（ExpDiaDB10）のメソッド SearchLineByCorp などを使用して確

認して下さい。 

鉄道 
・ 同じ路線名でも区間毎に修飾される路線があります。 

・ 例えば、「会津鉄道」の場合、「会津鉄道(西若松―会津田島)」、「会津鉄道(会津田島―会津高原)」となり

ます。 

・ 路線名として指定できる列車名があります。例えば、「ＪＲ新幹線のぞみ」などは指定できます。 

路線バス 
・ 必ず会社名で修飾され、「路線名/会社名」となります。 

・ 区切り文字は”/”になります。 

・ 例えば、「神田明神前」の路線名は「茶５１(駒込駅南口－御茶ノ水駅前)/都営バス」となります。 

空路 
・ 書式は「空路(空港―空港)」となります。 

・ 例えば、東京国際空港―函館空港の場合、「空路(東京―函館)」となります。出発空港が函館空港でも「空路

(東京―函館)」となります。 

海路 
・ 書式は「船の種類名(港―港)」となります。 

・ 例えば、久里浜港―金谷港の場合、「フェリー(久里浜―金谷)」となります。出発港が金谷でも同じです。 

連絡バス 

・ 書式は「連絡バス(出発地―到着地)」となります。 

・ 例えば、東京国際空港(羽田空港)―新宿駅の場合、「連絡バス(東京－新宿駅)」となります。出発地が新宿駅

の場合でも「連絡バス(東京―新宿駅)」となります。 
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高速バス 

・ 書式は「高速バス(出発地―到着地)」となります。 

・ 例えば、東京―京都の場合、「高速バス(東京―京都)」となります。出発地が京都の場合でも「高速バス(東

京―京都)」となります。 

深夜急行バス 

・ 書式は「深夜急行バス(出発地―到着地)」となります。 

・ 例えば、東京駅前―大船駅前の場合、「深夜急行バス(東京―大船)」となります。出発地が大船の場合でも「深

夜急行バス(東京―大船)」となります。 

ランドマーク 
・ ランドマークから最寄り駅までの移動手段は指定できません。 

・ 最寄り駅に乗入れている路線の探索用路線名になります。 

運行日 

・ 路線の停車駅情報を取得する時に指定する年月日です。 

・ 路線によっては曜日によって停車する駅が違う場合あります。経路探索において、運行日を指定する事でその

曜日にあった経路を探索します（一部の路線のみ対応）。 

時刻表運行日 

・ ダイヤ探索や出発時間などを含む列車情報を取得する時に指定する年月日です。 

・ 時刻表運行日は日の区切りが午前零時ではありません。始発から終電まで１日と扱う為、翌日に発車する列車

の時刻表運行日が前日になる事もあります。 

時刻表時間 

・ ダイヤ探索や出発時間などを含む列車情報を取得する時に指定する時間です。 

・ 午前零時は 2400 と表現されます。例えば、午前１時１５分は 2515 となります。 

表示用発着日 

・ 時刻表運行日を午前零時を境にして日付に変換したものです。 
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表示用発着時間 

・ 時刻表時間を２４時間表示に変換した時間です。 

・ 時刻表時間が 2515 は 115 となります。 

駅コード 

・ 「駅すぱあと」上で駅を識別するために使用している独自のコードです。全ての駅に対して割り当てられている

一意な値です。 

・ 駅名に変更があった場合に、このコードを保存しておくと同一駅かどうかを判断する事ができます。 

・ 「駅すぱあと SDK」ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）を使用することで、駅コードから

駅に関する情報を取得する事ができます。 

・ 駅コードは原則として変更しません。しかし、止むを得ない事情によって変更が必要になる場合も考えられま

すので注意して下さい。 

定期利用区間 

・ 定期利用区間とは、定期券としての経路が探索結果経路に一部またはすべて含まれているために運賃または特

別料金を必要としない区間を意味します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10（または連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10）で定期経路設

定メソッド：SetTeikiCourse10(または SetTeikiSearch10)を実行して成功した場合（合計金額が安くなる場合）

に現れます。通常は発生しません。 

回数券区間 

・ 新幹線、有料特急等を利用できる JR の特別企画乗車券（回数券タイプ）を意味します。乗車券と料金をセット

にした切符を複数枚まとめたもので、有効期間などの制限事項があります。探索結果経路に回数券の利用区間

が一部またはすべて含まれているために乗車券や料金が不要な区間を意味します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10（または連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10）で定期経路設

定メソッド：SetTeikiCourse10(または SetTeikiSearch10)を実行して成功した場合（合計金額が安くなる場合）

に現れます。通常は発生しません。 
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JR 二区間定期 

・ 「二区間定期」は折り返し区間が含まれている経路の場合等に計算対象となります。Ｔ字型の２つの経路（一筆

書きできない）を合わせた１枚の定期券です。上記の例では「Ａ駅－Ｂ駅－Ｄ駅」と「Ｂ駅－Ｃ駅」の２種類の

定期となります。組み合わせは３通りありますが、駅すぱあとは６ヵ月定期券が最も安い組み合わせを自動的

に計算します。駅すぱあとが計算する二区間定期券は実際に発売されていることを保証するものではありませ

ん。詳しくはＪＲ各社にお問い合わせください。 

 

２ルート定期 

・ 駅すぱあとでは私鉄各社が発売する下記の特殊連絡定期券を「２ルート定期」といいます。この「２ルート定期」

は指定された区間内において、２つの異なる会社線、または路線を経由するルートが１枚の定期券で利用でき

ます。 

だぶるーと 
・ 「だぶるーと」は、西武鉄道株式会社が発売する東京メトロ線との特殊な連絡定期券で、池袋駅～練馬駅間を西

武線( 西武池袋駅経由) と東京メトロ線( 小竹向原駅経由) のどちらの経路も１枚で乗車できる通勤用の

PASMO 定期券です。  

One だぶる♪ 
・ 「One だぶる♪」は、西武鉄道株式会社が発売するＪＲ東日本線との特殊な連絡定期券で、新宿線(西武線各駅

から西武新宿駅まで)とＪＲ線(高田馬場駅から新宿方面のＪＲ各駅まで)を乗車する際に、西武新宿とＪＲ新宿

のどちらの駅も１枚で利用できる通勤用の PASMO 定期券です。  

 
「だぶるーと」及び「One だぶる♪」の実際の発売区間やその他詳細については、西武鉄道株式会社の案内等を

ご確認下さい。 

二区間定期券 
・ 「二区間定期券」は、東武鉄道株式会社が発売する東京メトロ線との特殊な連絡定期券で、池袋駅～和光市駅間

を東武東上線(東武線池袋駅経由)と東京メトロ線(小竹向原駅経由)のどちらの経路も１枚で乗車できる通勤用の

PASMO 定期券です。「二区間定期券」の実際の発売区間やその他詳細については、東武鉄道株式会社の案内等  

をご確認下さい。 
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どっちーも 
・ 京王電鉄株式会社が発売する通勤用の PASMO 定期券です。明大前以西の各駅～新宿駅、または渋谷間の通勤

定期券を持っている場合、渋谷駅、または新宿駅のどちらの駅でも１枚で乗車できる定期券です。また、多摩

版「どっちーも」は、定期区間が「聖蹟桜ヶ丘駅から調布以東の各駅間」の場合、「京王多摩センター駅」、ま

たは「京王永山駅」のいずれか１駅で乗降可能になります。さらに、定期区間が「京王多摩センター駅から調布

以東の各駅間」、または「京王永山駅から調布以東の各駅間」の場合は、「聖蹟桜ヶ丘駅」で乗降可能となりま

す。多摩版「どっちーも」と新宿駅・渋谷駅が乗降可能な「どっちーも」は併用できないので、駅すぱあとでは、

定期区間が「聖蹟桜ヶ丘駅から調布以東の各駅間」以外は、新宿駅・渋谷駅が乗降可能な「どっちーも」を優先

します。詳細については京王電鉄株式会社の案内等をご確認下さい。 

平日限定定期 

・ 駅すぱあと上では、近江鉄道株式会社が発売する「通勤スーパー定期」を「平日限定定期」と呼びます。平日の

みの利用であれば普通定期券よりも割安な金額で購入できる通勤定期券です。この定期券は土・日・祝日は全

線 1乗車 100円で利用可能ですが、駅すぱあと上では、土・日・祝日での探索では利用不可の扱いとなります。 

詳細については近江鉄道株式会社の案内等をご確認下さい。 

全線定期 

・ 下記の各鉄道事業者の全線を利用できる定期券を駅すぱあと上では、「全線定期」と呼びます。詳細については

各鉄道事業者の案内等をご確認下さい。 

 ・東京都交通局    （発売名称：地下鉄全線定期券     利用範囲：都営地下鉄全線） 

 ・東京地下鉄株式会社 （発売名称：全線定期券        利用範囲：東京メトロ全線） 

 ・仙台市交通局    （発売名称：地下鉄フリーパス     利用範囲：地下鉄全線 

             発売名称：市バス・地下鉄フリーパス 利用範囲：市バス・地下鉄全線  

             発売名称：市バスフリーパス     利用範囲：市バス全線） 

モットクパス 

・ 「モットクパス」は、京王電鉄バスグループが発売する金額式ＩＣ定期券です。ＩＣ定期券で路線に関係なく区

間運賃の同額区間であれば京王バス全線で乗り放題です。詳細については京王電鉄バスグループの案内等をご

確認下さい。 
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IC 金額定期 

・ 西東京バスが発売する金額式ＩＣ定期券です。ＩＣ定期券で路線に関係なく区間運賃の同額区間であれば全線

で乗り放題です。詳細については西東京バスの案内等をご確認下さい。 

金額式定期 

・ 相鉄バスが発売する金額式定期券です。定期券で路線に関係なく区間運賃の同額区間であれば全線で乗り放題

です。詳細については相鉄バスの案内等をご確認下さい。 

路線フリー定期 

・ 駅すぱあと上では、仙台市交通局が発売する『学都仙台市バス・地下鉄フリーパス』の「地下鉄フリーパス」（南

北線のみ、または東西線のみ）、「市バス・地下鉄フリーパス」（市バス＋南北線、または市バス＋東西線）を

「路線フリー定期」と呼びます。市バスと地下鉄で通学する学生・生徒・児童などを対象に、バスは全線で、地

下鉄は南北線、または東西線の全線で乗り降り自由な通学定期券です。詳細については仙台市交通局の案内等

をご確認下さい。 

運賃・特急料金・定期の金額に対するステータス 

・ 駅すぱあと上で、出力している運賃や特急料金、定期金額が確定していない場合に「改定前の金額」や「見込の

金額」のステータスを返します。 

改定前の金額 
・ 「改定前の金額」は事業者の運賃や料金、定期金額が改定された場合に、改定前の金額であることを示します。 

見込の金額 
・ 「見込の金額」は、ヴァル研究所が独自に入手した情報から算出した金額の場合や、事業者から運賃情報を得て

いない時に見込みで算出した金額であることを示します。 
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ＪＲ予約サービス 

・ ＪＲ新幹線の会員制予約サービスを適用した計算をします。各サービス毎に切り替えて計算します。各サービ

ス毎の条件を考慮した割引運賃や料金を計算しますが、実際に購入する際の運賃とは異なる場合がありますの

で、参考情報としてご利用ください。 

各サービスの入会の条件や、利用の詳細については、ＪＲ各社へお問い合わせください。 

新幹線ｅチケット 

・ ＪＲ新幹線の新幹線ｅチケットを適用した計算をします。実際に購入する際の運賃とは異なる場合があります

ので、参考情報としてご利用ください。 

利用の詳細については、ＪＲ各社へお問い合わせください。 
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3. オブジェクト（インターフェース）一覧 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn） 

※ 作成方法には、Visual Basicで記述した場合に、CreateObject(…)を行って作成できるものには直接作成と表

記しています。また、他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できるものを間接作成と表記

しています。 
名称／機能／作成方法／オブジェクト 
データベースオブジェクト 
機能 「駅すぱあと」との接続、経路探索を行うオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpDiaDB10 

IExpDiaDB_A インターフェース 
IExpDiaDB10 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaDB9 
IExpDiaDB9 インターフェース 
ExpDiaDB8 
IExpDiaDB8 インターフェース 
ExpDiaDB7 
IExpDiaDB7 インターフェース 
ExpDiaDB6 
IExpDiaDB6 インターフェース 
ExpDiaDB5 
IExpDiaDB5 インターフェース 
ExpDiaDB4 
IExpDiaDB4 インターフェース 
ExpDiaDB3 
IExpDiaDB3 インターフェース 
ExpDiaDB2 
IExpDiaDB2 インターフェース 
ExpDiaDB 
IExpDiaDB インターフェース 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
ナビゲーションオブジェクト 
機能 探索する駅情報、路線情報の登録と探索条件の設定を行うオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi_A7 インターフェース 
IExpDiaNavi_A6 インターフェース 
IExpDiaNavi_A5 インターフェース 
IExpDiaNavi_A4 インターフェース 
IExpDiaNavi_A3 インターフェース 
IExpDiaNavi_A2 インターフェース 
IExpDiaNavi_A インターフェース 
IExpDiaNavi6 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaNavi5 
IExpDiaNavi5 インターフェース 
ExpDiaNavi4 
IExpDiaNavi4 インターフェース 
ExpDiaNavi3 
IExpDiaNavi3 インターフェース 
ExpDiaNavi2 
IExpDiaNavi2 インターフェース 
ExpDiaNavi 
IExpDiaNavi インターフェース 

経路情報群オブジェクト 
機能 探索結果の経路情報が格納されるオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaCourseSet10 

IExpDiaCourseSet10 インターフェース 
既存オブジェクト ExpDiaCourseSet9 

IExpDiaCourseSet9 インターフェース 
ExpDiaCourseSet8 
IExpDiaCourseSet8 インターフェース 
ExpDiaCourseSet7 
IExpDiaCourseSet7 インターフェース 
ExpDiaCourseSet6 
IExpDiaCourseSet6 インターフェース 
ExpDiaCourseSet5 
IExpDiaCourseSet5 インターフェース 
ExpDiaCourseSet4 
IExpDiaCourseSet4 インターフェース 
ExpDiaCourseSet3 
IExpDiaCourseSet3 インターフェース 
ExpDiaCourseSet2 
IExpDiaCourseSet2 インターフェース 
ExpDiaCourseSet 
IExpDiaCourseSet インターフェース 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
経路情報オブジェクト 
機能 １経路分の情報が格納されるオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse_A3 インターフェース 
IExpDiaCourse_A2 インターフェース 
IExpDiaCourse_A インターフェース 
IExpDiaCourse10 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaCourse9 
IExpDiaCourse9 インターフェース 
ExpDiaCourse8 
IExpDiaCourse8 インターフェース 
ExpDiaCourse7 
IExpDiaCourse7 インターフェース 
ExpDiaCourse6 
IExpDiaCourse6 インターフェース 
ExpDiaCourse5 
IExpDiaCourse5 インターフェース 
ExpDiaCourse4 
IExpDiaCourse4 インターフェース 
ExpDiaCourse3 
IExpDiaCourse3 インターフェース 
ExpDiaCourse2 
IExpDiaCourse2 インターフェース 
ExpDiaCourse 
IExpDiaCourse インターフェース 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
路線区間情報オブジェクト 
機能 路線区間毎の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaRouteSection3 

IExpDiaRouteSection3 インターフェース 
既存オブジェクト ExpDiaRouteSection2 

IExpDiaRouteSection2 インターフェース 
ExpDiaRouteSection 
IExpDiaRouteSection インターフェース 

運賃区間情報オブジェクト 
機能 運賃区間毎の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaFareSection3 

IExpDiaFareSection_A2 インターフェース 
IExpDiaFareSection_A インターフェース 
IExpDiaFareSection3 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaFareSection2 
IExpDiaFareSection2 インターフェース 
ExpDiaFareSection 
IExpDiaFareSection インターフェース 

特急料金区間情報オブジェクト 
機能 料金（特急、急行等）区間毎の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaSurchargeSection3 

IExpDiaSurchargeSection_A2 インターフェース 
IExpDiaSurchargeSection_A インターフェース 
IExpDiaSurchargeSection3 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaSurchargeSection2 
IExpDiaSurchargeSection2 インターフェース 
ExpDiaSurchargeSection 
IExpDiaSurchargeSection インターフェース 

定期区間情報オブジェクト 
機能 定期区間毎の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaTeikiSection 

IExpDiaTeikiSection_A3 インターフェース 
IExpDiaTeikiSection_A2 インターフェース 
IExpDiaTeikiSection_A インターフェース 
IExpDiaTeikiSection インターフェース 

既存オブジェクト 無し 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
車両区間オブジェクト 
機能 特別な車両区間の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaCarSection 

IExpDiaCarSection インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
分割計算結果情報オブジェクト 
機能 分割計算（乗車券／定期券）を行った結果の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaSeparateCourse 

IExpDiaSeparateCourse_A インターフェース 
IExpDiaSeparateCourse インターフェース 

既存オブジェクト 無し 
定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
機能 定期利用時運賃計算を行った結果の情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
路線区間アクセス情報群オブジェクト 
機能 路線区間アクセス情報オブジェクトを格納しているオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaRouteAccessSet2 

IExpDiaRouteAccessSet2 インターフェース 
既存オブジェクト ExpDiaRouteAccessSet 

IExpDiaRouteAccessSet インターフェース 
路線区間アクセス情報オブジェクト 
機能 列車一覧、路線一覧などの情報を管理するオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaRouteAccess2 

IExpDiaRouteAccess2 インターフェース 
既存オブジェクト ExpDiaRouteAccess 

IExpDiaRouteAccess インターフェース 
路線区間列車情報オブジェクト 
機能 ダイヤ探索結果の列車情報を持つオブジェクトです 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaTrainInfo 

IExpDiaTrainInfo_A インターフェース 
IExpDiaTrainInfo インターフェース 

既存オブジェクト 無し 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
会社情報群オブジェクト 
機能 会社情報オブジェクトを格納しているオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaCorpSet 

IExpDiaCorpSet インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
会社情報オブジェクト 
機能 会社に関する情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
路線情報群オブジェクト 
機能 路線情報オブジェクトを格納しているオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaLineSet 

IExpDiaLineSet インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
路線情報オブジェクト 
機能 路線に関する情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaLine 

IExpDiaLine インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
駅情報群オブジェクト 
機能 駅情報オブジェクトを格納しているオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaStationSet 

IExpDiaStationSet インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
駅情報オブジェクト 
機能 駅に関する情報を持つオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpDiaStation 

IExpDiaStation インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
ランドマーク情報群オブジェクト 
機能 ランドマーク情報オブジェクトを格納するオブジェクト 
作成方法 直接作成（他のオブジェクトからも取得できます。） 
最新オブジェクト ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
ランドマーク情報オブジェクト 
機能 ランドマークに関する情報を持つオブジェクト 
作成方法 直接作成（他のオブジェクトからも取得できます。） 
最新オブジェクト ExpDiaLandmark 

IExpDiaLandmark インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
最寄り駅情報オブジェクト 
機能 ランドマークの最寄り駅に関する情報持つオブジェクト 
作成方法 直接作成（他のオブジェクトからも取得できます。） 
最新オブジェクト ExpDiaNearestStation 

IExpDiaNearestStation インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
連続探索用オブジェクト 
機能 連続探索、探索結果取得の為のオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch_A5 インターフェース 
IExpDiaSearch_A4 インターフェース 
IExpDiaSearch_A3 インターフェース 
IExpDiaSearch_A2 インターフェース 
IExpDiaSearch_A インターフェース 
IExpDiaSearch10 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaSearch9 
IExpDiaSearch9 インターフェース 
ExpDiaSearch8 
IExpDiaSearch8 インターフェース 
ExpDiaSearch7 
IExpDiaSearch7 インターフェース 
ExpDiaSearch6 
IExpDiaSearch6 インターフェース 
ExpDiaSearch5 
IExpDiaSearch5 インターフェース 
ExpDiaSearch4 
IExpDiaSearch4 インターフェース 
ExpDiaSearch3 
IExpDiaSearch3 インターフェース 
ExpDiaSearch2 
IExpDiaSearch2 インターフェース 
ExpDiaSearch 
IExpDiaSearch インターフェース 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
定期払戻計算オブジェクト 
機能 定期払戻計算を行うの為のオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpDiaRepaymentTeiki8 

IExpDiaRepaymentTeiki_A インターフェース 
IExpDiaRepaymentTeiki8 インターフェース 

既存オブジェクト ExpDiaRepaymentTeiki7 
IExpDiaRepaymentTeiki7 インターフェース 
ExpDiaRepaymentTeiki6 
IExpDiaRepaymentTeiki6 インターフェース 
ExpDiaRepaymentTeiki5 
IExpDiaRepaymentTeiki5 インターフェース 
ExpDiaRepaymentTeiki4 
IExpDiaRepaymentTeiki4 インターフェース 
ExpDiaRepaymentTeiki3 
IExpDiaRepaymentTeiki3 インターフェース 
ExpDiaRepaymentTeiki2 
IExpDiaRepaymentTeiki2 インターフェース 
ExpDiaRepaymentTeiki 
IExpDiaRepaymentTeiki インターフェース 

駅・路線名変換オブジェクト 
機能 駅・路線名を SDK 版用とイントラ版用に相互変換します 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpConvert 

IExpConvert インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
駅すぱあと情報オブジェクト 
機能 会社・駅・路線名の情報を扱う為のオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpData2 

IExpData2 インターフェース 
既存オブジェクト ExpData 

IExpData インターフェース 
駅すぱあと情報リストオブジェクト 
機能 会社・駅・路線のリスト情報を扱う為のオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpDataExtraction2 

IExpDataExtraction2 インターフェース 
既存オブジェクト ExpDataExtraction 

IExpDataExtraction インターフェース 
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名称／機能／作成方法／オブジェクト 
回数券データオブジェクト 
機能 回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet)を取得する為のオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpCouponData2 

IExpCouponData2 インターフェース 
既存オブジェクト ExpCouponData 

IExpCouponData インターフェース 
回数券情報群オブジェクト 
機能 回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)を取得する為のオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpCouponSet 

IExpCouponSet インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
回数券情報オブジェクト 
機能 回数券情報を取得するためのオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpCoupon 

IExpCoupon インターフェース 
範囲探索用オブジェクト 
機能 起点（一箇所）を中心として時間または距離から対象（鉄道駅、空港等）の探索

をおこなうオブジェクト 
作成方法 直接作成 
最新オブジェクト ExpRange 

IExpRange インターフェース 
範囲探索結果情報群オブジェクト 
機能 範囲探索結果情報オブジェクト（ExpRangeStation） 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpRangeStationSet 

IExpRangeStationSet インターフェース 
既存オブジェクト 無し 
範囲探索結果情報オブジェクト 
機能 範囲探索結果の駅の情報を扱う為のオブジェクト 
作成方法 間接作成 
最新オブジェクト ExpRangeStation 

IExpRangeStation インターフェース 
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4. ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

オブジェクト構造概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
駅すぱあと 

 ExpDiaDB10  
・ 「駅すぱあと」との接続 

・ 経路探索 

・ 各種情報の取得 

 ExpDiaLandmarkSet  

 
 ExpDiaLandmark  

・ ランドマーク情報 

 ExpDiaNearestStation  
・ 最寄り駅情報 

 ExpDiaNavi6  
・ 経路探索となる駅／路線情報 

・ 探索条件 

・ 不通路線／会社情報 

 

 ExpDiaSearch10  
・ 連続探索に特化したオブジェクト 

・ 全ての探索結果情報 

 ExpDiaLineSet  

 
 ExpDiaLine  

・ 路線情報（名称、停車駅等） 

探索情報 
登録 

登録情報の取得 

接続 

経路探索 探索結果 

接続 

経路探索 

情報要求 

 
探索結果 

情報取得 

登録 

登録情報の取得 

情報取得 探索結果 

複数オブジェクトを表す 

探索情報 
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 ExpDiaCourseSet10  

 

 ExpDiaCourse10  
・ 探索経路情報（時間、距離、乗換え回数等の合計） 

 ExpDiaRouteSection3   
・ 区間始点駅 

・ 区間終点駅 

・ 区間路線情報 

 

 ExpDiaFareSection3  
・ 区間運賃 

 ExpDiaSurchargeSection3  
・ 区間特急料金 

 指定席 

  自由席 

  グリーン席 

ExpDiaTeikiSection 
・区間定期券運賃 

 ExpDiaStationSet  

 
 ExpDiaStation  

・ 駅情報（名称、乗入れ路線等） 

 ExpDiaCorpSet  

 
 ExpDiaCorp  

・ 会社情報（名称等） 

 ExpDiaTrainInfo  
・列車ダイヤ情報 

 ExpDiaRouteAccessSet2  

 
 ExpDiaRouteAccess2  

・ 列車一覧情報 

・ 路線一覧情報 

ExpDiaCarSection 
・車両区間情報 

ExpDiaSeparateCourse 
・分割計算結果 

ExpDiaUseTeikiFare 
・定期利用時運賃計算結果 
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定義値 

地域種別 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_AREA_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
 ２ EXPDIA_AREA_TYPE_HOKKAIDO 1 北海道 
 ３ EXPDIA_AREA_TYPE_TOHOKU 2 東北 
 ４ EXPDIA_AREA_TYPE_KANTO 4 関東 
 ５ EXPDIA_AREA_TYPE_CHUBU 8 中部 
 ６ EXPDIA_AREA_TYPE_KINKI 16 近畿 
 ７ EXPDIA_AREA_TYPE_CHUGOKU 32 中国 
 ８ EXPDIA_AREA_TYPE_SHIKOKU 64 四国 
 ９ EXPDIA_AREA_TYPE_KYUSYU 128 九州 
１０ EXPDIA_AREA_TYPE_JAPAN 255 全国 

路線種別 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_LINE_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
 ２ EXPDIA_LINE_TYPE_RAILROAD 1 鉄道 
 ３ EXPDIA_LINE_TYPE_AIRLINE 2 空路 
 ４ EXPDIA_LINE_TYPE_CONNECTIONBUS 4 連絡バス 
 ５ EXPDIA_LINE_TYPE_SHIP 8 海路 
 ６ EXPDIA_LINE_TYPE_WALK 16 徒歩 
 ７ EXPDIA_LINE_TYPE_BUS 32 路線バス 
 ８ EXPDIA_LINE_TYPE_HIGHWAYBUS 64 高速バス 
 ９ EXPDIA_LINE_TYPE_EXTERN 128 ランドマーク→最寄り駅等 
１０ EXPDIA_LINE_TYPE_MIDNIGHTBUS 256 深夜急行バス 
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駅種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_STATION_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
２ EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD 1 鉄道駅(高速バス停、連絡バス停、港を含む） 
３ EXPDIA_STATION_TYPE_AIRPORT 2 空港 
４ EXPDIA_STATION_TYPE_LANDMARK 4 ランドマーク 
５ EXPDIA_STATION_TYPE_BUSSTOP 8 路線バス 
６ EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD_ONLY 16 鉄道駅(高速バス停、連絡バス停、港を除く)※１ 
７ EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS 32 高速バス※１ 
８ EXPDIA_STATION_TYPE_CONNECTIONBUS 64 連絡バス※１ 
９ EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 128 港※1 

１０ EXPDIA_STATION_TYPE_MIDNIGHTBUS 256 深夜急行バス※１ 
※１ 駅名一覧取得用の駅種別になります。駅情報オブジェクト（ExpDiaStation）の Type プロパティなどの駅種

別としては出力されません。 

特急料金種別 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
 ２ EXPDIA_SEAT_TYPE_RESERVED 1 指定席 
 ３ EXPDIA_SEAT_TYPE_FREE 2 自由席 
 ４ EXPDIA_SEAT_TYPE_GREEN 3 グリーン、又はプレミアムカー 
 ５ EXPDIA_SEAT_TYPE_BED 4 寝台 

６ EXPDIA_SEAT_TYPE_STANDS 5 立席 
７ EXPDIA_SEAT_TYPE_SPECIAL_EXPRESS 6 特定特急料金 
８ EXPDIA_SEAT_TYPE_GREEN_INCAR 7 グリーン（車内購入） 
９ EXPDIA_SEAT_TYPE_PASS 8 定期券※１ 

１０ EXPDIA_SEAT_TYPE_COUPON 9 回数券※２ 
１１ EXPDIA_SEAT_TYPE_CAR 15 有料車両（寝台を除く） 
１２ EXPDIA_SEAT_TYPE_GRANCLASS 16 グランクラス 
１３ EXPDIA_SEAT_TYPE_SUWAROU 17 スワロー料金 
１４ EXPDIA_SEAT_TYPE_INCAR 18 車内購入指定席 
１５ EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE_RESERVED 19 座席未指定 
１６ EXPDIA_SEAT_TYPE_PREMIUM_GREEN 20 プレミアムグリーン 
１７ EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_FREE 21 A シート（自由席） 
１８ EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_RESERVED 22 A シート（指定席） 
１９ EXPDIA_SEAT_TYPE_FREE_INCAR 23 車内購入自由席 
※１ 特急料金情報オブジェクト取得元の経路情報オブジェクトに新幹線定期等を利用できる定期経路として経路

情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に取得できます。 

※２ 特急料金情報オブジェクト取得元の経路情報オブジェクトに回数券を設定している場合に取得できます。 
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表示順序種別 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_SORT_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
 ２ EXPDIA_SORT_TYPE_SEARCH 1 探索順 
 ３ EXPDIA_SORT_TYPE_TIME 2 所要時間順 
 ４ EXPDIA_SORT_TYPE_FARE 4 運賃順 
 ５ EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI 8 定期順 
 ６ EXPDIA_SORT_TYPE_TRANSFER 16 乗換回数順 
 ７ EXPDIA_SORT_TYPE_CO2 32 CO2 排出量順 
８ EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI1 64 定期１ヵ月順 
９ EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI3 128 定期３ヵ月順 

１０ EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI6 256 定期６ヵ月順 

日付指定特殊指示子 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_DATE_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
 ２ EXPDIA_DATE_TYPE_TODAY 1 本日日付 
 ３ EXPDIA_DATE_TYPE_WEEKDAY 2 本日日付に最も近い過去の平日の日付 
 ４ EXPDIA_DATE_TYPE_SATURDAY 4 本日日付に最も近い過去の土曜日の日付 
 ５ EXPDIA_DATE_TYPE_SUNDAY 8 本日日付に最も近い過去の日曜日の日付 

ランドマーク関連最大値 

・ 最大文字列長の値は半角文字数（バイト数）です。 

 
No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_LANDMARK_NAME_MAXLENGTH 80 ランドマーク名最大文字列長 
 ２ EXPDIA_LANDMARK_YOMI_MAXLENGTH 80 ランドマーク名読み 

最大文字列長 
 ３ EXPDIA_LANDMARK_CATEGORY_NAME_MAXLENGTH 40 カテゴリー名最大文字列長 
 ４ EXPDIA_NEAREST_STATION_EXIT_MAXLENGTH 20 最寄り駅出口最大文字列長 
 ５ EXPDIA_NEAREST_STATION_TRANSFER_PLAN_MAXLENGTH 20 最寄り駅移動手段 

最大文字列長 
 ６ EXPDIA_NEAREST_STATION_MAXCOUNT 10 最寄り駅最大登録件数 
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ランドマーク状態種別 

・ ランドマーク情報オブジェクトのプロパティ Status に設定される値です。 

 
No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_LANDMARK_STATUS_OK 0 正常 
 ２ EXPDIA_LANDMARK_STATUS_NO_NAME 1 ランドマーク名未登録 

ランドマーク情報オブジェクト

のランドマーク名が未登録 
 ３ EXPDIA_LANDMARK_STATUS_NO_NEAREST_STATION 2 最寄り駅情報オブジェクト未登

録 
ランドマーク情報オブジェクト

に最寄り駅情報オブジェクトが

１件も登録されていない 
 ４ EXPDIA_LANDMARK_STATUS_INVALID_NEAREST_STATION 4 最寄り駅未登録 

最寄り駅情報オブジェクトの駅

情報オブジェクトが未登録 
 ５ EXPDIA_LANDMARK_STATUS_INVALID_TRANSFER_TIME 8 最寄り駅移動時間未登録 

最寄り駅情報オブジェクトの移

動時間が未登録 
 

分割計算結果種別 

・分割計算結果情報オブジェクトのプロパティ FoundState に設定される値です。 

 
No. 定義名称 値 意味 

１ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_NONE 0 分割駅無し 
２ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_FARE 1 乗車券での分割駅有り 
３ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_TEIKI1 2 1 ヵ月定期券での分割駅有り 
４ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_TEIKI3 4 3 ヵ月定期券での分割駅有り 
５ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_TEIKI6 8 6 ヵ月定期券での分割駅有り 
６ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_TEIKI12 16 12 ヵ月定期券での分割駅有り 
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探索結果種別 

・ 平均待ち時間探索結果はデータベースオブジェクトのメソッド SearchCourse で出発または到着時間を指定しないで

経路探索を行って取得した場合に設定されます。 

・ ダイヤ探索結果は下記のメソッドを実行した場合に設定されます。 

1. データベースオブジェクトのメソッド SearchCourseで出発または到着時間を指定して経路探索を行った場合。 

2. 経路情報オブジェクトのメソッド AssignCourseByTrain、AssignCourseByTimeで再探索を行った場合。 

 
No. 定義名称 値 意味 

１ EXPDIA_SEARCH_COURSE_DIA_NONE 0 平均待ち時間探索結果 
２ EXPDIA_SEARCH_COURSE_DIA_SEARCH 1 ダイヤ探索結果 

 

割当てダイヤ探索指示種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_ASSIGN_SEARCH_ALL 1 経路全体を再探索 
２ EXPDIA_ASSIGN_SEARCH_TIMEADJUST 2 指定時刻で再探索 
３ EXPDIA_ASSIGN_SEARCH_AFTER_SECTION 4 指定区間より後方を再探索 
４ EXPDIA_ASSIGN_SEARCH_BEFORE_SECTION 8 指定区間より前方を再探索 
５ EXPDIA_ASSIGN_SEARCH_REPLACE_SECTION 16 指定区間を置きかえる 

 

列車／路線一覧種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_ROUTE_ACCESS_ROUTE_LIST 0 路線一覧 
２ EXPDIA_ROUTE_ACCESS_START_STATION_LIST 1 区間の出発駅を出発する全ての列車一覧 
３ EXPDIA_ROUTE_ACCESS_END_STATION_LIST 2 区間の到着駅に到着する全ての列車一覧 
４ EXPDIA_ROUTE_ACCESS_BOTH_STATION_LIST 3 区間の両端の駅に停車する列車一覧 
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発着時刻種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_ARRIVAL_DEPARTURE_TIME_NONE 0 ダイヤ情報ではなく参考となる時刻 
２ EXPDIA_ARRIVAL_DEPARTURE_TIME_TIMETABLE 1 時刻表データから得た時刻 
３ EXPDIA_ARRIVAL_DEPARTURE_TIME_INTERVAL 2 時間帯により一定間隔で運転されている

ダイヤの時刻 
 

運賃種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_FARE_TYPE_OTHER 0 その他の運賃 
２ EXPDIA_FARE_TYPE_AIRLINE _REGULAR 1 航空運賃（特定便割引）※１ 
３ EXPDIA_FARE_TYPE_AIRLINE _TOKUWARI 2 航空運賃（普通運賃）※１ 
４ EXPDIA_FARE_TYPE_PASS 4 定期券※２ 
５ EXPDIA_FARE_TYPE_COUPON 8 回数券※３ 
６ EXPDIA_FARE_TYPE_CLASS_FARE 16 旅客運賃 ※４ 
７ EXPDIA_FARE_TYPE_IC 32 IC カード乗車券 ※５ 
８ EXPDIA_FARE_TYPE_DISCOUNT 64 割引制度名称 ※６ 
※ １ 定義名称の記述が運賃種別名称の文字列の意味と違います。運賃種別の定義名称の誤りですが、 

既存アプリケーションへの影響を考慮して修正をおこなわずに意味を修正しました。注意して下さい。 

※ ２ 経路情報オブジェクトに定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定  

している場合に取得できます。 

※ ３ 経路情報オブジェクトに回数券を設定している場合に取得できます。 

※ ４ 経路情報オブジェクトに複数の運賃が設定されている船舶が含まれている場合に取得できます。 

※ ５ 経路情報オブジェクトに IC カード乗車券を適用された場合に取得できます。 

※ ６ 経路情報オブジェクトに「学生割引」が適用された場合に取得できます。 
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乗換え時間種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_CHANGE_TIME_TYPE_DEFAULT 1 駅すぱあとの既定値 
２ EXPDIA_CHANGE_TIME_TYPE_LITTLE_PLUS 2 駅すぱあとより少し余裕をみる 
３ EXPDIA_CHANGE_TIME_TYPE_PLUS 3 駅すぱあとより余裕をみる 
４ EXPDIA_CHANGE_TIME_TYPE_MINUS 4 駅すぱあとより短い時間にする 

定期払戻計算方法種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_REPAY_TYPE_IMPOSSIBILITY 0 定期解約計算不可 
２ EXPDIA_REPAY_TYPE_CANCELLATION 1 定期解約計算 
３ EXPDIA_REPAY_TYPE_SECTION_CHANGE 2 定期区間変更計算 

定期期間種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_NOT_YET -1 未対応定期 
２ EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
３ EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_1 1 1 ヵ月定期券 
４ EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_3 3 3 ヵ月定期券 
５ EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_6 6 6 ヵ月定期券 
６ EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_12 12 12 ヵ月定期券 

定期分割点種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_TEIKI_GROUP_SEPARATION_TYPE_LINK 1 接続 
２ EXPDIA_TEIKI_GROUP_SEPARATION_TYPE_SEPARATE 2 分割 
３ EXPDIA_TEIKI_GROUP_SEPARATION_TYPE_IMPOSSIBLE 4 変更不可 
４ EXPDIA_TEIKI_GROUP_SEPARATION_TYPE_TEMPORARY 8 一時変更不可 
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定期グループ種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_POSSIBLE 1 定期払い戻し計算対応 
２ EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_IMPOSSIBLE 2 定期払い戻し計算未対応 
３ EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_VALID 4 定期払い戻し計算対象状態 
４ EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_INVALID 8 定期払い戻し計算対象外状態 
５ EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_FINISHED 16 定期払い戻し計算済み状態 
６ EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_UNFINISHED 32 定期払い戻し未計算状態 

車両種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_CAR_TYPE_NORMAL １ 普通 
２ EXPDIA_CAR_TYPE_GREEN ２ グリーン 

 

駅・路線名変換結果種別 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_NONE  １ 未処理状態(エラー値) 
 ２ EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_NOT_CONVERTED ２ 駅・路線名変換無し 
 ３ EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_CONVERTED ３ 駅・路線名変換有り 

会社・路線・駅名称更新判定種別 

No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_RENEWAL_NAME_ERROR －１ 不正名称(エラー値) 
 ２ EXPDIA_RENEWAL_NAME_NONE ０ 未対応 
 ３ EXPDIA_RENEWAL_NAME_NO_UPDATE １ 更新無し 
 ４ EXPDIA_RENEWAL_NAME_UPDATE ２ 更新有り 
 ５ EXPDIA_RENEWAL_NAME_DELETE ３ 削除 
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季節料金種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPDIA_SEASON_TYPE_NONE ０ 未設定状態(エラー値) 
２ EXPDIA_SEASON_TYPE_LOW １ 閑散期 
３ EXPDIA_SEASON_TYPE_HIGH ２ 繁忙期 
４ EXPDIA_SEASON_TYPE_REGULAR ３ 通常期 
５ EXPDIA_SEASON_TYPE_HIGHEST ４ 最繁忙期 

 

範囲探索用 駅種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPRANGE_SPOT_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
２ EXPRANGE_SPOT_TYPE_STATION 1 駅 
３ EXPRANGE_SPOT_TYPE_AIRPORT 2 空港 
４ EXPRANGE_SPOT_TYPE_PORT 4 港 
５ EXPRANGE_SPOT_TYPE_BUS 8 高速／連絡バス停 

 

範囲探索用 利用路線種別 

No. 定義名称 値 意味 
１ EXPRANGE_LINE_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
２ EXPRANGE_LINE_TYPE_RAIL 1 鉄道 

※特別料金無し 
３ EXPRANGE_LINE_TYPE_EXPRESS 2 鉄道 

（有料特急／急行／寝台／有料普通列車） 
４ EXPRANGE_LINE_TYPE_SHINKANSEN 4 鉄道（新幹線） 
５ EXPRANGE_LINE_TYPE_BUS 8 高速バス／連絡バス 
６ EXPRANGE_LINE_TYPE_AIRLINE 16 航空路 
７ EXPRANGE_LINE_TYPE_SEAWAY 32 航路 
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乗車券システム種別 

定義名称 値 意味 
EXPDIA_TICKET_SYSTEM_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
EXPDIA_TICKET_SYSTEM_ORDINARY 1 普通乗車券 
EXPDIA_TICKET_SYSTEM_IC 2 IC カード乗車券 

割引制度種別 

定義名称 値 意味 
EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_ORDINARY 1 割引なし 
EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_STUDENT 2 学生割引制度 

優先表示運賃（優先乗車券）種別 

定義名称 値 意味 
EXPDIA_PREFERRED_TICKET_ORDER_NONE 0 未設定 ※1 
EXPDIA_PREFERRED_TICKET_ORDER_NORMAL 1 普通運賃を優先 
EXPDIA_PREFERRED_TICKET_ORDER_IC 2 IC カード運賃を優先 
EXPDIA_PREFERRED_TICKET_ORDER_CHEAP 3 片道運賃が安い方を優先 ※2 

 
※1 普通運賃と IC カード運賃で片道運賃が同一の場合、普通運賃の１種類のみを返します。 

普通運賃と IC カード運賃で片道運賃が異なる場合、２種類の運賃を返し IC カード運賃を優先表示します。 

（優先する乗車券システム種別実装前との互換性が維持された状態です） 

※2 普通運賃と IC カード運賃で片道運賃が同じ場合、IC カード運賃を優先します。 
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エラー種別 

・ 値が 253、254、255 は将来の為に予約してあるエラー種別です。現在、この値は返していません。 

・ データベースオブジェクト、連続探索用オブジェクトのメソッド CheckNavi が返すエラーコードです。このエラー

種別はチェックの優先度で二つのグループに分かれます。優先度「高」のエラーに関するチェックを行い、エラーが

無い場合、優先度「低」のエラーに関するチェックを行います。 

 
優先度 値. 
高 100～199 
低 1～99 

 

 
No. 定義名称 値 意味 
 １ EXPDIA_ERROR_TYPE_NONE 0 正常（非エラー状態） 

２ EXPDIA_ERROR_TYPE_CORRELATIVE_RAIL_AND_STATION 1 ナビゲーションオブジェクトに

路線を指定した時、有効な路線名

だが、指定された両端の駅が接続

していない路線を指定した場合、

この値が返ります。 
このエラーが発生しても、ナビゲ

ーションオブジェクトのプロパ

ティ FuzzyLine を True に設定し

て平均待ち時間探索を行うと経

路が求まる場合があります。ダイ

ヤ探索の場合、路線指定は無視し

て探索を行います。 
３ EXPDIA_ERROR_TYPE_VIA_BUS_LANDMARK 2 ナビゲーションオブジェクトに

登録されている経由駅にランド

マークが指定されている場合、こ

の値が返ります。 
（※2015 年 10 月 1 版以降、経由

駅にバス停を指定できる様にな

りました。） 
４ EXPDIA_ERROR_TYPE_INVALID_SPECIFICATION_LINE 3 ナビゲーションオブジェクトに

路線を指定した時、有効な路線名

だが、ダイヤ探索を指示された場

合、この値が返ります。 
ダイヤ探索の場合、路線指定は無

視して探索を行います。 
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No. 定義名称 値 意味 
 ５ EXPDIA_ERROR_TYPE_LOWER_OR_OVER 100 ナビゲーションオブジェクトに登録

されている駅数が１以下の場合、こ

の値が返ります。 
 ６ EXPDIA_ERROR_TYPE_INVALID_STATION 101 ナビゲーションオブジェクトに登録

されている駅名を「駅すぱあと」が

認識できない場合、この値が返りま

す。 
７ EXPDIA_ERROR_TYPE_INVALID_LINE 102 ナビゲーションオブジェクトに登録

されている路線名を「駅すぱあと」

が認識できない場合、この値が返り

ます。 
 ８ EXPDIA_ERROR_TYPE_SAME_STATION 103 ナビゲーションオブジェクトに同一

名称の駅が登録されている場合、こ

の値が返ります。 
 ９ EXPDIA_ERROR_TYPE_NOTBUS_SELECTED_BUS 104 ナビゲーションオブジェクトの探索

条件に路線バス不使用を設定した

時、バス停を指定した場合、この値

が返ります。 
１０ EXPDIA_ERROR_TYPE_BUSONLY_SELECTED_NOTBUS 105 ナビゲーションオブジェクトの探索

条件に路線バスのみ探索を設定した

時、バス停以外を指定した場合、こ

の値が返ります。 
１１ EXPDIA_ERROR_TYPE_INVALID_TIME 106 連続探索用オブジェクトのメソッド

CheckNavi のみで返します。 
プロパティ Time に負数以外の値が

設定されている場合、この値が返り

ます。 
１２ EXPDIA_ERROR_TYPE_STATION_ONLY_FOR_GETTING_

ON 
107 乗車専用駅を降車する駅または乗り

継ぎする駅に設定した場合に出力し

ます。 
１３ EXPDIA_ERROR_TYPE_STATION_ONLY_FOR_GETTING_

OFF 
108 降車専用駅を乗車する駅に設定した

場合に出力します。 
１４ EXPDIA_ERROR_TYPE_OUT_OF_SERVICE_LINE 109 路線を指定する際に運行日ではない

日付を経路探索の出発／到着日に設

定した場合に出力します。 
１５ EXPDIA_ERROR_TYPE_COURSE_NOTFOUND 253 条件にあてはまる経路が無い。 
１６ EXPDIA_ERROR_TYPE_SEARCH_FAIL 254 その他の探索失敗。 
１７ EXPDIA_ERROR_TYPE_FATAL 255 致命的な障害発生／続行不可 
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オブジェクト 

データベースオブジェクト（ExpDiaDB10） 

機能 
・ 「駅すぱあと」との情報交換を行うオブジェクトです。 

・ 各情報（駅名、路線名、会社名等）の取得、平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

・ このオブジェクトの実体はアプリケーション内にひとつしか存在しません。例えば、アプリケーション内の複数の

箇所でオブジェクト（インターフェース）を取得しても同じ実体を取得することになります。 

・ ランドマークを使用する場合、メソッド SetLandmarkSetInterface を使用してランドマーク情報群オブジェクトを

登録して下さい。連続探索用オブジェクト以外の全てのオブジェクトでランドマークを使用することができます。 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

 Visual Basic で記述した場合 

Dim objDB As ExpDiaDB10 

Set objDB = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDiaDB10”) 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

 １ SDKVersion Long 
long 

取得 コンポーネントバージョン 

２ KNBVersion Long 
long 

取得 知識データベースのバージョン 

３ JRTimetableVersion Long 
long 

取得 JR 時刻表データベースのバージョン 

４ PLTimetableVersion Long 
long 

取得 私鉄時刻表データベースのバージョン 

５ AirTimetableVersion[n] Long 
long 

取得 航空機時刻表データベースのバージョン 
1：開始年月日 
2：終了年月日 

 ６ TrainTimetableInstalled Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 鉄道全線時刻表がインストール状態を判断する 
インストール済み：True 
        ：VARIANT_TRUE 
未インストール ：False 
        ：VARIANT_FALSE 
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No. 名称 型 設 定 ／

取得 
説明 

 ７ MaxAnswerCount Long 
long 

取得 経路探索最大数（=20） 

８ ClientUserCount Long 
long 

取得 同時接続数 
ネットワーク版の場合、設定されている同時接

続数を返します。 
ネットワーク版ではない場合、ゼロが返ります。 

９ TransportBusDataVersion Long 
long 

取得 高速バス・連絡バス・深夜急行バス用データの

バージョン 
１０ ShipDataVersion Long 

long 
取得 船舶用データのバージョン 

※コンポーネントバージョンは 8 桁の数値は西暦（年、月）と版を表します。 

 例 20080101 →  2008 年 1 月 第 01 版 

※各時刻表データベースバージョンと高速バス・連絡バス用データのバージョンは８桁の数値です。 

例 20080101 →  2008 年 1 月 第 01 版 
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メソッド 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi6 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

構文 

CreateNavi6( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi6 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

構文 

CreateNavi5( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi5 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

構文 

CreateNavi4( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi4 インターフェース 
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ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi3( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi3 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi2( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi2 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi インターフェース 
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登録内容チェック：CheckNavi6 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi6( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi6 インターフェース 
 ２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

登録内容チェック：CheckNavi5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi5( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
 ２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 
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登録内容チェック：CheckNavi4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi4( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi4 インターフェース 
 ２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

登録内容チェック：CheckNavi3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi3( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 ２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

データベースオブジェクト（ExpDiaDB10） 



53 

 

登録内容チェック：CheckNavi2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi2( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi2 インターフェース 
 ２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

登録内容チェック：CheckNavi 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi インターフェース 
 ２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 
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経路探索：SearchCourse10 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

 
構文 

SearchCourse10( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi6 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet10 

IExpDiaCourseSet10** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet10 インターフェース 

 

 

経路探索：SearchCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

 
構文 

SearchCourse9( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet9 

IExpDiaCourseSet9** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet9 インターフェース 
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経路探索：SearchCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse8( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet8 

IExpDiaCourseSet8** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet8 インターフェース 

 

 

経路探索：SearchCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse7( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi4 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet7 

IExpDiaCourseSet7** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet7 インターフェース 
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経路探索：SearchCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse6( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet6 

IExpDiaCourseSet6** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet6 インターフェース 

 

経路探索：SearchCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse5( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet5 

IExpDiaCourseSet5** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet5 インターフェース 

 

経路探索：SearchCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse4( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet4 

IExpDiaCourseSet4** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet4 インターフェース 
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経路探索：SearchCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse3( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet3 

IExpDiaCourseSet3** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet3 インターフェース 

 

経路探索：SearchCourse2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse2( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi2 インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet2 

IExpDiaCourseSet2** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet2 インターフェース 

 

経路探索：SearchCourse 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された内容を元に平均待ち時間探索、ダイヤ探索を行います。 

構文 

SearchCourse( pINavi, pICourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi インターフェース 
 ２ pICourseSet ExpDiaCourseSet 

IExpDiaCourseSet** 
out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet インターフェース 
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ランドマーク情報登録：SetLandmarkSetInterface 

・ 探索に使用するランドマーク情報群オブジェクトを登録します。 

・ 登録元のランドマーク情報群オブジェクトの内容を変更するとすぐに反映します。 

・ 登録されたランドマーク情報はアプリケーション内の全ての ExpDiaDB10 オブジェクト及びランドマークを使

用する全てのオブジェクトに反映します（ただし、連続探索用オブジェクトは除く）。 

 
構文 

SetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet* 
in ランドマーク情報群オブジェクト 

IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
※False は返しません 

 

ランドマーク情報取得：GetLandmarkSetInterface 

・ 設定してあるランドマーク情報群オブジェクトを取得します。 

 
構文 

GetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLandmarkSet IExpDiaLandmarkSet** out, 

retval 
ランドマーク情報群オブジェクト 
IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
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会社情報取得：GetCorp 

・ 指定された会社名の会社情報オブジェクトを作成します。 

 
構文 

GetCorp( strCorpName, pCorp) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strCorpName String 

BSTR 
in 会社名 

 
 ２ pCorp ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp** 
out,  
retval 

会社情報オブジェクト 
IExpDiaCorp インターフェース 

 

路線情報取得：GetLine 

・ 指定された探索用路線名の路線情報オブジェクトを作成します。 

・ 取得された路線情報オブジェクトのメソッド SearchStopStation で取得する駅情報群オブジェクト（停車駅情

報）の内容は運行日によって変る可能性があります。 

 
構文 

GetLine( strLineName, lDate, pLine) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLineName String 

BSTR 
in 探索用路線名 

 
 ２ lDate Long 

long 
in, 
defaultvalue 

運行日 

 ３ pLine ExpDiaLine 
IExpDiaLine** 

out,  
retval 

路線情報オブジェクト 
IExpDiaLine インターフェース 
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駅情報取得：GetStation 

・ 指定された探索用駅名の駅情報オブジェクトを作成します。 

・ 取得された駅情報オブジェクトのメソッド SearchPassLine で取得する路線情報群オブジェクト（乗入れ路線情

報）において、個々の路線情報オブジェクトのメソッド SearchStopStation で取得する駅情報群オブジェクト

（停車駅情報）の内容は路線の運行日によって変る可能性があります。 

 
構文 

GetStation( strStationName, lDate, pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 
 ２ lDate Long 

long 
in, 
defaultvalue 

路線の運行日 

 ３ pStation ExpDiaStation 
IExpDiaStation** 

out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 

会社名妥当性チェック：IsValidCorp 

・ 指定された会社名の妥当性チェックを行います。 

・ 「駅すぱあと」が認識できない会社名は無効な名称となります。 

 
構文 

IsValidCorp( strCorpName, bValid); 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strCorpName String 

BSTR 
in 会社名 

 
 ２ bValid Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

チェック結果 
有効な名称：True 
     ：VARIANT_TRUE 
無効な名称：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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路線名妥当性チェック：IsValidLine 

・ 指定された路線名が探索用として妥当かチェックします。 

・ 妥当な探索用路線名の場合、該当する路線種別が返ります。 

・ 「駅すぱあと」が認識できない路線名の場合、EXPDIA_LINE_TYPE_NONE が返ります。 

・ ナビゲーションオブジェクトでは探索用路線名として航空会社名が指定できますが、このメソッドでは航空会社

名を指定された場合、無効な路線名となります。 

 
構文 

IsValidLine( strLineName, sType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLineName String 

BSTR 
in 探索用路線名 

 
 ２ sType Integer 

short 
out,  
retval 

路線種別 

 

駅名妥当性チェック：IsValidStation 

・ 指定された駅名が探索用として妥当かチェックします。 

・ 妥当な探索用駅名の場合、該当する駅種別が返ります。 

・ 「駅すぱあと」が認識できない駅名の場合、EXPDIA_STATION_TYPE_NONE が返ります。 

 
構文 

IsValidStation( strStationName, sType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 ２ sType Integer 
short 

out,  
retval 

駅種別 
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会社一覧取得：SearchCorp 

・ 指定された地域種別で検索し、該当する会社情報オブジェクトを格納している会社情報群オブジェクトを作成し

ます。 

・ 地域種別には同時に複数の地域を指定できません。 

 
構文  

SearchCorp( sArea, bIncludeLocalBus, pCorpSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sArea Integer 

short 
in 地域種別 

 ２ bIncludeLocalBus Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 路線バス会社を含む  ：True 
           ：VARIANT_TRUE 
路線バス会社を含まない：False 
           ：VARIANT_FALSE 

 ３ pCorpSet ExpDiaCorpSet 
IExpDiaCorpSet** 

out,  
retval 

会社情報群オブジェクト 
IExpDiaCorpSet インターフェース 

 

 

路線一覧取得：SearchLineByCorp 

・ 会社情報オブジェクトで指定された会社の路線を引数で指定された情報を基に路線情報を検索し、該当する路線

情報オブジェクトを格納している路線情報群オブジェクトを作成します。 

・ 運行日によって取得できる路線情報群オブジェクトの内容が変る可能性があります。 

・ 地域種別には同時に複数の地域を指定できません。 

 
構文 

SearchLineByCorp( pCorp, sArea, lDate, pLineSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorp ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp* 
in 会社情報オブジェクト 

IExpDiaCorp インターフェース 
 ２ sArea Integer 

short 
in 地域種別 

 ３ lDate Long 
long 

in, 
defaultvalue 

運行日 

 ４ pLineSet ExpDiaLineSet 
IExpDiaLineSet** 

out,  
retval 

路線情報群オブジェクト 
IExpDiaLineSet インターフェース 
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駅名一覧取得：SearchStation 

・ 指定された読み、地域種別、駅種別で検索し、該当する駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェク

トを返します。 

・ 読みに「とう」、「トウ」、「tou」と指定された場合、「トウ」と読みで始まる全ての駅の情報が返ります。漢字を

指定した場合、その漢字から始まる全ての駅の情報が返ります。 

・ 読みの先頭に「？」を付けて指定すると、その読みを含む全ての駅の情報が返ります。 

・ 地域種別には同時に複数の地域を指定できません。 

・ 読み、または駅名を入力させて、駅一覧を表示する場合などにこのメソッドを使用します。 

・ ランドマーク情報群オブジェクトが登録されている場合、読みが未登録のランドマークは全て対象となります。 

・ 該当する駅情報オブジェクトを検索する時に運行日は考慮しません。 

・ 運行日が考慮されるのは、取得された駅情報群オブジェクトの個々の駅情報オブジェクトのメソッド

SearchPassLine で取得する路線情報群オブジェクト（乗入れ路線情報）において、個々の路線情報オブジェク

トのメソッド SearchStopStation で駅情報群オブジェクト（停車駅情報）を取得する時です。 

・ 下記の駅一覧取得用の駅種別を利用して必要な対象の駅名一覧を取得することができます。 

  
駅一覧取得用 駅種別 対象 

EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD_ONLY 鉄道駅※高速バス停・連絡バス停、港を除く 

EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS 高速バス停 

EXPDIA_STATION_TYPE_CONNECTIONBUS 連絡バス停 

EXPDIA_STATION_TYPE_MIDNIGHTBUS 深夜急行バス 

EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 港 

 ※既存の駅種別：EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD は鉄道駅（高速バス停・連絡バス停・深夜急行

バス停、港を含む）を表現している駅種別になっています。 

  
・ 既存の駅種別：EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD と上記の駅一覧取得用の駅種別を組み合わせた場合は

EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD を優先するため、設定された駅一覧取得用の駅種別を無視しますので

注意してください。 

例 下記の例は全て駅種別：EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD として扱われます。 

 

EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS 
EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_CONNECTIONBUS 
EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 
EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS + EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 
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構文 

SearchStation( strStationName, sArea, sType, lDate, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 読み 

 ２ sArea Integer 
short 

in 地域種別 

 ３ sType Integer 
short 

in 駅種別（駅名一覧取得用の駅種別利用可） 

 ４ lDate Long 
long 

in, 
defaultvalue 

運行日 

 ５ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet** 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

駅名一覧取得（件数制限有）：SearchStationLimited 

・ SearchStation と同等の機能を持ちます。ただし、検索結果の件数制限の指定ができます。 

 
構文 

SearchStationLimited( lNumberOfLimit, strStationName, sArea, sType, lDate, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lNumberOfLimit Long 

long 
in 件数制限値 

 ２ strStationName String 
BSTR 

in 読み 

 ３ sArea Integer 
short 

in 地域種別 

 ４ sType Integer 
short 

in 駅種別（駅名一覧取得用の駅種別利用可） 

 ５ lDate Long 
long 

in, 
defaultvalue 

運行日 

 ６ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet** 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 
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祝日判定：IsHoliday 

・ 与えられた日付が祝日なのかどうかを判定をします。 

・ 春分の日、秋分の日は毎年変わる可能性がある為、正しく判定されない場合があります。 

・ 日付と判断できない値を指定された場合はエラーが発生します。 

 
構文 

IsHoliday( date, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ date Long 

long 
in 日付（例 20001103） 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

祝日  ：True 
    ：VARIANT_TRUE 
祝日以外：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

日付の妥当性チェック：CheckDate 

・ 日付の妥当性チェックを行います。 

・ 1970 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日の範囲がチェックできます。範囲外はゼロが返ります。 

・ 数字で日付を指定した場合、正しい日付は同じ値が返り、不正な日付はゼロが返ります。 

・ 日付指定特殊指示子（EXPDIA_DATE_TYPE_xxx）を指定した場合、規則に従って該当する日付が返ります。 

・ 規則に関しては「定義値：日付指定特殊指示子」の記述を参照して下さい。 

 
構文 

CheckDate( lDate, ConvertedDate) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例 20001103） 

 ２ ConvertedDate Long 
long* 

out,  
retval 

該当する日付 
不正な日付を指定された場合、ゼロの値が

返ります。 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaDB_A 
・ 説明 

IExpDiaDB_A インターフェイスは、ExpDiaDB10 オブジェクトの機能を拡張したインターフェイスで

す。ExpDiaDB10 オブジェクトと同様に扱うことができます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。他の機能は ExpDiaDB10 オブジェクトと同じです。

利用方法については後述します。 

・駅すぱあとプロダクトバージョンの取得 

・航空データバージョンの取得 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

ExpertProductVersion Long 
long  

取得 駅すぱあとプロダクトバージョン 
 

AirDataVersion Long 
long  

取得 航空データバージョン 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_db As IExpDiaDB_A 

Set test_db = db   ‘db(ExpDiaDB10)を IExpDiaDB_A 型の変数に代入する。 

Set ver = test_db.ExpertProductVersion   ‘駅すぱあとプロダクトバージョンを得る 

Set ver_air = test_db.AirDataVersion    ‘航空データバージョンを得る 
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ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

機能 
・ 探索用駅情報及び探索条件の設定を行うオブジェクトです。 

・ 探索用駅情報とは探索用駅名と探索用路線名のことです（探索用路線名は省略可）。 

・ 探索用路線名を指定した場合、探索用駅に到着する為に使用する路線となります。その為、出発駅の登録時に探索

用路線名を指定しても無視されます。 

・ 探索用路線名を指定した場合、指定された路線を使用した経路を探索します。ただし、指定された路線を使用した

経路が探索結果に必ず含まれるわけではありません。 

・ プロパティ Time に負数を指定すると平均待ち時間探索を行います。その時、プロパティ Date は出発日と扱いま

す。到着日と扱う指定はできません。 

・ プロパティTimeに時間を指定した場合、ダイヤ探索を行います。プロパティDepartureを指定する事でプロパティ

Date、Time を出発日時または到着日時として扱います。 

・ ダイヤ探索を指定された場合、探索用路線名は無効となり、無指定として扱います。 

・ プロパティ FuzzyLine が True の時、探索用路線名は名称の一部の文字列でも有効になります。例えば、「新幹線の

ぞみ」と設定された場合、「ＪＲ新幹線のぞみ」となります。また、路線名に航空会社名を指定することができます。

例えば、「全日本空輸」、「ANA」などが指定できます。 

・ 「ANA」、「JAL」などは半角文字です。全角文字は無効な路線名となります。 

・ 探索条件とは出発日、空路の利用等のプロパティと不通路線の情報の事です。不通路線に路線バスを指定する事は

できません。 

・ 探索用駅情報は２０個まで登録する事ができます。登録される順に位置番号が１から付けられます。 

・ 位置番号１に登録してある探索用駅情報が出発駅になり、一番大きい位置番号に登録してある探索用駅情報が到着

駅になります。合間に登録してある探索用駅情報は経由駅となります。 

・ 経由駅にランドマークを設定して経路探索を行うと経路は求まりません。ランドマークは出発駅、到着駅のみに設

定できます。 

・ 経由駅にバス停を指定した場合、平均待ち時間探索は経路が求まる可能性があります。ダイヤ探索は経路は求まり

ません。 

・ プロパティ StationLongName、LineLongName は登録してある駅名、路線名を参照できる配列です。添字は１～

プロパティ StationKeyCount までが指定できます。範囲外の添字を指定した場合、エラーが発生します。 

・ メソッド AddKey などで登録時には駅名や路線名のチェックを行いません。チェックを行うにはデータベースオブ

ジェクトまたは連続探索用オブジェクトのメソッド CheckNavi を使用して下さい。 

・ 2018 年 1 月版で航空保険特別料金を含まない設定が無効になった為、IncludeInsuranceSurcharge プロパティに

False を設定した場合でも、航空保険特別料金を含んだ航空運賃になります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

・ 高速バス、連絡バスを利用する時の優先度を設定できます。 
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・ ダイヤ経路の探索する際の条件として、有料普通列車(整理券、ライナー券、普通車指定席券が必要な列車)を利用

する／しないを設定できます。 

プロパティ 
名称 型 設定／取得 説明 
AnswerCount Long 

Long 
設定／取得 経路探索要求回答数（初期値：５） 

SearchKeyCount Long 
Long 

取得 探索用駅情報数 

Date Long 
Long 

設定／取得 出発／到着日（初期値：本日日付） 

Time Integer 
Short 

設定／取得 出発／到着時間（初期値：負数） 

Departure Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定／取得 プロパティ Date、Time の出発／到着指定 
出発指定：True（初期値） 
    ：VARIANT_TRUE 
到着指定：False 
    ：VARIANT_FALSE 

StationLongName[n] String 
BSTR 

取得 登録してある駅名 

LineLongName[n] String 
BSTR 

取得 登録してある路線名 

SurchargeKindDefault Integer 
Short 

設定／取得 特急料金種別希望初期値 
１：指定席（初期値） 
２：自由席 
３：グリーン席 
※寝台、立席、特定特急料金は指定できません。 

TeikiDefault Integer 
Short 

設定／取得 定期種別初期値 
１：通勤（初期値） 
２：学割 
３：学割（高校） 

IgnoreSeasonJR Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定／取得 ＪＲ路線の季節料金を無視 
無視しない：False（初期値） 
     ：VARIANT_FALSE 
無視する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 

IncludeInsuranceSurcharge Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定／取得 航空保険特別料金を運賃に含める 
運賃に含める ：True  
       ：VARIANT_TRUE 
運賃に含めない：False（初期値） 
       ：VARIANT_FALSE 
※ 2018年 1月版で航空保険特別料金の設定が無効

になり、False でも運賃に含まれて出力します 
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ダイヤ探索用条件 
名称 型 設定／ 

取得 
説明 

DiaAirplane Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

飛行機を利用する／しない 

True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaShinkansen Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

新幹線を利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaShinkansenNozomi Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

新幹線のぞみを利用する／しない 
新幹線を利用するに設定してある時に有効です。 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaSleeperTrain Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

寝台列車を利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaLimitedExpressTrain Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

有料特急を利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaHighwayBus Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

高速バスを利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaConnectionBus Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

連絡バスを利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaAirlineFareClassType Integer 
Short 

設定/ 

取得 

航空運賃の指定 ※2012年6月1版以降は無効 

運賃種別の内、航空運賃についての下記の値が有

効です。  

1：航空運賃の普通運賃を採用する  

2：航空運賃の特定便割引を採用する。  

但し、無い場合は普通運賃を採用する  
DiaChangeTime Integer 

Short 
設定/ 

取得 

乗換え時間種別 

DiaTrainLiner Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

有料普通列車を利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

DiaShip Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定/ 

取得 

船舶を利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 
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平均待ち時間探索用条件 
名称 型 設定／取得 説明 
FuzzyLine Boolean 

VARIANT_BOOL 
設定／取得 路線名あいまい指定 

路線を指定した場合、その路線が両端の駅に

接続していない路線名の時、無視して探索す

るか／無視しないでエラーとするか設定しま

す。 
無視する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
無視しない：False（初期値） 
     ：VARIANT_FALSE 

Airplane Integer 
short 

設定／取得 空路の利用 
１：気軽に利用 
２：普通に利用（初期値） 
３：極力利用しない 

Express Integer 
short 

設定／取得 特急列車の利用 
１：気軽に利用 
２：普通に利用（初期値） 
３：極力利用しない 

JR Integer 
short 

設定／取得 ＪＲ路線の利用 
１：優先して利用 
２：普通に利用（初期値） 
３：極力利用しない 

HighwayBus Integer 
short 

設定／取得 高速バスの利用 
１：優先して利用 
２：普通に利用（初期値） 
３：極力利用しない 

ConnectionBus Integer 
short 

設定／取得 連絡バスの利用 
１：優先して利用 
２：普通に利用（初期値） 
３：極力利用しない 

Walk Integer 
short 

設定／取得 駅間徒歩 
１：気にならない（初期値） 
２：少し気になる 
３：利用しない 

Change Integer 
short 

設定／取得 乗り換え 
１：気にならない（初期値） 
２：少し気になる 
３：大いに気になる 
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No. 名称 型 設定／取得 説明 
３１ WaitTime Integer 

short 
設定／取得 出発駅乗車待ち時間 

１：待ち時間無し 
２：平均待ち時間（初期値） 

３２ StartStation Integer 
short 

設定／取得 特急始発駅 
１：なるべく利用 
２：普通に利用（初期値） 

３３ SleepingTrain Integer 
short 

設定／取得 寝台列車の利用 
１：利用しない（初期値） 
２：極力利用する 

３４ LocalBus Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定／取得 路線バスを利用する 
利用しない：False 
     ：VARIANT_FALSE 
利用する ：True（初期値） 
     ：VARIANT_TRUE 

３５ LocalBusOnly Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定／取得 路線バスのみで探索する（※注１） 
しない：False（初期値） 
   ：VARIANT_FALSE 
する ：True 
   ：VARIANT_TRUE 

３６ Ship Integer 
short 

設定／取得 船舶の利用 
１：気軽に利用 
２：普通に利用（初期値） 
３：極力利用しない 

 
※ 注１ LocalBusOnly プロパティに TRUE を設定して探索した場合は、同一バス会社の路線バス（徒歩は含まれ

ます。）で構成される探索結果経路しか得ることができなくなります。経路に他の交通手段（鉄道、空路、高速

バス、連絡バス、海路等）や異なるバス会社の路線が含まれる場合は、探索結果は０件になります。 
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メソッド 

探索用駅情報全削除：RemoveAllKey 

・ 登録してある探索用駅情報（出発駅、到着駅、経由駅）を全て削除します。 

 
構文 

RemoveAllKey( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

探索用駅情報削除：RemoveKey 

・ 指定された位置の探索用駅情報を削除します。 

・ 指定された位置以降に登録されている探索用駅情報は前に詰まります。 

 
構文  

RemoveKey( lPos, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lPos Long 

long 
in 位置番号（１～２０） 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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探索用駅情報追加：AddKey 

・ 指定された情報で探索用駅情報を構築し、追加登録を行います。 

 
構文 

AddKey( strStationName, strLineName, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 ２ strLineName String 
BSTR 

in, 
defaultvalue 

探索用路線名 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

探索用駅情報挿入（前挿入）：InsertPrevKey 

・ 引数の情報を基に探索用駅情報を構築し、指定された位置の前に挿入します。 

 
構文 

InsertPrevKey( lPos, strStationName, strLineName, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lPos Long 

long 
in 位置番号（１～） 

 ２ strStationName String 
BSTR 

in 探索用駅名 

 ３ strLineName String 
BSTR 

in, 
defaultvalue 

探索用路線名 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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探索用駅情報挿入（後挿入）：InsertNextKey 

・ 引数の情報を基に探索用駅情報を構築し、指定された位置の後に挿入します。 

 
構文 

InsertNextKey( lPos, strStationName, strLineName, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lPos Long 

long 
in 駅情報位置（１～） 

 ２ strStationName String 
BSTR 

in 探索用駅名 

 ３ strLineName String 
BSTR 

in, 
defaultvalue 

探索用路線名 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

 

探索用駅情報置換（ＤＤＥ形式）：ReplaceKeyDDEStyle 

・ 駅名、路線名をカンマ区切りの文字列で指定して探索用駅情報を登録できます。 

・ 路線名は”[“と”]”で囲んで指定します。 

・ 路線名に路線バスの路線名を指定した場合は無指定と扱います。 

・ 路線名は省略可能です。 

・ 例 

     路線名指定無し：高円寺,新宿,大手町 

     路線名指定有り：高円寺,[ＪＲ総武線],新宿,大手町 

 
構文 

ReplaceKeyDDEStyle( strStationNamesDDEStyle, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationNamesDDEStyle String 

BSTR 
in 探索用駅情報文字列 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 
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探索用駅情報変更：ModifyKey 

・ 指定された位置に登録してある探索用駅情報の内容を引数の情報で変更します。 

 
構文 

ModifyKey( lPos, strStationName, strLineName, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lPos Long 

long 
in 位置番号（１～） 

 ２ strStationName String 
BSTR 

in 探索用駅名 

 ３ strLineName String 
BSTR 

in, 
defaultvalue 

探索用路線名 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

探索用駅情報変更（路線のみ）：ModifyKeyLineOnly 

・指定された位置に登録してある探索用駅情報の路線名を変更します。 

 
構文 

ModifyKeyLineOnly( lPos, strLineName, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lPos Long 

long 
in 位置番号（１～） 

 ２ strLineName String 
BSTR 

in 探索用路線名 
路線バスの路線名を指定された場合、探索時

は無効になります 
 ３ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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全会社／路線不通設定解除：EnableAll 

・ 全ての会社／路線（路線バスを除く）の不通設定を解除します。 

 
構文 

EnableAll( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

全会社／路線不通設定反転：ReverseAll 

・ 全ての会社／路線（路線バスを除く）の不通設定を反転します。 

 
構文 

ReverseAll( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

不通会社解除：EnableCorp 

・ 指定された会社の全路線の不通設定を解除します。 

・ 路線バス会社は指定できません。 

 
構文 

EnableCorp( pCorp, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorp ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp* 
in 会社情報オブジェクト 

IExpDiaCorp インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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不通会社設定：DisableCorp 

・ 指定された会社の全路線を不通に設定します。 

・ 路線バス会社は指定できません。 

 
構文 

DisableCorp( pCorp, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorp ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp* 
in 会社情報オブジェクト 

IExpDiaCorp インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

不通会社反転：ReverseCorp 

・ 指定された会社の全路線の不通設定を反転します。 

・ 路線バス会社は指定できません。 

 
構文 

ReverseCorp( pCorp, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorp ExpDiaCrop 

IExpDiaCorp* 
in 会社情報オブジェクト 

IExpDiaCorp インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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不通会社判定：IsEnabledCorp 

・ 指定された会社の不通設定の状態を判定します。 

・ 路線バス会社は指定できません。 

 
構文 

IsEnabledCorp( pCorp, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorp ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp* 
in 会社情報オブジェクト 

IExpDiaCorp インターフェース 
 ２ bResult Integer 

short* 
out,  
retval 

１：全線不通 
２：全線不通解除  
３：一部路線不通 

 

不通路線解除：EnableLine 

・ 指定された路線の不通設定を解除します。 

・ 路線バスは指定できません。 

 
構文 

EnableLine( pLine, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLine ExpDiaLine 

IExpDiaLine* 
in 路線情報オブジェクト 

IExpDiaLine インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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不通路線設定：DisableLine 

・ 指定された路線を不通に設定します。 

・ 路線バス会社は指定できません。 

 
構文 

DisableLine( pLine, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLine ExpDiaLine 

IExpDiaLine* 
in 路線情報オブジェクト 

IExpDiaLine インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

不通路線判定：IsEnabledLine 

・ 指定された路線の不通設定を判定します。 

・ 路線バス会社は指定できません。 

 
構文 

IsEnabledLine( pLine, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLine ExpDiaLine 

IExpDiaLine* 
in 路線情報オブジェクト 

IExpDiaLine インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

不通解除状態：True 
      ：VARIANT_TRUE  
不通設定状態：False 
      ：VARIANT_FALSE 
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不通路線設定会社一覧取得：SearchDisableCorp 

・ 不通路線に設定している会社を返します。 

・ 不通路線を設定していない場合、会社情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ Count はゼロになっていま

す。 

構文 

SearchDisableCorp( pCorpSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorpSet ExpDiaCorpSet 

IExpDiaCorpSet** 
out, 
retval 

会社情報群オブジェクト 
IExpDiaCorpSet インターフェース 

 

不通路線一覧取得：SearchDisableLine 

・ 不通路線に設定してある路線情報を返します。 

・ 指定された会社に不通路線が設定されていない場合、路線情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

Count はゼロになっています。 

構文 

SearchDisableLine( pCorp, pLineSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCorp ExpDiaCorp 

IExpDiaCorp* 
in 会社情報オブジェクト 

IExpDiaCorp インターフェース 
 ２ pLineSet ExpDiaLineSet 

IExpDiaLineSet** 
out, 
retval 

路線情報群オブジェクト 
IExpDiaLineSet インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト複写：CopyNavi6 

・ナビゲーションオブジェクトの複写を行います。 

 
構文 

CopyNavi6( pINavi, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6* 
in コピー元となるナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi6 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 
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ナビゲーションオブジェクト複写：CopyNavi5 

・ナビゲーションオブジェクトの複写を行います。 

 
構文 

CopyNavi5( pINavi, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in コピー元となるナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

ナビゲーションオブジェクト複写：CopyNavi4 

・ナビゲーションオブジェクトの複写を行います。 

 
構文 

CopyNavi4( pINavi, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4* 
in コピー元となるナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi4 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

ナビゲーションオブジェクト複写：CopyNavi3 

・ナビゲーションオブジェクトの複写を行います。 

 
構文 

CopyNavi3( pINavi, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in コピー元となるナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 
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ナビゲーションオブジェクト複写：CopyNavi2 

・ナビゲーションオブジェクトの複写を行います。 

 
構文 

CopyNavi2( pINavi, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2* 
in コピー元となるナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi2 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

 

 

ナビゲーションオブジェクト複写：CopyNavi 

・ ナビゲーションオブジェクトの複写を行います。 

・ コピー元のオブジェクトに存在しないプロパティの値は初期値が設定されます。 

 
構文 

CopyNavi( pINavi, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi* 
in コピー元となるナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaNavi_A 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A インターフェイスは、ExpDiaNavi6 オブジェクトの機能を拡張したインターフェイスで

す。ExpDiaNavi6 オブジェクトと同様に扱うことができます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。他の機能は ExpDiaNavi6 オブジェクトと同じです。

利用方法については後述します。 

・乗車券（IC カード乗車券）の利用設定 

・割引乗車券（学生割引など）の利用設定 

 
※ＩＣカード乗車券の運賃計算機能について 

特定のエリア内で、普通乗車券(きっぷ)との間に差異がある場合にのみ表示します。 

ＩＣカード乗車券は各交通事業者の運賃情報のほか、各交通事業者発行の小冊子や 

Ｗｅｂサイト等で公開されている情報を元に計算しています。 

計算結果は実際の金額と異なる場合がありますので、参考情報としてご利用ください。 

( 計算対象エリア) 

以下の IC カードが利用できるエリアで計算が可能です。 

※ 利用できる事業者または路線は、実際と異なる場合があります。 

※ 路線バスについては、カード毎に対応を限定しているバス会社があります。 

Kitaca、SAPICA、icsca、Suica、モノレール Suica、りんかい Suica、PASMO、ecomyca、passca、

TOICA、manaca、LuLuCa、ナイスパス、ICOCA、PiTaPa、らんでんカード、Hareca、PASPY、 

SHIKOKUICOCA、IruCa、IC い～カード、ですか、SUGOCA、monoSUGOCA、nimoca、

でんでん nimoca、はやかけん、長崎スマートカード、くまモンの ICCARD、Rapica、OKICA、

Odeca、NORUCA、でんてつハイカード、hanica、itappy、CI-CA、いばっピ、ICAS nimoca、

emica 

 
※注意点 

・IC 定期券を利用した定期利用時の運賃計算には対応しておりません。 

（運賃などの詳しい情報は各事業者にご確認ください。） 

・IC カード乗車券の計算は、学割乗車券の計算と同時に利用できません。 

・新幹線を利用した経路には対応しておりません。 

・特殊割引運賃に対応するため、大阪市交通局の地下鉄・路線バスを乗り継ぐ場合、 

 例外として IC カード運賃が表示されます。 
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・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

TicketSystem Integer 
short  

設定／ 
取得 

乗車券システム種別の設定／取得 ※１ 
初期値： 
EXPDIA_TICKET_SYSTEM_ORDINARY=1（普通乗車券） 

DiscountSystem Integer 
Short 

設定／ 
取得 

割引制度種別の設定／取得    ※２ 
初期値： 
EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_ORDINARY=1（割引なし） 

※１ 本プロパティは割引制度種別の設定と同時に利用することはできません。そのため、 

プロパティ DiscountSystem が「割引なし(EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_ORDINARY=1)」 

の場合に設定できます。 

※２ 本プロパティは乗車券システム種別の設定、ＪＲ予約サービス、および新幹線ｅチケットの設定と 

同時に利用することはできません。そのため、 

プロパティ TicketSystem が「普通乗車券(EXPDIA_TICKET_SYSTEM_ORDINARY=1)」、 

IExpDiaNavi_A6 インターフェイスのプロパティ JRYoyaku、および 

IExpDiaNavi_A7 インターフェイスのプロパティ ETicket が「未設定(=0)」の場合に設定できます。 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_navi As IExpDiaNavi_A 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A 型の変数に代入する。 

test_navi.TicketSystem = EXPDIA_TICKET_SYSTEM_IC   ‘ＩＣカード利用設定 

‘test_navi. DiscountSystem = EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_STUDENT  ‘学生割引設定（IC カードと同時設定 不可） 
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インターフェイス 

IExpDiaNavi_A2 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A2 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため IExpDiaNavi_A 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、特殊な連絡定期の利用有無を設定することができます。  

 
・JR 二区間定期の計算設定 

「適時計算する」は、従来の定期計算方式を採用します。一部の区間で「JR 二区間定期」を 

計算しています。 

「常に計算する」は、折り返しのある経路に自動的に経由地を入れて計算します。 

 
・２ルート定期の計算設定 

「計算しない」は、従来の計算方式を採用します。２ルート定期を計算しません。 

「計算する」は、２ルート定期利用可能な区間の場合に計算します。 

 
※注意点 

  JR 二区間定期・２ルート定期等を選択している場合は定期券の分割計算はできません。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

MultiSectionTeiki Integer 
short  

設定／ 
取得 

JR 二区間定期計算設定 
適時計算（初期値）  0 
常に計算       1 

MultiRouteTeiki Integer 
short 

設定／ 
取得 

２ルート定期計算設定 
計算しない（初期値）0 
計算する      1 

 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_navi As IExpDiaNavi_A2 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A2 型の変数に代入する。 

test_navi. MultiSectionTeiki = 1   ‘JR 二区間定期を常に計算する。 

‘test_navi. MultiRouteTeiki = 1         ‘２ルート定期を計算する。 
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インターフェイス 

IExpDiaNavi_A3 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A3 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため IExpDiaNavi_A2 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、深夜急行バスの利用有無を設定することができます。  

 
・深夜急行バス利用設定 

ダイヤ探索時に、深夜急行バスを利用する経路を出力しやすくなる設定ができます。 

初期値は「利用しない」設定になります。 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

DiaMidnightBus Boolean 
VARIANT_BOOL 

設定／ 
取得 

深夜急行バスを利用する／しない 
True：利用する（初期値） 
False：利用しない 

 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_navi As IExpDiaNavi_A3 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A3 型の変数に代入する。 

test_navi. DiaMidnightBus = True   ‘深夜急行バスを利用する。 
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インターフェイス 

IExpDiaNavi_A4 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A4 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため IExpDiaNavi_A3 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、平均待ち時間探索用の下記探索条件を設定することができます。  

なお、下記の 3 つのプロパティは、前述の特急列車プロパティ（Express）よりも優先されます。 

そのため、特急列車プロパティ（Express）は、下記３つのプロパティを初期値以外に変更すると 

自動的に初期値（２：普通に利用）になります。 

特急列車プロパティ（Express）を有効にするには、下記のプロパティを初期値の状態（１：利用する） 

で設定してください。 

 
・有料特急列車の利用設定 

「２：利用しない」を設定すると有料特急を利用する経路を出力しません。 

・新幹線の利用設定 

「２：利用しない」を設定すると新幹線を利用する経路を出力しません。 

また、「２：利用しない」設定の場合は、下記の新幹線のぞみは、自動的に「利用しない」設定に 

なります。 

・新幹線のぞみ（※）の利用設定 

「２：利用しない」を設定すると新幹線のぞみ（※）を利用する経路を出力しません。 

上記の新幹線を「２：利用しない」設定の場合は、新幹線のぞみを「利用する」設定にはできません。 

※「みずほ」の新大阪-博多間及び「はやぶさ」「こまち」の東京-盛岡間を含む 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

ExpressOnly Integer 
short 

設定／ 
取得 

有料特急列車を利用する／しない 
1：利用する（初期値） 
2：利用しない 

Shinkansen Integer 
short 

設定／ 
取得 

新幹線を利用する／しない 
1：利用する（初期値） 
2：利用しない 

Nozomi Integer 
short 

設定／ 
取得 

新幹線のぞみ（※）を利用する／しない 
1：利用する（初期値） 
2：利用しない 

※「みずほ」の新大阪-博多間及び「はやぶさ」「こまち」の東京-盛岡間を含む 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_navi As IExpDiaNavi_A4 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A4 型の変数に代入する。 

test_navi. ExpressOnly = 1   ‘有料特急列車を利用する。 
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インターフェイス 

IExpDiaNavi_A5 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A5 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため IExpDiaNavi_A4 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、優先表示運賃(優先乗車券システム)の初期値を設定することができます。  

なお、下記のプロパティは、TicketSystem(乗車券システム)が EXPDIA_TICKET_SYSTEM_IC 

（IC 運賃を計算する）と設定された場合のみ有効となります。 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

PreferredTicketOrder Integer 
short 

設定／ 
取得 

優先表示運賃(優先乗車券システム)の設定／取得 
初期値： 
EXPDIA_PREFERRED_TICKET_ORDER_NONE
=0（未設定） 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_navi As IExpDiaNavi_A5 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A5 型の変数に代入する。 

test_navi. PreferredTicketOrder = 3   ‘片道運賃が安い方を優先する。 
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インターフェイス 

IExpDiaNavi_A6 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A6 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため IExpDiaNavi_A5 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、ＪＲ予約サービスを考慮した運賃計算を設定することができます。  

本プロパティは割引制度種別の設定と同時に利用することはできません。そのため、 

プロパティ DiscountSystem が「割引なし(EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_ORDINARY=1)」 

の場合に設定できます。 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

JRYoyaku Integer 
short 

設定／ 
取得 

ＪＲ予約サービスの設定／取得 
0：未設定 
1：ＥＸ予約 
2：ＥＸ予約(ｅ特急券) 
3：ＥＸ予約(早特) 
4：ＥＸ予約(早特 21) 
5：ＥＸ予約(EX グリーン早特) 
6：スマートＥＸ 
7：スマートＥＸ(早特) 
8：スマートＥＸ(早特 21) 
9：スマートＥＸ(EX グリーン早特) 

初期値：0（未設定） 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_navi As IExpDiaNavi_A6 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A6 型の変数に代入する。 

test_navi. JRYoyaku = 1   ‘ＥＸ予約を設定する。 
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インターフェイス 

IExpDiaNavi_A7 
・ 説明 

IExpDiaNavi_A7 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため IExpDiaNavi_A6 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、新幹線ｅチケットを考慮した運賃計算を設定することができます。  

本プロパティは割引制度種別の設定と同時に利用することはできません。そのため、 

プロパティ DiscountSystem が「割引なし(EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_ORDINARY=1)」 

の場合に設定できます。 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

ETicket Integer 
short 

設定／ 
取得 

新幹線ｅチケットの設定／取得 
0：未設定 
1：新幹線ｅチケット 
初期値：0（未設定） 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_navi As IExpDiaNavi_A7 

Set test_navi = navi   ‘navi(ExpDiaNavi6)を IExpDiaNavi_A7 型の変数に代入する。 

test_navi. ETicket = 1   ‘新幹線ｅチケットを設定する。 
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経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet10） 

機能 
・ 経路探索を行った結果の経路情報オブジェクトを格納するオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ CourseCount Long 
long 

取得 探索結果経路数 

２ CourseType[n] Integer 
short 

取得 経路情報オブジェクトの探索結果種別 

 

メソッド 

経路情報取得：GetCourse10 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse10( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse10 
IExpDiaCourse10** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse10 インターフェース 
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経路情報取得：GetCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

構文 

GetCourse9( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse9 
IExpDiaCourse9** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse9 インターフェース 

経路情報取得：GetCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

構文 

GetCourse8( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse8 
IExpDiaCourse8** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse8 インターフェース 

経路情報取得：GetCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

構文 

GetCourse7( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse7 
IExpDiaCourse7** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse7 インターフェース 

 

経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet10） 



93 

 

 

経路情報取得：GetCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse6( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse6 
IExpDiaCourse6** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse6 インターフェース 

 

 

 

経路情報取得：GetCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse5( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse5 
IExpDiaCourse5** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse5 インターフェース 
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経路情報取得：GetCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse4( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse4 
IExpDiaCourse4** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse4 インターフェース 

 

 

 

経路情報取得：GetCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse3( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse3 
IExpDiaCourse3** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse3 インターフェース 
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経路情報取得：GetCourse2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse2( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse2 
IExpDiaCourse2** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse2 インターフェース 

 

 

 

経路情報取得：GetCourse 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された表示順序及び位置の経路情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetCourse( sSortType, lSeqNo, pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 2 lSeqNo Long 
long 

in 位置番号（１～CourseCount） 

 3 pCourse ExpDiaCourse 
IExpDiaCourse** 

out,  
retval 

経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse インターフェース 

 

経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet10） 



96 

 

表示順序再設定：ReSort 

・ 特急、急行料金が変更された場合や航空会社を切替えて運賃が変更された場合、料金順序を再設定する場合に使

用します。 

・ 特急、急行料金を変更するには特急料金区間情報オブジェクトのプロパティ SurchargeCurrent を変更すること

で行えます。 

・ 航空会社を切替えるには経路情報オブジェクトのメソッド ChangeLine を使用します。 

・ 特急、急行料金、運賃を変更した後にこのメソッドを実行しないと変更前の料金順序のままになり、経路情報

群オブジェクトの経路情報取得メソッドで正しい料金順序で経路情報オブジェクトが取得できません。 

 
構文 

ReSort( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

 

表示順序再設定後位置取得：GetNextOrder 

・ 再設定前（メソッド ReSort を実行する前）の位置を表示順序再設定後（メソッド ReSort を実行した後）の位

置に変換します。 

・ 直前のメソッド ReSort の実行に対して有効です。メソッド ReSort を２回続けて実行した後にこのメソッドを

実行した場合、再設定前位置と再設定後位置は必ず同じ位置になります。 

 
構文 

GetNextOrder( sSortType, lOldSeqNo, lNewSeqNo) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sSortType Integer 

short 
in 表示順序種別 

 ２ lOldSeqNo Long 
long 

in 再設定前位置（１～） 

 ３ lNewSeqNo Long 
long* 

out,  
retval 

再設定後位置（１～） 
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経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

機能 
・ 経路探索結果の内、１経路分の情報を持つオブジェクトです。 

・ 区間情報には路線、運賃、定期、特急料金があります。それぞれの区間数を表すプロパティがあります。個々

の区間情報を取得する場合は対応した区間数で処理を行って下さい。例えば、定期区間情報の個々の区間情報

を取得する場合に運賃区間数で処理を行わないで下さい。定期区間と運賃区間が同じ区間数になっている保証

はありません。 

・ メソッド ChangeLine、AssignCourseByTrain2、AssignCourseByTime2 を実行した場合、経路の再探索を実

行した事になり、実行前にプロパティから取得した値やオブジェクト（各区間情報オブジェクトなど）は無効と

なりますので必ず再取得して下さい。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

・ 経路を利用した場合に排出される１人あたりの二酸化炭素（CO₂ ）排出量を取得できます。 

・ 経路と同等の距離を自家用乗用車で移動した場合に排出される二酸化炭素（CO₂ ）排出量を取得できます。 

・ 路線区間列車／路線一覧作成：GetTrainList3 メソッドを利用して取得した場合、路線区間アクセス情報群オブ

ジェクトから、海路における船便の一覧を取得できます。 

・ 本オブジェクトの定期経路設定メソッドを実行することで、定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト

（ExpDiaUseTeikiFare）で取得できる情報に加えて、定期利用区間を含んだ経路の詳細な路線情報、運賃情報、

特急料金情報を取得できます。 

定期経路設定を行った本オブジェクトの機能について 

・IncludeUserTeiki プロパティを利用して、定期経路設定状態を確認することができます。 

・定期経路設定を設定している場合に、NoUseTeikiTotalFare プロパティで設定前の運賃合計金額を取得で

きます。未設定の場合は－１になります。また、NoUseTeikiTotalSurcharge プロパティで設定前の特急料

金合計金額を取得できます。未設定の場合は－１になります。 

・定期経路設定を設定している場合に、TeikiCourseInfoString[n]プロパティで定期経路情報文字列と定期設

定を行った経路情報文字列を取得できます。未設定の場合は両方とも空文字列（””）になります。 
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定期経路設定を行った本オブジェクトの注意点について 

・定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト（ExpDiaUseTeikiFare）を取得するとエラーの値（下記参照）

を返します。定期経路を解除してから利用して下さい。 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト（ExpDiaUseTeikiFare） 

プロパティ 

通常運賃合計：NoUseTeikiTotalFare = 0 

定期利用時運賃：合計 UseTeikiTotalFare = 0 

定期利用時運賃区間数：Count = 0 

・駅情報取得：GetStation メソッドを行う際に、経路内の路線で停車しない駅を取得する場合があります。

この駅は定期利用区間の開始または終了を示す駅で定期利用区間を表現するために存在します。 

・上記の特別な駅であることを確認するには、通過駅判定：IsNonStopStation メソッドを利用して下さい。 

・定期経路を設定した本オブジェクトの経路情報に定期利用区間を示す停車しない駅が含まれている場合、

探索用駅情報文字列：DDEStyleString プロパティから取得した文字列にも停車しない駅が含まれます。

そのため、このプロパティの情報を保存して経路の再現に使用すると、停車しない駅を不正な駅として判

断してしまうために経路は再現できません。 

・定期券区間の区切りでは計算結果として乗降できない駅（運賃計算の際に適用される地点）が出力される場

合があります。この駅を取得する事はできますが、この駅を入力して「駅すぱあと」の機能を利用すること

は出来ません。（例：名古屋鉄道の「枇杷島分岐点」を出発駅や目的駅とする経路探索） 

 
・ダイヤ経路探索時に、駅すぱあとデータとして持っている駅の発着番線情報の数を取得することができます。 

・ 回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)を利用して経路に対して回数券情報を設定／解除／情報取得することが

できます。回数券に関する情報については、下記のオブジェクトの説明を参照してください。 

・回数券データオブジェクト(ExpCouponData) 

・回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet) 

・回数券情報オブジェクト(ExpCoupon) 

・ 回数券情報を設定することにより回数券利用区間を含んだ経路の詳細な路線情報、運賃情報、特急料金情報を

取得できます。 

回数券設定を行った本オブジェクトの機能について 

・IncludeCoupon プロパティを利用して、回数券設定状態を確認することができます。 

・駅情報取得：GetStation メソッドを行う際に、経路内の路線で停車しない駅を取得する場合があります。

この駅は回数券利用区間の開始または終了を示す駅で回数券区間を表現するために存在します。 

・上記の特別な駅であることを確認するには、通過駅判定：IsNonStopStation メソッドを利用して下さい。 

・経路情報に回数券利用区間を示す停車しない駅が含まれている場合、探索用駅情報文字列：

DDEStyleString プロパティから取得した文字列にも停車しない駅が含まれます。そのため、このプロパ

ティの情報を保存して経路の再現に使用すると、停車しない駅を不正な駅として判断してしまうために経

路は再現できません。 
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プロパティ 
 

No. 名称 型 設定 
取得 

説明 

１ CourseType Integer 
Short 

取得 探索結果種別 

２ HasNoTimetableRoute Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 平均待ち時間探索以外の場合、路線情報に仮の 

時刻を予想した路線（路線バスなど）があるかを 

判断できます。 

平均待ち時間探索結果の場合、必ずFalseが 

返ります。 

仮時刻を含む路線有り：True 
          ：VARIANT_TRUE 
仮時刻を含む路線無し：False 
          ：VARIANT_FALSE 

３ HasAllNoTimetableRoute Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 全ての路線区間が仮の時刻を予想した路線（路線

バスなど）であるかを判断できます。 

（平均待ち時間、ダイヤ探索結果の両方で有効で

す。） 

仮時刻を持つ  ：True 
        ：VARIANT_TRUE 
仮時刻を持たない：False 
        ：VARIANT_FALSE 

４ StationCount Long 
long 

取得 駅数（路線区間数＋１） 

５ RouteSectionCount Long 
long 

取得 路線区間数 

６ FareSectionCount Long 
long 

取得 運賃区間数 

７ SurchargeSectionCount Long 
long 

取得 特急料金区間数 

８ TeikiSectionCount Long 
long 

取得 定期区間数 

９ CarSectionCount Long 
long 

取得 車両区間数 

１０ TotalTime Long 
long 

取得 所要時間合計（単位：分） 

１１ TotalBoardTime Long 
long 

取得 乗車時間合計（単位：分） 

１２ TotalWalkTime Long 
long 

取得 徒歩時間合計（単位：分） 

１３ TotalOtherTime Long 
long 

取得 その他時間合計（単位：分） 
乗り継ぎ時間、乗車待ち時間等の時間 
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No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

１４ TransferCount Long 
long 

取得 乗換え回数 

１５ TotalDistance Long 
long 

取得 距離合計（単位：100ｍ） 

１６ TotalTeiki1 Long 
long 

取得 １ヵ月定期券運賃合計 

１７ TotalTeiki3 Long 
long 

取得 ３ヵ月定期券運賃合計 

１８ TotalTeiki6 Long 
long 

取得 ６ヵ月定期券運賃合計 

１９ TotalFareS Long 
long 

取得 片道運賃合計 

２０ TotalFareW Long 
long 

取得 往復運賃合計 

２１ TotalSurchargeS Long 
long 

取得 片道特急料金合計 

２２ TotalSurchargeW Long 
long 

取得 往復特急料金合計 

２３ CourseTimetableDate[n] Long 
long 

取得 このコースの時刻表運行日 
1：出発日 
2：到着日 

２４ CourseTimetableTime[n] Integer 
short 

取得 このコースの時刻表時間 
1：出発時間 
2：到着時間 

２５ CourseDate[n] Long 
long 

取得 このコースの発着日 
1：出発日 
2：到着日 

２６ CourseTime[n] Integer 
short 

取得 このコースの発着時間 
1：出発時間 
2：到着時間 
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No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

２７ DDEStyleString String 
BSTR 

取得 探索用駅情報文字列（ＤＤＥ形式） 
ナビゲーションオブジェクトのメソッド 
ReplaceKeyDDEStyle の引数として使用できる

探索用駅情報文字列が取得できます。 
２８ IsAvailableTeikiFare Boolean 

VARIANT_BOOL 
取得 定期利用時運賃計算指定可能経路判定 

定期利用時運賃計算で定期区間として指定可能か

判定します。※1 
 
利用可能経路：True 
      ：VARIANT_TRUE 
利用不可経路：False 
      ：VARIANT_FALSE 

２９ TotalCO2 Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 

３０ TotalCO2FromVehicle Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 
※自家用乗用車を同等距離利用した場合 

３１ IncludeUserTeiki Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 定期経路設定判定 
設定済：True 
   ：VARIANT_TRUE 
未設定：False 
   ：VARIANT_FALSE 

３２ NoUseTeikiTotalFare Long 
long 

取得 運賃合計（定期経路設定前の情報） 
※定期経路が未設定の場合は－１になります。 

３３ NoUseTeikiTotalSurcharge Long 
long 

取得 特急料金合計（定期経路設定前の情報） 
※定期経路が未設定の場合は－１になります。 

３４ TeikiCourseInfoString[n] String 
BSTR 

取得 経路情報文字列（定期経路設定前の情報） 
n = 1：定期経路設定する前の経路文字列 
n = 2：設定した定期経路文字列 
※定期経路未設定の場合は空文字列（””）になり

ます。 
３５ PlatformCount Integer 

short 
取得 出発、到着番線数（データとして取得できる数） 

３６ IncludeCoupon Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 回数券設定判定 
設定済：True 
   ：VARIANT_TRUE 
未設定：False 
   ：VARIANT_FALSE 

※1. 利用可能経路とは、「平均待ち時間探索結果」かつ「鉄道または徒歩で構成される連続した経路で、かつ両端が徒歩

で無い経路」となります。その為、バス、空路、海路、ランドマークを含む経路は利用可能経路ではありません。 
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メソッド 

路線区間列車／路線一覧作成：GetTrainList3 

・ 路線区間の列車／路線一覧を作成します。 

・ 指定された路線区間により列車一覧の内容が変更します。 
路線区間 内容 
鉄道 列車一覧 
空路 航空便一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス バス一覧 
路線バス バス一覧（一部の路線バス会社に対応） 
海路 船便一覧 
徒歩 無し 
※列車一覧、航空便一覧、バス一覧はセットアップ時に鉄道全線時刻表が選択されていないと取得できませ

ん。 

※路線バスの時刻表に対応しているバス会社については、駅すぱあとのマニュアルを確認して下さい。 

・ 指定された路線区間により路線一覧の内容が変更します。 
路線区間 一覧内容 
鉄道 路線一覧 
空路 航空会社一覧 
路線バス 系統一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス 路線一覧 
海路 無し 
徒歩 無し 
※ 平均待ち時間探索時に、路線一覧、航空会社一覧を取得できます。 

※ 系統一覧は常に取得できます。 

・ 指定された区間に一覧情報が無い場合、路線区間アクセス情報群オブジェクトは作成されますが、アイテム数

はゼロになります。 

構文 

GetTrainList3( RouteSeqNo, TimetableDate, TrainListType, pAccessSet) 
引数 

No. 名称 型 In/ 
Out 

説明 

１ RouteSeqNo Long 
Long 

in 路線区間位置番号（１～RouteSectionCount） 

２ TimetableDate Long 
Long 

in 時刻表運行日 

３ TrainListType Interger 
Short 

in 列車／路線一覧種別 

４ pAccessSet ExpDiaRouteAccessSet2 
IExpDiaRouteAccessSet2** 

out,  
retval 

路線区間アクセス情報群オブジェクト 
IExpDiaRouteAccessSet2 インターフェース 
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路線区間列車／路線一覧作成：GetTrainList2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事は推奨します。 

・ 路線区間の列車／路線一覧を作成します。 

・ 指定された路線区間により列車一覧の内容が変更します。 
路線区間 一覧内容 
鉄道 列車一覧 
空路 航空便一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス バス一覧 
路線バス 無し 
海路 無し 
徒歩 無し 
※列車一覧、航空便一覧、バス一覧はセットアップ時に鉄道全線時刻表が選択されていないと取得できませ

ん。 

・ 指定された路線区間により路線一覧の内容が変更します。 
路線区間 一覧内容 
鉄道 路線一覧 
空路 航空会社一覧 
路線バス 系統一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス 路線一覧 
海路 無し 
徒歩 無し 
※ 平均待ち時間探索時に、路線一覧、航空会社一覧を取得できます。 

※ 系統一覧は常に取得できます。 

・ 指定された区間に一覧情報が無い場合、路線区間アクセス情報群オブジェクトは作成されますが、アイテム数

はゼロになります。 

 
構文 

GetTrainList2( RouteSeqNo, TimetableDate, TrainListType, pAccessSet) 
引数 

No. 名称 型 In/ 
Out 

説明 

１ RouteSeqNo Long 
long 

in 路線区間位置番号（１～RouteSectionCount） 

２ TimetableDate Long 
long 

in 時刻表運行日 

３ TrainListType Interger 
short 

in 列車／路線一覧種別 

４ pAccessSet ExpDiaRouteAccessSet2 
IExpDiaRouteAccessSet2** 

out,  
retval 

路線区間アクセス情報群オブジェクト 
IExpDiaRouteAccessSet2 インターフェース 
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路線区間列車／路線一覧作成：GetTrainList 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事は推奨します。 

・ 路線区間の路線一覧を作成します。 

・ このメソッドは、列車一覧はサポートしていません。 

・ 列車／路線一覧種別に路線一覧（EXPDIA_ROUTE_ACCESS_ROUTE_LIST）以外を指定した場合、エラーが

発生します。 

・ 指定された路線区間により路線一覧の内容が変更します。 
路線区間 一覧内容 
鉄道 路線一覧 
空路 航空会社一覧 
路線バス 系統一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス 路線一覧 
海路 無し 
徒歩 無し 
※ 平均待ち時間探索時に、路線一覧、航空会社一覧を取得できます。 

※ 系統一覧は常に取得できます。 

・ 指定された区間に一覧情報が無い場合、路線区間アクセス情報群オブジェクトは作成されますが、アイテム数

はゼロになります。 

 
構文 

GetTrainList( RouteSeqNo, TimetableDate, TrainListType, pAccessSet) 
引数 

No. 名称 型 In/ 
Out 

説明 

１ RouteSeqNo Long 
long 

in 路線区間位置番号（１～RouteSectionCount） 

２ TimetableDate Long 
long 

in 時刻表運行日 

３ TrainListType Interger 
short 

in 列車／路線一覧種別 

４ pAccessSet ExpDiaRouteAccessSet 
IExpDiaRouteAccessSet** 

out,  
retval 

路線区間アクセス情報群オブジェクト 
IExpDiaRouteAccessSet インターフェース 

 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 



105 

 

 

割当てダイヤ探索指示種別取得：GetValidAssignSearchType 

・ メソッド AssignCourseByTrain で指定できる有効な割当てダイヤ探索指示種別を返します。 

 
構文 

GetValidAssignSearchType ( RouteSeqNo, ListSeqNo, AssignSearchType) 
引数 

No. 名称 型 In/ 
Out 

説明 

１ RouteSeqNo Long 
long 

in 路線区間位置番号（１～RouteSectionCount） 

２ ListSeqNo Long 
long 

in 列車一覧位置番号（１~） 

３ AssignSearchType Integer 
short 

out, 
retval 

割当てダイヤ探索指示種別 
 

 

路線／航空会社切替え：ChangeLine 

・ 路線区間列車／路線一覧作成メソッドで取得した路線区間の路線（航空会社）一覧から選択した路線（航空会社）

を検索し、その位置番号を指定して、切替えを行います。 

・ 路線区間列車／路線一覧作成メソッドを実行して取得した路線区間の最新の路線（航空会社）一覧が対象となり

ます。 

・ 路線（航空会社）一覧取得後に同じ路線区間の列車一覧を取得すると、このメソッドは失敗します。 

・ 路線、航空会社を切替える事で運賃が変更できます。 

・ 路線、航空会社を切替えることで、経路情報オブジェクト、運賃区間オブジェクトの運賃関係のプロパティの

値が変更される場合があります。 

・ 航空会社を切替える時、ListSeqNo がゼロの場合、航空会社は任意になり、一番安い運賃が選択されます。 

・ このメソッドを実行後は、実行前に取得した列車一覧や路線一覧を使用して、ダイヤ探索や路線切替えはおこ

なえません。再度列車一覧や路線一覧を取得してから行って下さい。 

 
構文 

ChangeLine( RouteSeqNo, ListSeqNo) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ RouteSeqNo Long 

long 
in 路線区間位置番号（１～RouteSectionCount） 

２ ListSeqNo Long 
long 

in 路線一覧位置番号（０～） 
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ダイヤ割当て探索：AssignCourseByTrain2 

・ 路線区間列車／路線一覧作成メソッドで取得した路線区間の列車一覧から列車を検索し、その位置番号を指定

して、ダイヤ探索を行います。 

・ 路線区間列車／路線一覧作成メソッドを実行して取得した路線区間の最新の列車一覧が対象となります。 

・ 列車一覧取得後に同じ路線区間の路線一覧を取得すると、このメソッドは失敗します。 

・ AssignSearchType に指定できる値はメソッド GetValidAssignSearchType で取得して下さい。 

・ AssignSearchTypeにEXPDIA_ASSIGN_SEARCH_ALL以外を指定した時、経路全体の矛盾が発生しないよう

に経路全体を再探索する場合があります。例えば、指定された列車に乗車する為に前の路線区間の列車の到着

時間が指定された列車の出発時間より遅い場合などです。 

・ このメソッドを実行後は、実行前に取得した列車一覧や路線一覧を使用して、ダイヤ探索や路線切替えはおこ

なえません。再度列車一覧や路線一覧を取得してから行って下さい。 

 
構文 

AssignCourseByTrain2( RouteSeqNo, ListSeqNo, AssignSearchType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ RouteSeqNo Long 

long 
in 路線区間位置番号（１～RouteSectionCount） 

２ ListSeqNo Long 
long 

in 列車一覧位置番号（１~） 

３ AssignSearchType Integer 
short 

in 割当てダイヤ探索指示種別 
EXPDIA_ASSIGN_SEARCH_TIMEADJUST は指

定できません。 
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ダイヤ割当て探索：AssignCourseByTime2 

・ 駅、出発日、出発／到着時間を指定してダイヤ探索を行います。 

・ Adjust を False に設定しても、経路全体の矛盾が発生しないように経路全体を再探索する場合があります。 

・ このメソッドを実行後は、実行前に取得した列車一覧や路線一覧を使用して、ダイヤ探索や路線切替えはおこ

なえません。再度列車一覧や路線一覧を取得してから行って下さい。 

 
構文 

AssignCourseByTime2( StationSeqNo, TimetableDate, TimetableTime, Departure, AssignSearchType) 
引数 

No. 名称 型 In/ 
Out 

説明 

１ StationSeqNo Long 
long 

in 駅位置番号（１～StationCount） 

２ TimetableDate Long 
long 

in 出発／到着日（時刻表運行日） 

３ TimetableTime Integer 
short 

in 出発／到着時間（時刻表時間） 

４ Departure Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 出発指定：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着指定：False 
    ：VARIANT_FALSE 

５ Adjust Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 経路全体を調整：True 
       ：VARIANT_TRUE 
出発指定の場合、指定された駅以降を調整 
到着指定の場合、指定された駅以前を調整 
       ：False 
       ：VARIANT_FALSE 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse10 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse10( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet10 
IExpDiaCourseSet10** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet10 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse9( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet9 
IExpDiaCourseSet9** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet9 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse8( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet8 
IExpDiaCourseSet8** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet8 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse7( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet7 
IExpDiaCourseSet7** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet7 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse6( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet6 
IExpDiaCourseSet6** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet6 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse5( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet5 
IExpDiaCourseSet5** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet5 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse4( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet4 
IExpDiaCourseSet4** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet4 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse3( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet3 
IExpDiaCourseSet3** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet3 インターフェース 
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経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 現在の経路情報オブジェクトの経路を基にして、再探索を行います。 

・ 時刻に負数を指定した場合 

基の経路の探索に使用したナビゲーションオブジェクトの内容を指定されて日付に変更して平均待ち時間探

索を行います。 

指定された日付によっては経路が取得できない場合があります。 

基の経路が平均待ち時間探索結果の場合、同じ日付を指定すると同じ内容の経路情報群オブジェクトが取得

できます。 

・ 時刻にゼロ以上の値を指定した場合 

基の経路を指定された日付と時刻でダイヤ探索を行います。 

指定された日時によっては経路が取得できない場合があります。 

鉄道全線時刻表がインストールされていない場合、経路情報群オブジェクトは返りますが、プロパティ

CourseCount はゼロに設定されています。 

 
構文 

CreateCourse2( sDeparture, lDate, sTime, pIExpDiaCourseSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sDeparture Boolean 

VARIANT_BOOL* 
in 発着指定 

時刻が負数の場合、無効です。 
 
出発日時：True 
    ：VARIANT_TRUE 
到着日時：False 
    ：VARIANT_FALSE 

２ lDate Long 
long 

in 日付（時刻表運行日） 

３ sTime Integer 
short 

in 時刻（時刻表時間） 

 ４ pIExpDiaCourseSet ExpDiaCourseSet2 
IExpDiaCourseSet2** 

out, 
retval 

経路情報群オブジェクト 
IExpDiaCourseSet2 インターフェース 
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駅情報取得：GetStation 

・ 指定された位置番号により、路線区間情報オブジェクトの開始／終了の駅情報オブジェクトが返ります。 

・ 位置番号と路線区間の関係は下記の例のようになります。 

    例 プロパティ StationCount が４の場合、下記のように駅情報オブジェクトが得られます。 

     位置番号 １：１番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ From 

     位置番号 ２：１番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ To 

     位置番号 ３：２番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ To 

     位置番号 ４：３番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ To 

 
構文 

GetStation( lSeqNo, pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～StationCount） 

 ２ pStation ExpDiaStation 
IExpDiaStation** 

out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 

路線区間情報取得：GetRouteSection3 

・ 指定された位置の路線区間情報オブジェクトを返します。 

・ 路線毎の路線名、出発駅、到着駅、乗車時間、距離などの情報が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetRouteSection3( lSeqNo, pRouteSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～RouteSectionCount） 

 ２ pRouteSection ExpDiaRouteSection3 
IExpDiaRouteSection3** 

out,  
retval 

路線区間情報オブジェクト 
IExpDiaRouteSection3 インターフェース 
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路線区間情報取得：GetRouteSection2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された位置の路線区間情報オブジェクトを返します。 

・ 路線毎の路線名、出発駅、到着駅、乗車時間、距離などの情報が必要な時に使用します。 

構文 

GetRouteSection2( lSeqNo, pRouteSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～RouteSectionCount） 

 ２ pRouteSection ExpDiaRouteSection2 
IExpDiaRouteSection2** 

out,  
retval 

路線区間情報オブジェクト 
IExpDiaRouteSection2 インターフェース 

 

路線区間情報取得：GetRouteSection 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された位置の路線区間情報オブジェクトを返します。 

・ 路線毎の路線名、出発駅、到着駅、乗車時間、距離などの情報が必要な時に使用します。 

構文 

GetRouteSection( lSeqNo, pRouteSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～RouteSectionCount） 

 ２ pRouteSection ExpDiaRouteSection 
IExpDiaRouteSection** 

out,  
retval 

路線区間情報オブジェクト 
IExpDiaRouteSection インターフェース 

 

運賃区間情報取得：GetFareSection3 

・ 指定された位置の運賃区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の運賃などの情報が必要な時に使用します。 

構文 

GetFareSection3( lSeqNo, pFareSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～FareSectionCount） 

 ２ pFareSection ExpDiaFareSection3 
IExpDiaFareSection3** 

out,  
retval 

運賃区間情報オブジェクト 
IExpDiaFareSection3 インターフェース 
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運賃区間情報取得：GetFareSection2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された位置の運賃区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の運賃などの情報が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetFareSection2( lSeqNo, pFareSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～FareSectionCount） 

 ２ pFareSection ExpDiaFareSection2 
IExpDiaFareSection2** 

out,  
retval 

運賃区間情報オブジェクト 
IExpDiaFareSection2 インターフェース 

 

運賃区間情報取得：GetFareSection 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された位置の運賃区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の運賃などの情報が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetFareSection( lSeqNo, pFareSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～FareSectionCount） 

 ２ pFareSection ExpDiaFareSection 
IExpDiaFareSection** 

out,  
retval 

運賃区間情報オブジェクト 
IExpDiaFareSection インターフェース 
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特急料金区間情報取得：GetSurchargeSection3 

・ 指定された位置の特急料金区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の特急料金金額、特急料金名称（自由席、指定席、グリーン席、立席、特定特急料金、各寝台特急名称）

が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetSurchargeSection3( lSeqNo, pSurchargeSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～SurchargeSectionCount） 
 ２ pSurchargeSection ExpDiaSurchargeSection3 

IexpDiaSurchargeSection3** 
out,  
retval 

特急料金区間情報オブジェクト 
IExpDiaSurchargeSection3 
インターフェース 

 

 

特急料金区間情報取得：GetSurchargeSection2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された位置の特急料金区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の特急料金金額、特急料金名称（自由席、指定席、グリーン席、立席、特定特急料金、各寝台特急名称）

が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetSurchargeSection2( lSeqNo, pSurchargeSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～SurchargeSectionCount） 
 ２ pSurchargeSection ExpDiaSurchargeSection2 

IExpDiaSurchargeSection2** 
out,  
retval 

特急料金区間情報オブジェクト 
IExpDiaSurchargeSection2 
インターフェース 
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特急料金区間情報取得：GetSurchargeSection 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 指定された位置の特急料金区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の特急料金金額、特急料金名称（自由席、指定席、グリーン席、立席、特定特急料金、各寝台特急名称）

が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetSurchargeSection( lSeqNo, pSurchargeSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～SurchargeSectionCount） 
 ２ pSurchargeSection ExpDiaSurchargeSection 

IExpDiaSurchargeSection** 
out,  
retval 

特急料金区間情報オブジェクト 
IExpDiaSurchargeSection 
インターフェース 

 

 

定期区間情報取得：GetTeikiSection 

・ 指定された位置の定期区間情報オブジェクトを返します。 

・ 区間毎の定期券運賃（1 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月）が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetTeikiSection( lSeqNo, pTeikiSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～TeikiSectionCount） 

 ２ pTeikiSection ExpDiaTeikiSection 
IExpDiaTeikiSection** 

out,  
retval 

定期区間情報オブジェクト 
IExpDiaTeikiSection インターフェース 
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車両区間情報取得：GetCarSection 

・ 指定された位置の車両区間情報オブジェクトを返します。 

・ 車両区間について情報が必要な時に使用します。 

 
構文 

GetCarSection ( lSeqNo, pCarSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～CarSectionCount） 

 ２ pCarSection ExpDiaCarSection 
IExpDiaCarSection ** 

out,  
retval 

車両区間情報オブジェクト 
IExpDiaCarSection インターフェース 

 

 

分割計算：SearchSeparateCourse 

・ 目的地まで乗車券や定期券を購入するより２度に分けて購入した方が運賃が安くなる場合があり、その分割駅

を探し、運賃を計算します。 

・ 分割計算結果情報オブジェクトは経路情報オブジェクトに一元管理された分割計算結果情報を参照します。 

・ 乗車券、定期券（1 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月）についての計算を行います 

 
構文 

SearchSeparateCourse( pSeparateCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSeparateCourse ExpDiaSeparateCourse 

IExpDiaSeparateCourse** 
out, 
retval 

分割計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaSeparateCourse インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse10 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を定期経路として設定します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse10（または SetTeikiSearch10）で、既に設定しているオブ

ジェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジ

ェクトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse10( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を定期経路として設定します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse9（または SetTeikiSearch9）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse9( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を定期経路として設定します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse8（または SetTeikiSearch8）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse8( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を定期経路として設定します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse7（または SetTeikiSearch7）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse7( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を定期経路として設定します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse6（または SetTeikiSearch6）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse6( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse5 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse5( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse5 

IExpDiaCourse5* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse5 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse4 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse4( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse4 

IExpDiaCourse4* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse4 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse3 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse3( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse3 

IExpDiaCourse3* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse3 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse2 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse2( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse2 

IExpDiaCourse2* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse2 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。経

路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse( pCourse, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse 

IExpDiaCourse* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out,  
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch10 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を定期経路として設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse10（または SetTeikiSearch10）で、既に設定しているオブ

ジェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジ

ェクトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch10( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を定期経路として設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse9（または SetTeikiSearch9）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch9( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を定期経路として設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse8（または SetTeikiSearch8）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch8( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を定期経路として設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse7（または SetTeikiSearch7）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch7( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を定期経路として設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路を定期経路設定メソッド：SetTeikiCourse6（または SetTeikiSearch6）で、既に設定しているオブジ

ェクトに対して実行すると、エラーの値（Count プロパティが０）を持つ定期利用時運賃計算結果情報オブジェ

クトを取得します。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch6( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch5 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーになります。連続

探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch5( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch5 

IExpDiaSearch5* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch5 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch4 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch4( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch4 

IExpDiaSearch4* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch4 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch3 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch3( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch3 

IExpDiaSearch3* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch3 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch2 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch2( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch2 

IExpDiaSearch2* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch2 インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間には指定できない経路があります。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生します。連

続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch( pSearch, pUseTeikiFare) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch 

IExpDiaSearch* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch インターフェース 
 ２ pUseTeikiFare ExpDiaUseTeikiFare 

IExpDiaUseTeikiFare** 
out, 
retval 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト 
IExpDiaUseTeikiFare インターフェース 
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ダイヤ割当て探索：AssignCourseByTrain 

・ 現在、この機能はサポートしていません。実行するとエラーが発生します。 

 

ダイヤ割当て探索：AssignCourseByTime 

・ 現在、この機能はサポートしていません。実行するとエラーが発生します。 

 

経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse 

・ 現在、この機能はサポートしていません。実行するとエラーが発生します。 

 

定期経路設定：SetTeikiCourse10 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くな

る場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiCourse10(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 
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定期経路設定：SetTeikiCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる

場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiCourse9(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる

場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiCourse8(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる

場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiCourse7(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる

場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiCourse6(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

定期経路取得：GetTeikiCourse10 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse10(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse10 インターフェース 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路取得：GetTeikiCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse9(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse9 インターフェース 

 

定期経路取得：GetTeikiCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse8(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse8 インターフェース 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路取得：GetTeikiCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse7(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse7 インターフェース 

 

定期経路取得：GetTeikiCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse6(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse6 インターフェース 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch10 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安く

なる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiSearch10( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くな

る場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiSearch9( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くな

る場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiSearch8( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くな

る場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiSearch7( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を定期経路として設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くな

る場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiSearch6( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

定期経路取得：GetTeikiSearch10 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch10(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch10 インターフェース 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 
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定期経路取得：GetTeikiSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch9(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch9 インターフェース 

 

定期経路取得：GetTeikiSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch8(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch8 インターフェース 
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定期経路取得：GetTeikiSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch7(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch7 インターフェース 

 

定期経路取得：GetTeikiSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、登録された定

期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch6(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch6 インターフェース 
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定期経路解除：DeleteTeikiCourse10OrSearch10 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、定期経路情報

を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

構文 

DeleteTeikiCourse10OrSearch10 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
In 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

定期経路解除：DeleteTeikiCourse9OrSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、定期経路情報

を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

構文 

DeleteTeikiCourse9OrSearch9 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
In 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 
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定期経路解除：DeleteTeikiCourse8OrSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、定期経路情報

を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

構文 

DeleteTeikiCourse8OrSearch8 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
In 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

定期経路解除：DeleteTeikiCourse7OrSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、定期経路情報

を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

構文 

DeleteTeikiCourse7OrSearch7 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
In 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 
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定期経路解除：DeleteTeikiCourse6OrSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、定期経路情報

を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

 
構文 

DeleteTeikiCourse6OrSearch6 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
In 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

通過駅判定：IsNoneStopStation 

・ 定期経路として経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に、指定された位

置番号により、定期利用区間を表現するための経路内の路線で停車しない駅を判断することができます。 

・ 定期経路を設定していない場合、pResult は常に False になります。 

 
構文 

IsNonStopStation (lSeqNo, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ lSeqNo Long 

long 
In 位置番号（１～StationCount） 

２ pResult Boolean 
VARIANT_BOOL 

out, 
retval 

通過駅（定期利用区間用）：True 
   ：VARIANT_TRUE 

停車駅         ：False 
            ：VARIANT_FALSE 

 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 



150 

 

定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse10 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設

定は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiCourse10 を利用してください。運賃合計

が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiCourse10(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定

は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiCourse9 を利用してください。運賃合計が元

の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiCourse9(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定

は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiCourse8 を利用してください。運賃合計が元

の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiCourse8(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定

は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiCourse7 を利用してください。運賃合計が元

の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiCourse7(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定

は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiCourse6 を利用してください。運賃合計が元

の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiCourse6(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch10 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで

設定は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiSearch10 を利用してください。運賃合

計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch10( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設

定は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiSearch9 を利用してください。運賃合計が

元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch9( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設

定は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiSearch8 を利用してください。運賃合計が

元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch8( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設

定は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiSearch7 を利用してください。運賃合計が

元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch7( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を定期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設

定は行いませんので、実際に設定するには、定期経路設定：SetTeikiSearch6 を利用してください。運賃合計が

元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

IsValidTeikiSearch6( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 

 

 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 



160 

 

回数券設定：SetCoupon 

・ 回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を経路に設定します。 

・ 本オブジェクトの経路への設定結果は、「設定結果」として返します。０以外は設定失敗になります。 

構文 

SetCoupon (pCoupon , pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCoupon ExpCoupon 

IExpCoupon* 
in 回数券情報オブジェクト 

IExpCoupon インターフェース 
 ２ pResult Integer 

short** 
out, 
retval 

設定結果 
０：設定成功 
１：設定失敗 
２：利用可能な区間がありません。 
３：利用可能な路線がありません。 
４：利用可能な日付ではありません。 
５：割引乗車券が適用されています。 

 

回数券設定：GetCoupon 

・ 経路に設定済みの回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を取得します。 

・ 本オブジェクトの経路に回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を設定していない場合は、エラーになります。 

・ 事前に IncludeCoupon プロパティ（回数券設定判定）を利用して確認してください。 

構文 

GetCoupon (pCoupon) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pResult ExpCoupon 

IExpCoupon** 
out, 
retval 

回数券情報オブジェクト 
IExpCoupon インターフェース 

 

回数券設定：DeleteCoupon 

・ 経路に設定済みの回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を解除します。 

構文 

DeleteCoupon (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaCourse_A 
・ 説明 

IExpDiaCourse_A インターフェイスは、ExpDiaCourse10 オブジェクトの機能を拡張した 

インターフェイスです。ExpDiaCourse10 オブジェクトと同様に扱うことができます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。他の機能は ExpDiaCourse10 オブジェクトと 

同じです。 

・経路情報文字列の取得 

利用方法については後述します。 

 
・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

CourseString String 
BSTR 

取得 探索用経路情報文字列 ※１ 
（駅、鉄道（方向）、駅の組み合わせで経路情報を示しています。） 

※１経路文字列は下記の形式で IExpDiaCourse_A の経路情報を表現しています。 

形式： 

駅名 ＋ ,（コンマ）＋ [（括弧）＋ 路線・列車名 ＋ :（コロン）＋ 方向 ＋ ]（括弧）＋ 駅名  

 例： 

駅Ａ,[路線Ｐ:1],駅Ｂ,[路線Ｑ:1],駅Ｃ 

取得した文字列は、ExpDiaNavi6/IExpDiaNavi_A インターフェイスの ReplaceKeyDDEStyleString メソッド

に設定することができます。また、下記の両方のパターンの文字列を設定することが可能です。 

１．駅Ａ,[路線Ｐ],駅Ｂ,[路線Ｑ],駅Ｃ 

（ExpDiaCourse10/ IExpDiaCourse_A DDEStyleString プロパティから取得した文字列） 

２．駅Ａ,[路線Ｐ:1],駅Ｂ,[路線Ｑ:1],駅Ｃ 

（ExpDiaCourse10/ IExpDiaCourse_A 本プロパティから取得した文字列） 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_course As IExpDiaCourse_A 

Set test_ course = course10 ‘course10 (ExpDiaCourse10)を IExpDiaCourse _A 型の変数に代入する。 

Dim keiro As String  

keiro = test_course.CourseString   ‘経路文字列 
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インターフェイス 

IExpDiaCourse_A2 
・ 説明 

IExpDiaCourse_A2 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、IExpDiaCourse_A 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、特殊な連絡定期の利用有無を設定できます。 

 
・探索用経路情報文字列の取得 

経路を示す文字列を取得します。また、特殊定期を含む場合には情報を付加します。 

ナビゲーションオブジェクトの ReplaceKeyDDEStyleString メソッドに文字列を設定した後、 

１回目の経路探索で特殊定期の利用状態を再現します。 

・特殊連絡定期区間数の取得 

特殊連絡定期の区間数を取得します。 

通常の定期のみで構成される場合は「0」になります。 

・探索用経路情報文字列（路線方向を含む）の取得 

路線の方向を含んだ経路を示す文字列を取得します。また、特殊連絡定期を含む場合には情報を 

付加します。ナビゲーションオブジェクトの ReplaceKeyDDEStyleString メソッドに文字列を 

設定した後、１回目の経路探索で特殊連絡定期の状態を再現します。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

DDEStyleString2 String 
BSTR 

取得 探索用経路情報文字列 ※１ 
（定期の情報を含む） 

SpecialTeikiSectionCount Long 
long 

取得 特殊連絡定期区間数 

CourseString2 String 
BSTR 

取得 探索用経路情報文字列 ※２ 
（路線方向、定期の情報を含む） 

 
※１ 探索用経路文字列は下記の形式で IExpDiaCourse_A2 の経路情報を表現しています。 

形式：駅名 ＋ ,（コンマ）＋ [（括弧）＋ 路線・列車名 ＋ ]（括弧）＋ 駅名 ＋ 

;（セミコロン）＋特殊連絡定期条件文字列 ＋ 

;（セミコロン）＋特殊連絡定期文字列（区間番号,種類） 

 例：A、B、C 間の経路（定期区間１は、JR 二区間定期、定期区間２は、だぶるーと） 

駅Ａ,[路線Ｐ],駅Ｂ,[路線Ｑ:1],駅Ｃ;1,1;1,2,2,4 

※２ IExpDiaCourse_A インターフェイスの CourseString プロパティと同じになります。 

   ただし、定期情報を含む経路の場合は、DDEStyleString2 プロパティと同様に情報を 

付加します。 
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・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_course As IExpDiaCourse_A2 

Set test_course = course   ‘course (ExpDiaCourse10)を IExpDiaCourse_A2 型の変数に代入する。 

MsgBox “経路文字列 ” + test_course. DDEStyleString2  ‘経路文字列を表示します。 

MsgBox “特殊区間数 ” + test_course. SpecialTeikiSectionCount ‘特殊連絡定期区間数を表示します。 

 

インターフェイス 

IExpDiaCourse_A3 
・ 説明 

IExpDiaCourse_A3 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、IExpDiaCourse_A2 

インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、12 ヵ月定期代の合計金額を取得できます。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

TotalTeiki12 Long 
long 

取得 12 ヵ月定期運賃の合計 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_course As IExpDiaCourse_A3 

Set test_course = course   ‘course (ExpDiaCourse10)を IExpDiaCourse_A3 型の変数に代入する。 

Dim teiki12 As Long  

teiki12 = test_course.TotalTeiki12   ‘12 ヵ月定期 
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路線区間アクセス情報群オブジェクト（ExpDiaRouteAccessSet2） 

機能 
・ 路線区間アクセス情報オブジェクトを格納するオブジェクトです。 

・ 列車一覧や路線一覧の情報を持つ事になります。 

・ 列車一覧は指定された路線区間により内容が変更します。 
路線区間 一覧内容 
鉄道 列車一覧 
空路 航空便一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス バス一覧 
路線バス 無し 
海路 船便一覧※1 
徒歩 無し 

※１ 経路情報オブジェクトの路線区間列車／路線一覧作成メソッドから取得できます。 

・ 列車一覧はダイヤ割当探索に使用します。 

経路情報オブジェクトの路線区間列車／路線一覧作成メソッドで作成された路線区間アクセス情報オブジェ

クトから目的の列車を検索し、その位置番号をメソッド AssignCourseByTrain2 で指定してダイヤ割当探索を

行います。 

・ 路線一覧は指定された路線区間により内容が変更します。 
路線区間 一覧内容 
鉄道 路線一覧 
空路 航空会社一覧 
路線バス 系統一覧 
連絡バス／高速バス／深夜急行バス 路線一覧 
海路 無し 
徒歩 無し 

 
・ 路線一覧は、路線切替えや航空会社指定などに指定します。 

経路情報オブジェクトの路線区間列車／路線一覧作成メソッドで作成された路線区間アクセス情報オブジェ

クトから目的の路線や系統を検索し、その位置番号をメソッド ChangeLine で指定して路線切替えや航空会社

指定を行います。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 
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プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ TrainListType Integer 
short 

取得 列車／路線一覧種別 
 

２ SeqNo Long 
long 

取得 路線区間位置番号（１～） 

３ TimetableDate Long 
long 

取得 列車一覧の場合、時刻表運行日 
路線一覧の場合、運行日 

４ Count Long 
long 

取得 アイテム数 

５ Current Long 
long 

取得 現在選択位置番号（１～Count） 

６ Item[n] ExpDiaRouteAccess2 
IExpDiaRouteAccess2 

取得 路線区間アクセス情報オブジェクト（１~） 
IExpDiaRouteAccess2 インターフェース 

 

メソッド 
無し 
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路線区間アクセス情報オブジェクト（ExpDiaRouteAccess2） 

機能 
・ 列車一覧や路線一覧の列車毎や路線毎の情報を持ちます。 

・ 航空機一覧の場合、運賃（片道、往復）の運賃が取得できます。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ Name String 
BSTR 

取得 名称 

２ LongName String 
BSTR 

取得 探索用名称 

３ LineType Integer 
short 

取得 路線種別 

４ Id Long 
Long 

取得 便名 
新幹線の「１２３号」、航空機の「４５６便」などの値 
便名が無い場合、ゼロが設定されています。 

５ Symbol String 
BSTR 

取得 航空会社コード 
「JAL」､「ANA」などの文字列 

６ FareS Long 
long 

取得 片道運賃 

７ FareW Long 
long 

取得 往復運賃 

８ Comment String 
BSTR 

取得 備考 
航空機の「特割」などの文字列 

９ Color Long 
long 

取得 色（形式 00BBGGRRh） 
路線情報オブジェクトの路線色を基準にしていますが、１つの

列車は複数の路線を通る場合がありますので、同じ色が取得で

きる保証はありません。 
VC++のCOLORREF型と同じ格納形式 
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No. 名称 型 設定／取得 説明 
１０ TimetableDate Long 

long 
取得 時刻表運行日 

路線バスなど、時刻表データを持たない路線の場合、負数が

設定されています。その場合、出発、到着時間は平均待ち時

間を基にした時間になっています。 
１１ TimeType Integer 

short 
取得 発着時刻種別 

路線一覧の場合、負数が返ります。 
１２ TimetableTime[n] Integer 

short 
取得 時刻表時間 

1：出発時間 
2：到着時間 

１３ DisplayDate[n] Long 
long 

取得 表示用発着日 
1：出発日 
2：到着日 

１４ DisplayTime[n] Integer 
short 

取得 表示用発着時間 
1：出発時間 
2：到着時間 

 

メソッド 

停車駅情報取得：SearchStopStation 

・ 停車駅（開始、終了駅も含む）の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェクトを返します。 

・ 平均待ち時間探索結果の場合、路線の停車駅を返します。 

・ ダイヤ探索結果の場合、列車の停車駅を返します。 

 
構文 

SearchStopStation( AllStation, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ AllStation Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 全停車駅  ：True 

      ：VARIANT_TRUE 
区間内停車駅：False 
      ：VARIANT_FALSE 

２ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet** 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 
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区間内停車駅判定：IsStopStation 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の内、この区間内の停車駅かを判

断します。 

・ メソッド SearchStopStation で区間内停車駅を指定して取得した場合、全て True が返ります。 

 
構文 

IsStopStation( SeqNo, bJudge) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
２ bJudge Boolean 

VARIANT_BOOL 
out, 
retval 

区間内：True 
   ：VARIANT_TRUE 
区間外：False 
   ：VARIANT_FALSE 

 

停車駅隣接判定：IsLinkToNextStation 

・ メソッド SearchStopStation で得た駅情報群オブジェクトは隣接する停車駅の順に格納されています。しか

し、路線によっては隣接しない停車駅が有る場合もあります（例 成田エクスプレス）。その為の判定を行うメ

ソッドです。 

 
構文 

IsLinkToNextStation( SeqNo, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

隣接する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
隣接しない：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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区間内停車開始／終了駅番号取得：GetStopEdgeStationNo 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の内、この区間の両端（開始／終

了）の位置番号を取得します。 

・ この区間に両端の駅が含まれない場合、位置番号は負数が返ります。 

 
構文 

GetStopEdgeStationNo ( bStart, SeqNo) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ bStart Boolean in 開始駅：True 

   ：VARIANT_TRUE 
終了駅：False 
   ：VARIANT_FALSE 

２ SeqNo Long 
long 

out, 
retval 

位置番号 
（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 

 

路線区間アクセス情報オブジェクト（ExpDiaRouteAccess2） 



170 

 

区間内停車駅出発時間取得：GetStationDepartureTime 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の駅毎の出発時間を取得できます。 

・ メソッド SearchStopStation で全停車駅を指定して取得した場合、最後の駅の出発時間は取得できません。負数

が返ります。 

 
構文 

GetStationDepartureTime ( SeqNo, Time) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
２ Time Integer 

short 
out, 
retval 

出発時間（表示用発着時間） 

 

区間内停車駅到着時間取得：GetStationArrivalTime 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の駅毎の到着時間を取得できます。 

・ メソッド SearchStopStation で全停車駅を指定して取得した場合、最初の駅の到着時間は取得できません。負数

が返ります。 

 
構文 

GetStationArrivalTime ( SeqNo, Time) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
２ Time Integer 

short 
out, 
retval 

到着時間（表示用発着時間） 
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路線区間列車情報オブジェクト（ExpDiaTrainInfo） 

機能 
・ ダイヤ探索結果の列車情報を持つオブジェクトです。 

・ 空路、高速バス、連絡バスの情報も持ちます。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ Id Long 
long 

取得 便名 
新幹線の「１２３号」、航空機の「４５６便」などの値 

２ TimeType Integer 
short 

取得 発着時刻種別 

３ TimetableDate Long 
long 

取得 時刻表運行日 
路線バスなど、時刻表データを持たない路線の場合、負数が

設定されています。 
４ TimetableTime[n] Integer 

short 
取得 時刻表時間 

1：出発時間 
2：到着時間 

５ DisplayDate[n] Long 
long 

取得 表示用発着日 
1：出発日 
2：到着日 

６ DisplayTime[n] Integer 
short 

取得 表示用発着時間 
1：出発時間 
2：到着時間 

 

メソッド 
無し 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaTrainInfo_A 
・ 説明 

IExpDiaTrainInfo_A インターフェイスは、ExpDiaTrainInfo オブジェクトの機能を拡張したインターフ

ェイスです。ExpDiaTrainInfo オブジェクトと同様に扱うことができます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。その他の機能は ExpDiaTrainInfo オブジェクトと 

同じです。利用方法については後述します。 

・特別ダイヤ情報（節電ダイヤなど）取得機能 

         主に下記の情報を取得できます。なお、下記の情報は、駅すぱあとのダイヤ情報の状態を表します。 

実際の運行状況と異なる場合がありますのでご了承ください。 

 
特別ダイヤタイプ、特別ダイヤ情報文字列について 

 特別ダイヤタイプ 特別ダイヤ情報文字列（例） 

通常ダイヤ 0  

節電ダイヤ 1 『節電に伴う特別ダイヤです。電力供給状況によって変更され

る場合があります』 

災害ダイヤ 2 『災害に伴う特別ダイヤです。復旧状況によって変更される場

合があります』 

通常ダイヤ 3 『東日本大震災以前の通常運行時ダイヤです。実際とは異なる

場合がありますので各事業者にご確認下さい』 

JR 加工ダイヤ 4 『ご注意 JR 線の時刻は当社が自らの責任により加工していま

すが、変更となる場合があります。最新情報は JR 各社のホー

ムページ等でご確認ください。尚、第三セクター線についても

同様です。』 

※特別ダイヤタイプが 1、2 の場合は、事業者によって適時運行が変更される可能性があります。 

※特別ダイヤタイプが 3、4 の場合は、運行状況と大きく異なる可能性があるため注意が必要です。 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

ExtemporaryType Integer 
short  

取得 特別ダイヤ情報タイプの取得 
 

ExtemporaryComment String 
BSTR 

取得 特別ダイヤ情報文字列の取得 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim test_traininfo As IExpDiaTrainInfo_A 

Set test_traininfo = traininfo ‘traininfo (IExpDiaTrainInfo)を IExpDiaTrainInfo_A 型の変数に代入する。 

 

路線区間列車情報オブジェクト（ExpDiaTrainInfo） 



173 

 

路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection3） 

機能 
・ 路線区間毎の路線情報、開始駅、終了駅、乗車時間、距離等の情報を持つオブジェクトです。 

・ 平均待ち時間探索結果の場合、プロパティ Line が取得でき、路線名等の情報が取得できます。プロパティ

TrainInfo は NULL が返ります。 

・ ダイヤ探索結果の場合、プロパティ Line で列車名や行先を含む路線名が取得できます。 

また、プロパティ TrainInfo が取得でき、便名、出発日時、到着日時等の情報が取得できます。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

・ 路線区間を利用した場合に排出される１人あたりの二酸化炭素（CO₂ ）排出量を取得できます。 

・ 路線区間と同等の距離を自家用乗用車で移動した場合に排出される二酸化炭素（CO₂ ）排出量を取得できます。 

・ ダイヤ経路探索時に、駅すぱあとデータから駅の発着番線情報を文字列として取得できます。 

・ 相互直通運転区間の場合は、CorpName プロパティが区間の会社名になります。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定 

／ 
取得 

説明 

１ Line ExpDiaLine 
IExpDiaLine* 

取得 路線情報オブジェクト 

２ TrainInfo ExpDiaTrainInfo 
IExpDiaTrainInfo* 

取得 路線区間列車情報オブジェクト 

３ From ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の開始となる駅の駅情報オブジェクト 

４ To ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の終了となる駅の駅情報オブジェクト 

５ Type Integer 
short 

取得 路線種別 

６ BoardTime Long 
long 

取得 乗車時間（単位：分） 

７ Distance Long 
long 

取得 距離（単位：100m） 
営業距離 

８ CorpName String 
BSTR 

取得 運行会社名 
※相互直通運転区間の場合は区間の会社名 

９ StopStationCount Long 
long 

取得 停車駅数（区間の開始、終了駅は含みません） 
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No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１０ CO2 Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 

１１ CO2FromVehicle Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 
※自家用乗用車を同等距離利用した場合 

１２ DeparturePlatform String 
BSTR 

取得 出発番線 
※情報がない場合は、空文字列（””）になります。 

１３ ArrivalPlatform String 
BSTR 

取得 到着番線 
※情報がない場合は、空文字列（””）になります。 

 

メソッド 

乗入れ路線判定：IsConnectSection 

・ 指定された路線区間が乗入れ路線（前の路線区間と接続している）か判定します。 

・ 平均待ち時間探索結果の場合、有効です。 

・ ダイヤ探索結果の場合、必ず False が返ります。 

 
構文 

IsConnectSection( bConnectSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bConnectSection Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

乗入れ路線である：True 
        ：VARIANT_TRUE 
乗入れ路線でない：False 
        ：VARIANT_FALSE 

 

戻り区間判定：IsBackSection 

・ 指定された路線区間が戻り区間か判定します。 

 
構文 

IsBackSection( bBackSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bBackSection Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

戻り路線である：True 
       ：VARIANT_TRUE 
戻り路線でない：False 
       ：VARIANT_FALSE 
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停車駅情報取得：SearchStopStation 

・ 停車駅（開始、終了駅も含む）の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェクトを返します。 

・ 平均待ち時間探索結果の場合、路線の停車駅を返します。 

・ ダイヤ探索結果の場合、列車の停車駅を返します。 

 
構文 

SearchStopStation( AllStation, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ AllStation Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 全停車駅  ：True 

      ：VARIANT_TRUE 
区間内停車駅：False 
      ：VARIANT_FALSE 

２ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet** 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

区間内停車駅判定：IsStopStation 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の内、この区間内の停車駅かを判

断します。 

・ メソッド SearchStopStation で区間内停車駅を指定して取得した場合、全て True が返ります。 

 
構文 

IsStopStation( SeqNo, bJudge) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
２ bJudge Boolean 

VARIANT_BOOL 
out, 
retval 

区間内：True 
   ：VARIANT_TRUE 
区間外：False 
   ：VARIANT_FALSE 
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停車駅隣接判定：IsLinkToNextStation 

・ メソッド SearchStopStation で得た駅情報群オブジェクトは隣接する停車駅の順に格納されています。しか

し、路線によっては隣接しない停車駅が有る場合もあります（例 成田エクスプレス）。その為の判定を行うメ

ソッドです。 

 
構文 

IsLinkToNextStation( SeqNo, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

隣接する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
隣接しない：False 
     ：VARIANT_FALSE 

 

区間内停車開始／終了駅番号取得：GetStopEdgeStationNo 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の内、この区間の両端（開始／終

了）の位置番号を取得します。 

・ この区間に両端の駅が含まれない場合、位置番号は負数が返ります。 

 
構文 

GetStopEdgeStationNo ( bStart, SeqNo) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ bStart Boolean in 開始駅：True 

   ：VARIANT_TRUE 
終了駅：False 
   ：VARIANT_FALSE 

２ SeqNo Long 
long 

out, 
retval 

位置番号 
（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
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区間内停車駅出発時間取得：GetStationDepartureTime 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の駅毎の出発時間を取得できます。 

・ メソッド SearchStopStation で全停車駅を指定して取得した場合、最後の駅の出発時間は取得できません。負数

が返ります。 

 
構文 

GetStationDepartureTime ( SeqNo, Time) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
２ Time Integer 

short 
out, 
retval 

出発時間 

 

区間内停車駅到着時間取得：GetStationArrivalTime 

・ メソッド SearchStopStation で取得した停車駅一覧（駅情報群オブジェクト）の駅毎の到着時間を取得できます。 

・ メソッド SearchStopStation で全停車駅を指定して取得した場合、最初の駅の到着時間は取得できません。負数

が返ります。 

 
構文 

GetStationArrivalTime ( SeqNo, Time) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ SeqNo Long 

long 
in 位置番号 

（１～駅情報群オブジェクトのプロパティ Count） 
２ Time Integer 

short 
out, 
retval 

到着時間 
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運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

機能 
・ 運賃区間毎の開始駅、終了駅、運賃金額（片道、往復）の情報を持つオブジェクトです。 

・ ひとつの運賃区間に複数の運賃を持つ場合があります。例えば、航空運賃の特定便割引運賃と普通運賃などで

す。 

・ プロパティ FareCurrent を変更した場合、経路情報オブジェクトの運賃にかかわる値を持っているプロパティ

が変更される場合があります。 

・ プロパティ FareS（FareW）とプロパティ SingleFare(FareCurrent)（DoubleFare(FareCurrent)）は同じ値を

返します。 

・ プロパティ Comment が返す文字列は下記のとおりです。 
文字列 説明 
現金のみ 現金で支払った場合の運賃である場合、返されます。 
参考運賃 航空時刻表の有効期限より前の発着日の経路の場合、返されます。 
前期適用運賃 航空時刻表の有効期限を過ぎた発着日の経路の場合、返されます。 
特定便割引 航空機の特定便割引の場合、返されます。 

・ プロパティ FareTypeName が返す文字列は下記のとおりです。 
運賃種別 運賃種別名称の文字列 
EXPDIA_FARE_TYPE_OTHER = 0 空文字（””）※1 
EXPDIA_FARE_TYPE_AIRLINE _REGULAR = 1 特定便割引 ※2 
EXPDIA_FARE_TYPE_AIRLINE _TOKUWARI = 2 普通運賃  ※2 
EXPDIA_FARE_TYPE_PASS =４ 定期券区間 ※3 
EXPDIA_FARE_TYPE_COUPON = 8 回数券区間 ※4 
EXPDIA_FARE_TYPE_CLASS_FARE = 16 旅客運賃名（“2 等”など） ※5 
EXPDIA_FARE_TYPE_IC = 32 空文字（””） ※6 
EXPDIA_FARE_TYPE_DISCOUNT = 64 空文字（””） ※7 

※1.EXPDIA_FARE_TYPE_OTHER は文字列を返しません。 

※2.運賃種別の定義名称の記述が運賃種別名称の文字列の意味と違います。運賃種別の定義名称の誤りですが、

既存アプリケーションへの影響を考慮して修正はおこないません。注意して下さい。 

※3 経路情報オブジェクトに定期経路を設定した区間が存在する場合に取得できます。 

※4 経路情報オブジェクトに回数券を設定した区間が存在する場合に取得できます。  

※5 旅客運賃名は、空路や海路などの場合の料金名称を取得できます。（例：２等、１等、特等など） 

※6 経路情報オブジェクトに IC カード乗車券が適用された区間の場合には、空文字（””）になります。 

※7 経路情報オブジェクトに割引（学割など）が適用された区間の場合には、空文字（””）になります。 

・ 本オブジェクトに拡張機能としてインターフェイスが追加されました。 
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・ 2018 年 1 月版で航空保険特別料金を含まない設定が無効になった為、IncludeInsuranceSurcharge プロパティ

が False でも、航空保険特別料金を含んだ航空運賃になります。 

・ プロパティ InsuranceSurchargeS、InsuranceSurchargeW は、料金が０になります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
・ 片道運賃、往復運賃、運賃種別は配列として扱います。添字の範囲は１～FareCount になります。 

 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ From ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の開始となる駅の駅情報オブジェクト 

２ To ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の終了となる駅の駅情報オブジェクト 

３ FareS Long 
long 

取得 現在選択されている片道運賃 

４ FareW Long 
long 

取得 現在選択されている往復運賃 

５ FareCount Long 
long 

取得 この区間が持つ運賃数 

６ FareCurrent Long 
long 

設定／ 
取得 

現在選択位置番号（１～FareCount） 

７ SingleFare[n] Long 
long 

取得 片道運賃 

８ DoubleFare[n] Long 
long 

取得 往復運賃 

９ FareType[n] Integer 
short 

取得 運賃種別 

１０ FareTypeName[n] String 
BSTR 

取得 運賃種別名称 
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No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１１ Comment String 
BSTR 

取得 運賃に関するコメント 

１２ StartRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号（１～） 
路線区間に対するこの運賃区間の開始位置 

１３ EndRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号（１～） 
路線区間に対するこの運賃区間の終了位置 

１４ IncludeInsuranceSurcharge Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 航空保険特別料金が運賃に含まれている 
運賃に含まれている ：True  
          ：VARIANT_TRUE 
運賃に含まれていない：False 
          ：VARIANT_FALSE  
※ 2018 年 1 月版で航空保険特別料金の設定が

無効になり、False でも運賃に含まれます 
１５ InsuranceSurchargeS Long 

long 
取得 片道航空保険特別料金 

※ 同上の理由により、０を出力します 
１６ InsuranceSurchargeW Long 

long 
取得 往復航空保険特別料金 

※ 同上の理由により、０を出力します 
 

メソッド 
無し 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaFareSection_A 

 
・ 説明 

IExpDiaFareSection_A は、ExpDiaFareSection3 オブジェクトの機能を拡張したインターフェイスです。 

主な機能は ExpDiaFareSection3 オブジェクトと同じです。本インターフェイスでの追加機能は下記に 

なります。 

・乗車券（普通乗車券、IC カード乗車券）別の金額・種類についての情報取得／設定 

・割引乗車券（学生割引など）についての情報取得 

利用方法は後述します。 

・ 補足 

本インターフェイスにおける乗車券システム別料金に関する情報は全て参考情報になります。 

そのため、通常の経路探索結果（IC カード乗車券を利用しない設定の場合に得られる経路）と 

同じである事や、実際の経路の内容を保証するものではありません。 

※ＩＣカード乗車券の運賃計算機能について 

特定のエリア内で、普通乗車券(きっぷ)との間に差異がある場合にのみ表示します。 

ＩＣカード乗車券は各交通事業者の運賃情報のほか、各交通事業者発行の小冊子や 

Ｗｅｂサイト等で公開されている情報を元に計算しています。 

計算結果は実際の金額と異なる場合がありますので、参考情報としてご利用ください。 

( 計算対象エリア) 

以下の IC カードが利用できるエリアで計算が可能です。 

※ 利用できる事業者または路線は、実際と異なる場合があります。 

※ 路線バスについては、カード毎に対応を限定しているバス会社があります。 

Kitaca、SAPICA、icsca、Suica、モノレール Suica、りんかい Suica、PASMO、ecomyca、passca、

TOICA、manaca、LuLuCa、ナイスパス、ICOCA、PiTaPa、らんでんカード、Hareca、PASPY、

SHIKOKUICOCA、IruCa、IC い～カード、ですか、SUGOCA、monoSUGOCA、nimoca、

でんでん nimoca、はやかけん、長崎スマートカード、くまモンの ICCARD、Rapica、OKICA、

Odeca、NORUCA、でんてつハイカード、hanica、itappy、CI-CA、いばっピ、ICAS nimoca、

emica 
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・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

FareTypeShortName[n] String 
BSTR 

取得 運賃種別略称 
（ｎ:1－FareCount） 

ExistTicketSystem Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 乗車券システムの有無 

TicketSystemCount Long 
long 

取得 乗車券システム数 

TicketSystemCurrent Long 
long 

設定／ 
取得 

乗車券システム設定位置 

TicketSystem[n] Integer 
short 

取得 乗車券システム種別取得 
（ｎ:1－TicketSystemCount） 

TicketSystemName[n] String 
BSTR 

取得 乗車券システム名称取得 
（ｎ:1－TicketSystemCount） 

TicketSystemShortName[n] String 
BSTR 

取得 乗車券システム略称取得 
（ｎ:1－TicketSystemCount） 

DiscountSystemName String 
BSTR 

取得 割引名称 ※1 
例：学生割引 

DiscountSystemShortName String 
BSTR 

取得 割引略称 ※1 
例：学割 

※1. 割引に該当している区間の場合に出力されます。 
 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_FareSection As EXPDENGNLib.IExpDiaFareSection_A 

‘FareSection3(ExpDiaFareSection3)を IExpDiaFareSection_A 型の変数に代入する。 

Set test_FareSection = FareSection3 

Dim i As Integer 

For i = 1 To test_FareSection.TicketSystemCount 

Debug.Print test_FareSection.TicketSystem[i]  ‘乗車券システム種別 

Debug.Print test_FareSection.TicketSystemName[i] ‘乗車券システム名称 

Debug.Print test_FareSection.TicketSystemShortName[i] ‘乗車券システム略称 

  Next 
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インターフェイス 

IExpDiaFareSection_A2 
・ 説明 

IExpDiaFareSection_A2 は、IExpDiaFareSection_A オブジェクトの機能を拡張したインター 

フェイスです。 

主な機能は IExpDiaFareSection_A オブジェクトと同じです。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・運賃が消費税引き上げに伴う運賃改定に対応されていない区間か判断 

・運賃に対してステータスを取得 

・運賃に対してコメントを取得 

利用方法は後述します。 

・ 補足 

UnsupportedConsumptionTax にて「未対応運賃：True」となるのは、以下の条件を満たした区間と 

なります。 

・消費税引き上げに伴う運賃改定を行うと弊社が把握しているが、駅すぱあとでは未対応 

・探索日が、弊社が把握している運賃改定日以降の日付 

MoneyState にて、「改定前の金額：1」の場合に、UnsupportedConsumptionTax は「未対応運賃：True」 

になります。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

UnsupportedConsumptionTax Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 消費税引き上げに伴う運賃改定

に対応されていない運賃区間か

判断 
未対応運賃：True 
：VARIANT_TRUE 
対応済運賃：False 
：VARIANT_FALSE 

MoneyState Integer 
short 

取得 運賃に対してステータスを取得 
０：確定された金額 
１：改定前の金額 
２：見込の金額 

MoneyStateNote String 
BSTR 

取得 運賃に対してコメントを取得。ス

テータスが０の場合、コメントは

ありません。 
例：見込の金額 
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・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_FareSection As EXPDENGNLib.IExpDiaFareSection_A2 

‘FareSection3(ExpDiaFareSection3)を IExpDiaFareSection_A2 型の変数に代入する。 

Set test_FareSection = FareSection3 

Dim taxflg As Boolean 

Dim status As Integer 

Dim note As String 

 ‘消費税引き上げに伴う運賃改定に対応されていない運賃区間か 

taxflg  = test_FareSection. UnsupportedConsumptionTax 

‘運賃に対するステータスを取得 

status  = test_FareSection. MoneyState  

‘運賃に対するコメントを取得 

note  = test_FareSection. MoneyStateNote  
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特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 

機能 
・ 特急料金区間毎の開始駅、終了駅、特急料金の情報を持つオブジェクトです。 

・ 特急料金には自由席、指定席、グリーン、立席、特定特急料金、寝台特急（各種）、グリーン（車内購入）、グ

ランクラス、スワロー料金があり、区間によって設定／取得できる数が違います。 

・ 特急料金種別短縮名称（SurchargeKindShortName[n]）は下記のような名称を取得できます。 

 
特急料金種別 特急料金種別名称 特急料金種別短縮名称 
EXPDIA_SEAT_TYPE_RESERVED 指定席 指定席 
EXPDIA_SEAT_TYPE_FREE 自由席 自由席 
EXPDIA_SEAT_TYPE_GREEN グリーン(事前購入時)、 

又はプレミアムカー 
グリーン、 
又はプレミアムカー 

EXPDIA_SEAT_TYPE_STANDS 立席(※満席時に発売) 立席 
EXPDIA_SEAT_TYPE_SPECIAL_EXPRESS 特定特急料金 特定 
EXPDIA_SEAT_TYPE_GREEN_INCAR グリーン(車内購入時) (車内購入)グリーン 
EXPDIA_SEAT_TYPE_PASS 定期券区間 ※1 定期券区間 
EXPDIA_SEAT_TYPE_COUPON 回数券区間 ※2 回数券区間 
EXPDIA_SEAT_TYPE_GRANCLASS グランクラス グランクラス 
EXPDIA_SEAT_TYPE_SUWAROU スワローあかぎ料金 スワロー料金 
EXPDIA_SEAT_TYPE_INCAR 指定席(車内購入時) 車内購入指定席 
EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE_RESERVED 座席未指定料金 座席未指定 
EXPDIA_SEAT_TYPE_PREMIUM_GREEN プレミアムグリーン プレミアムグリーン 
EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_FREE A シート自由席 A シート自由席 
EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_RESERVED A シート指定席 A シート指定席 
EXPDIA_SEAT_TYPE_FREE_INCAR 自由席(車内購入時) 車内購入自由席 

※  寝台については多数存在するため省略します。 

※ 1 本オブジェクト取得元の経路情報オブジェクトに新幹線定期等を利用できる定期経路として経路情報オブ

ジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に取得できます。 

※ 2 本オブジェクト取得元の経路情報オブジェクトに回数券を利用できる経路として経路情報オブジェクト

（または連続探索用オブジェクト）を設定している場合に取得できます。 

・ 特急料金を切替えた場合、経路情報オブジェクトの特急料金にかかわる値を持っているプロパティが変更され

る場合があります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 
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プロパティ 
・ 特急料金（片道、往復）、特急料金種別、特急料金種別名称は配列として扱います。添字の範囲は１～

SurchargeCount になります。 

・ 季節料金種別は JR 路線の特急指定席を利用する区間の場合に取得する事ができます。それ以外の場合は季節料

金種別は「EXPDIA_SEASON_TYPE_NONE：設定なし」になります。 

・ 季節料金種別名称は JR 路線の特急指定席を利用する区間の場合に取得する事ができます。それ以外の場合は空

文字列（””）を返します。 

 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ From ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の開始となる駅の駅情報オブジェクト 

２ To ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の終了となる駅の駅情報オブジェクト 

３ SeasonType Integer 
short 

取得 季節料金種別 

４ SeasonTypeName String 
BSTR 

取得 季節料金種別名称 

５ SurchargeCount Long 
long 

取得 この区間が持つ特急料金数 

６ SurchargeCurrent Long 
long 

設定／ 
取得 

現在選択位置番号（１~SurchargeCount） 
 

７ SurchargeS[n] Long 
long 

取得 片道特急料金 

８ SurchargeW[n] Long 
long 

取得 往復特急料金 

９ SurchargeKind[n] Integer 
short 

取得 特急料金種別 

１０ SurchargeKindShortName[n] String 
BSTR 

取得 特急料金種別短縮名称 

１１ SurchargeKindName[n] String 
BSTR 

取得 特急料金種別名称 

１２ StartRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号（１～） 
路線区間に対するこの特急料金区間の開始位置 

１３ EndRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号（１～） 
路線区間に対するこの特急料金区間の終了位置 

 

メソッド 
無し 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaSurchargeSection_A 
・ 説明 

IExpDiaSurchargeSection_A は、ExpDiaSurchargeSection3 オブジェクトの機能を拡張したインター 

フェイスです。 

主な機能は ExpDiaSurchargeSection3 オブジェクトと同じです。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・特急料金が消費税増税に伴う運賃改定に対応されていない区間か判断 

・特急料金に対してステータスを取得 

・特急料金に対してコメントを取得 

利用方法は後述します。 

・ 補足 

UnsupportedConsumptionTax にて「未対応運賃：True」となるのは、以下の条件を満たした区間と 

なります。 

・消費税引き上げに伴う運賃改定を行うと弊社が把握しているが、駅すぱあとでは未対応 

・探索日が、弊社が把握している運賃改定日以降の日付 

MoneyState にて、「改定前の金額：1」の場合に、UnsupportedConsumptionTax は「未対応運賃：True」 

になります。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

UnsupportedConsumptionTax Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 消費税増税に伴う運賃改定に対

応されていない料金区間か判断 
未対応運賃：True 
：VARIANT_TRUE 
対応済運賃：False 
：VARIANT_FALSE 

MoneyState Integer 
short 

取得 特急料金に対してステータスを

取得 
０：確定された金額 
１：改定前の金額 
２：見込の金額 

MoneyStateNote String 
BSTR 

取得 特急料金に対してコメントを取

得。ステータスが０の場合、コ

メントはありません。 
例：見込の金額 
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名前 型 設定／ 
取得 

説明 

SurchargeMoneyState[n] Integer 
short 

取得 種別ごとに特急料金に対してス

テータスを取得 
０：確定された金額 
１：改定前の金額 
２：見込の金額 

SurchargeMoneyStateNote[n] String 
BSTR 

取得 種別ごとに特急料金に対してコ

メントを取得。ステータスが０

の場合、コメントはありません。 
例：見込の金額 

 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_SurchargeSection As EXPDENGNLib.IExpDiaSurchargeSection_A 

‘SurchargeSection3(ExpDiaSurchargeSection3)を IExpDiaSurchargeSection_A 型の変数に代入する。 

Set test_SurchargeSection = SurchargeSection3 

Dim taxflg As Boolean 

Dim status As Integer 

Dim note As String 

 ‘消費税引き上げに伴う運賃改定に対応されていない料金区間か 

taxflg  = test_SurchargeSection.UnsupportedConsumptionTax 

‘特急料金に対してステータスを取得 

status  = test_SurchargeSection.MoneyState  

‘特急料金に対してコメントを取得 

note  = test_SurchargeSection.MoneyStateNote  

 

For index As Integer = 1 To SurchargeSection3.SurchargeCount 

‘種別ごとに特急料金に対してステータスを取得 

status  = test_SurchargeSection. SurchargeMoneyState[index]  

‘種別ごとに特急料金に対してコメントを取得 

note  = test_SurchargeSection.SurchargeMoneyStateNote[index]  

Next 
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インターフェイス 

IExpDiaSurchargeSection_A2 
・ 説明 

IExpDiaSurchargeSection_A2 は、IExpDiaSurchargeSection_A オブジェクトの機能を拡張したイン

ターフェイスです。 

主な機能は IExpDiaSurchargeSection_A オブジェクトと同じです。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・特急料金区間の割引名称を取得 

・特急料金区間の割引略称を取得 

・運賃を含んだ料金か判断 

利用方法は後述します。 

・ プロパティ 
名前 型 設定／ 

取得 
説明 

DiscountSystemName String 
BSTR 

取得 特急料金区間の割引名称を取

得。割引がないの場合、名称は

ありません。 
例：ＥＸ予約(ｅ特急券) 

DiscountSystemShortName String 
BSTR 

取得 特急料金区間の割引略称を取

得。割引がない場合、略称はあ

りません。 
例：ｅ特急券 

IsExpressFeeIncludesTicket Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 運賃を含んだ料金か判断 
含んでいる：True 
：VARIANT_TRUE 
含んでいない：False 
：VARIANT_FALSE 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_SurchargeSection As EXPDENGNLib.IExpDiaSurchargeSection_A2 

‘SurchargeSection3(ExpDiaSurchargeSection3)を IExpDiaSurchargeSection_A2 型の変数に代入する。 

Set test_SurchargeSection = SurchargeSection3 

Dim name As String 

Dim shortname As String 

Dim incfeeflg As Boolean 

 ‘特急料金区間の割引名称を取得 

name = test_SurchargeSection.DiscountSystemName 

‘特急料金区間の割引略称を取得 

shortname = test_SurchargeSection.DiscountSystemShortName  

‘運賃を含んだ料金か 

incfeeflg = test_SurchargeSection.IsExpressFeeIncludesTicket  

特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 



190 

 

定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

機能 
・ 定期区間毎の開始駅、終了駅、定期券運賃の情報を持つオブジェクトです。 

・ プロパティ FreePass はこの区間の定期券運賃が他の区間の定期券運賃に含まれるか判定する時に使用します。

例えば、都営バスは１枚の定期券で２３区内は全ての路線が乗車できます。１つの経路で都営バスの区間が２

つ以上有る場合、２つ目以降の区間のプロパティ FreePass は True に設定されています。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ From ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の開始となる駅の駅情報オブジェクト 

２ To ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の終了となる駅の駅情報オブジェクト 

３ Teiki1 Long 
long 

取得 １ヵ月定期券運賃 

４ Teiki 3 Long 
long 

取得 ３ヵ月定期券運賃 

５ Teiki 6 Long 
long 

取得 ６ヵ月定期券運賃 

６ FreePass Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 この区間の定期券運賃が他の区間の定期券運

賃に含まれるかを判定します。 
他の区間に含まれる ：True 
          ：VARIANT_TRUE 
他の区間に含まれない：False 
          ：VARIANT_FALSE 

７ StartRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号（１～） 
路線区間に対するこの定期区間の開始位置 

８ EndRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号（１～） 
路線区間に対するこの定期区間の終了位置 

 

メソッド 
無し 
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拡張機能 
 

インターフェイス 

IExpDiaTeikiSection_A 

 
・ 説明 

IExpDiaTeikiSection_A インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため 

IExpDiaTeikiSection オブジェクトの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、特殊な連絡定期の情報を取得できます。 

 
定期の種類は、下記になります。（2015 年 12 月現在） 
定期名称 定期種別 説明 
一般定期 １ 「 一般定期」は２ルート定期に該当する経路の場合に表示されます。 
二区間定期 ２ T 字型に接続した二つの定期になります。 
区間外定期 ３ 入出場できない駅が含まれます。 
だぶるーと ４ 二つの路線を利用することができます。（西武鉄道、東京メトロ） 
二区間定期券 ５ 二つの路線を利用することができます。（東武鉄道、東京メトロ） 
One だぶる♪ ６ 二つの路線を利用することができます。（西武鉄道、JR 東日本） 
モットクパス ７ 区間運賃が同額の区間を乗車できます。（京王バス） 
IC 金額定期 ８ 区間運賃が同額の区間を乗車できます。（西東京バス） 
IC 定期 ９ IC 定期の場合に表示されます。 
金額式定期 １０ 区間運賃が同額の区間を乗車できます。（相鉄バス） 
平日限定定期 １１ 平日であれば割安な通勤定期です。（近江鉄道） 
どっちーも １２ 明大前以西の各駅～新宿、又は渋谷間のどちらでも１枚で乗車できる

IC 定期券です。（京王電鉄） 
全線定期 １３ 各鉄道の全線利用することができます。（都営地下鉄、東京メトロ、 

仙台市交通局） 
路線フリー定期 １５ 地下鉄・市バスの通学定期でのみ利用できます。（仙台市交通局） 
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・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

TeikiTypeCount Long 
long 

取得 区間の定期種類数 
通常定期のみの場合は、「0」になります。 

TeikiTypeCurrent Long 
long 

設定／ 
取得 

定期種類の位置番号（０から TeikiTypeCount） 
通常定期のみの場合は、「0」になります。※ 

TeikiType[n] Long 
long 

取得 定期種別 
通常定期のみの場合は、「0」になります。 

TeikiTypeName[n] String 
BSTR 

取得 定期名称 
通常定期のみの場合は、””（空文字）になります。 

TeikiTypeShortName[n] String 
BSTR 

取得 定期短縮名称 
通常定期のみの場合は、””（空文字）になります。 

※「0」は取得のみで設定できません。 

 設定可能なのは 1～TeikiTypeCount の間となります。 

 
・ メソッド 

・ 特殊定期情報取得：GetTeikiTypeInfo 

特殊定期の場合に詳細情報（駅情報群オブジェクト）を取得します。通常定期、モットクパス、IC 金額 

定期、IC 定期、金額式定期、平日限定定期、全線定期、路線フリー定期の場合は、駅情報群オブジェクト

は 0 件になります。 

 
定期の種類によって下記のように異なる意味の情報を取得します。 
種類 タイプ 説明 
一般定期 １ 一般定期区間の発着駅リストを取得 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
二区間定期 ２ ２つの定期区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目）、発駅（２区間目）、着駅（２

区間目） 
区間外定期 ３ 入出不可駅のリストを取得します。 
だぶるーと ４ だぶるーと区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
二区間定期券 ５ 二区間定期券区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
One だぶる♪ ６ One だぶる♪区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
どっちーも １２ どっちーも区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
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      構文 

HRESULT GetTeikiTypeInfo(IExpDiaStationSet** pVal ) 
      引数 

名称 型 In/Out 説明 
pVal ExpDiaStationSet 

IExpDiaStationSet** 
out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim teikiA As IExpDiaTeikiSection_A 

Set teikiA = teiki   ‘teiki (ExpDiaTeikiSection)を IExpDiaTeikiSection_A 型の変数に代入する。 
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インターフェイス 

IExpDiaTeikiSection_A2 
・ 説明 

IExpDiaTeikiSection_A2 は、IExpDiaTeikiSection_A オブジェクトの機能を拡張したインター 

フェイスです。 

主な機能は IExpDiaTeikiSection_A オブジェクトと同じです。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・定期が消費税増税に伴う運賃改定に対応されていない区間か判断 

・定期金額に対してステータスを取得 

・定期金額に対してコメントを取得 

利用方法は後述します。 

・ 補足 

UnsupportedConsumptionTax にて「未対応運賃：True」となるのは、以下の条件を満たした区間と 

なります。 

・消費税引き上げに伴う運賃改定を行うと弊社が把握しているが、駅すぱあとでは未対応 

・探索日が、弊社が把握している運賃改定日以降の日付 

MoneyState にて、「改定前の金額：1」の場合に、UnsupportedConsumptionTax は「未対応運賃：True」 

になります。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

UnsupportedConsumptionTax Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 消費税増税に伴う運賃改定に対

応されていない定期区間か判断 
未対応運賃：True 
：VARIANT_TRUE 
対応済運賃：False 
：VARIANT_FALSE 

MoneyState Integer 
short 

取得 定期金額に対してステータスを

取得 
０：確定された金額 
１：改定前の金額 
２：見込の金額 

MoneyStateNote String 
BSTR 

取得 定期金額に対してコメントを取

得。ステータスが０の場合、コ

メントはありません。 
例：見込の金額 
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・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_TeikiSection As EXPDENGNLib.IExpDiaTeikiSection_A2 

‘TeikiSection(ExpDiaTeikiSection)を IExpDiaTeikiSection_A2 型の変数に代入する。 

Set test_TeikiSection = TeikiSection 

Dim taxflg As Boolean 

Dim status As Integer 

Dim note As String 

 ‘消費税引き上げに伴う運賃改定に対応されていない定期区間か 

taxflg  = test_TeikiSection.UnsupportedConsumptionTax 

‘定期金額に対してステータスを取得 

status  = test_TeikiSection.MoneyState  

‘定期金額に対してコメントを取得 

note  = test_TeikiSection.MoneyStateNote  

 

インターフェイス 

IExpDiaTeikiSection_A3 
・ 説明 

IExpDiaTeikiSection_A3 は、IExpDiaTeikiSection_A2 オブジェクトの機能を拡張したインター 

フェイスです。 

主な機能は IExpDiaTeikiSection_A2 オブジェクトと同じです。 

本インターフェイスで 12 ヵ月定期運賃を取得できます。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

Teiki12 Integer 
short 

取得 12 ヵ月定期券運賃 

 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim test_TeikiSection As EXPDENGNLib.IExpDiaTeikiSection_A3 

‘TeikiSection(ExpDiaTeikiSection)を IExpDiaTeikiSection_A3 型の変数に代入する。 

Set test_TeikiSection = TeikiSection 

Dim teiki12 As Integer 

teiki12  = test_TeikiSection.Teiki12    ‘12 ヵ月定期 
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車両区間情報オブジェクト（ExpDiaCarSection） 

機能 
・ 特別な車両を利用できる区間の開始駅、終了駅、車両情報を持つオブジェクトです。 

・ 車両種別を変更すると定期金額が変わります。再度、定期金額を取得して下さい。例えば、新宿,大船間でＪＲ

湘南新宿ラインを利用した場合に車両種別を普通からグリーンに変更すると定期金額が変わります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ From ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の開始となる駅の駅情報オブジェクト 

２ To ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間の終了となる駅の駅情報オブジェクト 

３ CarTypeCount Long 
long 

取得 この区間が持つ車両種別数 

４ CarTypeCurrent Long 
long 

設定／ 
取得 

現在選択位置番号（１~CarTypeCount） 
 

５ CarType [n] Integer 
short 

取得 車両種別 

６ CarTypeShortName[n] String 
BSTR 

取得 車両種別短縮名称 

７ CarTypeName[n] String 
BSTR 

取得 車両種別名称 

８ StartRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号（１～） 
路線区間に対するこの定期区間の開始位置 

９ EndRouteSectionSeqNo Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号（１～） 
路線区間に対するこの定期区間の終了位置 

 

メソッド 
無し 
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分割計算結果情報オブジェクト（ExpDiaSeparateCourse） 

機能 
・ 分割計算を行った結果の情報を持つオブジェクトです。 

・ 分割計算を行った結果、分割駅が無かった場合でもオブジェクトは作成されます。分割駅の有無の判断は、プ

ロパティ FoundState の値で行って下さい。 

例えば、乗車券と 6 ヵ月定期券だけが分割駅が有った場合、プロパティ FoundState の値は 

EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_FARE (=1)+ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_TEIKI6(=8) = 9 
となります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

 

プロパティ 
・ 購入額内訳は一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので添

字（１～２）を指定して参照して下さい。 

添字１は出発駅から分割駅までの購入額、添字２は分割駅から到着駅までの購入額となります。 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

 １ FoundState Interger 
short 

取得 分割計算結果状態 
分割計算結果種別が格納されます。 

「定義値：分割計算結果種別」を参照して下さい。 
 ２ FromStation ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 出発駅の駅情報オブジェクト 

IExpDiaStation インターフェース 
 ３ ToStation ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 到着駅の駅情報オブジェクト 

IExpDiaStation インターフェース 
 ４ SeparateFareStation ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 乗車券の分割駅の駅情報オブジェクト 

IExpDiaStation インターフェース 
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No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

 ５ TotalFare Long 
long 

取得 乗車券の一括購入額合計 

 ６ SeparateTotalFare Long 
long 

取得 乗車券の分割購入額合計 

 ７ SeparateFare[n] Long 
long 

取得 乗車券の分割購入額内訳 

 ８ SeparateTeiki1Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 1 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 ９ TotalTeiki1 Long 
long 

取得 1 ヵ月定期券の一括購入額合計 

 １０ SeparateTotalTeiki1 Long 
long 

取得 1 ヵ月定期券の分割購入額合計 

 １１ SeparateTeiki1[n] Long 
long 

取得 1 ヵ月定期券の分割購入額内訳 

 １２ SeparateTeiki3Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 3 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 １３ TotalTeiki3 Long 
long 

取得 3 ヵ月定期券の一括購入額合計 

 １４ SeparateTotalTeiki3 Long 
long 

取得 3 ヵ月定期券の分割購入額合計 

 １５ SeparateTeiki3[n] Long 
long 

取得 3 ヵ月定期券の分割購入額内訳 

 １６ SeparateTeiki6Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 6 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 １７ TotalTeiki6 Long 
long 

取得 6 ヵ月定期券の一括購入額合計 

 １８ SeparateTotalTeiki6 Long 
long 

取得 6 ヵ月定期券の分割購入額合計 

 １９ SeparateTeiki6[n] Long 
long 

取得 6 ヵ月定期券の分割購入額内訳 

 

メソッド 
無し 
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拡張機能 
インターフェイス 

IExpDiaSeparateCourse_A 

 
・ 説明 

IExpDiaSeparateCourse_A インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため 

IExpDiaSeparateCourse オブジェクトの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、特殊な連絡定期の情報を取得できます。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

SeparateTeiki12Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 12ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

TotalTeiki12 Long 
long 

取得 12 ヵ月定期券の一括購入額合計 

SeparateTotalTeiki12 Long 
long 

取得 12 ヵ月定期券の分割購入額合計 

SeparateTeiki12[n] Long 
long 

取得 12 ヵ月定期券の分割購入額内訳 
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定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト（ExpDiaUseTeikiFare） 

機能 
・ 定期利用時運賃計算を行った結果を格納するオブジェクトです。 

・ 定期利用時運賃区間は路線に関係無く、定期利用区間内、定期利用区間外を表す区間です。例えば、定期区間

経路に全て含まれる経路の運賃を計算した場合、定期利用時運賃区間数は１となります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので添字（１～Count）を指定して参照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

 １ NoUseTeikiTotalFare Long 
long 

取得 通常運賃合計 
定期を利用しない場合の運賃合計です。 

 ２ UseTeikiTotalFare Long 
long 

取得 定期利用時運賃合計 

 ３ Count Long 
long 

取得 定期利用時運賃区間数 

 ４ From[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間開始駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 ５ To[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 区間終了駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 ６ Fare[n] Long 
long 

取得 区間運賃 
定期利用区間内の場合、ゼロになります。 

 ７ 
 

IsUseTeiki[n] Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 定期利用区間判定 
定期利用区間内：True 
       ：VARIANT_TRUE 
定期利用区間外：False 
       ：VARIANT_FALSE 

 

メソッド 
無し 
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会社情報群オブジェクト（ExpDiaCorpSet） 

機能 
・ 会社情報オブジェクトを格納しているオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Count Long 

long 
取得 会社情報オブジェクトの件数 

 

メソッド 

会社情報取得：GetCorp 

・ 指定された位置の会社情報オブジェクトを返します。 

構文 

GetCorp( lSeqNo, pCorp) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
In 位置番号（１~Count） 

 ２ pCorp ExpDiaCorp 
IExpDiaCorp** 

out,  
retval 

会社情報オブジェクト 
IExpDiaCorp インターフェース 

 

会社名取得：GetCorpName 

・ 指定された位置の会社名を返します。 

構文 

GetCorpName( lSeqNo, pName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
In 位置番号（１~Count） 

 ２ pName String 
BSTR 

out,  
retval 

会社名 
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会社情報オブジェクト（ExpDiaCorp） 

機能 
・ 会社名を持つオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ Name String 

BSTR 
取得 会社名 

 
 

メソッド 

路線種別取得：GetServiceLineType 

・ この会社が運行している路線の路線種別を返します。 

 
構文 

GetServiceLineType( sType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sType Integer 

short* 
out, 
retval 

路線種別 
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路線情報群オブジェクト（ExpDiaLineSet） 

機能 
・ 路線情報オブジェクトを格納しているオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Count Long 

long 
取得 路線情報オブジェクトの件数 

 

メソッド 

路線情報取得：GetLine 

・ 指定された位置の路線情報オブジェクトを返します。 

構文 

GetLine( lSeqNo, pLine) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１~Count） 

 ２ pLine ExpDiaLine 
IExpDiaLine** 

out,  
retval 

路線情報オブジェクト 
IExpDiaLine インターフェース 

 

探索用路線名取得：GetLineLongName 

・ 指定された位置の探索用路線名を返します。 

構文 

GetLineLongName( lSeqNo, pLongName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
In 位置番号（１~Count） 

 ２ pLongName String 
BSTR 

out,  
retval 

探索用路線名 
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路線種別取得：GetLineType 

・ 指定された位置の路線種別を返します。 

 
構文 

GetLineType( lSeqNo, pType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１~Count） 

 ２ pType Integer 
short* 

out,  
retval 

路線種別 
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路線情報オブジェクト（ExpDiaLine） 

機能 
・ 路線名、路線種別、停車駅数、運行会社名などの情報を持つオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトを相互直通運転区間の路線区間オブジェクト（ExpDiaRouteSection/2/3）から取得した場合は、

CorpName プロパティが区間の会社名になります。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Type Integer 

short 
取得 路線種別 

 ２ Name String 
BSTR 

取得 表示用路線名 
 

 ３ LongName String 
BSTR 

取得 探索用路線名（平均待ち時間探索結果の場合） 
※ダイヤ探索結果の場合は列車名や行先を含む路線名 

 ４ ShortName String 
BSTR 

取得 短縮路線名 
 

 ５ CorpName String 
BSTR 

取得 運行会社名 
※相互直通運転区間の場合は区間の会社名 

 ６ StopStationCount Long 
long 

取得 停車駅数 

 ７ Color Long 
long 

取得 路線色（形式 00BBGGRRh） 
VC++の COLORREF 型と同じ格納形式 
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メソッド 

停車駅情報取得：SearchStopStation 

・ 路線内の停車駅の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェクトを返します。 

 
構文 

SearchStopStation( pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pStationSet ExpDiaStationSet 

IExpDiaStationSet** 
out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

停車駅隣接判定：IsLinkToNextStation 

・ メソッド SearchStopStation で得た駅情報群オブジェクトは隣接する停車駅の順に格納されています。しか

し、路線によっては隣接しない停車駅が有る場合もあります（例 成田エクスプレス）。その為の判定を行うメ

ソッドです。 

 
構文 

IsLinkToNextStation( lSeqNo, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１~StopStationCount） 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

隣接する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
隣接しない：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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駅情報群オブジェクト（ExpDiaStationSet） 

機能 
・ 駅情報オブジェクトを格納しているオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Count Long 

long 
取得 駅情報オブジェクトの件数 

 

メソッド 

駅情報取得：GetStation 

・ 指定された位置の駅情報オブジェクトを返します。 

 
構文 

GetStation( lSeqNo, pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１~Count） 

 ２ pStation ExpDiaStation 
IExpDiaStation** 

out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 
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探索用駅名取得：GetStationLongName 

・ 指定された位置の探索用駅名を返します。 

 
構文 

GetStationLongName( lSeqNo, pLongName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１~Count） 

 ２ pLongName String 
BSTR 

out,  
retval 

探索用駅名 
 

 

駅種別取得：GetStationType 

・ 指定された位置の駅種別を返します。 

 
構文 

GetStationType( lSeqNo, pType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１~Count） 

 ２ pType Integer 
short* 

out,  
retval 

駅種別 
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駅情報オブジェクト（ExpDiaStation） 

機能 
・ 駅名、駅種別、読み、乗入れ路線数などの情報を持つオブジェクトです。 

・ 緯度、経度は配列として扱って下さい。１~４の添字が指定できます。各要素の単位は下記のようになります。 

添字１：度 

添字２：分 

添字３：秒 

添字４：１／１００秒 

・ 本オブジェクトは直接作成できません。他のオブジェクトのメソッドまたはプロパティから取得できます。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ Type Integer 
short 

取得 駅種別 
 

２ Name String 
BSTR 

取得 表示用駅名 
 

３ LongName String 
BSTR 

取得 探索用駅名 
 

４ ShortName String 
BSTR 

取得 短縮駅名 
 

５ Yomi String 
BSTR 

取得 読み（半角カナ） 

６ YomiHiragana String 
BSTR 

取得 読み（ひらがな） 

７ Latitude[n] Long 
long 

取得 緯度 

８ Longitude[n] Long 
long 

取得 経度 

９ PassLineCount Long 
long 

取得 乗入れ路線数 
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プロパティ（ランドマーク関係） 

・ ランドマークの最寄り駅関係のプロパティは一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロ

パティは配列となりますので位置番号（１～）を指定して参照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

１０ LandmarkCategory String 
_bstrt_ 

取得 カテゴリー名 

１１ LandmarkNearestStationCount Long 
long 

取得 最寄り駅登録数 

１２ LandmarkNearestStation[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 最寄り駅情報 

１３ LandmarkNearestStationExit[n] String 
_bstrt_ 

取得 最寄り駅出口名称 

１４ LandmarkNearestStationTransferPlan[n] String 
_bstrt_ 

取得 最寄り駅までの移動手段名

称 
１５ LandmarkNearestStationTransferTime[n] Long 

long 
取得 最寄り駅までの移動時間 

（単位：分） 
１６ LandmarkNearestStationTransferDistance[n] Long 

long 
取得 最寄り駅までの移動距離 

（単位：100m） 
１７ LandmarkNearestStationTransferFare[n] Long 

long 
取得 最寄り駅までの運賃 

１８ LandmarkNearestStationTransferTeiki1[n] Long 
long 

取得 最寄り駅までの１ヶ月定期

券運賃 
１９ LandmarkNearestStationTransferTeiki3[n] Long 

long 
取得 最寄り駅までの３ヶ月定期

券運賃 
２０ LandmarkNearestStationTransferTeiki6[n] Long 

long 
取得 最寄り駅までの６ヶ月定期

券運賃 
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メソッド 

乗入れ路線情報取得：SearchPassLine 

・ この駅に乗入れている路線または最寄り駅または最寄りバス停の乗入れ路線の路線情報オブジェクトを格納

している路線情報群オブジェクトを返します。 

・ 鉄道駅の場合、True を指定すると鉄道路線の一覧取得、False を指定すると最寄りバス停のバス路線の一覧取

得になります。 

・ バス停の場合、True を指定するとバス路線の一覧取得、False を指定すると最寄り駅の鉄道路線一覧取得とな

ります。 

・ ランドマークの場合、True を指定すると登録してある最寄り駅の乗入れ路線一覧取得、False を指定すると路

線情報オブジェクトは返りますが、プロパティ Count はゼロに設定されています。 

 
構文 

SearchPassLine( MyLine, pLineSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ MyLine Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 乗入れ路線 

 ：True 
 ：VARIANT_TRUE 
最寄り駅または最寄りバス停の乗入れ路線 
 ：False 
 ：VARIANT_FALSE 

２ pLineSet ExpDiaLineSet 
IExpDiaLineSet** 

out,  
retval 

路線情報群オブジェクト 
IExpDiaLineSet インターフェース 

 

最寄り駅、バス停情報取得：SearchNearestStation 

・ バス停の場合、最寄り駅の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェクトを返します。 

・ ランドマークの場合、登録してある最寄り駅の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェクトを返

します。 

・ 上記以外は、最寄りバス停の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジェクトを返します。 

 
構文 

SearchNearestStation( pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pStationSet ExpDiaStationSet 

IExpDiaStationSet** 
out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 
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ランドマーク情報群オブジェクト（ExpDiaLandmarkSet） 

機能 
・ ランドマーク情報オブジェクトを格納するオブジェクトです。 

・ 同じランドマーク名を持つランドマーク情報オブジェクトは登録できません。 

・ 最寄り駅情報オブジェクトが登録されていないランドマーク情報オブジェクトは登録できません。 

・ 取得を行うメソッドで取得されたランドマーク情報オブジェクトの内容を変更してもランドマーク情報群オブ

ジェクトに登録されている内容は変更されません。登録されている内容を変更する場合は置換を行うメソッド

を使用して下さい。 

・ ランドマーク情報群オブジェクトの内容はデータベースオブジェクトに登録することで駅一覧や探索結果に反

映されます。登録するにはデータベースオブジェクトのメソッド SetLandmarkSetInterface を使用します。

登録した内容はコントロールコンポーネントのオブジェクトにも反映されます。ただし、連続探索用オブジェ

クトには反映されません。連続探索用オブジェクトでランドマークを使用する時には、連続探索用オブジェク

トのメソッド SetLandmarkSetInterface を使用して登録して下さい。 

・ 本オブジェクトは、下記の例を参考に作成して下さい。また、他のオブジェクトから取得する事もできます。

その場合はオブジェクトを内部で作成しますので、CreateObject(…)を行う必要はありません。 

Visual Basic で記述した場合 

Dim objDiaLandmarkSet As ExpDiaLandmarkSet 

Set objDiaLandmarkSet = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDiaLandmarkSet”) 

 

プロパティ 
・ カテゴリー名は一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので

添字（１～CategoryCount）を指定して参照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Count Long 

long 
取得 ランドマーク情報オブジェクト登録件数 

 ２ CategoryCount Long 
long 

取得 カテゴリー名登録件数 

 ３ CategoryName[n] String 
BSTR_ 

取得 カテゴリー名 
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メソッド 

登録：Add 

・ ランドマーク情報オブジェクトを登録します。 

・ 同じランドマーク名を持つランドマーク情報オブジェクトは登録できません。 

・ 最寄り駅情報オブジェクトが登録されていないランドマーク情報オブジェクトは登録できません。 

・ 最寄り駅名と移動時間が登録されていない最寄り駅情報オブジェクトが登録されているランドマーク情報オブ

ジェクトは登録できません。 

・ 指定されたランドマーク情報オブジェクトをコピーしたランドマーク情報オブジェクトを作成して登録しま

す。 

 
構文 

Add( pLandmark, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLandmark ExpDiaLandmark 

IExpDiaLandmark* 
in ランドマーク情報オブジェクト 

IExpDiaLandmark インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

取得（位置指定）：GetByIndex 

・ 指定された位置のランドマーク情報オブジェクトを返します。 

・ 取得されたランドマーク情報オブジェクトの内容を変更してもランドマーク情報群オブジェクトに登録されて

いる内容は変更されません。登録されている内容を変更する場合は置換を行うメソッドを使用して下さい。 

 
構文 

GetByIndex( lIndex, pLandmark) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lIndex Long 

long 
in 位置番号（１～Count） 

 ２ pLandmark ExpDiaLandmark 
IExpDiaLandmark** 

out, 
retval 

ランドマーク情報オブジェクト 
IExpDiaLandmark インターフェース 
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取得（ランドマーク名指定）：Get 

・ 指定されたランドマーク名のランドマーク情報オブジェクトを返します。 

・ 取得されたランドマーク情報オブジェクトの内容を変更してもランドマーク情報群オブジェクトに登録されて

いる内容は変更されません。登録されている内容を変更する場合は置換を行うメソッドを使用して下さい。 

・ 指定されたランドマーク名が登録されていない場合, pLandmark に Nothing（NULL）が設定されます。 

 
構文 

Get( strLandmarkName, pLandmark) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLandmarkName String 

BSTR 
in ランドマーク名 

 ２ pLandmark ExpDiaLandmark 
IExpDiaLandmark** 

out, 
retval 

ランドマーク情報オブジェクト 
IExpDiaLandmark インターフェース 

 

取得（ランドマーク名<カテゴリー名>指定）：GetByLongName 

・ 指定されたランドマーク名、カテゴリー名のランドマーク情報オブジェクトを返します。 

・ 書式はランドマーク名に続いて”<”、”>”に囲まれたカテゴリー名になります。例えば、ランドマーク名「ヴァル

研究所」、カテゴリー名「企業」の場合、「ヴァル研究所<企業>」となります。 

・ 取得されたランドマーク情報オブジェクトの内容を変更してもランドマーク情報群オブジェクトに登録されて

いる内容は変更されません。登録されている内容を変更する場合は置換を行うメソッドを使用して下さい。 

・ 指定されたランドマーク名、カテゴリー名が登録されていない場合, pLandmark に Nothing（NULL）が設定さ

れます。 

 
構文 

 

GetByLongName( strLandmarkLongName, pLandmark) 
引数 

 
No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLandmarkLongName String 

BSTR 
in ランドマーク名<カテゴリー名> 

 ２ pLandmark ExpDiaLandmark 
IExpDiaLandmark** 

out, 
retval 

ランドマーク情報オブジェクト 
IExpDiaLandmark インターフェース 
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位置番号取得（ランドマーク名指定）：GetIndex  

・ 指定されたランドマーク名の位置番号を返します。 

・ 指定されたランドマーク情報オブジェクトが存在しない場合、位置番号はゼロが返ります。 

 
構文 

GetIndex( strLandmarkName, lIndex) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLandmarkName BSTR in ランドマーク名 
 ２ lIndex long* out, 

retval 
位置番号（１～） 

 

位置番号取得（ランドマーク名<カテゴリー名>指定）：GetIndexByLongName  

・ 指定されたランドマーク名<カテゴリー名>の位置番号を返します。 

・ 指定されたランドマーク情報オブジェクトが存在しない場合、位置番号はゼロが返ります。 

 
構文 

GetIndexByLongName( strLandmarkLongName, lIndex) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLandmarkLongName String 

BSTR 
in ランドマーク名<カテゴリー名> 

 ２ lIndex Long 
long* 

out, 
retval 

位置番号（１～） 
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置換：Replace  

・ 指定されたランドマーク情報オブジェクトのランドマーク名で検索し、内容を置換します。 

・ 指定されたランドマーク情報オブジェクトのランドマーク名が存在しない場合はエラーが発生します。 

 
構文 

Replace( pLandmark, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLandmark ExpDiaLandmark 

IExpDiaLandmark* 
in ランドマーク情報オブジェクト 

IExpDiaLandmark インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

置換（位置指定）：ReplaceByIndex  

・ 指定された位置のランドマーク情報オブジェクトの内容を指定されたランドマーク情報オブジェクトの内容で

置き換えます 

・ 既に同じランドマーク名のランドマーク情報オブジェクトが存在した場合、違う位置に登録されていた時はエ

ラーが発生します。 

 
構文 

ReplaceByIndex( lIndex, pLandmark, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lIndex Long 

long 
in 位置番号（１～Count） 

 ２ pLandmark ExpDiaLandmark 
IExpDiaLandmark* 

in ランドマーク情報オブジェクト 
IExpDiaLandmark インターフェース 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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検索：Search 

・ 指定された読み（ランドマーク名）、カテゴリー名で検索し、対象となるランドマーク情報オブジェクトを格納

しているランドマーク情報群オブジェクトを返します。 

・ 指定された読み（ランドマーク名）、カテゴリー名にスペース文字が入っていた場合、スペース文字を削除しま

す。 

・ 読み（ランドマーク名）に「とう」、「トウ」、「tou」と指定された場合、「トウ」と読みで始まる全てのランドマ

ーク情報オブジェクトが対象となります。漢字を指定した場合、その漢字から始まる全てのランドマーク情報オ

ブジェクトが対象となります。 

・ 読み（ランドマーク名）の先頭に「？」を付けた文字列を指定すると、その文字を含む全てのランドマーク情報

オブジェクトが対象となります。 

・ 読み（ランドマーク名）、カテゴリー名に”?”を指定した場合、全てのランドマーク情報オブジェクトが対象とな

ります。 

・ カテゴリー名に空文字列（””）を指定するとカテゴリー名が未登録のランドマーク情報オブジェクトが対象とな

ります。 

・ 例えば、カテゴリー名が「企業」の全てのランドマークを得るには読み（ランドマーク名）に”?”、カテゴリー名

に”企業”と指定します。 

 
構文 

Search( strLandmarkName, strLandmarkCategoryName, pLandmarkSet) 
引数 

No. 名称 型 In/ 
Out 

説明 

 １ strLandmarkName String 
BSTR 

in 読み（ランドマーク名） 

 ２ strLandmarkCategoryName String 
BSTR 

in カテゴリー名 

 ３ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 
IExpDiaLandmarkSet** 

out, 
retval 

ランドマーク情報群オブジェクト 
IExpDiaLandmarkSet インターフ

ェース 
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全削除：RemoveAll 

・ 登録してある全てのランドマーク情報オブジェクトを削除します。 

 
構文 

RemoveAll( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

削除（位置指定）：RemoveByIndex 

・ 指定された位置のランドマーク情報オブジェクトを削除します。 

・ 指定された位置以降に登録されているランドマーク情報オブジェクトは前に詰まります。 

 
構文 

RemoveByIndex( lIndex, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lIndex Long 

long 
in 位置番号（１～Count） 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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削除（ランドマーク名指定）：Remove 

・ 指定されたランドマーク名のランドマーク情報オブジェクトを削除します。 

・ 削除されたランドマーク情報オブジェクト以降に登録されているランドマーク情報オブジェクトは前に詰まり

ます。 

 
構文 

Remove( strLandmarkName, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLandmarkName String 

BSTR 
in ランドマーク名 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

コピー：Copy 

・ 指定されたランドマーク情報群オブジェクトをコピーします。 

 
構文 

Copy( pLandmarkSet, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet* 
in コピー元のランドマーク情報群オブジェクト 

IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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駅すぱあとランドマーク取り込み：Import 

・ 「駅すぱあと」が使用しているランドマークを取り込み、追加します。 

・ 不正なランドマーク情報オブジェクトは追加されません。 

・ 下記の項目にスペース文字が含まれる場合、スペース文字は削除されます。 

1.ランドマーク名 

2.カテゴリー名 

3.出入口 

4.移動手段 

・ False が返された場合、一部のランドマークデータは追加されている可能性もあります。状況は「駅すぱあと」

の「ランドマーク登録」を起動して確認して下さい。 

 
構文 

Import( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

全てのランドマークデータを取得できた 
  ：True 
  ：VARIANT_TRUE 
全てのランドマークデータを取得できない 
  ：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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ランドマーク情報オブジェクト（ExpDiaLandmark） 

機能 
・ ランドマーク情報を格納するオブジェクトです。 

・ ランドマーク名、最寄り駅情報オブジェクトが登録されていない場合、不正なランドマーク情報オブジェクト

となります。 

・ ランドマーク名には半角の「<」、「?」、全角の「？」の文字は使用できません 

・ 同じ最寄り駅名、出入口名称、移動手段名称を持つ最寄り駅情報オブジェクトは登録できません。 

・ 最寄り駅名と移動時間が登録されていない最寄り駅情報オブジェクトは登録できません。 

・ ランドマーク名、カテゴリー名はスペースを無効な文字として扱い、自動的に削除されます。 

・ ランドマーク名、ランドマーク名読み、カテゴリー名は長さ制限があります。「定義値：ランドマーク関連最大

値」を参照して下さい。 

・ 緯度、経度は配列として扱って下さい。１~４の添字が指定できます。各要素の単位は下記のようになります。 

添字１：度 

添字２：分 

添字３：秒 

添字４：１／１００秒 

・ 本オブジェクトは、下記の例を参考に作成して下さい。また、他のオブジェクトから取得する事もできます。

その場合はオブジェクトを内部で作成しますので、CreateObject(…)を行う必要はありません。 

Visual Basic で記述した場合 

Dim objDiaLandmark As ExpDiaLandmark 

Set objDiaLandmark = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDiaLandmark”) 

プロパティ 
 

No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Name String 

BSTR 
設定／取得 ランドマーク名 

 ２ LongName String 
BSTR 

取得 ランドマーク名<カテゴリー名> 

 ３ Yomi String 
BSTR 

設定／取得 ランドマーク名読み（半角カナ） 

 ４ YomiHiragana String 
BSTR 

取得 ランドマーク名読み（ひらがな） 

 ５ CategoryName String 
BSTR 

設定／取得 カテゴリー名 
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No. 名称 型 設定／取得 説明 
 ６ Latitude[n] Long 

long 
設定／取得 緯度 

 ７ Longitude[n] Long 
long 

設定／取得 経度 

 ８ NearestStationCount Long 
long 

取得 最寄り駅情報オブジェクト登録数 

 ９ Status Integer 
short 

取得 登録内容状態 
ランドマーク状態種別が格納されています。 
状態については「定義値：ランドマーク状態種別」

を参照して下さい。 
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メソッド 

登録：Add 

・ 最寄り駅情報オブジェクトを登録します。 

・ 同じ最寄り駅名、出入口名称、移動手段名称を持つ最寄り駅情報オブジェクトは登録できません。 

・ 最寄り駅名と移動時間が登録されていない最寄り駅情報オブジェクトは登録できません。 

・ 指定された最寄り駅情報オブジェクトをコピーした最寄り駅情報オブジェクトを作成して登録します。 

 
構文 

Add( pNearestStation, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pNearestStation ExpDiaNearestStation 

IExpDiaNearestStation* 
in 最寄り駅情報オブジェクト 

IExpDiaNearestStation インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

取得（位置指定）：GetByIndex 

・ 指定された位置の最寄り駅情報オブジェクトを返します。 

・ 取得された最寄り駅情報オブジェクトの内容を変更してもランドマーク情報オブジェクトに登録されている内

容は変更されません。登録されている内容を変更する場合は置換を行うメソッドを使用して下さい。 

 
構文 

GetByIndex( lIndex, pNearestStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lIndex Long 

long 
in 位置番号（１～NearestStationCount） 

 ２ pNearestStation ExpDiaNearestStation 
IExpDiaNearestStation** 

out, 
retval 

最寄り駅情報オブジェクト 
IExpDiaNearestStation インターフェース 
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取得（名称指定）：Get 

・ 指定された最寄り駅名、出入口名称、移動手段名称の最寄り駅情報オブジェクトを返します。 

・ 取得された最寄り駅情報オブジェクトの内容を変更してもランドマーク情報オブジェクトに登録されている内

容は変更されません。登録されている内容を変更する場合は置換を行うメソッドを使用して下さい。 

・ 指定された最寄り駅情報オブジェクトが登録されていない場合, pNearestStation に Nothing（NULL）が設定

されます。 

 
構文 

Get( strNearestStationName, strExit, strTransferPlan, pNearestStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strNearestStationName String 

BSTR 
in 最寄り駅名 

 ２ strExit String 
BSTR 

in 出入口名称 

 ３ strTransferPlan String 
BSTR 

in 移動手段名称 

 ４ pNearestStation ExpDiaNearestStation 
IExpDiaNearestStation** 

out, 
retval 

最寄り駅情報オブジェクト 
IExpDiaNearestStation インターフ

ェース 
 

置換（位置指定）：ReplaceByIndex 

・ 指定された位置の最寄り駅情報オブジェクトの内容を指定された最寄り駅情報オブジェクトの内容で置き換え

ます。 

・ 既に同じ最寄り駅名、出入口名称、移動手段名称を持つ最寄り駅情報オブジェクトが存在している場合、違う

位置に登録されていた時はエラーが発生します。 

 
構文 

ReplaceByIndex( lIndex, pNearestStation, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lIndex Long 

long 
in 位置番号（１～） 

 ２ pNearestStation ExpDiaNearestStation 
IExpDiaNearestStation* 

in 最寄り駅情報オブジェクト 
IExpDiaNearestStation インターフェース 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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全削除：RemoveAll 

・ 登録されている全ての最寄り駅情報オブジェクトを削除します。 

 
構文 

RemoveAll( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

削除（位置指定）：RemoveByIndex 

・ 指定された位置の最寄り駅情報オブジェクトを削除します。 

・ 指定された位置以降に登録されている最寄り駅情報オブジェクトは前に詰まります。 

 
構文 

RemoveByIndex( lIndex, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lIndex Long 

long 
in 位置番号（１～NearestStationCount） 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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削除（名称指定）：Remove 

・ 指定された最寄り駅名、出入口名称、移動手段名称の最寄り駅情報オブジェクトを削除します。 

・ 削除された最寄り駅情報オブジェクト以降に登録されている最寄り駅情報オブジェクトは前に詰まります。 

 
構文 

Remove( strNearestStationName, strExit, strTransferPlan, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strNearestStationName String 

BSTR 
in 最寄り駅名 

 ２ strExit String 
BSTR 

in 出入口名称 

 ３ strTransferPlan String 
BSTR 

in 移動手段名称 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

コピー：Copy 

・ 指定されたランドマーク情報オブジェクトをコピーします。 

 
構文 

Copy( pLandmark, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pLandmark ExpDiaLandmark 

IExpDiaLandmark* 
in コピー元のランドマーク情報オブジェクト 

IExpDiaLandmark インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 
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最寄り駅情報オブジェクト（ExpDiaNearestStation） 

機能 
・ ランドマークの最寄り駅情報を格納するオブジェクトです。 

・ 駅情報オブジェクト、移動時間が設定されていない場合、不正な最寄り駅情報オブジェクトとなります。 

・ 移動時間、移動距離、運賃、定期券運賃（１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月）はゼロを未設定と扱います。 

・ 出入口名称、移動手段名称はスペースを無効な文字として扱います。無効な文字は自動的に削除されます。 

・ 出入口名称、移動手段名称は長さ制限があります。「定義値：ランドマーク関連最大値」の記述を参照して下さ

い。 

・ 本オブジェクトは、下記の例を参考に作成して下さい。また、他のオブジェクトから取得する事もできます。

その場合はオブジェクトを内部で作成しますので、CreateObject(…)を行う必要はありません。 

Visual Basic で記述した場合 

Dim objDiaNearestStation As ExpDiaNearestStation 

Set objDiaNearestStation = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDiaNearestStation”) 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 
 １ Station ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
設定／取得 駅情報オブジェクト 

IExpDiaStation インターフェース 
ランドマークの駅情報オブジェクトは設定で

きません。 
 ２ Exit String 

BSTR 
設定／取得 出入口名称 

 ３ TransferPlan String 
BSTR 

設定／取得 移動手段名称 

 ４ TransferTime Long 
long 

設定／取得 移動時間（単位：分） 

 ５ TransferDistance Long 
long 

設定／取得 移動距離（単位：100m） 

 ６ TransferFare Long 
long 

設定／取得 運賃 

 ７ TransferTeiki1 Long 
long 

設定／取得 １ヵ月定期券運賃 

 ８ TransferTeiki3 Long 
long 

設定／取得 ３ヵ月定期券運賃 

 ９ TransferTeiki6 Long 
long 

設定／取得 ６ヵ月定期券運賃 
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メソッド 

駅情報オブジェクト設定：SetStationByName 

・ 指定された探索用駅名の駅情報オブジェクトをプロパティ Station に設定します。 

・ 探索用駅名にランドマーク名は指定できません。 

 
構文 

SetStationByName( strStationName, lDate, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 ２ lDate Long 
long 

in, 
defaultvalue 

日付 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

コピー：Copy 

・ 指定された最寄り駅情報オブジェクトをコピーします。 

 
構文 

Copy( pNearestStation, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pNearestStation ExpDiaNearestStation 

IExpDiaNearestStation* 
in コピー元の最寄り駅情報オブジェクト 

IExpDiaNearestStation インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 
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連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

機能 
・ 連続して経路探索を行う為のオブジェクトです。 

・ このオブジェクトはダイヤ探索をサポートしていません。ダイヤ探索を行う場合はデータ―ベースオブジェク

トを使用して下さい。 

・ 探索結果情報はこのオブジェクトから取得できます。 

・ 表示順序種別（プロパティ SortType）を設定する事で、探索順、所要時間順、運賃順、定期順、乗換回数順、

CO2 排出量順、定期１ヵ月順、定期３ヵ月順、定期６ヵ月順を切替えられます。 

・ 現在経路位置番号を設定する事で経路情報を参照できます（同時に複数の経路を参照する事はできません）。 

・ SurchargeCurrent[n]を変更した時、片道、往復特急料金合計が変更されます。表示順序種別が料金順に設定さ

れている時は順序が再設定される場合があります。 

・ 運賃、特急料金、定期の各区間情報の路線区間開始位置番号、路線区間終了位置番号は添字として指定された

位置番号に対応した路線区間の位置番号を返します。 

・ ランドマークを使用する場合は連続探索用オブジェクトのメソッド SetLandmarkSetInterface を使用してラン

ドマーク情報群オブジェクトを連続探索用オブジェクトに登録して下さい。データベースオブジェクトのメソ

ッド SetLandmarkSetInterface で登録しても連続探索用オブジェクトには反映されませんのでご注意下さい。 

・ プロパティRouteAccessCurrentの値を変更して路線を変更した場合、その経路を再探索した事になり、変更前

にプロパティから取得した値やオブジェクト（各区間情報オブジェクトなど）は無効となりますので必ず再取得

して下さい。 

・ 「航空保険特別料金」に関連する以下の３つのプロパティに関しては運賃区間情報オブジェクトの説明を参照し

て下さい。 

IncludeInsuranceSurcharge[n] 

InsuranceSurchargeS[n] 

InsuranceSurchargeW[n] 
     ※ 2018年 1月版で航空保険特別料金を含まない設定が無効になり航空保険特別料金を含む運賃を返します。 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

Visual Basic で記述した場合 

Dim objSearch As ExpDiaSearch10 

Set objSearch = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDiaSearch10”) 

・ 経路全体または路線区間を利用した場合に排出される１人あたりの二酸化炭素（CO₂ ）排出量を取得できます。 

・ 経路全体、または路線区間と同等の距離を自家用乗用車で移動した場合に排出される二酸化炭素（CO₂ ）排出

量を取得できます。 
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・ 季節料金種別は JR 路線の特急指定席を利用する区間の場合に取得する事ができます。それ以外の場合は季節料

金種別は「EXPDIA_SEASON_TYPE_NONE：設定なし」になります。 

・ 季節料金種別名称は JR 路線の特急指定席を利用する区間の場合に取得する事ができます。それ以外の場合は空

文字列（””）を返します。 

・ 本オブジェクトの定期経路設定メソッドを実行することで、定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト

（ExpDiaUseTeikiFare）で取得できる情報に加えて、定期利用区間を含んだ経路の詳細な路線情報、運賃情報、

特急料金情報を取得できます。 

定期経路設定を行った本オブジェクトの機能について 

・IncludeUserTeiki プロパティを利用して、定期経路設定状態を確認することができます。 

・定期経路設定を設定している場合に、NoUseTeikiTotalFare プロパティで設定前の運賃合計金額を取得で

きます。未設定の場合は－１になります。また、NoUseTeikiTotalSurcharge プロパティで設定前の特急料

金合計金額を取得できます。未設定の場合は－１になります。 

・定期経路設定を設定している場合に、TeikiCourseInfoString[n]プロパティで定期経路情報文字列と定期設

定を行った経路情報文字列を取得できます。未設定の場合は両方とも空文字列（””）になります。 

定期経路設定を行った本オブジェクトの注意点について 

・定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト（ExpDiaUseTeikiFare）を取得するとエラーの値（下記参照） 

返します。定期経路を解除してから利用して下さい。 

定期利用時運賃計算結果情報オブジェクト（ExpDiaUseTeikiFare） 

プロパティ 

通常運賃合計：NoUseTeikiTotalFare = 0 

定期利用時運賃：合計 UseTeikiTotalFare = 0 

定期利用時運賃区間数：Count = 0 

・IncludeUserTeiki プロパティを利用して、定期経路設定状態を確認することができます。 

・駅情報取得：GetStation を行う際に、定期利用区間の開始または終了を示す駅で経路内の路線で停車しな

い駅を取得する場合があります。この駅は定期利用区間を表現するために存在します。 

・上記の特別な駅であることを確認するためには、通過駅判定：IsNonStopStation メソッドを利用して下さ

い。 

・定期経路を設定した本オブジェクトの経路情報に定期利用区間を示す停車しない駅が含まれている場合、

探索用駅情報文字列：DDEStyleString プロパティから取得した文字列にも停車しない駅が含まれます。

そのため、このプロパティの情報を保存して経路の再現に使用すると、停車しない駅を不正な駅として判

断してしまうために経路は再現できません。 

・定期券区間の区切りでは計算結果として乗降できない駅（運賃計算の際に適用される地点）が出力される場

合があります。この駅を取得する事はできますが、この駅を入力して「駅すぱあと」の機能を利用すること

は出来ません。（例：名古屋鉄道の「枇杷島分岐点」を出発駅や目的駅とする経路探索） 
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・ 回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)を利用して経路に対して回数券情報を設定／解除／情報取得することが

できます。回数券に関する情報については、下記のオブジェクトの説明を参照してください。 

・回数券データオブジェクト(ExpCouponData) 

・回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet) 

・回数券情報オブジェクト(ExpCoupon) 

・ 回数券情報を設定することにより回数券利用区間を含んだ経路の詳細な路線情報、運賃情報、特急料金情報を

取得できます。 

回数券設定を行った本オブジェクトの機能について 

・IncludeCoupon プロパティを利用して、回数券設定状態を確認することができます。 

・駅情報取得：GetStation メソッドを行う際に、経路内の路線で停車しない駅を取得する場合があります。

この駅は回数券利用区間の開始または終了を示す駅で回数券区間を表現するために存在します。 

・上記の特別な駅であることを確認するには、通過駅判定：IsNonStopStation メソッドを利用して下さい。 

・経路情報に回数券利用区間を示す停車しない駅が含まれている場合、探索用駅情報文字列：

DDEStyleString プロパティから取得した文字列にも停車しない駅が含まれます。そのため、このプロパテ

ィの情報を保存して経路の再現に使用すると、停車しない駅を不正な駅として判断してしまうために経路は

再現できません。 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 



232 

 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ CurrentCourse Long 
long 

設定／取得 現在経路位置番号（１～CourseCount） 

２ SortType Integer 
short 

設定／取得 表示順序種別（初期値：探索順） 

３ StationCount Long 
long 

取得 駅数（路線区間数＋１） 

４ CourseCount Long 
long 

取得 探索結果経路数 

５ RouteSectionCount Long 
long 

取得 路線区間数 

６ FareSectionCount Long 
long 

取得 運賃区間数 

７ SurchargeSectionCount Long 
long 

取得 特急料金区間数 

８ TeikiSectionCount Long 
long 

取得 定期区間数 

９ CarSectionCount Long 
long 

取得 車両区間数 

１０ TotalFareS Long 
long 

取得 片道運賃合計 

１１ TotalFareW Long 
long 

取得 往復運賃合計 

１２ TotalSurchargeS Long 
long 

取得 片道特急料金合計 

１３ TotalSurchargeW Long 
long 

取得 往復特急料金合計 

１４ TotalTeiki1 Long 
long 

取得 １ヵ月定期券運賃 

１５ TotalTeiki3 Long 
long 

取得 ３ヵ月定期券運賃 

１６ TotalTeiki6 Long 
long 

取得 ６ヵ月定期券運賃 
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No. 名称 型 設定／

取得 
説明 

１７ TotalDistance Long 
long 

取得 距離合計（単位：100m） 

１８ TotalTime Long 
long 

取得 所要時間合計（単位：分） 

１９ TotalBoardTime Long 
long 

取得 乗車時間合計（単位：分） 

２０ TotalWalkTime Long 
long 

取得 徒歩時間合計（単位：分） 

２１ TotalOtherTime Long 
long 

取得 その他時間合計（単位：分） 
乗り継ぎ時間、乗車待ち時間等の時間 

２２ TransferCount Long 
long 

取得 乗換え回数 

２３ DDEStyleString String 
BSTR 

取得 探索用駅情報文字列（ＤＤＥ形式） 
ナ ビ ゲ ー シ ョ ン オ ブ ジ ェ ク ト の メ ソ ッ ド

ReplaceKeyDDEStyle の引数として使用できる探索

用駅情報文字列が取得できます。 
２４ TotalCO2 Long 

long 
取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 

２５ TotalCO2FromVehicle Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 
※自家用乗用車を同等距離利用した場合 
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プロパティ（路線区間関係） 

・ 路線は一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので区間位置

番号（１～）を指定して参照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

２６ Line[n] ExpDiaLine 
IExpDiaLine* 

取得 路線情報オブジェクト 

２７ LineType[n] Integer 
short 

取得 路線種別 
 

２８ LineFrom[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 路線区間の開始となる駅の駅情報オブジェク

ト 
２９ LineTo[n] ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 路線区間の終了となる駅の駅情報オブジェク

ト 
３０ BoardTime[n] Long 

long 
取得 この区間の乗車時間（単位：分） 

３１ Distance[n] Long 
long 

取得 この区間の距離（単位：100m） 
営業距離 

３２ CorpName[n] String 
BSTR 

取得 この区間の運営会社名 

３３ StopStationCount[n] Long 
long 

取得 この区間の停車駅数 
（区間の開始、終了駅は含みません） 

３４ CO2[n] Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 

３５ CO2FromVehicle[n] Long 
long 

取得 二酸化炭素（CO₂ ）排出量（単位：グラム） 
※自家用乗用車を同等距離利用した場合 
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プロパティ（運賃区間関係） 

・ 運賃区間情報は一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので

区間位置番号（１～）を指定して参照して下さい。 

 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

３６ FareFrom[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 運賃区間の開始となる駅の駅情

報オブジェクト 
３７ FareTo[n] ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 運賃区間の終了となる駅の駅情

報オブジェクト 
３８ FareS[n] Long 

long 
取得 この区間の片道運賃 

３９ FareW[n] Long 
long 

取得 この区間の往復運賃 

４０ StartRouteSectionSeqNoFromFareSection[n] Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号 
（１～） 

４１ EndRouteSectionSeqNoFromFareSection[n] Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号 
（１～） 

４２ IncludeInsuranceSurcharge[n] Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 航空保険特別料金が運賃に含ま

れている 
運賃に含まれている  
：True  
：VARIANT_TRUE 
運賃に含まれていない 
：False 
：VARIANT_FALSE 
※ 2018 年 1 月版で航空保険特

別料金の設定が無効になり、

False でも運賃に含まれます 
４３ InsuranceSurchargeS[n] Long 

long 
取得 片道航空保険特別料金 

※ 同上の理由により、０を出力

します 
４４ InsuranceSurchargeW[n] Long 

long 
取得 往復航空保険特別料金 

※ 同上の理由により、０を出力

します 
 

 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 



236 

 

プロパティ（特急料金区間関係） 

・ 特急料金区間情報は一次元配列または二次元配列として参照して下さい。 

・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので区間位置番号（１～）を指定して参照して下さい。 

・ 名称に[n][i]が付いているプロパティは n に区間位置番号（１～）、i に特急料金位置番号（１～）を指定して参

照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

４５ SurchargeFrom[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 特急料金区間の開始となる

駅の駅情報オブジェクト 
４６ SurchargeTo[n] ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 特急料金区間の終了となる

駅の駅情報オブジェクト 
４７ SurchargeSeasonType[n] Integer 

short 
取得 季節料金種別 

４８ SurchargeSeasonTypeName[n] String 
BSTR 

取得 季節料金種別名称 

４９ SurchargeCount[n] Long 
long 

取得 この区間が持つ特急料金数 

５０ SurchargeCurrent[n] Long 
long 

設定 
取得 

現在選択されている特急料

金位置番号 
（１～ 
SurchargeCount[n]） 
このプロパティを変更した

時、プロパティ片道、往復

特急料金合計が変更されま

す。表示順序種別が料金順

に設定されている時は順序

が再設定される場合があり

ます。 
５１ SurchargeS[n][i] Long 

long 
取得 片道特急料金 

５２ SurchargeW[n][i] Long 
long 

取得 往復特急料金 

５３ SurchargeKind[n][i] Integer 
short 

取得 特急料金種別 

５４ SurchargeKindName[n][i] String 
BSTR 

取得 特急料金種別名称 

５５ StartRouteSectionSeqNoFromSurchargeSection[n] Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号 
（１～） 

５６ EndRouteSectionSeqNoFromSurchargeSection[n] Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号 
（１～） 
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プロパティ（定期区間関係） 

・ 定期区間情報は一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので

区間位置番号（１～）を指定して参照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

５７ TeikiFrom[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 定期区間の開始となる駅の駅

情報オブジェクト 
５８ TeikiTo[n] ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 定期区間の終了となる駅の駅

情報オブジェクト 
５９ Teiki1[n] Long 

long 
取得 この区間の１ヵ月定期券運賃 

６０ Teiki3[n] Long 
long 

取得 この区間の３ヵ月定期券運賃 

６１ Teiki6[n] Long 
long 

取得 この区間の６ヵ月定期券運賃 

６２ FreePass[n] Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 この区間の定期券運賃が他の

区間の定期券運賃に含まれる

かを判定します。 
 
他の区間に含まれる 
：True 
：VARIANT_TRUE 
他の区間に含まれない 
：False 
：VARIANT_FALSE 

６３ StartRouteSectionSeqNoFromTeikiSection[n] Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号 
（１～） 

６４ EndRouteSectionSeqNoFromTeikiSection[n] Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号 
（１～） 
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プロパティ（車両区間関係） 

・ 車両区間情報は一次元配列または二次元配列として参照して下さい。 

・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので区間位置番号（１～）を指定して参照して下さい。 

・ 名称に[n][i]が付いているプロパティは n に区間位置番号（１～）、i に車両種別位置番号（１～）を指定して参

照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

６５ CarFrom[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 車両区間の開始となる駅の駅

情報オブジェクト 
６６ CarTo[n] ExpDiaStation 

IExpDiaStation* 
取得 車両区間の終了となる駅の駅

情報オブジェクト 
６７ CarTypeCount[n] Long 

long 
取得 この区間が持つ車両タイプ数 

６８ CarTypeCurrent[n] Long 
long 

設定 
取得 

現在選択されている車両種別

位置番号 
（１~CarTypeCount[n]） 
このプロパティを変更すると

定期金額が変更されますので 
再取得して下さい。 

６９ CarType [n][i] Integer 
short 

取得 車両種別 

７０ CarTypeShortName[n] [i] String 
BSTR 

取得 車両種別短縮名称 

７１ CarTypeName[n] [i] String 
BSTR 

取得 車両種別名称 

７２ StartRouteSectionSeqNoFromCarSection[n] Long 
long 

取得 路線区間開始位置番号 
（１～） 

７３ EndRouteSectionSeqNoFromCarSection[n] Long 
long 

取得 路線区間終了位置番号 
（１～） 
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プロパティ（路線区間アクセス情報関係） 

・ メソッド GetRouteList を実行しないと、設定／取得する事はできません。 

・ GetRouteList を実行した最新の情報だけを保持します。その為、プロパティ CurrentCourse を変更してメソッ

ドGetRouteListを実行し、プロパティCurrentCourseを前に戻しても設定／取得する事はできなくなります。

その場合は再度、GetRouteList を実行して下さい。 

・ 路線区間アクセス情報は一次元配列または二次元配列として参照して下さい。 

・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので路線区間位置番号（１～）を指定して参照して下さ

い。 

・ 名称に[n][i]が付いているプロパティは n に路線区間位置番号（１～）、i に路線位置番号（０～）を指定して参

照して下さい。路線位置番号にゼロが指定できるのは空路の場合だけです。 

・ 現在選択位置番号を設定する事で路線、航空会社を切替えることができます。切替える事で運賃を変更できま

す。 

・ 路線、航空会社を切替えることで、運賃関係のプロパティの値が変更される場合があります。 

・ 空路の場合、現在選択位置番号をゼロにした場合、航空会社は任意になり、一番安い運賃が選択されます。 

・ プロパティRouteAccessCurrentの値を変更して路線を変更した場合、その経路を再探索した事になり、変更前

にプロパティから取得した値やオブジェクト（各区間情報オブジェクトなど）は無効となりますので必ず再取得

して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

７４ RouteAccessCount[n] Long 
long 

取得 航空会社、路線数 
選択できる航空会社、路線の数 

７５ RouteAccessCurrent[n] Long 
long 

設定 
取得 

現在選択位置番号（０～Count） 
選択されている路線、航空会社の添字 

７６ RouteAccessName[n][i] String 
BSTR 

取得 表示用名称 

７８ RouteAccessLongName[n] [i] String 
BSTR 

取得 指定用名称 

７９ RouteAccess Symbol[n][i] String 
BSTR 

取得 表示用航空会社コード 
「JAL」や「ANA」など文字列 

８０ RouteAccessFareS[n][i] Long 
long 

取得 片道航空運賃 

８１ RouteAccessFareW[n][i] Long 
long 

取得 往復航空運賃 
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プロパティ（分割計算関係） 

・ 現在選択されている経路の分割計算結果を参照できるプロパティです。 

・ メソッド SearchSeparateCourse を実行せずにこのプロパティを参照するとエラーが発生します。 

・ メソッド SearchSeparateCourse を実行された経路はプロパティ CurrentCourse を切替えられても内容を保持

しています。 

・ 分割計算の購入額内訳は一次元配列として参照して下さい。名称に [n] が付いているプロパティは配列となり

ますので添字（１～２）を指定して参照して下さい。 

添字１は出発駅から分割駅までの購入額、添字２は分割駅から到着駅までの購入額となります。 

・ 定期経路設定メソッドを実行して成功している場合には、乗車券の分割計算はできません。

SeparateFareStation プロパティを参照するとエラーが発生します。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

８２ SeparateFareStation ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 乗車券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

８３ SeparateTotalFare Long 
long 

取得 乗車券の分割購入額合計 

８４ SeparateFare[n] Long 
long 

取得 乗車券の分割購入額内訳 

８５ SeparateTeiki1Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 1 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

８６ SeparateTotalTeiki1 Long 
long 

取得 1 ヵ月定期券の分割購入額合計 

８７ SeparateTeiki1[n] Long 
long 

取得 1 ヵ月定期券の分割購入額内訳 

８８ SeparateTeiki3Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 3 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

８９ SeparateTotalTeiki3 Long 
long 

取得 3 ヵ月定期券の分割購入額合計 

９０ SeparateTeiki3[n] Long 
long 

取得 3 ヵ月定期券の分割購入額内訳 

９１ SeparateTeiki6Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 6 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

９２ SeparateTotalTeiki6 Long 
long 

取得 6 ヵ月定期券の分割購入額合計 

９３ SeparateTeiki6[n] Long 
long 

取得 6 ヵ月定期券の分割購入額内訳 
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プロパティ（定期利用時運賃計算関係） 

・ 現在選択されている経路の定期利用時運賃計算結果を参照できるプロパティです。 

・ 定期利用時運賃計算を行わずにプロパティを参照するとエラーが発生します。ただし、プロパティ

IsAvailableTeikiFare は常に参照できます。 

・ 定期利用時運賃計算は実行した最新の情報だけを保持します。その為、プロパティ CurrentCourse を変更して

定期利用時運賃計算を実行し、プロパティ CurrentCourse を前に戻しても設定／取得する事はできなくなりま

す。その場合は再度、定期利用時運賃計算を実行して下さい。 

・ 定期利用時運賃区間は路線に関係無く、定期利用区間内、定期利用区間外を表す区間です。例えば、定期区間

経路に全て含まれる経路の運賃を計算した場合、定期利用時運賃区間数は１となります。 

・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので位置番号（１～UseTeikiFareCount）を指定して参

照して下さい。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

９４ IsAvailableTeikiFare Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 定期利用時運賃計算指定可能経路判定 
定期利用時運賃計算で定期区間として指定可能

が判定します。 
利用可能経路とは、「平均待ち時間探索結果」か

つ「鉄道または徒歩で構成される連続した経路

で、かつ両端が徒歩で無い経路」となります。

その為、バス、空路、海路、ランドマークを含

む経路は利用可能経路ではありません。 
 
利用可能経路：True 
      ：VARIANT_TRUE 
利用不可経路：False 
      ：VARIANT_FALSE 

９５ UseTeikiTotalFare Long 
long 

取得 定期利用時運賃合計 

９６ UseTeikiFareCount Long 
long 

取得 定期利用時運賃区間数 

９７ UseTeikiFareFrom[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 定期利用時運賃区間開始駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

９８ UseTeikiFareTo[n] ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 定期利用時運賃区間終了駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

９９ UseTeikiFare[n] Long 
long 

取得 定期利用時区間運賃 
定期利用区間内の場合、ゼロになります。 

１００ IsUseTeiki[n] Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 定期利用区間判定 
定期利用区間内：True 
       ：VARIANT_TRUE 
定期利用区間外：False 
       ：VARIANT_FALSE 
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プロパティ（定期利用時経路情報関係） 

・ 下記のプロパティから定期経路情報を取得することができます。 

・ 現在選択されている経路の経路情報、運賃情報、特急料金情報を参照できるプロパティです。プロパティ（定期

利用時運賃計算関係）を包含しています。 

・ 定期経路設定を行わずにプロパティを参照すると説明部分に記載されている値を取得します。 

・ 定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティは常に参照できます。 

 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

３１ IncludeUserTeiki Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 定期経路設定状態 
設定 ：True 
   ：VARIANT_TRUE 
未設定：False 
   ：VARIANT_FALSE 

３２ NoUseTeikiTotalFare Long 
long 

取得 運賃合計（定期経路設定前の情報） 
※定期経路が未設定の場合は－１になります。 

３３ NoUseTeikiTotalSurcharge Long 
long 

取得 特急料金合計（定期経路設定前の情報） 
※定期経路が未設定の場合は－１になります。 

３４ TeikiCourseInfoString[n] String 
BSTR 

取得 経路情報文字列（定期経路設定前の情報） 
n = 1：定期経路設定する前の経路文字列 
n = 2：設定した定期経路文字列 
※定期経路未設定の場合は空文字列(“”)に 
なります。 

 

プロパティ（回数券利用時経路情報関係） 

・ 下記のプロパティから回数券に関する情報を取得することができます。 

 
No. 名称 型 設定 

取得 
説明 

３５ IncludeCoupon Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 回数券設定判定 
設定済：True 
   ：VARIANT_TRUE 
未設定：False 
   ：VARIANT_FALSE 
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メソッド 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi6 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi6( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi6 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi5( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi5 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi4( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi4 インターフェース 
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ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi3( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi3 インターフェース 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi2( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi2 インターフェース 

 

 

ナビゲーションオブジェクト取得：CreateNavi 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトを作成します。 

 
構文 

CreateNavi( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi** 
out,  
retval 

ナビゲーションオブジェクト 
IExpDiaNavi インターフェース 
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登録内容チェック：CheckNavi6 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi6( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi6 インターフェース 
２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

登録内容チェック：CheckNavi5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi5( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 
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登録内容チェック：CheckNavi4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi4( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi4 インターフェース 
２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

登録内容チェック：CheckNavi3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi3( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 
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登録内容チェック：CheckNavi2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi2( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi2 インターフェース 
２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 

 

登録内容チェック：CheckNavi 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトの登録内容が、探索に用いるのに正しいかチェックします。 

・ エラーコードはエラー種別とエラー位置に分かれています。 

・ エラー種別は状態を示す種別です。「定義値：エラー種別」を参照して下さい。 

・ エラー位置はエラーを起こした探索用駅情報が登録されている位置（１～）を示します。 

・ エラーコードは下記のような式になります。 

 エラーコード ＝ エラー種別 × １００ ＋ エラー位置 

・ エラーと判断した結果が返されても経路探索を行うと正常に経路が求まる場合があります。例えば、全て正しい

駅、路線の組み合わせを指定した場合、経由駅にバス停が指定されても経路探索は正常に行えます。 

構文 

CheckNavi( pINavi, sErrorCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi インターフェース 
２ sErrorCode Integer 

short* 
out,  
retval 

エラーコード 
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経路探索：SearchCourse10 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse10( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi6 

IExpDiaNavi6* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi6 インターフェース 
 

経路探索：SearchCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse9( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
 

経路探索：SearchCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse8( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi5 

IExpDiaNavi5* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi5 インターフェース 
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経路探索：SearchCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse7( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi4 

IExpDiaNavi4* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi4 インターフェース 
 

経路探索：SearchCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse6( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 

経路探索：SearchCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse5( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
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経路探索：SearchCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse4( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 

経路探索：SearchCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

 
構文 

SearchCourse3( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi3 

IExpDiaNavi3* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi3 インターフェース 
 

経路探索：SearchCourse2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse2( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi2 

IExpDiaNavi2* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi2 インターフェース 
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経路探索：SearchCourse 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ ナビゲーションオブジェクトに設定された情報で経路探索を行います。 

構文 

SearchCourse( pINavi) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pINavi ExpDiaNavi 

IExpDiaNavi* 
in ナビゲーションオブジェクト 

IExpDiaNavi インターフェース 
 

ランドマーク情報登録：SetLandmarkSetInterface 

・ 探索に使用するランドマーク情報群オブジェクトを登録します。 

・ 登録元のランドマーク情報群オブジェクトの内容を変更するとすぐに反映します。 

 
構文 

SetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet* 
in ランドマーク情報群オブジェクト 

IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
※False は返しません 

 

ランドマーク情報取得：GetLandmarkSetInterface 

・ 設定してあるランドマーク情報群オブジェクトを取得します。 

 
構文 

GetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet** 
out, 
retval 

ランドマーク情報群オブジェクト 
IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
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駅情報取得：GetStation 

・ 指定された位置番号により、路線区間情報オブジェクトの開始／終了の駅情報オブジェクトが返ります。 

・ 位置番号と路線区間の関係は下記の例のようになります。 

    例 プロパティ StationCount が４の場合、下記のように駅情報オブジェクトが得られます。 

     位置番号 １：１番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ From 

     位置番号 ２：１番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ To 

     位置番号 ３：２番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ To 

     位置番号 ４：３番目の路線区間情報オブジェクトのプロパティ To 

 
構文 

GetStation( lSeqNo, pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～StationCount） 

２ pStation ExpDiaStation 
IExpDiaStation** 

out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 

乗入れ路線判定：IsConnectSection 

・ 指定された路線区間が乗入れ路線（前の路線区間と接続している）か判定します。 

 
構文 

IsConnectSection( lSeqNo, bConnectSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ lSeqNo Long 

long 
in 路線区間番号（１～RouteSectionCount） 

２ bConnectSection Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

乗入れ路線である：True 
        ：VARIANT_TRUE 
乗入れ路線でない：False 
        ：VARIANT_FALSE 
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戻り区間判定：IsBackSection 

・ 指定された路線区間が戻り区間か判定します。 

 
構文 

IsBackSection( lSeqNo, bBackSection) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ lSeqNo Long 

long 
in 路線区間番号（１～RouteSectionCount） 

２ bBackSection Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

戻り区間である：True 
       ：VARIANT_TRUE 
戻り区間でない：False 
       ：VARIANT_FALSE 

 

区間内停車駅情報取得：SearchStopStation 

・ 指定された路線区間の停車駅（開始、終了駅は含まない）の駅情報オブジェクトを格納している駅情報群オブジ

ェクト返します。 

 
構文 

SearchStopStation( lSeqNo, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ lSeqNo Long 

long 
in 路線区間番号（１～RouteSectionCount） 

２ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet** 

out, 
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 
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分割計算：SearchSeparateCourse 

・ 現在選択されている経路の分割計算（乗車券／定期券）を行います。 

・ 目的地まで乗車券や定期券を購入するより２度に分けて購入した方が運賃が安くなる場合があり、その分割駅

を探し、運賃を計算します。 

・ 乗車券、定期券（1 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月）の計算を行います。 

・ 分割駅の有無の判断は、分割計算結果種別の値で行って下さい。 

例えば、乗車券と 6 ヵ月定期券だけが分割駅が有った場合、値は 

EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_FARE (=1)+ EXPDIA_SEPARATE_TYPE_FOUND_TEIKI6(=8) = 9 
となります。 

・ このメソッドを実行せずに分割計算関係のプロパティを参照すると、エラーが発生します。 

 
構文 

SearchSeparateCourse( psFoundType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ psFoundType Integer 

short* 
out, 
retval 

分割計算結果種別 
「定義値：分割計算結果種別」を参照して下さい。 

 

路線一覧取得：GetRouteList  

・ 現在選択されている経路の路線一覧を作成します。 

・ このメソッドの実行後に路線区間アクセス情報関係のプロパティが設定／取得できるようになります。 

・ 徒歩など路線の無い区間を指定してメソッド GetRouteList を実行した場合、プロパティ RouteAccessCount は

ゼロに設定されています。 

 
構文 

GetRouteList( pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse10 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse10( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse9( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse8( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareByCourse7( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse6( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse5 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーになり

ます。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse5( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse5 

IExpDiaCourse5* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse5 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse4 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse4( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse4 

IExpDiaCourse4* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse4 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse3 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse3( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse3 

IExpDiaCourse3* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse3 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse2 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse2( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse2 

IExpDiaCourse2* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse2 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareByCourse 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。経路情報オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

 
構文 

GetUseTeikiFareByCourse( pCourse, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pCourse ExpDiaCourse 

IExpDiaCourse* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch10 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch10( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch9( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
２ bResult Boolean out, 成功：True 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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VARIANT_BOOL* retval   ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch8( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生しま

す。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch7( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

・ 同じ経路情報群オブジェクトから取得した経路情報オブジェクトを定期区間として渡すとエラーになります。 

・ 定期経路をすでに設定しているオブジェクトに対して実行すると、エラーになります。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch6( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch5 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーになり

ます。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

構文 

GetUseTeikiFareBySearch5( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch5 

IExpDiaSearch5* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch5 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch4 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch4( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch4 

IExpDiaSearch4* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch4 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch3 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch3( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch3 

IExpDiaSearch3* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch3 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch2 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch2 を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch2( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch2 

IExpDiaSearch2* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch2 インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期利用時運賃計算：GetUseTeikiFareBySearch 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch を使用します。 

・ 定期区間と重なる区間の運賃を省いた運賃を計算します。 

・ 連続探索用オブジェクトのプロパティ CurrentCourse で指定された経路が定期区間となります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。指定できない経路を引数に渡した場合、エラーが発生

します。連続探索用オブジェクトのプロパティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ このメソッドを呼出している連続探索用オブジェクトを定期区間として渡すとエラーが発生します。 

 
構文 

GetUseTeikiFareBySearch( pSearch, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pSearch ExpDiaSearch 

IExpDiaSearch* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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表示順序再設定：ReSort 

・ 特急、急行料金が変更された場合や航空会社を切替えて運賃が変更された場合、料金順序を再設定できます。 

・ 特急、急行料金を変更するには特急料金区間関係のプロパティ SurchargeCurrent を変更できます。 

・ 航空会社を切替えるには路線区間アクセス情報関係のプロパティ RouteAccessCurrent を変更できます。 

・ 特急、急行料金、運賃を変更した後にこのメソッドを実行しないと変更前の料金順序のままになり、正しい料

金順序で情報が得られません。 

・ このメソッドを実行した時、プロパティ CurrentCourse は１に設定されます。 

構文 

ReSort( bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 

 

定期経路設定：SetTeikiCourse10 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路

に対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiCourse10(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路に

対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiCourse9(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路に

対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiCourse8(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路に

対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiCourse7(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路に

対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を設定することはできません。経路を設定する前に経路情報オブジェクトのプロパテ

ィ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

SetTeikiCourse6(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

定期経路取得設定：GetTeikiCourse10 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に設定された経路情報を持つ経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を取得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse10(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse10 インターフェース 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路取得設定：GetTeikiCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、設定された経路情報をもつ経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を取得しま

す。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse9(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse9 インターフェース 

 

 

定期経路取得設定：GetTeikiCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、設定された経路情報をもつ経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を取得しま

す。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse8(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse8 インターフェース 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路取得設定：GetTeikiCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、設定された経路情報をもつ経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を取得しま

す。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse7(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse7 インターフェース 

 

 

定期経路取得設定：GetTeikiCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、設定された経路情報をもつ経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を取得しま

す。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiCourse6(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
out, 
retval 

定期区間となる経路情報オブジェクト 
IExpDiaCourse6 インターフェース 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch10 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経

路に対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期の情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiSearch10( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路

に対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期の情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiSearch9( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路

に対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期の情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiSearch8( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路

に対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期の情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiSearch7( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定：SetTeikiSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を定期経路として CurrentCourse プロパティで設定されている経路

に対して設定します。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設定ができます。 

・ 定期区間を含む場合の経路情報を本オブジェクトから取得できるようになります。 

・ 定期区間のない経路情報を指定することはできません。経路を設定する前に連続探索用オブジェクトのプロパ

ティ IsAvailableTeikiFare を確認して下さい。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定することはできません。 

・ 「設定結果」は下記を意味します。０以外は設定失敗になります。 

０：定期経路設定に成功しました。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期の情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

SetTeikiSearch6( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定結果 

 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路取得：GetTeikiSearch10 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、登録された定期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を取

得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch10(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch10 インターフェース 

 

定期経路取得：GetTeikiSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、登録された定期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を取

得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch9(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch9 インターフェース 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路取得：GetTeikiSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、登録された定期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を取

得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch8(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch8 インターフェース 

 

定期経路取得：GetTeikiSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、登録された定期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を取

得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch7(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch7 インターフェース 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路取得：GetTeikiSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェク

ト）を設定している場合に、登録された定期経路情報をもった連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を取

得します。 

・ 設定されていない場合は、エラーになります。定期経路設定状態：IncludeUserTeiki プロパティで確認してか

ら利用して下さい。 

構文 

GetTeikiSearch6(pCourse) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ PCourse ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
out, 
retval 

定期区間となる連続探索用オブジェクト 
IExpDiaSearch6 インターフェース 

 

定期経路解除：DeleteTeikiCourse10OrSearch10 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、定期経路として経路情報オブジェクト（または連続

探索用オブジェクト）を設定している場合に定期経路情報を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オ

ブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

 
構文 

DeleteTeikiCourse10OrSearch10 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路解除：DeleteTeikiCourse9OrSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、定期経路として経路情報オブジェクト（または連続

探索用オブジェクト）を設定している場合に定期経路情報を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オ

ブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

 
構文 

DeleteTeikiCourse9OrSearch9 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

 

定期経路解除：DeleteTeikiCourse8OrSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、定期経路として経路情報オブジェクト（または連続

探索用オブジェクト）を設定している場合に定期経路情報を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オ

ブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

 
構文 

DeleteTeikiCourse8OrSearch8 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路解除：DeleteTeikiCourse7OrSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、定期経路として経路情報オブジェクト（または連続

探索用オブジェクト）を設定している場合に定期経路情報を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オ

ブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

 
構文 

DeleteTeikiCourse7OrSearch7 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

 

定期経路解除：DeleteTeikiCourse6OrSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、定期経路として経路情報オブジェクト（または連続

探索用オブジェクト）を設定している場合に定期経路情報を解除します。経路情報オブジェクト、連続探索用オ

ブジェクトのどちらが設定されていても解除します。 

・ 設定されていない場合、pResult は False を返します。 

 
構文 

DeleteTeikiCourse6OrSearch6 (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 解除成功：True 

    ：VARIANT_TRUE 
解除失敗：False 
    ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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通過駅判定：IsNoneStopStation 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、定期経路として経路情報オブジェクト（または連続

探索用オブジェクト）を設定している場合に、指定された位置番号により、定期利用区間を表現するための経路

内の路線で停車しない駅を判断することができます。 

・ 定期経路を設定していない場合に、pResult は常に False になります。 

構文 

IsNonStopStation (lSeqNo, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～StationCount） 

２ pResult Boolean 
VARIANT_BOOL 

out, 
retval 

通過駅（定期利用区間用）：True 
   ：VARIANT_TRUE 

停車駅         ：False 
            ：VARIANT_FALSE 

 

定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse10 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を定期

経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期

経路設定：SetTeikiCourse10 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路

の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

IsValidTeikiCourse10(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を定期経

路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期経

路設定：SetTeikiCourse9 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設

定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

IsValidTeikiCourse9(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を定期経

路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期経

路設定：SetTeikiCourse8 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設

定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

IsValidTeikiCourse8(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 

 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を定期経

路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期経

路設定：SetTeikiCourse7 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設

定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

構文 

IsValidTeikiCourse7(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を定期経

路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期経

路設定：SetTeikiCourse6 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の設

定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiCourse6(pCourse, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 定期区間となる経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch10 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を定

期経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定

期経路設定：SetTeikiSearch10 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経

路の設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch10( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します.。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を定期

経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期

経路設定：SetTeikiSearch9 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の

設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch9( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します.。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を定期

経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期

経路設定：SetTeikiSearch8 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の

設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch8( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を定期

経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期

経路設定：SetTeikiSearch7 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の

設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch7( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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定期経路設定可否判定：IsValidTeikiSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ CurrentCourse プロパティで設定されている経路に対して、連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を定期

経路として設定できるかどうかを判定します。判定のみで設定は行いませんので、実際に設定するには、定期

経路設定：SetTeikiSearch6 を利用してください。運賃合計が元の乗車運賃より安くなる場合にだけ定期経路の

設定可能になります。 

・ 本オブジェクトの経路と設定された定期経路に重複する部分がない場合は、定期利用区間（運賃または特別料金

を必要としない区間です。詳しくは用語を参照して下さい。）が存在しないため設定不可になります。 

・ 「設定判定結果」は下記を意味します。０以外は設定不可になります。 

０：定期経路設定が可能です。 

１：致命的なエラーです。 

２：定期経路として有効ではない経路（経路に定期区間情報がない経路）を設定されました。 

３：定期利用区間は存在しません。 

４：定期利用区間は存在しますが、合計金額は安くなりません。 

 
構文 

IsValidTeikiSearch6( pSearch, pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6* 
in 定期区間となる連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
 ２ pResult Long 

long** 
out, 
retval 

設定判定結果 
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回数券設定：SetCoupon 

・ 回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を経路に設定します。 

・ 本オブジェクトの経路への設定結果は、「設定結果」として返します。０以外は設定失敗になります。 

構文 

SetCoupon (pCoupon , pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCoupon ExpCoupon 

IExpCoupon* 
in 回数券情報オブジェクト 

IExpCoupon インターフェース 
 ２ pResult Integer 

short** 
out, 
retval 

設定結果 
０：設定成功 
１：設定失敗 
２：利用可能な区間がありません。 
３：利用可能な路線がありません。 
４：利用可能な日付ではありません。 
５：割引乗車券が適用されています。 

回数券設定：GetCoupon 

・ 経路に設定済みの回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を取得します。 

・ 本オブジェクトの経路に回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を設定していない場合は、エラーになります。 

・ 事前に IncludeCoupon プロパティ（回数券設定判定）を利用して確認してください。 

構文 

GetCoupon (pCoupon) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pResult ExpCoupon 

IExpCoupon** 
out, 
retval 

回数券情報オブジェクト 
IExpCoupon インターフェース 

 

回数券設定：DeleteCoupon 

・ 経路に設定済みの回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を解除します。 

構文 

DeleteCoupon (pResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pResult Boolean 

VARIANT_BOOL 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
失敗：False 
  ：VARIANT_FALSE 
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拡張機能 
インターフェイス 

IExpDiaSearch_A 
・ 説明 

IExpDiaSearch_A インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、 

ExpDiaSearch10 オブジェクトの機能を利用できます。 

本インターフェイスでは、特殊な連絡定期の情報を取得できます。 

 
・探索用経路情報文字列の取得 

経路を示す文字列を取得します。また、特殊定期を含む場合には情報を付加します。 

ナビゲーションオブジェクトの ReplaceKeyDDEStyleString メソッドに文字列を設定した後、 

１回目の経路探索で特殊定期の利用状態を再現します。 

 
・特殊定期区間数の取得 

特殊定期の区間数を取得します。 

通常の定期のみで構成される場合は「0」になります。 

 
・探索用経路情報文字列（路線方向を含む）の取得 

路線の方向を含んだ経路を示す文字列を取得します。 

 
・探索用経路情報文字列（路線方向を含む）の取得 

路線の方向を含んだ経路を示す文字列を取得します。また、特殊定期を含む場合には情報を 

付加します。ナビゲーションオブジェクトの ReplaceKeyDDEStyleString メソッドに 

文字列を設定した後、１回目の経路探索で定期の状態を再現します。 
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・特殊定期情報の取得 

定期の種類は、下記になります。（2015 年 12 月現在） 
定期名称 定期種別 説明 
一般定期 １ 「 一般定期」は２ルート定期に該当する経路の場合に 

表示されます。 
二区間定期 ２ T 字型に接続した二つの定期になります。 
区間外定期 ３ 入出場できない駅が含まれます。 
だぶるーと ４ 二つの路線を利用することができます。（西武鉄道、東京メトロ） 
二区間定期券 ５ 二つの路線を利用することができます。（東武鉄道、東京メトロ） 
One だぶる♪ ６ 二つの路線を利用することができます。（西武鉄道、JR 東日本） 
モットクパス ７ 区間運賃が同額の区間を乗車できます。（京王バス） 
IC 金額定期 ８ 区間運賃が同額の区間を乗車できます。（西東京バス） 
IC 定期 ９ IC 定期の場合に表示されます。 
金額式定期 １０ 区間運賃が同額の区間を乗車できます。（相鉄バス） 
平日限定定期 １１ 平日であれば割安な通勤定期です。（近江鉄道） 
どっちーも １２ 明大前以西の各駅～新宿、又は渋谷間のどちらでも１枚で乗車できる

IC 定期券です。（京王電鉄） 
全線定期 １３ 各鉄道の全線利用することができます。（都営地下鉄、東京メトロ、 

仙台市交通局） 
路線フリー定期 １５ 地下鉄・市バスの通学定期でのみ利用できます。（仙台市交通局） 

プロパティ名に [n] が付いているプロパティは配列となりますので定期区間番号（１～）を 

指定してして下さい。名称に[n][i]が付いているプロパティは n に定期区間番号（１～）、i に 

定期種類位置（０～）を指定して下さい。 
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・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

DDEStyleString2 String 
BSTR 

取得 探索用経路情報文字列 ※１ 
（特殊定期の情報を含む） 

SpecialTeikiSectionCount Long 
long 

取得 特殊連絡定期区間数 

CourseString String 
BSTR 

取得 探索用経路情報文字列 ※２ 
（路線方向を含む） 

CourseString2 String 
BSTR 

取得 探索用経路情報文字列 ※３ 
（路線方向、特殊定期の情報を含む） 

TeikiTypeCount[n] Long 
long 

取得 区間の定期種類数 
通常定期区間の場合は、「0」になります。 

TeikiTypeCurrent[n] Long 
long 

設定／ 
取得 

定期種類の位置（０から TeikiTypeCount） 
通常定期区間の場合は、「0」になります。 

TeikiType[n][i] Long 
long 

取得 定期種別 
通常定期区間の場合は、「0」になります。 

TeikiTypeName[n] [i] String 
BSTR 

取得 定期名称 
通常定期区間の場合は、””（空文字）になります。 

 
※１ 探索用経路文字列は下記の形式で IExpDiaSearch_A の経路情報を表現しています。 

形式：駅名 ＋ ,（コンマ）＋ [（括弧）＋ 路線・列車名 ＋ ]（括弧）＋ 駅名 ＋ 

;（セミコロン）＋特殊定期条件文字列 ＋ 

;（セミコロン）＋特殊定期文字列（区間番号,種類） 

 例：A、B、C 間の経路（定期区間１は、JR 二区間定期、定期区間２は、だぶるーと） 

駅Ａ,[路線Ｐ],駅Ｂ,[路線Ｑ:1],駅Ｃ;1,1;1,2,2,4 

※２ 探索用経路文字列は下記の形式で IExpDiaSearch_A の経路情報を表現しています。 

形式： 

駅名 ＋ ,（コンマ）＋ [（括弧）＋ 路線 ＋ :（コロン）＋ 方向 ＋ ]（括弧）＋ 駅名 

  例： 

駅Ａ,[路線Ｐ:1],駅Ｂ,[路線Ｑ:1],駅Ｃ 

※３ CourseString プロパティと同じになります。ただし、定期を含む経路の場合は、 

DDEStyleString2 プロパティと同様に情報を付加します。 
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・ メソッド 

特殊定期情報取得：GetTeikiTypeInfo 

特殊定期の場合に詳細情報（駅情報群オブジェクト）を取得します。通常定期、モットクパス、IC 金額 

定期、IC 定期、金額式定期、平日限定定期、全線定期、路線フリー定期の場合は、駅情報群オブジェクト

は 0 件になります。 

 
定期の種類によって下記のように異なる意味の情報を取得します。 

種類 タイプ 説明 
一般定期 １ 一般定期区間の発着駅リストを取得 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
二区間定期 ２ ２つの定期区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目）、発駅（２区間目）、着駅（２

区間目） 
区間外定期 ３ 入出不可駅のリストを取得します。 
だぶるーと ４ だぶるーと区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
二区間定期券 ５ 二区間定期券区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
One だぶる♪ ６ One だぶる♪区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
どっちーも １２ どっちーも区間の発着駅リストを取得します。 

例 発駅（１区間目）、着駅（１区間目） 
 
      構文 

HRESULT GetTeikiTypeInfo(IExpDiaStationSet** pVal ) 
      引数 

名称 型 In/Out 説明 
pVal ExpDiaStationSet 

IExpDiaStationSet** 
out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim searchA As IExpDiaSearch_A 

Set searchA = search   ‘search (ExpDiaSearch10)を IExpDiaSearch_A 型の変数に代入する。 
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インターフェイス 

IExpDiaSearch_A2 
・ 説明 

IExpDiaSearch_A2 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、 

IExpDiaSearch_A インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・乗車券（普通乗車券、IC カード乗車券）別の金額・種類についての情報取得／設定 

・ 補足 

本インターフェイスにおける乗車券システム別料金に関する情報は全て参考情報になります。 

そのため、通常の経路探索結果（IC カード乗車券を利用しない設定の場合に得られる経路）と 

同じである事や、実際の経路の内容を保証するものではありません。 

※ＩＣカード乗車券の運賃計算機能について 

特定のエリア内で、普通乗車券(きっぷ)との間に差異がある場合にのみ表示します。 

ＩＣカード乗車券は各交通事業者の運賃情報のほか、各交通事業者発行の小冊子や 

Ｗｅｂサイト等で公開されている情報を元に計算しています。 

計算結果は実際の金額と異なる場合がありますので、参考情報としてご利用ください。 

( 計算対象エリア) 

以下の IC カードが利用できるエリアで計算が可能です。 

※ 利用できる事業者または路線は、実際と異なる場合があります。 

※ 路線バスについては、カード毎に対応を限定しているバス会社があります。 

Kitaca、SAPICA、icsca、Suica、モノレール Suica、りんかい Suica、PASMO、ecomyca、passca、

TOICA、manaca、LuLuCa、ナイスパス、ICOCA、PiTaPa、らんでんカード、Hareca、PASPY、

SHIKOKUICOCA、IruCa、IC い～カード、ですか、SUGOCA、monoSUGOCA、nimoca、

でんでん nimoca、はやかけん、長崎スマートカード、くまモンの ICCARD、Rapica、OKICA、

Odeca、NORUCA、でんてつハイカード、hanica、itappy、CI-CA、いばっピ、ICAS nimoca、

emica 
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・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

ExistTicketSystem[n] Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 乗車券システムの有無 

TicketSystemCount[n] Long 
long 

取得 乗車券システム数 

TicketSystemCurrent[n] Long 
long 

設定／ 
取得 

乗車券システム設定位置 

TicketSystem[n][i] Integer 
short 

取得 乗車券システム種別取得 
（ｉ:1－TicketSystemCount） 

TicketSystemFareS[n][i] Long 
long 

取得 乗車券システム料金（片道） 
（ｉ:1－TicketSystemCount） 

TicketSystemFareW[n][i] Long 
long 

取得 乗車券システム料金（往復） 
（ｉ:1－TicketSystemCount） 

TicketSystemName[n] [i] String 
BSTR 

取得 乗車券システム名称取得 
（ｉ:1－TicketSystemCount） 

TicketSystemShortName[
n] [i] 

String 
BSTR 

取得 乗車券システム略称取得 
（ｉ:1－TicketSystemCount） 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim searchA As IExpDiaSearch_A2 

Set searchA = search   ‘search (ExpDiaSearch10)を IExpDiaSearch_A2 型の変数に代入する。 
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インターフェイス 

IExpDiaSearch_A3 
・ 説明 

IExpDiaSearch_A3 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、 

IExpDiaSearch_A2 インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・消費税引き上げに伴う運賃改定未対応フラグの情報取得 

・金額に対してステータスを取得 

・金額に対してコメントを取得 

名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので区間位置番号（１～）を指定して参照して下さ 

い。また、[i]には特急料金位置番号（１～）を指定して参照してください。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

FareUnsupportedConsu
mptionTax[n] 

Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 運賃改定未対応の運賃区間か判断 
 

SurchargeUnsupportedC
onsumptionTax[n] 

Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 運賃改定未対応の料金区間か判断 
 

TeikiUnsupportedConsu
mptionTax[n] 

Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 運賃改定未対応の定期区間か判断 
 

FareMoneyState[n]  Integer 
short 

取得 運賃に対してステータスを取得 

FareMoneyStateNote[n] String 
BSTR 

取得 運賃に対してコメントを取得。ステ

ータスが０の場合、コメントはあり

ません。 
SurchargeMoneyState[n]
[i] 

Integer 
short 

取得 特急料金に対してステータスを取得 

SurchargeMoneyStateNo
te[n][i] 

String 
BSTR 

取得 特急料金に対してコメントを取得。

ステータスが０の場合、コメントは

ありません。 
TeikiMoneyState[n] Integer 

short 
取得 定期金額に対してステータスを取得 

TeikiMoneyStateNote[n] String 
BSTR 

取得 定期金額に対してコメントを取得。

ステータスが０の場合、コメントは

ありません。 
 

・ 利用方法(Visual Basic) 
Dim searchA As IExpDiaSearch_A3 

Set searchA = search   ‘search (ExpDiaSearch10)を IExpDiaSearch_A3 型の変数に代入する。 
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インターフェイス 

IExpDiaSearch_A4 
・ 説明 

IExpDiaSearch_A4 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、 

IExpDiaSearch_A3 インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・運賃区間の料金が割引されているか判断 

・運賃区間の割引名称を取得 

・運賃区間の割引略称を取得 

・特急料金区間の料金が割引されているか判断 

・特急料金区間の割引名称を取得 

・特急料金区間の割引略称を取得 

・運賃を含んだ料金か判断 

プロパティは配列となりますので、名称に [m] が付いている場合は運賃区間位置番号（１～）、 

名称に[n]が付いている場合は特急料金区間位置番号（１～）を指定して参照して下さい。 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

FareExistDiscountSyste
m[m] 

Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 運賃が割引されているか判断 
 

FareDiscountSystemSho
rtName[m] 

String 
BSTR 

取得 運賃区間の割引略称を取得 
 

FareDiscountSystemNa
me[m] 

String 
BSTR 

取得 運賃区間の割引名称を取得 
 

SurchargeExistDiscount
System[n]  

Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 料金が割引されているか判断 

SurchargeDiscountSyste
mShortName[n] 

String 
BSTR 

取得 特急料金区間の割引略称を取得 

SurchargeDiscountSyste
mName[n] 

String 
BSTR 

取得 特急料金区間の割引名称を取得 

IsExpressFeeIncludesTic
ket[n] 

Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得 運賃を含んだ料金か判断 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim searchA As IExpDiaSearch_A4 

Set searchA = search   ‘search (ExpDiaSearch10)を IExpDiaSearch_A4 型の変数に代入する。 
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インターフェイス 

IExpDiaSearch_A5 
・ 説明 

IExpDiaSearch_A5 インターフェイスは、機能を拡張したインターフェイスのため、 

IExpDiaSearch_A4 インターフェイスの機能を利用できます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。 

・12 ヵ月定期券の合計金額を取得 

・定期区間の 12 ヵ月定期金額を取得 

・運賃区間の割引略称を取得 

・分割計算結果の 12 ヵ月定期の分割駅、分割購入額の合計と内訳の取得 

 
・ プロパティ 

名前 型 設定／ 
取得 

説明 

TotalTeiki12 Long 
long 

取得 12 ヵ月定期券運賃 
 

Teiki12[n] Long 
long 

取得 この区間の 12 ヵ月定期券運賃 
 

SepareteTeiki12Station ExpDiaStation 
IExpDiaStation* 

取得 12ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

SepareteTotalTeiki12 Long 
long 

取得 12 ヵ月定期券の分割購入額合計 
 

SepareteTeiki12[n] Long 
long 

取得 12 ヵ月定期券の分割購入額内訳 
 

 
・ 利用方法(Visual Basic) 

Dim searchA As IExpDiaSearch_A5 

Set searchA = search   ‘search (ExpDiaSearch10)を IExpDiaSearch_A5 型の変数に代入する。 
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定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 

機能 
・ 定期の払い戻し計算をおこなうオブジェクトです。 

・ 一部の鉄道と路線バスについては、未対応のため定期払戻計算をおこなうことはできません。詳しい定期払戻計算

に関連する情報については「駅すぱあと」のオンラインマニュアルを参照して下さい。 

・ 払い戻し計算をおこなうためには、定期区間を持つ経路、定期有効開始日、定期購入日、定期払戻日、定期有効期

間、計算方法を設定する必要があります。 

・ 任意の経路を設定していない場合は、払い戻し計算をおこなう事ができません。例外処理が発生します。（Enable

プロパティ、経路情報オブジェクト（連続探索用オブジェクト）設定メソッド、会社別払戻手数料取得メソッドを除

く） 

・ 定期購入日は定期有効開始日以前の日付を指定して下さい。定期払戻日は定期購入日以降の日付を指定して下さ

い。設定に誤りがある場合には、定期払戻計算に失敗します。 

・ 経路情報オブジェクトを設定した直後には、初期値として定期有効開始日、定期購入日、定期払戻日には設定され

た経路の出発日を、定期有効期間には経路内の定期の有効最長期間、定期購入金額、定期払戻計算方法には定期解

約が設定されています。 

・ 通常は複数の鉄道会社を経由する場合に定期が分かれます。１つのまとまりを定期グループとします。 

・ 定期グループには複数の定期区間を含んでいる場合があります。その中の１つの定期区間を定期セクションとしま

す。定期グループの構成は定期セクションの切れ目で分割／統合することによって変更することができます。この

切れ目を定期グループ分割点とします。ただし、新幹線と私鉄の混在する経路や未対応の鉄道会社を含む経路の場

合には、変更できません。 

・ 定期払戻計算処理をおこなうことのできる（未対応の鉄道会社と路線バスを除く）定期グループを有効定期グループ

とします。 

・ 定期有効期間は全体に対して設定します。利用する路線によって定期期間が存在しない場合があります。（ＪＲ新幹

線における６ヶ月定期など）この場合には有効な定期グループの一番長い定期期間を設定します。定期グループに

「３ヶ月定期」までしかない場合には「６ヶ月定期」を設定することができません。 

    例：「大手町(東京都),[営団丸ノ内線(池袋－荻窪)],東京,[ＪＲ新幹線ひかり(東京－博多)],熱海」の場合に、 

定期期間として「６ヶ月定期」を設定すると、「大手町(東京都),東京」間は「６ヶ月定期」に、「東京,熱海」

間は、使用する路線がＪＲ新幹線ひかり(東京－博多)のため「３か月定期」までしかないために「３か月定

期」を設定します。 

・ 定期払戻計算方法は定期グループ全体に対して設定します。定期の解約計算と定期の区間変更計算の２種類ありま

す。経路によってはどちらか一方または両方の計算方法を利用できない場合があります。払戻計算方法の詳しい内

容については駅すぱあとのマニュアルを参照して下さい。 

・ 定期払戻計算情報は一次元配列または二次元配列として参照して下さい。 

定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 
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・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となりますので定期グループ位置番号(１～TeikiGroupCount)を指定し

て参照して下さい。 

・ 名称に[n][i]が付いているプロパティは n に定期グループ位置番号(１～TeikiGroupCount)、i に定期セクション位置

番号(１～TeikiSectionCount[n])を指定して参照して下さい。 

・ 定期期間を更新した場合は定期有効終了日、定期購入金額が内部で自動的に計算します。定期払戻計算済みの場合

は、定期使用済金額、定期払戻手数料、定期払戻金額とその合計を自動的に計算します。 

・ 定期有効開始日を変更した場合は、定期購入金額が更新される場合があります。その他の金額については、「－１」

になりますので、再度計算する必要があります。 

・ 定期グループ分割点の状態が更新された場合には、定期グループの構成と定期購入金額が更新されますので、その

他の金額については、「－１」になります。再度計算する必要があります。 

・ 定期グループを払戻計算対象外に設定した場合、設定した定期グループの定期購入金額は「－１」になります。その

他の値に金額についても計算済みであれば、「－１」になります。 

・ 未対応の定期グループでは、定期購入金額、定期使用済金額、定期払戻手数料、定期払戻金額を取得することはで

きません。定期グループが未対応の定期セクションのみで構成されている場合には、定期払戻合計金額も取得する

ことができません。 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

 Visual Basic で記述した場合 

Dim objDiaRepaymentTeiki As ExpDiaRepaymentTeiki8 

Set objDiaRepaymentTeiki = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDiaRepaymentTeiki8”) 

プロパティ 
 

No. 名称 型 設定／取得 説明 
１ Enable Boolean 

VARIANT_BOOL* 
取得 経路が設定されている ：True 

：VARIANT_TRUE 
経路が設定されていない：False 
：VARIANT_FALSE 

２ ValidityStartDate Long 
long 

取得／設定 定期有効開始日 

３ PurchaseDate Long 
long 

取得／設定 定期購入日 

４ RepaymentDate Long 
long 

取得／設定 定期払戻日 

５ ValidityEndDate Long 
long 

取得 定期有効終了日 

６ ValidityTeikiGroupCount Integer 
short 

取得 有効定期グループ数 

７ TeikiGroupCount Integer 
short 

取得 定期グループ数 
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No. 名称 型 設定／取得 説明 

８ TotalTeikiSectionCount Integer 
short 

取得 全定期セクション数 

９ TeikiSectionCount[n] Integer 
short 

取得 定期セクション数（定期グループ内） 

１０ StartStationName[n][i] String 
_bsr_t 

取得 表示用定期セクション開始駅名 
（表示用） 

１１ StartStationLongName[n][i] String 
_bsr_t 

取得 探索用定期セクション開始駅名 
（探索用） 

１２ EndStationName[n][i] String 
_bsr_t 

取得 表示用定期セクション終了駅名 
（表示用） 

１３ EndStationLongName[n][i] String 
_bsr_t 

取得 探索用定期セクション終了駅名 
（探索用） 

１４ SeparationCount Integer 
short 

取得 定期グループ分割点数 

１５ PurchaseMoney[n] Long 
long 

取得 定期購入金額 

１６ UsedMoney[n] Long 
long 

取得 定期使用済金額 

１７ RepaymentMoney[n] Long 
long 

取得 定期払戻金額 

１８ Fee[n] Long 
long 

取得 定期払戻手数料 

１９ TotalRepaymentMoney Long 
long 

取得 定期払戻合計金額 

メソッド 

経路情報オブジェクト設定：SetCourse10 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse10 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse10 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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経路情報オブジェクト設定：SetCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse9 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse9 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

経路情報オブジェクト設定：SetCourse8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse8 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse8 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse8 

IExpDiaCourse8* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse8 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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経路情報オブジェクト設定：SetCourse7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse7 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse7 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse7 

IExpDiaCourse7* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse7 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

経路情報オブジェクト設定：SetCourse6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse6 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse6 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse6 

IExpDiaCourse6* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse6 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

 

 

 

定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 



309 

 

経路情報オブジェクト設定：SetCourse5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse5 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse5 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse5 

IExpDiaCourse5* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse5 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

経路情報オブジェクト設定：SetCourse4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse4 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse4 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse4 

IExpDiaCourse4* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse4 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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経路情報オブジェクト設定：SetCourse3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト：ExpDiaCourse3 を設定します。 

・ 経路情報オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在しな

いので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCourse3 ( pIExpDiaCourse, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaCourse ExpDiaCourse3 

IExpDiaCourse3* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse3 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト設定：SetSearch10 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch10 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch10( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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連続探索用オブジェクト設定：SetSearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch9 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch9( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト設定：SetSearch8 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch8 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch8( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch8 

IExpDiaSearch8 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch8 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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連続探索用オブジェクト設定：SetSearch7 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch7 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch7( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch7 

IExpDiaSearch7 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch7 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

 

連続探索用オブジェクト設定：SetSearch6 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch6 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch6( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch6 

IExpDiaSearch6 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch6 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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連続探索用オブジェクト設定：SetSearch5 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch5 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch5 ( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch5 

IExpDiaSearch5* 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch5 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

連続探索用オブジェクト設定：SetSearch4 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch4 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch4 ( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch4 

IExpDiaSearch4* 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch4 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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連続探索用オブジェクト設定：SetSearch3 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト：ExpDiaSearch3 を設定します。 

・ 連続探索用オブジェクトの定期区間数：TeikiSectionCount プロパティが０の場合は、定期区間の情報は存在し

ないので、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetSearch3 ( pIExpDiaSearch, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pIExpDiaSearch ExpDiaSearch3 

IExpDiaSearch3* 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch3 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

定期払戻計算：CalcRepaymentTeiki 

・ 定期払い戻し計算をおこないます。このメソッドを実行後に、定期使用済み金額、定期払戻金額、定期払戻手数

料、定期払戻合計金額を取得できます。 

 
構文 

CalcRepaymentTeiki ( bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

計算成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

計算失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

 

定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 



315 

 

定期払戻計算可否チェック：IsValidRepaymentTeiki 

・ 設定された経路が定期払い戻し計算できるかどうかをチェックします。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている経路の場合に、定期払戻計算不可（False）を返します。 

 
構文 

IsValidRepaymentTeiki ( bValid ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bValid Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

定期払戻計算可 ：True 
：VARIANT_TRUE 

定期払戻計算不可：False 
：VARIANT_FALSE 

 

定期グループ分割点状態設定：SetSeparationState 

・ 定期グループ分割点の状態を設定することができます。 

・ 新幹線定期と私鉄定期が隣接する場合は、定期グループ分割点の「接続（False）」設定に失敗します。 

・ 定期グループの一方を計算対象外に設定した場合は、定期グループ分割点の「接続（False）」設定に失敗します。 

 
構文 

SetSeparationState ( sSeparationIndex, bSeparate, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sSeparationIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ SeparationCount） 

 ２ bSeparate Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 分割  ：True 
：VARIANT_TRUE 

接続  ：False 
：VARIANT_FALSE 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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定期グループ分割点状態取得：GetSeparationState 

・ 定期グループ分割点の状態を取得します。分割点の状態は定期グループ分割点種別の値で判断します。 

     例：分割状態でなおかつ変更不可能状態である場合 

EXPDIA_TEIKI_GROUP_SEPARATION_TYPE_SEPARATE (=2) + 

EXPDIA_TEIKI_GROUP_SEPARATION_TYPE_IMPOSSIBLE (=4) = 6 
・ 新幹線定期と私鉄定期が隣接する場合は、定期分割点種別「変更不可」を返します。隣接する定期グループに未

対応のものがある場合にも同様です。 

     例：東京,[ＪＲ新幹線やまびこ],大宮(埼玉県),[東武野田線],岩槻 

・ 隣接する定期グループの一方を計算対象外に設定した場合は、定期分割点種別「一時変更不可」を返します。 

 
構文 

GetSeparationState ( sSeparationIndex, sState ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sSeparationIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ SeparationCount） 

 ２ sState Integer 
short* 

out, 
retval 

定期分割点種別 

 

定期払戻計算対象設定：SetCalculationState 

・ 任意の定期グループに対して定期の払い戻し計算の対象にするかどうかを設定します。 

・ 未対応の定期グループに対して、計算対象（True）を設定した場合は、設定失敗（False）を返します。また、

計算対象外（False）を設定した場合には、設定成功（True）を返します。 

 
構文 

SetCalculationState ( sTeikiGroupIndex, bCalculate, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sTeikiGroupIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ TeikiGroupCount） 

 ２ bCalculate Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 計算対象 ：True 
：VARIANT_TRUE 

計算対象外：False 
：VARIANT_FALSE 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

設定成功：True 
：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
：VARIANT_FALSE 
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定期払戻計算対象取得：GetCalculationState 

・ 任意の定期グループに対して定期の払戻計算対象に設定されているかどうかを取得します。 

・ 未対応の定期グループの場合は、計算対象外（False）を返します。 

 
構文 

GetCalculationState ( sTeikiGroupIndex, bCalculate ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sTeikiGroupIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ GroupCount） 

 ２ bCalculate Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

計算対象 ：True 
：VARIANT_TRUE 

計算対象外：False 
：VARIANT_FALSE 

 

定期払戻計算方法設定：SetCalculationType 

・ 計算対象に設定されている定期グループ全体の払戻計算方法を設定します。 

・ 対応していない払戻計算方法を設定した場合には、設定失敗（False）を返します。 

・ 払戻計算対象の定期グループが０個の場合は、設定失敗（False）を返します。 

・ 事前に対応している払戻計算方法を取得する場合には、定期払戻計算方法対応種別取得メソッドを使用して確認

して下さい。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている場合には、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetCalculationType (sCalculationType, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sCalculationType Integer 

short 
in 定期払戻計算方法種別 

定期解約計算： 
EXPDIA_REPAY_TYPE_CANCELLATION 

定期区間変更計算： 
EXPDIA_REPAY_TYPE_SECTION_CHANGE 

 ２ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 
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定期払戻計算方法取得：GetCalculationType 

・ 計算対象に設定されている定期グループ全体の払戻計算方法を取得します。 

・ 払戻計算対象の定期グループが０個の場合は、EXPDIA_REPAY_TYPE_IMPOSSIBILITY(=0)を返します。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている場合には、EXPDIA_REPAY_TYPE_IMPOSSIBILITY(=0)を返し

ます。 

 
構文 

GetCalculationType (sCalculationType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sCalculationType Integer 

short* 
out, 
retval 

定期払戻計算方法種別 

 

 

定期払戻計算方法種別取得：CheckValidityCalculationType 

・ 計算対象に設定されている定期グループ全体の有効な定期払戻計算方法種別を取得します。 

例：定期解約計算が可能で、なおかつ定期区間変更計算もできる場合 

EXPDIA_REPAY_TYPE_CANCELLATION (=1) + 

EXPDIA_REPAY_TYPE_SECTION_CHANGE (=2) =3 
・ 計算対象の定期グループ間で、設定できる計算方法に違いがある場合には、両方に共通する計算方法のみを取得

します。 

     例：「新安城,[名鉄名古屋本線特急],金山,[ＪＲ東海道本線],逢妻」の場合は、「金山,[ＪＲ東海道本線],逢妻」間

では、「定期解約計算」と「定期区間変更計算」の両方に対応しているのですが、「新安城,[名鉄名古屋本

線特急],金山」間で「定期区間変更計算」に対応していないため、払戻計算種別「定期解約計算」を取得

します。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている場合には、EXPDIA_REPAY_TYPE_IMPOSSIBILITY(=0)を返し

ます。 

 
構文 

CheckValidityCalculationType (sCalculationType) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sCalculationType Integer 

short* 
out, 
retval 

定期払戻計算方法種別 
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払戻定期期間設定：SetValidityPeriodType 

・ 計算対象に設定されている定期グループ全体に対して定期有効期間の設定をおこないます。 

・ 定期グループの中に指定された定期期間を持っていない場合には、設定失敗（False）を返します。 

例：東京、新横浜間をＪＲ新幹線こだま利用の場合は、新幹線定期は「1 ヵ月定期」、「3 ヵ月定期」 

のみなので、「６ヶ月定期」を設定すると設定失敗（False）を返します。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている場合は、設定失敗（False）を返します。 

 
構文 

SetValidityPeriodType ( sValidityPeriodType, bResult ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 ２ sValidityPeriodType Integer 

short 
in 定期期間種別 

1ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_1 
3ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_3 
6ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_6 
12ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_12 

 ３ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

設定成功：True 
 ：VARIANT_TRUE 

設定失敗：False 
 ：VARIANT_FALSE 

 

払戻定期期間取得：GetValidityPeriodType 

・ 計算対象に設定されている定期グループ全体の定期有効期間取得をおこないます。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている場合は、 

未対応定期（EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_NOT_YET(-1)）を返します。 

 
構文 

GetValidityPeriodType ( sValidityPeriodType ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sValidityPeriodType Integer 

short* 
out, 
retval 

定期期間種別 
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払戻定期期間差異情報取得：CheckDifferentTeikiGroupPeriod 

・ 任意の定期グループに設定されている定期有効期間が定期グループ全体の定期有効期間と差異があるかどうか

を判断します。違いがある場合には、設定されている定期期間を返します。 

例：「新横浜,[ＪＲ新幹線のぞみ],東京,[ＪＲ山手線外回り],有楽町」という経路を定期払い戻し計算 

処理する場合は、ＪＲ新幹線のぞみが「3 ヶ月定期」までしかなく、ＪＲ山手線外回りは 

「６ヶ月定期」があります。払戻定期期間を「6 ヶ月」と設定した場合に、新横浜～東京間の 

定期グループに対して、この関数を使用すると「EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_3(=3)」を 

取得します。東京～有楽町の定期グループに対して使用した場合は、「０（６ヶ月定期が存在 

するため）」を取得します。 

・ 未対応の定期グループを設定した場合は、未対応定期（EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_NOT_YET(-1)）を返

します。 

 
構文 

CheckDifferentTeikiGroupPeriod ( sTeikiGroupIndex, sGroupPeriod ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sTeikiGroupIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ TeikiGroupCount） 

 ２ sGroupPeriod Integer 
short* 

out, 
retval 

０の場合：定期グループ全体と同じ定期期間が設定されている。 
０以外の場合：定期期間種別を返します。 
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定期グループ定期期間情報取得：CheckTeikiGroupPeriod 

・ 任意の定期グループに指定した定期期間があるかどうかを判定します。 

例：東京、熱海間にＪＲ新幹線のぞみを利用した場合、「1 ヶ月定期」「3 ヶ月定期」はありますが、 

  「６ヶ月定期」はありません。 

・ 未対応の定期グループを設定した場合は、定期なし（False）を返します。 

 
構文 

CheckTeikiGroupPeriod ( sTeikiGroupIndex, sPeriodType, bExist) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sTeikiGroupIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ TeikiGroupCount） 

 ２ sPeriodType Integer 
short* 

in 定期期間種別 

1ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_1 
3ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_3 
6ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_6 
12ヵ月定期：EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_12 

 ３ bExist Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out, 
retval 

定期あり：True 
：VARIANT_TRUE 

定期なし：False 
：VARIANT_FALSE 

 

払戻最長定期期間情報取得：GetMaxPeriodType 

・ 定期グループ全体の中で設定されている最長定期期間の取得をおこないます。 

例：「新横浜,[ＪＲ新幹線のぞみ],東京,[ＪＲ山手線外回り],有楽町」と言う経路に対してこの関数を 

使用した場合には、新横浜、東京間のＪＲ新幹線のぞみには３ヵ月定期までしかなく、東京、 

有楽町間のＪＲ山手線外回りには「６ヵ月定期」がありますのでこちらを取得します。 

・ 未対応の定期グループのみで構成されている場合は、 

未対応定期（EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_NOT_YET(-1)）を返します。 

 
構文 

GetMaxPeriodType ( sPeriodType ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sPeriodType Integer 

short* 
out, 
retval 

定期期間種別 
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定期グループ状態取得：GetTeikiGroupState 

・ 定期グループ種別の取得をおこないます。 

・ 定期グループ種別の判断は、定期グループ種別の値で行って下さい。 

     例：定期払い戻し計算に対応している定期グループで、計算対象に設定されていて、 

なおかつ未計算である場合 

EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_POSSIBLE(= 1：定期払戻計算対応) + 

EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_VALID (= 4：定期払戻計算対象) + 

EXPDIA_TEIKI_GROUP_CALC_TYPE_UNFINISHED (= 16：定期払戻未計算) = 21 

 
構文 

GetTeikiGroupState ( sTeikiGroupIndex, sState ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ sTeikiGroupIndex Integer 

short 
in 位置番号（１~ GroupCount） 

 ２ sState Integer 
short* 

out, 
retval 

定期グループ種別 

 

会社別払戻手数料取得：GetRepaymentFeeByCorpName 

・ 指定された会社の払戻手数料を取得します。 

・ この機能は、経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）を設定せずに使用することができます。 

・ 取得できる値は、あくまで目安の金額になりますので詳細については各事業者にお問い合わせ下さい。 

 
構文 

GetRepaymentFeeByCorpName ( strCorpName, sRepaymentType, lDate, lFee ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strCorpName String 

BSTR 
in 会社名 

 ２ sRepaymentType Integer 
short 

in 定期払戻計算方法種別 
定期解約計算： 

EXPDIA_REPAY_TYPE_CANCELLATION 
定期区間変更計算： 

EXPDIA_REPAY_TYPE_SECTION_CHANGE 
 ３ lDate Long 

long 
in 定期払戻日 

 ４ lFee Long 
long* 

out,  
retval 

払戻手数料 
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拡張機能 
IExpDiaRepaymentTeiki_A 

・ 説明 

IExpDiaRepaymentTeiki_A インターフェイスは、ExpDiaRepaymentTeiki8 オブジェクトの機能を拡張

したインターフェイスです。ExpDiaRepaymentTeiki8 オブジェクトと同様に扱うことができます。 

本インターフェイスでの追加機能は下記になります。他の機能は ExpDiaRepaymentTeiki8 オブジェクト

と同じです。 

 
本インターフェイスでは、定期券の払戻金額のリストを取得することができます。  

 
・ プロパティ 

 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ RepayListCount Integer 
short 

取得 定期払戻金額リスト数 

２ RepayListStartDate[listno] Long 
long 

取得 定期払戻金額リスト・定期払戻日 
(始め) 

３ RepayListEndDate[listno] Long 
long 

取得 定期払戻金額リスト・定期払戻日 
(終わり) 

４ RepayListUsedMoney[listno] Long 
long 

取得 定期払戻金額リスト・使用済金額 

５ RepayListFee[listno] Long 
long 

取得 定期払戻金額リスト・手数料 

６ RepayListRepaymentMoney[listno] Long 
long 

取得 定期払戻金額リスト・払戻金額 

 

 
・Visual Basic で記述した場合 

Dim objDiaRepayTeikiA As IExpDiaRepaymentTeiki_A 

Set objDiaRepayTeikiA = repayteiki     ‘repayteiki (ExpDiaRepaymentTeiki8)を 

‘IExpDiaRepaymentTeiki_A型の変数に代入する。 

Dim Count As Integer 

Count = objDiaRepayTeikiA.RepayListCount 
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駅・路線名変換オブジェクト（ExpConvert） 

機能 
・ ＳＤＫ版とイントラ版の平均待ち時間探索用駅名、路線名をお互いに対応した駅名、路線名に変換します。ランド

マーク名称には対応していません。 

     例：SDK 版からイントラ版の場合 

高円寺駅入口/都営バス → 高円寺駅入口／都営バス 

王７８/都営バス → 都営バス・王７８ 

     例：イントラ版から SDK 版の場合 

高円寺駅入口／都営バス → 高円寺駅入口/都営バス 

都営バス・王７８ → 王７８/都営バス 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

 Visual Basic で記述した場合 

Dim objConvert As ExpConvert 

  Set objConvert = CreateObject(“ExpDEngn.ExpConvert”) 

・ プロパティ IsValidName は直前に使用された駅、路線名変換メソッドの結果に関する情報を返します。初期値は

False になります。 

・ プロパティ ConvertNameResultは直前に使用された駅、路線名変換メソッドの結果に関する情報を返します。初期

値は未処理状態になります。 

・ 各プロパティの情報は駅・路線名変換メソッドが呼び出されるたびに更新されますので注意して下さい。 

・ 各メソッドに変換できる有効な名称を指定した場合は、変換された名称をそのまま返します。その時、各プロパテ

ィには下記のように設定されます。 

 
プロパティ 内容 
IsValidName  True 
ConvertNameResult 駅・路線名変換有り（EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_CONVERTED） 

 
・ 各メソッドに SDK 版とイントラ版で同じ名称を指定した場合は、指定された名称をそのまま返します。その時、各

プロパティには下記のように設定されます。 

 
プロパティ 内容 
IsValidName  True 
ConvertNameResult 駅・路線名変換無し（EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_NOT_CONVERTED） 
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・ 各メソッドに変換できない名称を指定された場合は、無効な名称として指定された名称をそのまま返します。その

時、各プロパティには下記のように設定されます。 

 
プロパティ 内容 
IsValidName  False 
ConvertNameResult 駅・路線名変換無し（EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_NOT_CONVERTED） 

 
・ 各メソッドに空文字列（””）（文字列を設定しない）を指定された場合は、無効な名称としてそのまま空文字列（””）

を返します。その時、各プロパティには下記のように設定されます。 

 
プロパティ 内容 
IsValidName  False 
ConvertNameResult 未処理状態（EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_NONE） 

 
・ ダイヤ探索結果の列車名は基本的に変換する事ができません。各メソッドは指定された名称をそのまま返します。

その時、各プロパティには下記のように設定されます。 

 
プロパティ 内容 
IsValidName  False 
ConvertNameResult 駅・路線名変換無し（EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_ NONE） 

 
・ 平均待ち時間探索結果の路線名とダイヤ探索結果の列車名が同じ場合には有効な名称として判断される場合があり

ます。 

     例：路線名 ＪＲ山手線内回り 

       列車名 ＪＲ山手線内回り 

プロパティ 
 

No. 名称 型 設定／取得 説明 
１ IsValidName Boolean 

VARIANT_BOOL 
取得 有効な名称：True 

：VARIANT_TRUE 

無効な名称（又は未処理状態）：False 
：VARIANT_FALSE 

（初期値：False） 

２ ConvertNameResult Integer 
short 

取得 駅・路線名変換結果種別 
（初期値：未処理状態） 
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メソッド 

駅名変換：ConvertStationNameSDKToIntra 

・ ＳＤＫ版の駅名をイントラ版対応駅名に変換します。 

 
構文 

ConvertStationNameSDKToIntra (StationName, pConvertName ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ StationName String 

BSTR 
in 駅名（SDK 版 駅名） 

 ２ pConvertName String 
BSTR 

out,  
retval 

駅名（イントラ版 駅名） 

 

 

路線名変換：ConvertLineNameSDKToIntra 

・ ＳＤＫ版の路線名をイントラ版対応路線名に変換します。 

 
構文 

ConvertLineNameSDKToIntra (LineName, pConvertName ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ LineName String 

BSTR 
in 路線名（SDK 版 路線名） 

 ２ pConvertName String 
BSTR 

out,  
retval 

路線名（イントラ版 路線名） 
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駅名変換：ConvertStationNameIntraToSDK 

・ イントラ版の駅名をＳＤＫ版対応駅名に変換します。 

 
構文 

ConvertStationNameIntraToSDK (StationName, pConvertName ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ StationName String 

BSTR 
in 駅名（イントラ版 駅名） 

 ２ pConvertName String 
BSTR 

out,  
retval 

駅名（SDK 版 駅名） 

 

 

 

路線名変換：ConvertLineNameIntraToSDK 

・ イントラ版の路線名をＳＤＫ版対応路線名に変換します。 

 
構文 

ConvertLineNameIntraToSDK (LineName, pConvertName ) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ LineName String 

BSTR 
in 路線名（イントラ版 路線名） 

 ２ pConvertName String 
BSTR 

out,  
retval 

路線名（SDK 版 路線名） 
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駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData2） 

機能 
・ 「駅すぱあと」から情報取得を行うオブジェクトです。 

・ 本オブジェクトは、駅コードを扱う事ができます。 

・ 駅コードとは「駅すぱあと」上で駅を識別するために使用している独自のコードです。全ての駅に対して割り当てら

れている一意な値です。駅名に変更があった場合に、このコードを保存しておくと同一駅かどうかを判断する事が

できます。また、駅コードは原則として変更しません。しかし、止むを得ない事情によって変更が必要になる場合

も考えられますので注意して下さい。 

・ 探索用駅名から駅コードを取得できます。また、駅コードから探索用駅名を取得する事もできます。さらに、駅コ

ードから直接駅情報オブジェクトを取得して駅の情報を得ることもできます。 

・ 探索用駅名または駅コードで指定した駅の所在する都道府県の情報（JIS 県コード）を取得する事ができます。  

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

 Visual Basic で記述した場合 

Dim objData As ExpData2 

  Set objData = CreateObject(“ExpDEngn.ExpData2”) 

・ 本オブジェクトは、過去のバージョンで利用した情報（会社、路線、駅の名称）を利用可能かどうかを調べる事がで

きます。 

・ 会社、路線、駅名の更新（変更、削除）に関する情報を取得します。 

     例：会社名、路線、駅の名称変更の場合（2004 年 4 月版） 
 旧名称 新名称 
会社名 帝都高速度交通営団 東京地下鉄 
路線名 営団有楽町線(和光市－新木場) 東京メトロ(和光市－新木場) 
駅名 営団成増 地下鉄成増 

 
・ 会社、路線、駅名の更新（変更、削除）に関する情報は本バージョンから過去およそ 1 年間有効です。当てはまらな

い情報（会社、路線、駅の名称）については不正名称として扱います。 

※現在は２００４年１月以降のデータについて更新（変更、削除）を判断することができます。 

・ 会社、路線、駅の新規開業についての情報は、更新チェックや更新名称取得のメソッドを使っても取得できませ

ん。 

・ 路線の名称は平均待ち時間探索結果で得られる名称を対象にしています。基本的にダイヤ探索結果から得られる列

車の名称の場合は不正名称として扱います。しかし、平均待ち時間探索結果で得られる名称と同じ場合は問題なく

動作します。 

例：ＪＲ山手線内回り 

 ※平均待ち時間探索結果とダイヤ探索結果のどちらの場合も同じ名称になります。 
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・ ランドマーク名称とランドマーク－最寄駅間の出入口名称、移動手段名称（「徒歩で北口」等）を指定する事はでき

ません。不正名称として扱います。 

・ 更新チェックをおこなうメソッドの会社・路線・駅名称更新判定種別の仕様は下記のようになります。 

・駅すぱあとで有効な既存の会社、路線、駅の名称や、新設された名称の場合は、 

「更新無し：EXPDIA_RENEWAL_NAME_NO_UPDATE」を返します。 

・名称の変更がおこなわれた有効な会社、路線、駅の名称の場合は、 

「更新有り：EXPDIA_RENEWAL_NAME_UPDATE」を返します。 

・路線や駅の廃止等で会社、路線、駅の名称がなくなった場合は、 

「削除：EXPDIA_RENEWAL_NAME_DELETE」を返します。 

・ 駅すぱあとで無効な文字列の場合や、ランドマーク名称とランドマーク－最寄駅間出入口名称、移動手段名称

の場合は、「不正名称：EXPDIA_RENEWAL_NAME_ERROR」を返します。 

・ 更新された名称を取得するメソッドの仕様は下記のようになります。 

・ 指定された名称が更新（変更、削除）されていない場合、駅すぱあとで有効な名称ならば指定された名称を返し

ます。 

・ 更新チェックをおこなうメソッドにおいて会社・路線・駅名称更新判定種別を「削除」または「不正名称」と返

す名称の場合は空文字列（””）になります。 

 

プロパティ 
無し 
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メソッド 
 

会社情報更新チェック：CheckRenewalCorp 

・ 会社名を設定して、変更の有無と削除を判定する事ができます。 

 
構文 

CheckRenewalCorp( strCorpName, sRenewal) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strCorpName String 

BSTR 
in 会社名 

 ２ sRenewal Integer 
short 

out, 
retval 

会社・路線・駅名称更新判定種別 

 

 

路線情報更新チェック：CheckRenewalLine 

・ 路線名を設定して、変更の有無と削除を判定する事ができます。 

 
構文 

CheckRenewalLine( strLineName, sRenewal) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLineName String 

BSTR 
in 路線名 

 ２ sRenewal Integer 
short 

out, 
retval 

会社・路線・駅名称更新判定種別 
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駅情報更新チェック：CheckRenewalStation 

・ 駅名を設定して、変更の有無と削除を判定する事ができます。 

 
構文 

CheckRenewalStation( strStationName, sRenewal) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 駅名 

 ２ sRenewal Integer 
short 

out, 
retval 

会社・路線・駅名称更新判定種別 

 

更新会社名取得：GetRenewalCorpName 

・ 会社名が本バージョンで変更されている場合に新しい会社名を取得できます。 

 
構文 

GetRenewalCorpName( strCorpName, strRenewalCorpName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strCorpName String 

BSTR 
in 会社名 

 ２ strRenewalCorpName String 
BSTR 

out, 
retval 

更新会社名 

 

 

更新路線名取得：GetRenewalLineName 

・ 路線名が本バージョンで変更されている場合に新しい路線名を取得できます。 

 
構文 

GetRenewalLineName( strLineName, strRenewalLineName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strLineName String 

BSTR 
in 路線名 

 ２ strRenewalLineName String 
BSTR 

out, 
retval 

更新路線名 
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更新駅名取得：GetRenewalStationName 

・駅名が本バージョンで変更されている場合に新しい駅名を取得できます。 

 
構文 

GetRenewalStationName( strStationName, strRenewalStationName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 駅名 

 ２ strRenewalStationName String 
BSTR 

out, 
retval 

更新駅名 

 

探索用駅名取得：GetStationNameByCode 

・ 駅コードから対応する探索用駅名を取得できます。 

 
構文 

GetStationNameByCode (lStationCode, strStationName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lStationCode long 

long 
in 駅コード 

 ２ strStationName String 
BSTR* 

out, 
retval 

探索用駅名 

 

駅コード取得：GetStationCode 

・探索用駅名から対応する駅コードを取得できます。 

 
構文 

GetStationCode ( strStationName, lStationCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 ２ lStationCode long 
long* 

out, 
retval 

駅コード 
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JIS 県コード取得：GetKenCodeOfStationName 

・探索用駅名から対応する駅の JIS 県コードを取得できます。 

 
構文 

GetKenCodeOfStationName ( strStationName, lKenCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 ２ lKenCode long 
long* 

out, 
retval 

JIS 県コード 

 

 

JIS 県コード取得：GetKenCodeOfStationCode 

・駅コードから対応する駅の JIS 県コードを取得できます。 

 
構文 

GetKenCodeOfStationCode (lStationCode, lKenCode) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lStationCode long 

long 
in 駅コード 

 ２ lKenCode long 
long* 

out, 
retval 

JIS 県コード 

 

 

駅情報オブジェクト取得：GetStationByCode 

・駅コードから対応する駅情報オブジェクトを取得できます。 

 
構文 

GetStationByCode (lStationCode, pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lStationCode long 

long 
in 駅コード 

 ２ pStation ExpDiaStation 
IExpDiaStation** 

out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 
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駅すぱあと情報リストオブジェクト（ExpDataExtraction2） 

機能 
・ 「駅すぱあと」から情報取得を行うオブジェクトです。 

・ 任意の条件で会社、路線、駅のリストを作成する事ができます。 

・ JIS 県コードを使用した会社、路線、駅のリストを作成することが事ができます。 

・ 日付を「０」に設定する事で、日付を加味しない条件で会社、路線、駅のリストを作成することが事ができます。 

・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となります。 

・ プロパティ Ken[n]に True を設定している県をリスト作成時に採用します。プロパティ Ken[n]を使用しないメソッ

ドもあるので注意して下さい。 

・ プロパティ Ken[n]は、JIS県コードがインデックスとして各都道府県を表します。最大値は都道府県の総数「４７」

になります。 

  ※例 Ken[1] は 北海道（JIS 県コード：１）を表します。True を設定している場合には、リスト作成時に北海

道に含まれるリストを作成します。 

・ プロパティ Ken[n]の初期値はすべて True になります。 

・ JIS 県コードから対応する都道府県名称を取得する場合には、アドレスナビコンポーネント（ExpAdNav.dll）を使用

する方法があります。そちらのリファレンスマニュアルを参照して下さい。 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

Visual Basic で記述した場合 

Dim objDataExtraction As ExpDataExtraction2 

Set objDataExtraction = CreateObject(“ExpDEngn.ExpDataExtraction2”) 

・ ランドマーク情報を含んだリストの取得ができます。この場合、ランドマークに登録されている最寄り駅の所在地

（都道府県）を元にリストを作成します。 
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プロパティ 
 

No. 名称 型 設定／取得 説明 
１ Ken[n] Boolean 

VARIANT_BOOL 
取得／設定 都道府県有効設定：True（初期値） 

：VARIANT_TRUE 

都道府県無効設定：False 
：VARIANT_FALSE 

 

メソッド 

全都道府県有効設定：EnableAll 

・ 全ての都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を有効にします。 

・ 設定に失敗した場合は、エラーが発生します。 

構文 

EnableAll() 
引数 

      なし 

 

全都道府県無効設定：DisableAll  

・ 全ての都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を無効にします。 

・ 設定に失敗した場合は、エラーが発生します。 

構文 

DisableAll() 
引数 

      なし 

 

全都道府県反転設定：ReverseAll 

・ 全ての都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を反転します。 

・ 設定に失敗した場合は、エラーが発生します。 

構文 

ReverseAll() 
引数 

      なし 
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ランドマーク情報登録：SetLandmarkSetInterface 

・ リスト作成に使用するランドマーク情報群オブジェクトを登録します。 

・ 登録元のランドマーク情報群オブジェクトの内容を変更するとすぐに反映します。 

構文 

SetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet* 
in ランドマーク情報群オブジェクト 

IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
※False は返しません 

 

ランドマーク情報取得：GetLandmarkSetInterface 

・ 設定してあるランドマーク情報群オブジェクトを取得します。 

構文 

GetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet** 
out, 
retval 

ランドマーク情報群オブジェクト 
IExpDiaLandmarkSet インターフェース 

 

ランドマーク情報削除：DeleteLandmarkSetInterface 

・ 設定してあるランドマーク情報群オブジェクトを削除します。 

構文 

DeleteLandmarkSetInterface() 
引数 

         なし 
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都道府県別会社リスト取得：SearchCorp 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を条件として、会社リストを取得します。 

・ 路線バス会社を含めるかどうか選択する事ができます。 

 
構文 

SearchCorp (bBusCorp, pCorpSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bBusCorp Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 路線バス会社含む  ：True 

          ：VARIANT_TRUE 
路線バス会社含めない：False 
          ：VARIANT_FALSE 

 ２ pCorpSet ExpDiaCorpSet 
IExpDiaCorpSet** 

out,  
retval 

会社情報群オブジェクト 
IExpDiaCorpSet インターフェース 

 

都道府県別会社リスト取得：SearchCorp2 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）、路線バス会社の有無、任意の日付を条件として、会社リストを取得します。 

・ 任意の日付を指定した場合、その日に一路線以上、運行してる路線の会社リストを作成します。 

・ 日付に「０」を設定した場合、駅すぱあとに含まれるすべての会社リストを作成します。 

 
構文 

SearchCorp2 (lDate, bBusCorp, pCorpSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20080101） 

 ２ bBusCorp Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 路線バス会社含む  ：True 
          ：VARIANT_TRUE 
路線バス会社含めない：False 
          ：VARIANT_FALSE 

 ３ pCorpSet ExpDiaCorpSet 
IExpDiaCorpSet** 

out,  
retval 

会社情報群オブジェクト 
IExpDiaCorpSet インターフェース 
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会社／都道府県別路線リスト取得：SearchLineByCorp 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を条件として、指定した会社の路線リストを取得します。 

・ 広い地域に路線をもつ会社の特定地域で運行されている路線リストを作成する事ができます。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 会社名に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

 
構文 

SearchLineByCorp (lDate, strCorpName, pLineSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20060101） 

 ２ strCorpName String 
BSTR 

in 会社名 

 ３ pLineSet ExpDiaLineSet 
IExpDiaLineSet ** 

out,  
retval 

路線情報群オブジェクト 
IExpDiaLineSet インターフェース 
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都道府県別路線リスト取得：SearchLine 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を条件として、停車駅の所在している都道府県別の路線リストを取得でき

ます。たとえば、「ＪＲ新幹線のぞみ」は東京駅に停車するので東京都を都道府県設定（プロパティ Ken[n]）し

た場合に含まれます。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 路線バスをリストに含めるかどうか選択できます。 

構文 

SearchLine (lDate , bLoculBus, pLineSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20060101） 

 ２ bLoculBus Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 路線バスを含む  ：True 
          ：VARIANT_TRUE 
路線バスを含めない：False 
          ：VARIANT_FALSE 

 ３ pLineSet ExpDiaLineSet 
IExpDiaLineSet ** 

out,  
retval 

路線情報群オブジェクト 
IExpDiaLineSet インターフェース 

 

乗り入れ路線リスト取得：SearchLineByStation 

・ 指定した駅の乗り入れ路線リストを取得します。 

・ 「探索用駅名」と乗り入れ路線を取得したい駅を「探索用駅名（乗り入れ路線対象駅）」に設定した場合には双

方に乗り入れている路線のリストを取得します。「探索用駅名（乗り入れ路線対象駅）」に何も設定しない場合は、

乗り入れ路線のリストを取得します。 

・ 探索用駅名、探索用駅名（乗り入れ路線対象駅）に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）の内容を利用しません。 

 
構文 

SearchLineByStation (lDate , strStationName, strNeighboringStationName, pLineSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20060101） 

 ２ strStationName String 
BSTR* 

in 探索用駅名 

 ３ strNeighboringStationName String 
BSTR* 

in 探索用駅名（乗り入れ路線対象駅） 
※空文字列（””）は可 

 ４ pLineSet ExpDiaLineSet 
IExpDiaLineSet ** 

out,  
retval 

路線情報群オブジェクト 
IExpDiaLineSet インターフェース 
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都道府県別駅リスト取得：SearchStation 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を条件として、指定した駅のリストを取得します。 

・ 探索用駅名に「とう」、「トウ」、「tou」と指定された場合、「トウ」と読みで始まる駅の情報が対象になります。

漢字を指定した場合、その漢字から始まる駅の情報が対象になります。 

・ 探索用駅名に「？」を付けて指定すると、その読みを含む駅が対象になります。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 探索用路線名に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

・ 駅種別のランドマークには対応していません。 

・ 駅種別に不正な値を設定された場合はエラーが発生します。 

・ 下記の駅一覧取得用の駅種別を利用して必要な対象の駅名一覧を取得することができます。 

  
駅一覧取得用 駅種別 対象 

EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD_ONLY 鉄道駅※高速バス停・連絡バス停、港を除く 

EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS 高速バス停 

EXPDIA_STATION_TYPE_CONNECTIONBUS 連絡バス停 

EXPDIA_STATION_TYPE_MIDNIGHTBUS 深夜急行バス 

EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 港 

 ※既存の駅種別：EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD は鉄道駅（高速バス停・連絡バス停・深夜急行

バス停、港を含む）を表現している駅種別になっています。 

  
・ 既存の駅種別：EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD と上記の駅一覧取得用の駅種別を組み合わせた場合は

EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD を優先するため、設定された駅一覧取得用の駅種別を無視しますので

注意してください。 

例 下記の例は全て駅種別：EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD として扱われます。 

 

EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS 
EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_CONNECTIONBUS 
EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 
EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD + EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS + EXPDIA_STATION_TYPE_PORT 
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構文 

SearchStation (strStationName, lDate, sType, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR* 
in 探索用駅名 

 ２ lDate Long 
Long 

in 日付（例：20060101） 

 ３ sType Integer 
Short 

in 駅種別（駅名一覧取得用の駅種別利用可） 

 ４ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet* 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

駅名一覧取得（件数制限有）：SearchStationLimited 

・ SearchStation と同等の機能を持ちます。ただし、検索結果の件数制限の指定ができます。 

 
構文 

SearchStationLimited( lNumberOfLimit, strStationName, lDate, sType, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lNumberOfLimit Long 

long 
in 件数制限値 

 ２ strStationName String 
BSTR 

in 読み 

 ３ lDate Long 
long 

in, 
defaultvalue 

運行日 

 ４ sType Integer 
short 

in 駅種別（駅名一覧取得用の駅種別利用可） 

 ５ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet** 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

 

駅すぱあと情報リストオブジェクト（ExpDataExtraction2） 



342 

 

会社／都道府県別駅リスト取得：SearchStationByCorp 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を条件として、指定した会社の駅リストを取得します。 

・ 探索用駅名に「とう」、「トウ」、「tou」と指定された場合、「トウ」と読みで始まる駅の情報が対象になります。

漢字を指定した場合、その漢字から始まる駅の情報が対象になります。 

・ 探索用駅名に「？」を付けて指定すると、その読みを含む駅が対象になります。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 会社名に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

構文 

SearchStationByCorp (strStationName e, lDate, strCorpName, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strStationName String 

BSTR 
in 探索用駅名 

 ２ lDate Long 
long 

in 日付（例：20060101） 

 ３ strCorpName String 
BSTR 

in 会社名 

 ４ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet* 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

路線停車駅リスト取得：SearchStationByLine 

・ 指定した探索用路線の停車駅リストを取得します。 

・ 指定した探索用路線の反対方向の停車駅リストを取得できます。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 探索用路線名に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）の内容を利用しません。 

構文 

SearchStationByLine ( lDate, strLineName, bDirection, pStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20060101） 

 ２ strLineName String 
BSTR 

in 探索用路線名 

 ３ bDirection Boolean 
VARIANT_BOOL 

in 通常駅リスト：True(VARIANT_TRUE) 
反転駅リスト：False(VARIANT_FALSE) 

 ４ pStationSet ExpDiaStationSet 
IExpDiaStationSet* 

out,  
retval 

駅情報群オブジェクト 
IExpDiaStationSet インターフェース 

 

駅すぱあと情報リストオブジェクト（ExpDataExtraction2） 



343 

 

路線妥当性チェック：IsValidLine 

・ 路線が「駅すぱあと」で妥当性（指定された日付に路線として運行しているのか）をチェックします。 

・ データベースオブジェクトの路線名妥当性チェック：IsValidLine は路線種別を取得できますが、このメソッド

では「駅すぱあと」の経路探索処理で、任意の日付に路線として運行している／いないを判断する事ができます。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 探索用路線名に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）の内容を利用しません。 

 
構文 

IsValidLine (lDate , strLineName, bValid) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20060101） 

 ２ strLineName String 
BSTR* 

in 探索用路線名 

 ３ bValid Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

運行している ：True 
       ：VARIANT_TRUE 
運行していない：False 
       ：VARIANT_FALSE 
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駅妥当性チェック：IsValidStation 

・ 駅が「駅すぱあと」で妥当性（指定された日付に駅として利用できるのか）をチェックします。 

・ データベースオブジェクトの駅名妥当性チェック：IsValidStation は駅種別を取得できますが、このメソッドで

は「駅すぱあと」の経路探索処理で、任意の日付に駅として利用可／不可を判断する事ができます。 

・ 日付に０を設定した場合は、日付を考慮しないという条件になります。 

・ 探索用駅名に不正な名称を設定された場合はエラーが発生します。 

・ 都道府県設定（プロパティ Ken[n]）の内容を利用しません。 

 
構文 

IsValidStation (lDate, strStationName, bValid) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lDate Long 

long 
in 日付（例：20060101） 

 ２ strStationName String 
BSTR 

in 探索用駅名 

 ３ bValid Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

利用可  ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
利用不可 ：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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回数券データオブジェクト（ExpCouponData2） 

機能 
・ 「駅すぱあと」上で利用できる回数券データ（新幹線､有料特急等）をあつかうオブジェクトです。 

・ 利用する回数券を個別に利用対象として設定することができます。本オブジェクト作成直後は、利用する回数券は

設定されていません。 

・ 経路（経路情報オブジェクト(ExpDiaCourse10)または連続探索用オブジェクト(ExpDiaSearch10)）を利用して、経

路に設定できる回数券の情報を取得できます。また、任意の回数券を利用対象として設定済みであれば、経路で利

用できる回数券と共通している回数券情報を取得できます。 

・ 実際に回数券を経路上で利用する場合は、回数券オブジェクト(ExpCoupon)を経路オブジェクトの SetCoupon メソ

ッドに設定してください。 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

 Visual Basic で記述した場合 

Dim objData As ExpCouponData2 

  Set objData = CreateObject(“ExpDEngn.ExpCouponData2”) 

 

プロパティ 
無し 
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メソッド 

回数券データオブジェクト複写：Copy2 

・回数券データオブジェクトの複写を行います。 

構文 

Copy2(pICouponData2, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pICouponData2 ExpCouponData2 

IExpCouponData2* 
in コピー元となる回数券データオブジェクト 

IExpCouponData2 インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

回数券データオブジェクト複写：Copy 

・最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・回数券データオブジェクトの複写を行います。 

構文 

Copy(pICouponData, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pICouponData ExpCouponData 

IExpCouponData* 
in コピー元となる回数券データオブジェクト 

IExpCouponData インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE 
※False は返しません 

 

全回数券利用設定：EnableAll 

・ 「駅すぱあと」のデータに含まれる全ての回数券を利用対象として設定します。 

構文 

EnableAll(bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功   ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
失敗   ：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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全回数券利用解除設定：DisableAll 

・ 「駅すぱあと」のデータに含まれる全ての回数券を利用対象から外します。 

 
構文 

DisableAll(bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功   ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
失敗   ：False 
     ：VARIANT_FALSE 

 

回数券利用設定：Enable 

・ 指定された回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)を利用対象として設定します。 

 
構文 

Enable(pCoupon, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCoupon ExpCoupon 

IExpCoupon* 
in 回数券情報オブジェクト 

IExpCoupon インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功   ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
失敗   ：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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回数券利用設定(名称指定)：EnableByName 

・ 回数券名称、利用区間の出発地、到着地の情報で指定された回数券を利用対象として設定します。 

・ 回数券名称、利用区間の出発地、到着地の情報には、回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)から取得したものを設定

してください。それ以外の情報を設定した場合は、失敗を返します。 

 
構文 

EnableByName(strName, strFrom , strTo, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strName String 

BSTR 
in 回数券名称 

 ２ strFrom String 
BSTR 

in 出発地（利用区間） 

 ３ strTo String 
BSTR 

in 到着地（利用区間） 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功   ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
失敗   ：False 
     ：VARIANT_FALSE 

 

回数券利用解除設定：Disable 

・ 指定された回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)を利用対象から外します。 

・ あらかじめ設定を解除されている回数券を使うと、失敗を返します。 

 
構文 

Disable(pCoupon, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCoupon ExpCoupon 

IExpCoupon* 
in 回数券情報オブジェクト 

IExpCoupon インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

成功   ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
失敗   ：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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回数券利用解除設定(名称指定)：DisableByName 

・ 回数券名称、利用区間の出発地、到着地の情報で指定された回数券を利用対象から外します。 

・ 回数券名称、利用区間の出発地、到着地の情報には、回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)から取得したものを設定

してください。それ以外の情報を設定した場合は、失敗を返します。 

 
構文 

DisableByName(strName, strFrom , strTo, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strName String 

BSTR 
in 回数券名称 

 ２ strFrom String 
BSTR 

in 出発地（利用区間） 

 ３ strTo String 
BSTR 

in 到着地（利用区間） 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

成功   ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
失敗   ：False 
     ：VARIANT_FALSE 

 

回数券利用判定：IsEnabled 

・ 指定された回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)の設定状態を判定します。 

 
構文 

IsEnabled(pCoupon, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCoupon ExpCoupon 

IExpCoupon* 
in 回数券情報オブジェクト 

IExpCoupon インターフェース 
 ２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out,  
retval 

利用する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
利用しない：False 
     ：VARIANT_FALSE 
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回数券利用判定(名称指定)：IsEnabledByName 

・ 回数券名称、利用区間の出発地、到着地の情報で指定された回数券の設定状態を判定します。 

・ 回数券名称、利用区間の出発地、到着地の情報には、回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)から取得したものを設定

してください。それ以外の情報を設定した場合は、失敗を返します。 

 
構文 

IsEnabledByName(strName, strFrom , strTo, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strName String 

BSTR 
in 回数券名称 

 ２ strFrom String 
BSTR 

in 出発地（利用区間） 

 ３ strTo String 
BSTR 

in 到着地（利用区間） 

 ４ bResult Boolean 
VARIANT_BOOL* 

out,  
retval 

利用する ：True 
     ：VARIANT_TRUE 
利用しない：False 
     ：VARIANT_FALSE 

 

名称から回数券取得：GetCouponByName 

・ 指定された回数券名称、出発地、到着地から回数券情報オブジェクト(ExpCoupon)を取得します。 

・ 不正な文字を設定した場合は、エラーになります。 

 
構文 

GetCouponByName (strName, strFrom, strTo ,pCoupon) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strName String 

BSTR 
in 回数券名称 

 ２ strFrom String 
BSTR 

in 出発地（利用区間） 

 ３ strTo String 
BSTR 

in 到着地（利用区間） 

 ４ pCoupon ExpCoupon 
IExpCoupon** 

out,  
retval 

回数券情報オブジェクト 
IExpCoupon インターフェース 
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全回数券リスト取得：GetCouponSet 

・ 駅すぱあと上で利用できる全ての回数券情報を、回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet)として取得します。 

 
構文 

GetCouponSet (pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCouponSet ExpCouponSet 

IExpCouponSet** 
out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 

 

利用設定回数券リスト取得：GetEnabledCouponSet 

・ 利用対象として設定済みの回数券情報を、回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet)として取得します。 

・ 設定されていない場合は、回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet)が０件になります。 

 
構文 

GetEnabledCouponSet(pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pCouponSet ExpCouponSet 

IExpCouponSet** 
out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 
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経路で利用可能な回数券情報取得：GetCouponSetByCourse10 

・ 経路情報オブジェクト (ExpDiaCourse10)の経路上で利用できる回数券情報を回数券情報群オブジェクト

(ExpCouponSet)として取得します。 

・ bEnableCoupon を True に設定すると、本オブジェクトに利用対象として設定済みの回数券情報を考慮して、経路

で利用できる回数券情報と共通の情報を取得します。False の場合は、経路で利用できる回数券の情報を全て取得し

ます。 

構文 

GetCouponSetByCourse10 (pCourse, bEnableCoupon, pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 pCourse ExpDiaCourse10 

IExpDiaCourse10* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse10 インターフェース 
 2 bEnableCoupon Boolean 

VARIANT_BOOL* 
in 設定を考慮する：True 

       ：VARIANT_TRUE 
設定を無視する：False 
       ：VARIANT_FALSE 

 3 pCouponSet ExpCouponSet 
IExpCouponSet** 

out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 

 

経路で利用可能な回数券情報取得：GetCouponSetBySearch10 

・ 連続探索用オブジェクト (ExpDiaSearch10)の経路上で利用できる回数券情報を回数券情報群オブジェクト

(ExpCouponSet)として取得します。 

・ bEnableCoupon を True に設定すると、本オブジェクトに利用対象として設定済みの回数券情報を考慮して、経路

で利用できる回数券情報と共通の情報を取得します。False の場合は、経路で利用できる回数券の情報を全て取得し

ます。 

構文 

GetCouponSetBySearch10 (pSearch, bEnableCoupon, pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 pSearch ExpDiaSearch10 

IExpDiaSearch10* 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch10 インターフェース 
 2 bEnableCoupon Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 設定を考慮する：True 

       ：VARIANT_TRUE 
設定を無視する：False 
       ：VARIANT_FALSE 

 3 pCouponSet ExpCouponSet 
IExpCouponSet** 

out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 
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経路で利用可能な回数券情報取得：GetCouponSetByCourse9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 経路情報オブジェクト (ExpDiaCourse9)の経路上で利用できる回数券情報を回数券情報群オブジェクト

(ExpCouponSet)として取得します。 

・ bEnableCoupon を True に設定すると、本オブジェクトに利用対象として設定済みの回数券情報を考慮して、経路

で利用できる回数券情報と共通の情報を取得します。False の場合は、経路で利用できる回数券の情報を全て取得し

ます。 

構文 

GetCouponSetByCourse9 (pCourse, bEnableCoupon, pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 pCourse ExpDiaCourse9 

IExpDiaCourse9* 
in 経路情報オブジェクト 

IExpDiaCourse9 インターフェース 
 2 bEnableCoupon Boolean 

VARIANT_BOOL* 
in 設定を考慮する：True 

       ：VARIANT_TRUE 
設定を無視する：False 
       ：VARIANT_FALSE 

 3 pCouponSet ExpCouponSet 
IExpCouponSet** 

out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 

 

経路で利用可能な回数券情報取得：GetCouponSetBySearch9 

・ 最新メソッドが追加されています。最新メソッドを使用する事を推奨します。 

・ 連続探索用オブジェクト (ExpDiaSearch9)の経路上で利用できる回数券情報を回数券情報群オブジェクト

(ExpCouponSet)として取得します。 

・ bEnableCoupon を True に設定すると、本オブジェクトに利用対象として設定済みの回数券情報を考慮して、経路

で利用できる回数券情報と共通の情報を取得します。False の場合は、経路で利用できる回数券の情報を全て取得し

ます。 

構文 

GetCouponSetBySearch9 (pSearch, bEnableCoupon, pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 1 pSearch ExpDiaSearch9 

IExpDiaSearch9* 
in 連続探索用オブジェクト 

IExpDiaSearch9 インターフェース 
 2 bEnableCoupon Boolean 

VARIANT_BOOL 
in 設定を考慮する：True 

       ：VARIANT_TRUE 
設定を無視する：False 
       ：VARIANT_FALSE 

 3 pCouponSet ExpCouponSet 
IExpCouponSet** 

out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 
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回数券情報群オブジェクト（ExpCouponSet） 

機能 
・ 回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）をあつかうオブジェクトです。 

・ プロパティ KindCount は、本オブジェクトに含まれる回数券（例：新幹線回数券(指定席)等）の数を表しています。 

・ プロパティ Count は、本オブジェクトに含まれ利用区間別回数券の全ての数を表しています。「新幹線回数券 東京

－新横浜」で１つとして扱っています。 

・ 複数の回数券名称が含まれる場合があります。例としては「新幹線回数券(指定席)：東京都区内－名古屋市内」と「新

幹線回数券(自由席)：東京－新横浜」が同時に含まれる場合があります。 

・ 回数券の種類別に取得したい場合は、回数券名称取得：GetCouponKindName を行なって回数券名称を取得してか

ら、回数券情報群オブジェクト取得：GetCouponSetByKindName を行なってください。 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ KindCount Long 
long 

取得 回数券名称数 

２ Count Integer 
short 

取得 回数券数（利用区間別） 

メソッド 
 

回数券名称取得：GetCouponKindName 

・ 回数券名称を取得します。 

・ 回数券名称を取得する場合は、１から KindCount の範囲を設定してください。 

 
構文 

GetCouponKindName (lSeqNo, strName) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～KindCount） 

 ２ strName String 
BSTR* 

out,  
retval 

回数券名称 
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回数券情報群オブジェクト取得：GetCouponSetByKindName 

・ 回数券名称を元に、回数券情報群オブジェクト(ExpCouponSet オブジェクト)を取得します。 

 
構文 

GetCouponSetByKindName (strName, pCouponSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ strName String 

BSTR 
in 回数券名称 

 ２ pCouponSet ExpCouponSet 
IExpCouponSet** 

out,  
retval 

回数券情報群オブジェクト 
IExpCouponSet インターフェース 

 

 

回数券情報オブジェクト取得：GetCoupon 

・ 指定された位置の回数券情報オブジェクト(ExpCoupon オブジェクト)を取得します。 

・ 回数券情報オブジェクトを取得する場合は、１から Count の範囲を設定してください。 

 
構文 

GetCoupon (lSeqNo, pCoupon) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～Count） 

 ２ pCoupon ExpCoupon 
IExpCoupon** 

out,  
retval 

回数券情報オブジェクト 
IExpCoupon インターフェース 
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回数券情報オブジェクト（ExpCoupon） 

機能 
・ 回数券情報をあつかうオブジェクトです。 

・ 回数券に関する下記のデータを取得することができます。 

・回数券の名前（新幹線回数券(指定席)） 

・利用できる区間（例：東京都区内から名古屋市内） 

・有効期間 

・枚数 

・方向（利用可能な方向） 

・金額 

・１枚あたりの金額 ※金額÷枚数の値です。参考値になります。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／取得 説明 

１ Name String 
BSTR 

取得 回数券名称 

２ From String 
BSTR 

取得 出発地名称 

３ To String 
BSTR 

取得 到着地名称 

４ Limit Integer 
short 

取得 有効期間 

５ Count Long 
long 

取得 枚数 

６ Direction Integer 
short 

取得 回数券の利用可能な方向 
１：:両方向で利用可能 
２：FromからTo方向のみ利用可能 

７ Amount Long 
long 

取得 金額 

８ Piece Long 
long 

取得 金額（１枚あたり） 
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範囲探索用オブジェクト（ExpRange） 

機能 
・ 起点（一箇所）を中心として時間または距離から対象（鉄道駅、空港等）の探索をおこなうオブジェクトです。 

・ 起点として、ランドマークを利用できますが、路線バス停には対応していません。 

・ ランドマークを利用する場合には、SDK のランドマーク情報群オブジェクト(ExpDiaLandmarkSet)にあらかじめ

設定し、ランドマーク情報登録：SetLandmarkSetInterface メソッドで本オブジェクトに設定して下さい。 

・ 探索は、基本的に「駅すぱあと」の平均経路探索における時間または距離を元に計算しています。 

・ 出力結果の時間や距離では実際に起点から移動できない場合があります。あくまで概算した結果（時間または距離）

ですので参考データとして利用してください。 

・ 名称に [n] が付いているプロパティは配列となります。 

・ プロパティ Ken[n]に True を設定している県をリスト作成時に採用します。プロパティ Ken[n]を使用しないメソッ

ドもあるので注意して下さい。 

・ プロパティ Ken[n]は、JIS県コードがインデックスとして各都道府県を表します。最大値は都道府県の総数「４７」

になります。 

  ※例 Ken[1] は 北海道（JIS 県コード：１）を表します。True を設定している場合には、リスト作成時に北海

道に含まれるリストを作成します。 

・ プロパティ Ken[n]の初期値はすべて True になります。 

・ JIS 県コードから対応する都道府県名称を取得する場合には、アドレスナビコンポーネント（ExpAdNav.dll）を使用

する方法があります。そちらのリファレンスマニュアルを参照して下さい。 

・ 本オブジェクトは、他のオブジェクトから取得できません。下記の例を参考に作成して下さい。 

Visual Basic で記述した場合 

Dim objRange As ExpRange 

Set objRange = CreateObject(“ExpDEngn.ExpRange”) 
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・ 探索を行なうにあたって、下記の条件を設定することができます。 

  ・範囲計算単位 

起点から取得対象までの所要時間（分）、または距離（ｋｍ）を設定できます。 

・都道府県設定 

取得対象の所在地（都道府県）を設定できます。 

例：東京都内のみを対象にする場合は、プロパティ Ken[13]だけを True に設定します。 

・並び順設定 

起点駅からの昇順（距離から近い／所要時間が短い）と降順（距離から遠い／所要時間が長い）を設定できます。 

・駅種別設定 

取得対象の種類を設定できます。 

例：鉄道駅と空港のみを取得対象にする場合 

EnabledStationType = EXPRANGE_SPOT_TYPE_STATION + EXPRANGE_SPOT_TYPE_AIRPORT 
 範囲探索用 駅種別 

定義名称 値 意味 
EXPRANGE_SPOT_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
EXPRANGE_SPOT_TYPE_STATION 1 駅 
EXPRANGE_SPOT_TYPE_AIRPORT 2 空港 
EXPRANGE_SPOT_TYPE_PORT 4 港 
EXPRANGE_SPOT_TYPE_BUS 8 高速／連絡バス停 

・ 利用路線設定 

探索時に行なう平均経路探索で利用する路線を設定できます。 

例：新幹線や有料特急等を利用したものは対象から除く場合 

EnabledLineType = EXPRANGE_LINE_TYPE_RAIL 
範囲探索用 利用路線種別 

定義名称 値 意味 
EXPRANGE_LINE_TYPE_NONE 0 未設定状態(エラー値) 
EXPRANGE_LINE_TYPE_RAIL 1 鉄道 

※特別料金無し 
EXPRANGE_LINE_TYPE_EXPRESS 2 鉄道 

（有料特急／急行／寝台／有料普通列車） 
EXPRANGE_LINE_TYPE_SHINKANSEN 4 鉄道（新幹線） 
EXPRANGE_LINE_TYPE_BUS 8 高速バス／連絡バス 
EXPRANGE_LINE_TYPE_AIRLINE 16 航空路 
EXPRANGE_LINE_TYPE_SEAWAY 32 航路 

 

 

範囲探索用オブジェクト（ExpRange） 
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プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ LimitCount Long 
long 

取得／ 
設定 

取得駅数（初期値は－1） 
 －１の場合は、範囲内全駅 

２ Ken[n] Boolean 
VARIANT_BOOL 

取得／ 
設定 

都道府県有効設定：True（初期値） 
：VARIANT_TRUE 

都道府県無効設定：False 
：VARIANT_FALSE 

３ SortType Integer 
short 

取得／ 
設定 

ソート方法 
１：昇順 距離が近い／所要時間が短い順 

（初期値） 
２：降順 距離が遠い／所要時間が長い順 

４ EnabledStationType Integer 
short 

取得／ 
設定 

取得駅種別設定 
※初期値は、全ての有効 

５ EnabledLineType Integer 
short 

取得／ 
設定 

利用する路線種別設定 
※初期値は、全ての有効 

 

メソッド 

全都道府県有効設定：EnableAll 

・ 全ての都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を有効にします。 

・ 設定に失敗した場合は、エラーが発生します。 

構文 

EnableAll() 
引数 

      なし 

 

全都道府県無効設定：DisableAll  

・ 全ての都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を無効にします。 

・ 設定に失敗した場合は、エラーが発生します。 

構文 

DisableAll() 
引数 

      なし 

 

範囲探索用オブジェクト（ExpRange） 



360 

 

 

全都道府県反転設定：ReverseAll 

・ 全ての都道府県設定（プロパティ Ken[n]）を反転します。 

・ 設定に失敗した場合は、エラーが発生します。 

 
構文 

ReverseAll() 
引数 

      なし 

 

範囲探索：Search 

・ 本オブジェクトに設定されたプロパティの情報と起点駅名、範囲計算方法、範囲計算単位を元に、範囲探索結果情報

群オブジェクト (ExpRangeStationSet)を取得します。 

 
構文 

Search(strName, sType, lRangeValue, pExpRangeStationSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Ou
t 

説明 

 １ strName String 
BSTR 

in 起点駅名称 

２ sType Integer 
short 

in 範囲計算方法 
１：時間（分） 
２：距離（km） 

 ３ lRangeValue Long 
long 

in 範囲計算単位 
※１０から２００まで設定可 

 ４ pExpRangeStationSet ExpRangeStationSet 
IExpRangeStationSet** 

out,  
retval 

範囲探索結果情報群オブジェクト 
IExpRangeStationSet インターフェース 

 

 

 

範囲探索用オブジェクト（ExpRange） 
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ランドマーク情報登録：SetLandmarkSetInterface 

・ 探索に使用するランドマーク情報群オブジェクトを登録します。 

・ 登録元のランドマーク情報群オブジェクトの内容を変更するとすぐに反映します。 

 
構文 

SetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet, bResult) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet* 
in ランドマーク情報群オブジェクト 

IExpDiaLandmarkSet インターフェース 
２ bResult Boolean 

VARIANT_BOOL* 
out, 
retval 

成功：True 
  ：VARIANT_TRUE  
※False は返しません 

 

 

 

ランドマーク情報取得：GetLandmarkSetInterface 

・ 設定してあるランドマーク情報群オブジェクトを取得します。 

 
構文 

GetLandmarkSetInterface( pLandmarkSet) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
１ pLandmarkSet ExpDiaLandmarkSet 

IExpDiaLandmarkSet** 
out, 
retval 

ランドマーク情報群オブジェクト 
IExpDiaLandmarkSet インターフェース 

 

範囲探索用オブジェクト（ExpRange） 
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範囲探索結果情報群オブジェクト（ExpRangeStationSet） 

機能 
・ 範囲探索結果情報オブジェクト（ExpRangeStation）をあつかうオブジェクトです。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ Count Long 
long 

取得 範囲探索結果数 

２ BaseName String 
BSTR 

取得 起点駅名 

３ 
 

UnitType Integer 
short 

取得 範囲計算方法 
１：時間（分） 
２：距離（km） 

４ RangeValue Long 
long 

取得 範囲計算単位 
※距離の場合は、km 時間の場合は、分になります。 

 

メソッド 
 

起点駅情報オブジェクト取得：GetCenterStation 

・ 範囲探索時に起点となった駅の駅情報オブジェクトを取得します。 

 
構文 

GetCenterStation(pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pStation ExpDiaStation 

IExpDiaStation** 
out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 

範囲探索結果情報群オブジェクト（ExpRangeStationSet） 
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範囲探索結果情報オブジェクト取得：GetRangeStation 

・ 指定された位置の範囲探索結果情報オブジェクトを取得します。 

 
構文 

GetRangeStation(lSeqNo, pRangeStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ lSeqNo Long 

long 
in 位置番号（１～Count） 

 ２ pRangeStation ExpRangeStation 
IExpRangeStation** 

out,  
retval 

範囲探索結果情報オブジェクト 
IExpRangeStation インターフェース 

 

範囲探索結果情報群オブジェクト（ExpRangeStationSet） 
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範囲探索結果情報オブジェクト（ExpRangeStation） 

機能 
・ 範囲探索結果の情報を取得します。 

・ 距離で範囲探索を行なった場合、Distance プロパティは１００ｍ単位の値を表します。 

 

プロパティ 
No. 名称 型 設定／ 

取得 
説明 

１ 
 

Name String 
BSTR 

取得 駅名称 

２ 
 

Distance Integer 
short 

取得 起点からの時間（分）／距離（１００m） 

 

メソッド 
 

駅情報オブジェクト取得：GetStation 

・ 駅情報オブジェクトを取得します。駅に関する詳細な情報を取得する場合に利用してください。 

 
構文 

GetStation(pStation) 
引数 

No. 名称 型 In/Out 説明 
 １ pStation ExpDiaStation 

IExpDiaStation** 
out,  
retval 

駅情報オブジェクト 
IExpDiaStation インターフェース 

 

 

範囲探索結果情報オブジェクト（ExpRangeStation） 
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5. 改訂履歴 

２００１年１０月１日 

 初版 

２００１年１０月２日 

 オブジェクトを取得するメソッドで該当する項目が無い場合、オブジェクトは返り、件数を示すプロパテ

ィがゼロに設定される仕様になっていたのに、オブジェクトを Nothing（NULL）で返してしまう不具合を

修正しました。 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchCourse 

・ 駅情報オブジェクトのメソッド SearchPassLine 

 
 オブジェクトを取得するメソッドで該当する項目が無い場合、オブジェクトは返り、件数を示すプロパテ

ィがゼロに設定される仕様になっていたのに、オブジェクトは返るが件数を示すプロパティを参照すると

エラーが発生する不具合を修正しました。 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchLineByCorp 

・ 路線区間情報オブジェクトのメソッド SearchStopStation 

 
 ランドマーク情報群オブジェクトのメソッド Import において、ネットワーク版の場合、サーバーに保存さ

れた共有ランドマークデータが読み込まれない不具合を修正しました。 

 不正な名称を指定された場合、エラーを発生せず、Nothing（NULL）が返る仕様のとおりに動作しない不

具合を修正しました。 

・ データベースオブジェクトのメソッド GetCorp 

・ データベースオブジェクトのメソッド GetLine 

 
 無効な地域種別を指定された場合、エラーを発生しない不具合を修正しました。 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchCorp 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchLineByCorp 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchStation 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchStationLimited 

 



366 

 駅情報オブジェクトがランドマークの場合、メソッド SearchPassLine、SearchNearestStation で乗入れ

路線情報、最寄り駅情報が取得できない不具合を修正しました。 

 経路情報群オブジェクトのメソッド GetTrainList で路線一覧取得時に指定した運行日を無視して本日日付

として扱う不具合を修正しました。 

 路線区間アクセス情報群オブジェクトのプロパティ DispalyDate が指定された日付ではなく本日日付を返

す不具合を修正しました。 

 日付の指定に日付指定特殊指示子を指定された場合、指示どおりの日付に変換しない不具合を修正しまし

た。 

・ 経路情報群オブジェクトのメソッド GetTrainList 

 
 ランドマーク名は「ランドマーク名<カテゴリー名>」が正しい形式になりますが、カテゴリー名を指定され

ずランドマーク名のみで指定された場合も正しく扱ってしまう不具合を修正しました。 

 ランドマーク情報オブジェクトのメソッド Get で不正な名称を指定された時、Nothing（NULL）が返る仕

様なのに、無効な値が参照できるオブジェクトを返してしまう不具合を修正しました。 

 路線区間アクセス情報オブジェクトのプロパティ Name が全て同じ文字列を返す不具合を修正しました。

返す文字列は路線区間アクセス情報群オブジェクトのプロパティ Current に設定してある路線区間アクセ

ス情報オブジェクトのプロパティ Name の内容です。プロパティ LongName は正しい文字列を返します。 

 
 例えば「東京－新横浜」間の経路の場合は路線は「ＪＲ新幹線のぞみ」、「ＪＲ新幹線こだま(東京－新大

阪)」、「ＪＲ新幹線ひかり(東京－博多)」になります。プロパティ Current が１に設定されている場合、下

記のようにプロパティ Name、LongName の値が返るようになっていました。 
修正前 プロパティ Name プロパティ LongName 
Item[1] ＪＲ新幹線のぞみ ＪＲ新幹線のぞみ 
Item[2] ＪＲ新幹線のぞみ ＪＲ新幹線こだま(東京－新大阪) 
Item[3] ＪＲ新幹線のぞみ ＪＲ新幹線ひかり(東京－博多) 

 
修正後 プロパティ Name プロパティ LongName 
Item[1] ＪＲ新幹線のぞみ ＪＲ新幹線のぞみ 
Item[2] ＪＲ新幹線こだま(東京－新大阪) ＪＲ新幹線こだま(東京－新大阪) 
Item[3] ＪＲ新幹線ひかり(東京－博多) ＪＲ新幹線ひかり(東京－博多) 

 
 最寄り駅情報オブジェクトのメソッド SetStationByName で不正な名称を指定した場合、エラーが発生せ

ず登録されてします不具合を修正しました。 

 データ―ベースオブジェクトのメソッド SearchStation、SearchStationLimited において、「ss」というよ

うに読みとして成立しない語を指定された時はゼロ件として返す仕様になっていたのに、読みが無いラン

ドマークが登録されていた場合はそのランドマークを対象として返してしまう不具合を修正しました。 

 探索結果表示コントロールにおいて、探索結果の経路が日をまたがる場合の警告ダイアログを表示する判

断を、駅の到着、出発時刻で判断するところを、出発時刻ではなく次の駅の到着時刻で判断する不具合を

修正しました。 
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 路線区間アクセス情報オブジェクトのプロパティ ID の説明の記述を修正しました。 

正 便名が無い場合、ゼロが設定されています。 
誤 便名が無い場合、負数が設定されています。 

 
 連続探索用オブジェクトのメソッド GetUseTeikiFareByRoute の名称の記述を修正しました。 

正 GetUseTeikiFareByCourse 
誤 GetUseTeikiFareByRoute 

 
 データベースオブジェクトのメソッド SearchCorp の説明で「bIncludeLocalBus を True に設定した場合、

地域種別の指定に関わらず、全国の路線バス会社が対象となります。」と間違った記述がありました。指定

された地域種別に存在する路線バス会社が対象となります。 

 路線区間アクセス情報群オブジェクトのプロパティ TimetableDate の説明で、「列車一覧の場合に有効」

という間違った記述がありました。 

 駅情報オブジェクトのメソッド SearchPassLine、SearchNearestStation においてランドマークの場合に

ついての記述を追加しました。 

 路線区間アクセス情報オブジェクトのプロパティ TimetableDate の説明に間違いがありました。記述から

下記の記述を削除しました。 

1：出発日 

2：到着日 

 

２００１年１０月３日 

 路線情報オブジェクトのプロパティ Name、ShortName が以前と同じ形式で路線名を返さない不具合を修

正しました。 

 路線区間情報群オブジェクトのプロパティ TimetableDate を取得するとにプロパティ Current が「－１」

になってしまう不具合を修正しました。 

 探索結果表示パネルにおいて、VC++でダイアログなどに貼り付けた時、内部のコントロールが表示されな

い不具合を修正しました。 

２００１年１１月１日 

 経路情報オブジェクトのメソッド GetTrainList で、徒歩の区間など指定して取得した路線区間アクセス情

報群のプロパティ SeqNo、Current が正しい値がを返さない不具合を修正しました。また、プロパティ

TimtableDate を取得しようとした場合、エラーが発生する不具合を修正しました。 

 路線区間情報オブジェクトのメソッド GetStationDepartureTime において、到着駅のひとつ前の駅の時間

が「－１」を返す不具合を修正しました。 
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 経路情報オブジェクトのプロパティ TeikiSectionCount が正しい値を返さない不具合を修正しました。 

 連続探索用オブジェクトのプロパティ TeikiSectionCount が正しい値を返さない不具合を修正しました。 

 経路情報オブジェクトのプロパティ CourseTimetableTime、CourseTime が正しい時間を返さない不具合

を修正しました。 

 データベースオブジェクトの下記のメソッドは日付（運行日）を考慮しない仕様になっていましたが、考慮

してしまう不具合を修正しました。 
メソッド 不具合 
CheckNavi 正しい駅名を無効な駅名と間違ったエラーが発生する場合があります。 
GetStation 取得した駅情報オブジェクトにおいて 

・プロパティ Type が正しい値を返さない場合があります 
・プロパティ PassLineCount を取得する時、エラーが発生する場合があります 
という不具合をあります。 

IsValidStation 正しい駅名を無効な駅名と判断してゼロを返す場合があります。 
 

上記の不具合は運行日によって停車する／しないという駅、バス停を指定した場合に起こります。大部分

の駅、バス停では発生しません。 

 駅情報オブジェクトのメソッドSearchPassLineにおいて、空港の最寄り駅、バス停の乗入れ路線を正しく

返さない不具合を修正しました。 

 駅情報オブジェクトのメソッド SearchNearestStation において、空港からの最寄り駅、バス停を返さない

不具合を修正しました。 

 データベースオブジェクトのメソッド SearchLineByCorp が指定された運行日ではなく、本日日付で路線

一覧を取得していた不具合を修正しました。 

 ランドマーク編集パネルにおいてプロパティ CurrentLandmark を取得した後、パネルの操作（ランドマー

クの切替え等）を行うとエラーが発生する不具合を修正しました。 

 ナビゲーションオブジェクトの下記のプロパティが平均待ち時間探索条件として記述してある誤記を修正

しました。 

・ SurchargeKindDefault 

・ TeikiDefault 

・ IgnoreSeasonJR 
 

 データベースオブジェクトの下記のメソッドの記述を修正しました。 

・ GetStation 

・ GetLine 

・ SearchStation 

・ SearchLineByCorp 
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２００１年１２月１日 

 有効な路線を指定された場合にその路線だけを使用した経路を結果として返す仕様でしたが、ナビゲーシ

ョンオブジェクトのプロパティFuzzyLineをTrueにした場合、指定された路線以外を使用する経路を返す

不具合を修正しました。 

 ランドマークの最寄り駅に登録されたバス停を、全て無効としていた不具合を修正しました。 

 連続探索用オブジェクトのプロパティTotalBoardTimeの値が正しい値を返さない不具合を修正しました。 

 探索結果表示パネル、探索結果表示コントロールにおいて、「前期適用運賃」のコメントが正しく表示され

ない場合がある不具合を修正しました。 

 路線情報オブジェクトのプロパティ Name、ShortName において「ＪＲ」の文字が付いていない不具合を

修正しました。 

 ダイヤ探索を行った経路情報オブジェクトの路線区間情報オブジェクトのプロパティ Line から取得した路

線情報オブジェクトにおいて下記の不具合を修正しました。 

・ プロパティ Name、ShortName に「ＪＲ」の文字が付いていない。 

・ プロパティ LongName において、行き先名称が付く／付かないを判断する処理の不具合を修正しまし

た。 

 

２００１年１２月２日 

 ナビゲーションオブジェクトのプロパティ DiaShinkansenNozomi はプロパティ DiaShinkansen が TRUE

の場合にしか TRUE に設定できない仕様でしたが、FALSE の場合でも TRUE に設定できてしまう不具合

を修正しました。 

また、探索条件設定パネルにおいても同様に設定できてしまう不具合を修正しました。 

 データベースオブジェクトのメソッド SearchLineByCorp で「航空会社」を指定して取得した路線情報群

オブジェクトの内、就航前の路線の路線情報オブジェクトのプロパティ StopStationCount を参照した時

に、ゼロが返る仕様でしたが、エラーが発生する不具合を修正しました。 

この修正に伴い、駅選択パネルでエラーが発生する不具合を修正しました。関連として駅名入力エディト

での「会社／路線からの駅選択」、「乗り継ぎ路線からの駅選択」での不具合も修正しました。 

 路線区間アクセス情報オブジェクトのプロパティ Comment に他の路線の内容が設定されてしまう不具合

を修正しました。 

 探索結果表パネル、探索結果表示コントロールにおいて、運賃コメント（「前期適用運賃」等）のコメント

が正しく表示されない場合がある不具合を修正しました。 

 運賃区間情報オブジェクトのプロパティ Comment に「参考運賃」が追加されました。 
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２００２年１月１日 

 路線区間アクセス情報オブジェクトのプロパティ DisplayDate が不定な値を返す不具合を修正しました。 

 駅名入力エディットにおいて横スクロールが行えるようになりました。 

２００２年２月１日 

 データベースオブジェクトのメソッド SearchStation、SearchStationLimited において、「昭和町通（長

崎電気軌道）」という駅が対象とならない不具合を修正しました。 

 連続探索用オブジェクトにおいて下記の不具合を修正しました。 

・ メソッド SearchCourse において、ナビゲーションオブジェクトのプロパティ Time に負数以外が指定さ

れた場合、エラーになる仕様でしたが、エラーにならない不具合を修正しました。 

また、連続探索用オブジェクトのメソッド CheckNavi において、ナビゲーションオブジェクトのプロパ

ティTimeに負数以外が指定された場合、エラー種別 EXPDIA_ERROR_TYPE_INVALID_TIMEが返る

ように修正しました。 

・ プロパティRouteAccessNameのおいて、半角のハイフンが全角に変換されない不具合を修正しました。 

・ プロパティ RouteAccessCurrent が「徒歩」などの路線区間アクセス情報を持たない時に負数が返る仕様

でしたが、ゼロが返る不具合を修正しました。 

・ プロパティLineから取得した路線情報オブジェクトのプロパティName、LongName、ShortNameがデ

ータベースオブジェクトを使用して経路探索を行った路線区間情報オブジェクトのプロパティ Line と同

じ値を返す仕様でしたが、同じ値を返していない不具合を修正しました。 

 
 路線区間情報オブジェクト、連続探索用オブジェクトの下記メソッドの誤記を修正しました。 

正 誤 
IsConnectSection IsConnectPart 
IsBackSection IsBackPart 

 
 経路情報オブジェクトのメソッド ChangeLine を使用して路線切替えを行った場合、プロパティ

TeikiSectionCount が更新されない不具合を修正しました。 

 ランドマーク編集パネルにおいて、プロパティ SelectPanel を True に設定しても、追加、変更、削除のボ

タンが表示されてしまう不具合を修正しました。 

 改訂履歴の順序を変更しました。 
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２００２年３月１日 

 ２００２年３月２日版としてリリースされます。 

２００２年３月２日 

 下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse） 

・ 路線区間アクセス情報群オブジェクト（ExpDiaRouteAccessSet） 

・ 路線区間アクセス情報オブジェクト（ExpDiaRouteAccess） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel） 

・ 探索条件設定パネル（ExpDiaConditionPanel） 

・ 不通路線設定パネル（ExpDiaDisconnectPanel） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd） 

 
 探索結果経路に関する再探索やダイヤ割当ての機能を追加しました。詳細は経路情報オブジェクトについ

ての記述を参照して下さい。 

 路線区間情報オブジェクト、路線区間アクセス情報オブジェクトにおいて下記の不具合を修正しました。 

・ メソッド SearchStopStation の引数を False に設定して実行した場合、メソッド IsLinkToNextStation

を最終駅について実行した場合、仕様では False が返る事になっていましたが、True が返っている不具

合を修正しました。 

 
 駅情報オブジェクトのプロパティ Name は全角文字を返す仕様でしたが、半角文字を全角文字に変換せず

に返していた不具合を修正しました。 

 連続探索用オブジェクトのプロパティ RouteAccessLongName においてバス停の場合、名称の編集を間違

えていた不具合を修正しました。 
正 鷹４０※営業日のみ（朝のみ）／関東バス 
誤 関東バス・鷹４０※営業日のみ（朝のみ） 
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 ナビゲーションオブジェクトに同じバス停を下記のような名称で登録した場合、メソッド CheckNavi でエ

ラーにならず、かつ経路探索を行うと強制終了してしまう不具合を修正しました。 
出発 関東バス・三鷹駅 
到着 三鷹駅／関東バス 

 
 到着にランドマークを登録し、出発にそのランドマークに登録されている最寄り駅を登録して経路探索を

行った場合、路線区間情報オブジェクトのプロパティ Line から得た路線情報オブジェクトのプロパティ

Name、LongName、ShortName が文字化けしていまう不具合を修正しました。 

 データベースオブジェクトのメソッド IsValidStation、駅情報群オブジェクトのメソッド GetStationType

において、「東京エアシティターミナル」という駅を不正な駅として駅種別を返していた不具合を修正しま

した。 

 探索結果表示パネルのプロパティAttentionDialogの記述を追加しました。２００１年１０月からリリース

していましたが、記述がされていませんでした。 

 探索結果表示パネルのメソッド ShowCourse を使用した場合、プロパティ AttentionDialog が True でも警

告ダイアログを表示しない不具合を修正しました。 

 経路情報オブジェクトのメソッド IsAvailableTeikiFareにおいて下記の場合はFalseを返す仕様でしたが、

True を返していた不具合を修正しました。 

・ 経路情報オブジェクトのプロパティ RouteSectionCount が１である。 

・ かつ、その区間が空路、高速バス、連絡バス、路線バス、海路、ランドマークから最寄り駅のいずれか

である。 

２００２年４月１日 

 連続探索用オブジェクトの機能が単体では正常に動作しない不具合を修正しました。プログラム内に他の

オブジェクト（データベースオブジェクト、ランドマーク情報群オブジェクト、ランドマーク情報オブジェ

クト、最寄り駅情報オブジェクト）を作成すると正常に機能し、連続探索用オブジェクトのみを作成した場

合、正常に動作しませんでした。 

 「偕楽園」は指定できない駅として扱う仕様でしたが、データベースオブジェクト、連続探索用オブジェク

トのメソッドでエラーにならない不具合を修正しました。 

・ メソッド GetStation 

・ メソッド CheckNavi2、CheckNavi 
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 既存アプリケーション用オブジェクトの探索結果表示パネル、コントロールにおいて、運賃が０円の経路

を表示しようとすると、エラーが発生する不具合を修正しました。 

 カレンダーパネルにおいて下記のメソッド、プロパティを使用した場合に月のスクロールバー（上段）が正

しい位置に移動しない不具合を修正しました。 

・ メソッド SetTodaysDate 

・ プロパティ CalendarDate 

 Windows98 系の環境において、探索結果表示パネル、探索結果表示コントロールで路線名が文字化けする

不具合を修正しました。 

 探索結果表示パネルではダイヤ探索を行った結果には航空会社の指定はできないようにボタンが押せない

状態する仕様でしたが、航空会社指定のボタンを押せ、指定した場合エラーが発生する不具合を修正しま

した。 

２００２年５月１日 

 経路情報オブジェクトのメソッド GetValidAssignSearchType が正しい値を返さない不具合を修正しまし

た。 

 ２００２年３月２日から追加されたオブジェクトの内、下記のオブジェクトの記述の不備を修正しまし

た。 

・ 探索結果表示パネルのイベントの記述を追加しました。 

・ 探索結果表示コントロールのプロパティ、メソッド、イベントに追加しました。 

２００２年７月１日 

 ランドマーク情報オブジェクトのプロパティ Name に制限文字数より長い文字列を設定した場合、エラー

が発生する不具合を修正しました。 

このエラーは下記のプロパティでも発生します。 

ランドマーク情報オブジェクトのプロパティ Yomi、CategoryName 

最寄り駅情報オブジェクトのプロパティ Exit、TransferPlan 
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 ランドマーク情報オブジェクトのプロパティ Name に制限文字数と同じ長さの文字列を設定した場合、設

定ではエラーは発生しませんが、取得した時、空文字列（””）が返る不具合を修正しました。 

このエラーは下記のプロパティでも発生します。 

ランドマーク情報オブジェクトのプロパティ Yomi、CategoryName 

最寄り駅情報オブジェクトのプロパティ Exit、TransferPlan 

 
また、このような状態のランドマーク情報オブジェクトをランドマーク情報群オブジェクトのメソッド

Add を使用して登録しようとした場合、ランドマーク名が未設定と判断され登録できない不具合を修正し

ました。 

 
 ランドマーク情報オブジェクトのプロパティ Yomi に半角４１文字から半角７９文字の範囲の文字列を設定

した場合、設定ではエラーは発生しませんが、下記のメソッドを実行するとエラーが発生する不具合を修

正しました。 

・ データベースオブジェクトのメソッド SearchStation、SearchStationLimited 

・ ランドマーク情報群オブジェクトのメソッド Search 

２００２年９月１日 

 航空運賃の説明で使用していた用語が「通常運賃」から「普通運賃」に変ります。それに伴い下記の修正を

行いました。 

・ 運賃区間情報オブジェクトのプロパティ FareTypeName が返す文字列が「通常運賃」が「普通運賃」に

変ります。 

・ 探索条件設定パネルのダイヤ探索条件の運賃の航空運賃の設定箇所においても「通常運賃」が「普通運賃」

に変ります。 

 
 データベースオブジェクトのメソッド SearchStation、SearchStationLimited において、漢字で指定した

場合、駅すぱあと違う順序で駅名リストが得られる不具合を修正しました。この修正に伴い、駅名入力エ

ディットで表示する駅一覧の順序も修正されます。 

 連続探索用オブジェクトにおいてプロパティ SortType を定期順に設定した場合、プロパティ

TeikiSectionCount が正しい値を返さない不具合を修正しました。 

 連続探索用オブジェクトの下記のメソッドの誤記を修正しました。 
正 誤 
IsConnectSection IsConnectPart 
IsBackSection IsBackPart 
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２００２年１０月１日 

 ナビゲーションオブジェクトのプロパティFuzzyLineをTrueに設定した時、指定した路線名が有効な場合

でも他の路線名を割り当ててしまう不具合を修正しました。 

発生した事例として「都営新宿線」を指定した場合、「都営新宿線急行」が割当てられてしまいました。 

 データベースオブジェクトのメソッド SearchStation、SearchStationLimited を２００２年９月版で修正

した時に、ランドマークについて下記の不具合が発生するようになりました。 

・ ランドマークが駅一覧の最後のまとまって表示されてしまいます。その為、対象となるランドマークが

一部又は全てが一覧に含まれなくなってしまいます。つまり、２００２年７月版以前では一覧に含まれ

ていたランドマークが含まれない場合があります。 

・ 全駅の駅一覧を取得するように指定した場合に、一部のランドマークが駅一覧に含まれませんでした。 

メソッド SearchStation、SearchStationLimited の仕様を下記のように修正します。 

・ 検索した結果の駅一覧の中にランドマークが含まれていない時は、駅すぱあとと同じ順序になります。 

・ 検索した結果の駅一覧の中にランドマークが含まれている時は、読みを基準にランドマークが挿入され

ます。ランドマークを除いた駅の順序は駅すぱあとと同じ順序になります。 

２００３年４月１日 

 ダイヤ探索結果の下記のプロパティから取得できる列車名が変ります。変る列車名は乗入れをおこなって

いる列車です。例えば、「東武日光線区間準急」が「東武日光線区間準急・中央林間行」となります。 

・ 経路情報オブジェクトのプロパティ DDEStyleString に含まれる列車名 

また、このプロパティは列車の号数も付くようになります。 

・ 経路情報オブジェクトから取得した路線情報オブジェクトのプロパティ LongName で得る列車名 

・ 路線区間アクセス情報オブジェクトのプロパティ Name、LongName で得る列車名 

 
 エラー種別について、値１、２の記述を修正しました。また、「値が 1、2 は探索した場合に経路が求まる

可能性があるエラー種別です。」の記述を削除しました。 

 



376 

 

２００３年５月１日 

 ナビゲーションオブジェクトのメソッド IsEnabledLine の説明を修正しました。 
正 誤 
不通解除状態：True 
      ：VARIANT_TRUE  
不通設定状態：False 
      ：VARIANT_FALSE 
 

不通設定状態：True 
      ：VARIANT_TRUE  
不通解除状態：False 
      ：VARIANT_FALSE 
 

 
 駅情報オブジェクトのメソッドSearchPassLineで取得する路線一覧に日付が考慮されていない不具合を修

正しました。 

例えば、「高円寺」は平日しか JR 中央線快速は止まりません。その為、土、日曜日の日付を使用した場合

は「JR 総武線」のみが取得できなくてはなりません。修正前は「JR 総武線」、「JR 中央線快速」の２路

線が取得できており、止まらない「JR 中央線快速」が取得できていました。修正後は「JR 総武線」のみが

取得できるようになっています。 

 ランドマーク名に使用できない文字の説明を追加しました。 

・ ランドマーク名には半角の「<」、「?」、全角の「？」の文字は使用できません 

 経路情報オブジェクト（または連続探索用オブジェクト）のプロパティ DDEStyleString の下記の不具合を

修正しました。 

・ ダイヤ探索結果の場合、路線名に行き先が付属している 
正 新宿,[京王線特急],高幡不動 
誤 新宿,[京王線特急・京王八王子行],高幡不動 

 
・ 平均待ち時間探索を行った場合、高速バス名の名称が短縮されてしまう。 

正 東京,[高速バス(東京－名古屋)],名古屋 
誤 東京,[高速バス],名古屋 

 
 探索結果表示パネルの分割計算ボタンは運賃表示が往復の場合は使用できない状態にする仕様でしたが、

使用できてしまう不具合を修正しました。 
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２００３年６月１日 

 探索結果表示パネルのプロパティ ValidFareType、ValidSortType が「設定／取得」が行えるのに記述が「設

定」となっている誤記を修正しました。 

 ナビゲーションオブジェクトの説明に下記の記述を追加しました。 

・ 経由駅にランドマークを設定して経路探索を行うと経路は求まりません。ランドマークは出発駅、到着

駅のみに設定できます。 

・ 経由駅にバス停を指定した場合、平均待ち時間探索は経路が求まる可能性があります。ダイヤ探索は経

路は求まりません。 

２００３年７月１日 

 駅すぱあと Windows の仕様変更に伴い、特急料金に「立席」が追加されました。 

・ 特急料金種別に立席が追加されました。 

・ 特急料金種別名称の記述を修正しました。 

特急料金種別が立席の特急料金種別名称は「立席(※満席時に発売)」となります。 

 経路情報群オブジェクトのメソッド ReSort 内の航空会社の切替えの記述に間違いがありました。 

２００３年９月１日 

 駅すぱあと Windows の仕様変更に伴い、特急料金に「特定特急料金」が追加されました。 

・ 特急料金種別に特定特急料金が追加されました。 

・ 特急料金種別名称の記述を修正しました。 

特急料金種別が特定特急料金の特急料金種別名称は「特定特急料金」となります。 
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２００３年１０月１日 

 駅すぱあと Windows の仕様変更に伴い、航空保険特別料金に関連するプロパティを追加しました。詳細に

ついては、各オブジェクトの説明を参照して下さい。 

・ ナビゲーションオブジェクトへ航空保険特別料金に関連するプロパティを追加しました。 

・ 運賃区間情報オブジェクトへ航空保険特別料金に関連するプロパティを追加しました。 

・ 連続探索用オブジェクトへ航空保険特別料金に関連するプロパティを追加しました。 

 
 駅すぱあと新規機能の追加に伴い、ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに新規オブジェクトを追加しま

した。そして、新規オブジェクトに対応したダイヤ探索用コントロールコンポーネントも追加しました。

そのため、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB2） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi2） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet2） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse2） 

・ 運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection2） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch2） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel2） 

・ 探索条件設定パネル（ExpDiaConditionPanel2） 

・ 不通路線設定パネル（ExpDiaDisconnectPanel2） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd2） 
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２００３年１２月１日 

 下記コンポーネントにおいて、.NET 環境での動作確認をおこないました。 

・ ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

 下記プロパティにおける表記の意味を変更しました。プロパティの数値は、年（西暦）、月、版を表しま

す。 

例：20031201 という値の場合には、2003 年 12 月 第 1 版という意味になります 

         2003 年 12 月 1 日版という意味ではありません。 

 
名称 型 In/Out 説明 
SDKVersion Long 

Long 
取得 コンポーネントバージョン 

２００４年３月１日 

 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki）用に定義値を追加しました。 

 駅すぱあと新規機能の追加に伴い、ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに新規オブジェクトを追加しま

した。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki） 

 

２００４年４月１日 

 ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi3）の下記プロパティの誤記を修正しました。 
正 誤 
SleepingTrain SpleepingTrain 
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２００４年５月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに新規オブジェクトを追加しました。 

・ 駅・路線名変換オブジェクト（ExpConvert） 

 駅・路線名変換オブジェクト（ExpConvert）用に定義値（駅・路線名変換結果種別）を追加しました。 

 データベースオブジェクト（ExpDiaDB3）の下記メソッドの処理速度が２００４年４月版で遅くなる不具

合を修正しました。ＳＤＫ２００４年 3 月版と同等の処理速度になります。 

・ 駅名一覧取得：SearchStation 

・ 駅名一覧取得（件数制限有）：SearchStationLimited 

 ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi3）の探索用駅情報置換（ＤＤＥ形式）：ReplaceKeyDDEStyle

メソッドに設定できる文字列情報最大サイズを３２０６バイトに修正しました。 

・ 駅すぱあと SDK では、最大２０の駅と１９の路線を指定できる仕様になっていますが、

ReplaceKeyDDEStyle メソッドでは２０４８バイト以上の文字列を受け取れませんでした。 そのた

め理論上の最大サイズである３２０６バイトまで受け取れるように修正しました。 

２００４年６月１日 

 下記オブジェクトのメソッドにおいて、ランドマーク情報を含んだ経路情報オブジェクトに対してメソッ

ドを実行した場合に、経路情報が取得できなくなる不具合が見つかりましたので修正しました。 
 
経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse3） 
・ 経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse3 

・ 経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse2 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse2） 
・ 経路指定ダイヤ再探索：CreateCourse2 
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２００４年７月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに新規オブジェクトを追加しました。 

・ 駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData） 

 駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData）用に定義値（会社・路線・駅名称更新判定種別）を追加しました。 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント定義値の乗換え時間種別における下記名称の誤記を修正しました。 
正 誤 
駅すぱあとの既定値 駅すぱあとの規定値 

 探索条件設定パネル（ExpDiaConditionPanel3）の「回答数、その他」タブの中の「ダイヤ探索時の乗換え

時間」部分の誤記を下記のように修正しました。 
正 誤 
駅すぱあとの既定値 駅すぱあとの規定値 
既定値より少し余裕をみる 規定値より少し余裕をみる 
既定値より余裕をみる 規定値より余裕をみる 
既定値より短い時間にする 規定値より短い時間にする 

２００４年９月１日 

 経路情報オブジェクト(ExpDiaCourse3)オブジェクトの説明文に誤記がありましたので修正しました。 

  定期利用時運賃計算メソッド：GetUseTeikiFareByCourse3 の引数型 
正 誤 
ExpDiaCourse3 ExpDisCourse3 

 
  定期利用時運賃計算メソッド：GetUseTeikiFareByCourse2 の引数型 

正 誤 
ExpDiaCourse2 ExpDisCourse2 

 
  定期利用時運賃計算メソッド：GetUseTeikiFareByCourse の引数型 

正 誤 
ExpDiaCourse ExpDisCourse 

 



382 

 
 運賃種別の定義名称に誤りがありました。記述が意味と異なっていますが、既存のアプリケーションへの

影響を考慮して、定義名称は変更せずに意味を修正しました。注意して下さい。 

 
   運賃種別 

定義名称 正 誤 
EXPDIA_FARE_TYPE_AIRLINE_REGULAR =1 航空運賃（特定便割引） 航空運賃（普通運賃） 
EXPDIA_FARE_TYPE_AIRLINE_TOKUWAR=2 航空運賃（普通運賃） 航空運賃（特定便割引） 

２００４年１０月１日 

 機能の追加に伴い、ダイヤ探索用コントロールコンポーネントを追加しました。そのため、下記のオブジ

ェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel3） 

 

２００４年１１月１日 

 ダイヤ探索用コントロールコンポーネントの探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel4）における

下記の誤記を修正しました。 

経路探索：SearchCourse3 の構文 
正 誤 
SearchCourse3 SearchRoute3 

 
簡易経路探索：TinySearchCourse3 構文 
正 誤 
TinySearchCourse3 TinySearchRoute3 

 
探索結果表示：ShowCourse3 の説明文 
正 誤 
SearchCourse3 SearchRoute2 
TinySearchCourse3 TinySearchRoute2 
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２００４年１２月１日 

 機能追加に伴い、下記のオブジェクトを新規オブジェクトとして追加しました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB4） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet4） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse4） 

・ 特急別料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection2） 

・ 車両区間オブジェクト（ExpDiaCarSection） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch4） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki2） 

・ 駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData2） 

・ 駅すぱあと情報リスト作成オブジェクト（ExpDataExtraction） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel5） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd4） 

 
 下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB3） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet3） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse3） 

・ 特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch3） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki） 

・ 駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel4） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd3） 
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 車両区間情報オブジェクト（ExpDiaCarSection）用に定義値（車両種別）を追加しました。 

 
 特急料金種別に下記の種別を追加しました。 

・ グリーン（車内購入）：EXPDIA_SEAT_TYPE_GREEN_INCAR 

 

２００５年１月１日 

 駅すぱあと情報リスト作成オブジェクト（ExpDataExtraction）のメソッドを修正しました。 

・ SearchLineByStation メソッドの 3 番目の引数（探索用駅名（乗り入れ路線対象駅））に「“”（ダブ

ルクォーテーションで囲んだ空文字列（””））」を設定すると不正な名称と判断されてしまう不具合を修

正しました。修正後は、「“”」を何も入力されていないと判断します。 

 
 駅すぱあと情報リスト作成オブジェクト（ExpDataExtraction）に下記の機能を追加しました。詳細につい

ては、オブジェクトの説明を参照して下さい。 

・ 路線妥当性チェック：IsValidLine 

・ 駅妥当性チェック：IsValidStation 

２００５年２月１日 

 注意事項に下記の記述を追加しました。 

・ 「駅すぱあと SDK」は仕様上、マルチスレッド処理に対応していません。そのため、経路探索処理、

データ参照等の処理を同時におこなった場合に動作の保証はできません。 
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２００５年４月１日 

 ２００３年１０月版以降に追加された下記のオブジェクトでメモリエラーを起こす不具合を修正しまし

た。この現象はアプリケーション側でオブジェクトを作成した場合に発生します。他のオブジェクトから

取得した場合にこの問題は発生しません。 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi3） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet3） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse3） 

・ 運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

また、上記のオブジェクトは、アプリケーション側での作成を禁じる仕様でしたが不具合のため現在は作

成できる状態です。次版以降に上記オブジェクトをアプリケーション側で作成する事を禁じる修正を行う

予定です。 

 ダイヤ探索用コントロールコンポーネントを修正しました。フォームに配置しているコントロール上にフ

ォーカスがある場合に、同一フォーム内のショートカットキー(Alt+特定のキー)が無効になってしまうとい

う 不 具 合 を 修 正 し ま し た 。 こ れ は 、 ExpDiaShowCourseWnd 、 ExpDiaClockWnd 、

ExpDiaCalenderWnd、ExpDiaStationNameEdit 以外の全てのコントロールでこの現象が発生していまし

た。 

 オブジェクト（インターフェース）一覧に作成方法を追加しました。作成方法には、Visual Basic で記述し

た場合に、CreateObject(…)を行って作成できるものには直接作成と表記しています。また、他のオブジ

ェクトのメソッドまたはプロパティから取得できるものを間接作成と表記しています。 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネントの各オブジェクト説明部分に作成方法に関する仕様の記述を追加し

ました。利用する際に確認して下さい。 

２００５年５月１日 

 駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData/ExpData2）の駅情報更新チェック(CheckRenewalStation )メソ

ッドにおいて駅すぱあとのデータから既に削除されている駅名を設定した場合に、会社・路線・駅名称更

新判定種別を EXPDIA_RENEWAL_NAME_NO_UPDATE と判定してしまう不具合を修正しました。 

 ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi3）の LocalBusOnly プロパティに下記の補足説明を追加しま

した。 

・ LocalBusOnly プロパティに TRUE を設定して探索した場合は、同一バス会社の路線バス（徒歩は含

まれます。）で構成される探索結果経路しか得ることができなくなります。経路に他の交通手段（鉄

道、空路、高速バス、連絡バス等）や異なるバス会社の路線が含まれる場合は、探索結果は０件になり

ます。 
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２００５年６月１日 

 探索条件設定パネルのキーボード操作によるフォーカス移動の不具合を修正しました。 

 駅名入力エディットコントロール（ValStationNameEdit）を追加しましたが、仕様は公開しません。また

サポートも行いません。 

２００５年７月１日 

 駅名入力エディットコントロール（ExpDiaStationNameEdit）を修正しました。 

・ コントロール上で駅名称を入力中に、「ESC」キーを押した場合にアクセス違反のエラーを起こす不具

合。 

 ダイヤ探索用コントロールコンポーネントにおいて下記の条件のもとで利用すると不具合が発生しますの

で注意して下さい。対応方法については下記を参考にして下さい。 

・ ＜対象＞ 

・ ExpDiaCalenderPanel 

・ ExpDiaShowCoursePanel,2,3,4,5 
・ ＜条件＞ 

・ VB.NET または VC#の子フォームに配置し、親のフォームから呼び出す処理を行い、その際に子フォ

ームの ShowInTaskBar プロパティの設定を false にしてから表示する。 

・ ＜問題点＞ 

・ アクセス違反または ExpDiaCalenderPanel のスクロールバーの位置が０になり操作できなくなる不具合

が発生する。 

・ ＜対応方法＞ 

・ 動的に変更せずにデザイン時にShowInTaskBarプロパティを falseに設定してから、対象のコントロール

を配置する。 
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２００５年９月１日 

 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel5）を修正しました。 

・ プリンタの設定をおこなっていない状態で、印刷ボタンを利用した場合に発生する不具合を修正しま

した。警告を促すメッセージボックスを表示します。 

 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki2）の下記メソッドに説明を追記しました。 

・ 会社別払戻手数料取得：GetRepaymentFeeByCorpName 

＜追記内容＞ 

取得できる値は、あくまで目安の金額になりますので詳細については各事業者にお問い合わせ下さい。 

２００５年１０月１日 

 定義値の表示順序種別に下記を追加しました。 

・ 乗換回数順   EXPDIA_SORT_TYPE_TRANSFER 

・ ＣＯ２排出量順 EXPDIA_SORT_TYPE_CO2 

 
 下記のオブジェクトに機能を追加しました。機能については各オブジェクトの説明を参照して下さい。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse5） 

経路全体の二酸化炭素排出量取得機能 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection2） 

路線区間の二酸化炭素排出量取得機能 

・ 特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 

JR 路線における指定席特急料金の季節情報取得機能 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch5） 

経路全体および路線区間の二酸化炭素排出量取得機能 

JR 路線における指定席特急料金の季節情報取得機能 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel6） 

二酸化炭素排出量表示機能 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd5） 

二酸化炭素排出量表示機能 
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 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトを新規オブジェクトとして追加しました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB5） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet5） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse5） 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection2） 

・ 特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki3） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch5） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel6） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd5） 

 
 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB4） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet4） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse4） 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection） 

・ 特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection2） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki2） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch4） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel5） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd4） 
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２００５年１２月１日 

 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel6）上でのタブキー操作によるフォーカス移動の不具合を

修正しました。 

２００６年１月１日 

 機能追加に伴い、下記のオブジェクトを新規オブジェクトとして追加しました。各機能については各オブ

ジェクトの説明を参照して下さい。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB6） 

経路探索を行い、探索経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet6）を取得する機能 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet6） 

探索経路情報オブジェクト（ExpDiaCourseSet6）を取得する機能 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse6） 

定期経路を利用した場合の運賃、特別料金、経路に関する詳しい情報を取得する機能 

経路内に海路が含まれた場合のダイヤ情報を取得機能 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch6） 

定期経路を利用した場合の運賃、特別料金、経路に関する詳しい情報を取得する機能 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki4） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse6）、または連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch6）を

設定する機能 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel7） 

定期経路を利用した場合の運賃、特別料金、経路に関する詳しい情報を表示する機能 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd6） 

定期経路を利用した場合の運賃、特別料金、経路に関する詳しい情報を表示する機能 
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 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB5） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet5） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse5） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch5） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki3） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel6） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd5） 

 

２００６年２月１日 

 運賃区間オブジェクト（ExpDiaFareSection2/3）の「FareCount」プロパティで１２月版以前では、鉄道

等の運賃区間の場合に１を返していましたが、１月版で０を返してしまう不具合を修正しました。 

 データベースオブジェクト（ExpDiaDB/2/3/4/5/6）の下記駅一覧作成処理の速度改善を行ないました。 

・ SearchStation メソッド 

・ SearchStation/SearchStationLimited メソッド 

 下記の不具合を１月版で修正しました。行なった修正について記載がもれていたために今回追加しまし

た。 

・修正内容 

     下記の対象オブジェクトが仕様と異なる手法で直接作成できてしまう不具合を修正しました。 

本来は他のオブジェクトから取得する仕様なのですが、直接作成された場合にメモリエラーが発生する

ために修正しました。この修正により、１月版から下記の対象オブジェクトは、直接作成（サンプルコー

ド参照）するとエラーになります。 

   
・対象オブジェクト 

   ExpDiaNavi3 

   ExpDiaCourseSet3 

   ExpDiaCourse3 

   ExpDiaFareSection3 
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  ・サンプルコード 

  例：ExpDiaNavi3 の場合 

 

VisualC++6.0 

 IExpDiaDB6Ptr iDB(__uuidof(ExpDiaDB6)); 
  //成功  

 正 IExpDiaNavi3Ptr iNavi3 = iDB->CreateNavi3(); 

  //１月版以降はエラーになります。 

誤 IExpDiaNavi3Ptr iNavi3(__uuidof(ExpDiaNavi3)); 

 

   VisualBasic6.0 

     Dim iDB As EXPDENGNLib.ExpDiaDB6 

      Set iDB = New EXPDENGNLib.ExpDiaDB6 

    Dim iNavi3 As EXPDENGNLib.ExpDiaNavi3 
     '成功 

正 Set iNavi3 = iDB.CreateNavi3() 

  '１月版以降はエラーになります。 

誤 Set iNavi3 = New EXPDENGNLib.ExpDiaNavi3 

 

２００６年４月１日 

 下記のダイヤ探索用コントロールコンポーネントでの経路情報を印刷する際にプリンタの選択ができない

不具合を修正しました。 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel5） 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel6） 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel7） 
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 高速バス、連絡バスのデータ量増加に伴い、ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに下記の機能が追加さ

れました。そのため下記のオブジェクトを新規オブジェクトとして追加しました。各機能の詳細について

は各オブジェクトの説明を参照して下さい。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB7） 

高速バス、連絡バスのデータバージョン取得機能 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4）を利用した経路探索機能 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4） 

高速バス、連絡バスに関する平均待ち時間探索の優先度設定機能 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet7） 

探索経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7）を取得する機能 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7）と連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch7）を定期経

路として設定／取得する機能 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch7） 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4）を利用した経路探索機能 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki5） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7）、または連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch7）を

設定する機能 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel8） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7）とナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4）を利用

する機能 

・ 探索条件設定パネル（ExpDiaConditionPanel4） 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4）を設定する機能 

・ 不通路線設定パネル（ExpDiaDisconnectPanel4） 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4）を設定する機能 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd7） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7）を設定する機能 
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 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。既存

アプリケーション用オブジェクト リファレンスマニュアル（ExpSDK99.pdf）を参照してください。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB6） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi3） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet6） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse6） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch6） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki4） 

 
ダイヤ探索用コントロールコンポーネント 

・ 探索結果表示パネル（ExpDiaShowCoursePanel7） 

・ 探索条件設定パネル（ExpDiaConditionPanel3） 

・ 不通路線設定パネル（ExpDiaDisconnectPanel3） 

・ 探索結果表示コントロール（ExpDiaShowCourseWnd6） 
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２００６年９月１日 

 高速バス停／連絡バス停を除いた鉄道駅や高速バス停、連絡バス停の駅名一覧を取得するための駅種別を

追加しました。駅名一覧取得するときにだけ利用できます。そのため、駅情報オブジェクト

（ExpDiaStation）などから取得できる駅種別は、追加した駅種別ではなく、今までと同じ仕様（高速バス

停、連絡バス停の駅種別は EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD）になります。詳細については定義値

の駅種別、または利用可能なオブジェクトのメソッドの説明を参照して下さい。 

 
＜追加した駅種別＞ 

・ EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD_ONLY = 16 

・ EXPDIA_STATION_TYPE_HIGHWAYBUS = 32 

・ EXPDIA_STATION_TYPE_CONNECTIONBUS = 64 
＜利用可能なメソッド＞ 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB/2/3/4/5/6/7） 

 駅名一覧取得メソッド：SearchStation 

 駅名一覧取得（件数制限有）メソッド：SearchStationLimited 

・ 駅すぱあと情報リストオブジェクト（ExpDataExtraction） 

 都道府県別駅リストメソッド：SearchStation 

２００６年１０月１日 

 港の駅名一覧を取得するための駅種別を追加しました。駅名一覧取得するときにだけ利用できます。その

ため、駅情報オブジェクト（ExpDiaStation）などから取得できる駅種別は、追加した駅種別ではなく、今

までと同じ仕様（港の駅種別は EXPDIA_STATION_TYPE_RAILROAD）になります。詳細については定

義値の駅種別、または利用可能なオブジェクトのメソッドの説明を参照して下さい。 

 
＜追加した駅種別＞ 

・ EXPDIA_STATION_TYPE_PORT = 128 
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＜利用可能なメソッド＞ 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB/2/3/4/5/6/7） 

 駅名一覧取得メソッド：SearchStation 

 駅名一覧取得（件数制限有）メソッド：SearchStationLimited 

・ 駅すぱあと情報リストオブジェクト（ExpDataExtraction） 

 都道府県別駅リストメソッド：SearchStation 

２００６年１２月１日 

 下記の定義値：エラー種別を追加しました。データベースオブジェクトや連続探索用オブジェクトの登録

内容チェック（CheckNavi/2/3/4）メソッドからの出力結果になります。詳細につきましては定義値のエラ

ー種別を参照してください。 

＜追加したエラー種別＞ 

・ EXPDIA_ERROR_TYPE_STATION_ONLY_FOR_GETTING_ON(107) 
 乗車専用駅を降車する駅または乗り継ぎする駅に設定した場合に出力します。 

・ EXPDIA_ERROR_TYPE_STATION_ONLY_FOR_GETTING_OFF(108) 
 降車専用駅を乗車する駅に設定した場合に出力します。 

・ EXPDIA_ERROR_TYPE_OUT_OF_SERVICE_LINE(109) 
 路線を指定する際に運行日ではない日付を出発日／到着日に設定した場合に出力します。 

＜利用メソッド＞ 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB/2/3/4/5/6/7） 

 登録内容チェック：CheckNavi/2/3/4 
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２００７年９月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに下記の機能が追加されました。そのため下記のオブジェクトを新

規オブジェクトとして追加しました。各機能の詳細については各オブジェクトの説明を参照して下さい。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB8） 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi5）取得する機能 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi5）を利用した経路探索機能 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi5） 

有料普通列車（乗車整理券、ﾗｲﾅｰ券、普通車指定席券が必要な列車）条件を設定する機能 

（ダイヤ経路探索時に利用可能） 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi5）の設定内容をチェックする機能 

設定されている内容を別のナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi5）にコピーする機能 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet8） 

探索経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse8）を取得する機能 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse8） 

ダイヤ経路探索時に駅すぱあとデータとして取得可能な駅の発着番線情報数を取得する機能 

路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection3）を取得する機能 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse8）と連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch8）を定期経

路として設定／取得する機能 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection3） 

ダイヤ経路探索時に駅すぱあとデータとして取得可能な駅の発着番線情報を取得する機能 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch8） 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi5）を利用した経路探索機能 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki6） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse8）、または連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch8）を

設定する機能 
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 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。既存

アプリケーション用オブジェクト リファレンスマニュアル（ExpSDK99.pdf）を参照してください。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB7） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi4） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet7） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse7） 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection2） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch7） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki5） 

 

２００７年１０月１日 

 ダイヤ探索用コントロールコンポーネントに関する記述を下記のファイルに移動しました。コントロール

コンポーネントに関する情報は、下記のリファレンスマニュアルを参照してください。 

・ ダイヤ探索用コントロールコンポーネント リファレンスマニュアル（ExpDCtrl.pdf） 

・ ダイヤ探索用コントロールコンポーネント２ リファレンスマニュアル（ExpDCtrl2.pdf） 
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２００７年１２月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに下記の機能が追加されました。そのため下記のオブジェクトを新

規オブジェクトとして追加しました。各機能の詳細については各オブジェクトの説明を参照して下さい。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB9） 

経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet9）を取得する機能 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet9） 

探索経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9）を取得する機能 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9） 

回数券を利用する機能 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9）と連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch9）を定期経

路として設定／取得する機能 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch9） 

回数券を利用する機能 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9）と連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch9）を定期経

路として設定／取得する機能 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki7） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9）、または連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch9）を

設定する機能 

・ 回数券データオブジェクト（ExpCouponData） 

回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）取得や利用する回数券を設定する機能 

・ 回数券情報群オブジェクト（ExpCouponSet） 

回数券情報オブジェクト（ExpCoupon）を取得する機能 

・ 回数券情報オブジェクト（ExpCoupon） 

回数券データの情報を取得する機能 

・ 範囲探索用オブジェクト（ExpRange） 

範囲探索機能 

・ 範囲探索結果情報群オブジェクト（ExpRangeStationSet） 

範囲探索結果情報オブジェクト（ExpRangeStation）を取得する機能 

・ 範囲探索結果情報オブジェクト（ExpRangeStation） 

範囲探索結果の情報を取得する機能 
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 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。既存

アプリケーション用オブジェクト リファレンスマニュアル（ExpSDK99.pdf）を参照してください。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB8） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet8） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse8） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch8） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki6） 

２００８年６月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネントに下記の機能が追加されました。そのため下記のオブジェクトを新

規オブジェクトとして追加しました。各機能の詳細については各オブジェクトの説明を参照して下さい。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB10） 

経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet10）を取得する機能 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet10） 

探索経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10）を取得する機能 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

回数券を利用する機能 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10）と連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10）を定期

経路として設定／取得する機能 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

回数券を利用する機能 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10）と連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10）を定期

経路として設定／取得する機能 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10）、または連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10）

を設定する機能 

・ 回数券データオブジェクト（ExpCouponData2） 

経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10）、または連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10）

から利用できる回数券を取得する機能 
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 上記の機能追加に伴い、下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。既存

アプリケーション用オブジェクト リファレンスマニュアル（ExpSDK99.pdf）を参照してください。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB9） 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet9） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch9） 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki7） 

・ 回数券データオブジェクト（ExpCouponData） 

２００８年７月１日 

 機能追加に伴い、下記のオブジェクトを新規オブジェクトとして追加しました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ 駅すぱあと情報リスト作成オブジェクト（ExpDataExtraction2） 

 
 下記のオブジェクトが既存アプリケーション用オブジェクトになりました。 

ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ 駅すぱあと情報リスト作成オブジェクト（ExpDataExtraction） 

２００８年９月１日 

 本コンポーネントの開発するためのツールを VisualC++6.0 から VisualC++2005 に変更しました。 
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２００９年６月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

IExpDiaNavi_A（拡張インターフェイス）追加 

乗車券（IC カード乗車券）の利用設定 

割引乗車券（JR 学生割引）の利用設定 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

IExpDiaCourse_A（拡張インターフェイス）追加 

探索用経路情報文字列の取得 

・ 運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

   船舶の旅客運賃情報の取得  

IExpDiaFareSection_A（拡張インターフェイス）追加 

    乗車券（乗車券、IC カード乗車券）別の金額・種類の情報取得／設定 

    割引乗車券（学生割引、通過連絡運輸など）の情報取得 

２００９年７月１日 

 駅すぱあとの仕様変更に伴い、駅すぱあとＳＤＫも下記のように仕様が変更になりました。 

対象オブジェクト： 

 ・運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

      プロパティ： 

       ・運賃種別 FareType 

 条件： 

       ・ナビゲーションオブジェクト拡張機能（IExpDiaNavi_A）の TicketSystem プロパティを 

        IC カード乗車券（EXPDIA_TICKET_SYSTEM_IC=2）に設定する。 

       ・経路（IC カード乗車券を利用できる運賃区間を含む）に対して定期経路を設定する。 
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変更前（６月版）： 

       ・定期利用区間以外の運賃区間は、定期経路を設定する前の運賃種別になります。 

      変更後（７月版）： 

       ・定期利用区間以外の運賃区間は定期経路を設定した結果に応じて、下記のように運賃種別が変わりま

す。 

   普通乗車券の料金と IC カード乗車券の料金が同額になる運賃区間 

         運賃種別 「普通乗車券（EXPDIA_FARE_TYPE_OTHER = 0）」 

        普通乗車券の料金と IC カード乗車券の料金が異なる運賃区間 

         運賃種別 「IC カード乗車券（EXPDIA_FARE_TYPE_IC = 32）」 

２００９年９月２日 

 下記の定義値：特急料金種別を追加しました。特急料金区間情報オブジェクトの SurchargeKind プロパテ

ィから取得します。（※2009 年 9 月現在 黒部峡谷鉄道のみ） 

対象オブジェクト： 

 ・特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection/2/3） 

＜追加した特急料金種別＞ 

・ EXPDIA_SEAT_TYPE_CAR = 15 

２０１０年９月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

IExpDiaNavi_A2（拡張インターフェイス）追加 

JR 二区間定期の計算設定 

だぶるーとの計算設定 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

IExpDiaCourse_A2（拡張インターフェイス）追加 

探索用経路情報文字列（定期情報を含む）の取得 

特殊連絡定期（JR 二区間定期、だぶるーと等）区間数取得 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

IExpDiaTeikiSection_A（拡張インターフェイス）追加 

    特殊定期（JR 二区間定期、だぶるーと等）の取得 

特殊定期（JR 二区間定期、だぶるーと等）の詳細情報取得 
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・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

 IExpDiaSearch_A （拡張インターフェイス）追加 

探索用経路情報文字列の取得 

探索用経路情報文字列（特殊定期情報を含む）の取得 

特殊定期（JR 二区間定期、だぶるーと等）区間数、詳細情報取得 

 
 下記の不具合を修正しました。 

・路線情報オブジェクト（ExpDiaLine）ShortName プロパティを修正しました。 

データベースオブジェクト全般から取得した場合に、Name プロパティと同じ文字列でした。 

正：京王線特急 

誤：京王線特急(新宿－京王八王子) ※ Name プロパティと同じ文字 

 

２０１１年２月２日 

 下記の定義値：特急料金種別を追加しました。特急料金区間情報オブジェクトの SurchargeKind プロパテ

ィから取得します。（※2011 年 3 月 5 日から「JR 新幹線はやぶさ」のグランクラスに対応） 

対象オブジェクト： 

 ・特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection/2/3） 

＜追加した特急料金種別＞ 

・ EXPDIA_SEAT_TYPE_GRANCLASS = 16 

２０１１年３月１日 

 用語：回数券区間の記載内容を、下記のように修正しました。 

回数券区間： 

新幹線、有料特急等を利用できる JR の特別企画乗車券（回数券タイプ）を意味します。乗車券と料金を

セットにした切符を複数枚まとめたもので、有効期間などの制限事項があります。探索結果経路に回数

券の利用区間が一部またはすべて含まれているために乗車券や料金が不要な区間を意味します。 
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２０１１年４月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

東武鉄道と東京メトロの二区間定期券に対応しました。 

２ルート定期（だぶるーと、二区間定期券）の計算設定 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

東武鉄道と東京メトロの二区間定期券に対応しました。 

２ルート定期（だぶるーと、二区間定期券）の情報の取得 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

東武鉄道と東京メトロの二区間定期券に対応しました。 

２ルート定期（だぶるーと、二区間定期券）の情報の取得 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

東武鉄道と東京メトロの二区間定期券に対応しました。 

２ルート定期（だぶるーと、二区間定期券）の情報の取得 

 
 定義値の表示順序種別に下記を追加しました。 

・ 定期１ヵ月順 EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI1 

・ 定期３ヵ月順 EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI3 

・ 定期６ヵ月順 EXPDIA_SORT_TYPE_TEIKI6 

２０１１年４月４日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ 路線区間列車情報オブジェクト（ExpDiaTrainInfo） 

IExpDiaTrainInfo_A（拡張インターフェイス）追加 

特別ダイヤタイプ取得 

特別ダイヤ情報文字列取得 
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２０１１年４月５日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ 路線区間列車情報オブジェクト（ExpDiaTrainInfo） 

IExpDiaTrainInfo_A（拡張インターフェイス） 

特別ダイヤタイプ、特別ダイヤ情報文字列に、JR 加工ダイヤを追加しました。 

 

２０１１年５月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

２ルート定期の計算設定は One だぶる♪に対応しました。 

IExpDiaNavi_A3（拡張インターフェイス）追加 

深夜急行バスの利用設定 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

２ルート定期の情報の取得は One だぶる♪に対応しました。 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

２ルート定期の情報の取得は One だぶる♪に対応しました。 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

２ルート定期の情報の取得は One だぶる♪に対応しました。 

２０１１年６月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の修正を行いました。 

ダイヤ探索結果において、長い路線バス名になる場合に途切れてしまっていた不具合を修正しました。 
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２０１１年７月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の修正を行いました。 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

回数券の有効区間とは異なる経路に対してを設定できる不具合を修正しました。 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse9） 

回数券の有効区間とは異なる経路に対してを設定できる不具合を修正しました。 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

回数券の有効区間とは異なる経路に対してを設定できる不具合を修正しました。 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch9） 

回数券の有効区間とは異なる経路に対してを設定できる不具合を修正しました。 

２０１１年１０月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll） 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

平均待ち時間探索用の条件を追加しました。 

IExpDiaNavi_A4（拡張インターフェイス）追加 

有料特急列車の利用設定 

新幹線の利用設定 

新幹線のぞみ（はやぶさ、みずほを含む）の利用設定 

２０１２年５月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の修正を行いました。 

下記オブジェクトにおいて、２ルート定期を含む経路を大量に探索した場合に、メモリエラーが発生する

不具合を修正しました。 

・ 経路情報群オブジェクト（ExpDiaCourseSet10） 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 



407 

 
 下記メソッドの説明に誤記が含まれていたので修正を行いました。 

・ 範囲探索結果情報群オブジェクト（ExpRangeStationSet） 

範囲探索結果情報オブジェクト取得：GetRangeStation 

２０１２年６月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の修正を行いました。 

下記オブジェクトのプロパティが、特定便割引運賃への対応の終了のため、経路探索時に設定内容は採用

されません。なお、既存のアプリケーションには影響ありません。 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi2/3/4/5/6） 

         プロパティ 

          DiaAirlineFareClassType 航空運賃の指定 

２０１２年９月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の修正を行いました。 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection/2/3） 

         プロパティ 

          CorpName 運行会社名 

相互直通運転が行われている区間の場合に、適切な区間の会社名を返すように修正しました。 

・ 路線オブジェクト（ExpDiaLine） 

         プロパティ 

          CorpName 運行会社名 

相互直通運転が行われている路線区間オブジェクト（ExpDiaRouteSection/2/3）から取得した 

場合は、適切な区間の会社名を返すように修正しました。 

 

２０１３年３月１日 

 IExpDiaNavi_A4 インターフェイスの説明に下記の修正を行いました。 

・ データ更新に伴い、スーパーこまちの記載を追加しました。 

          



408 

 

２０１３年７月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

IExpDiaTeikiSection_A（拡張インターフェイス） 

    特殊定期（モットクパス）の取得 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

 IExpDiaSearch_A （拡張インターフェイス） 

特殊定期（モットクパス）の取得 

 用語：「モットクパス」を追加しました。 

 

２０１３年７月２日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）を修正しました。 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

IExpDiaCourse_A（拡張インターフェイス） 

    下記プロパティにおいて、定期情報が正しく取得するように修正しました。 

       DDEStyleString2 探索用経路情報文字列（定期の情報を含む） 

    CourseString2 探索用経路情報文字列（路線方向、定期の情報を含む） 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

IExpDiaSearch_A（拡張インターフェイス） 

    下記プロパティにおいて、定期情報が正しく取得するように修正しました。 

       DDEStyleString2 探索用経路情報文字列（定期の情報を含む） 

    CourseString2 探索用経路情報文字列（路線方向、定期の情報を含む） 
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２０１３年１０月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

IExpDiaTeikiSection_A（拡張インターフェイス） 

    特殊定期（IC 金額定期、IC 定期）の取得 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

 IExpDiaSearch_A （拡張インターフェイス） 

特殊定期（IC 金額定期、IC 定期）の取得 

 用語：「IC 金額定期」を追加しました。 

 

２０１４年２月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の修正を行いました。 

    
   定期券利用時運賃計算にて定期券が当てはまっている区間において、 

   以下のプロパティにて正しい値が返ってくるように修正しました。 

・ 運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

IExpDiaFareSection_A（拡張インターフェイス） 

          プロパティ 

ExistTicketSystem  乗車券システムの有無 

TicketSystemCount  乗車券システム数 

TicketSystemCurrent  乗車券システム設定位置 

TicketSystem  乗車券システム種別 

TicketSystemName  乗車券システム名称 

TicketSystemShortName 乗車券システム略称 
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２０１４年３月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

 
・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

 IExpDiaSearch_A2 （拡張インターフェイス） 

 乗車券（普通乗車券、IC カード乗車券）別の金額・種類の情報取得／設定 

・ 運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

 IExpDiaFareSection_A2 （拡張インターフェイス） 

 運賃が消費税増税に伴う運賃改定に対応されていない区間か判断 

・ 料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 

 IExpDiaSurchargeSection_A （拡張インターフェイス） 

 料金が消費税増税に伴う運賃改定に対応されていない区間か判断 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

 IExpDiaTeikiSection_A2 （拡張インターフェイス） 

 定期券が消費税増税に伴う運賃改定に対応されていない区間か判断 

 
 ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6）に下記の変更を行いました。 

 
  ダイヤ探索時の探索条件にて「のぞみを利用しない」と設定した場合、「はやぶさ」「みずほ」 

「スーパーこまち」を利用する経路はすべて探索結果から除外していましたが、他の列車と 

料金が異なる「みずほ」の新大阪-博多間及び「はやぶさ」「こまち」の東京-盛岡間のみを 

探索結果から除外する仕様に変更となりました。 

 
また、それにあわせてナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6）の拡張機能 IExpDiaNavi_A4 の 

説明を変更しました。 

(旧) 

・新幹線のぞみ（はやぶさ、みずほ、スーパーこまちを含む）の利用設定 

「２：利用しない」を設定すると新幹線のぞみを利用する経路を出力しません。 

上記の新幹線を「２：利用しない」設定の場合は、新幹線のぞみを「利用する」設定にはできません。 

(新) 

・新幹線のぞみ（※）の利用設定 

「２：利用しない」を設定すると新幹線のぞみ（※）を利用する経路を出力しません。 

上記の新幹線を「２：利用しない」設定の場合は、新幹線のぞみを「利用する」設定にはできません。 

※「みずほ」の新大阪-博多間及び「はやぶさ」「こまち」の東京-盛岡間を含む 
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 下記の定義値：特急料金種別を追加しました。 

特急料金区間情報オブジェクトの SurchargeKind プロパティから取得します。 

（※2014 年 3 月 17 日から「JR 特急スワローあかぎ」のスワロー料金に対応） 

対象オブジェクト： 

 ・特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection/2/3） 

＜追加した特急料金種別＞ 

・ EXPDIA_SEAT_TYPE_SUWAROU = 17 
 

 ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6）の説明に下記の変更を行いました。 

(旧) 

・ プロパティ FuzzyLine が True の時、探索用路線名は名称の一部の文字列でも有効になります。例え

ば、「新幹線のぞみ」と設定された場合、「ＪＲ新幹線のぞみ」となります。 

・ 路線名に航空会社名を指定することができます。例えば、「全日本空輸」、「ANA」などが指定できま

す。 

(新) 

・ プロパティ FuzzyLine が True の時、探索用路線名は名称の一部の文字列でも有効になります。例え

ば、「新幹線のぞみ」と設定された場合、「ＪＲ新幹線のぞみ」となります。また、路線名に航空会社

名を指定することができます。例えば、「全日本空輸」、「ANA」などが指定できます。 

 

２０１４年４月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ 探索条件オブジェクト（ExpDiaNavi6） 

 IExpDiaNavi_A5 （拡張インターフェイス） 

 優先表示運賃（優先乗車券システム）の取得／設定 

 
 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection）の説明に下記の追記を行いました。 

・ IExpDiaTeikiSection_A（拡張インターフェイス）の TeikiTypeCurrent について以下追記 

※「0」は取得のみで設定できません。 

 設定可能なのは 1～TeikiTypeCount の間となります。 

 
 IExpDiaNavi_A インターフェイス、IExpDiaFareSection_A および IExpDiaSearch_A2 の 

説明に下記の修正を行いました。 

・ データ更新に伴い、IC カード乗車券についての説明を修正しました。 

 



412 

２０１４年５月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

IExpDiaTeikiSection_A（拡張インターフェイス） 

    特殊定期（金額式定期）の取得 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

 IExpDiaSearch_A （拡張インターフェイス） 

特殊定期（金額式定期）の取得 

 用語：「金額式定期」を追加しました。 

 

２０１４年７月１日 

 ２０１４年６月１版にて、以下の変更がありました。変更内容について記載がもれていたため、 

IExpDiaNavi_A インターフェイスの説明に今回反映しました。 

・ データ更新に伴い、IC カード乗車券区間が含まれる経路に対しても、 

運賃の分割計算が利用できるようになりました。 

 

２０１４年８月１日 

 定義値：優先表示運賃（優先乗車券）種別の説明文章を変更しました。 

(旧) 

※1 普通運賃と IC カード乗車券で金額が異なる場合、IC カード運賃を優先表示します。 

（優先する乗車券システム種別実装前との互換性が維持された状態です） 

 (新) 

※1 普通運賃と IC カード乗車券で金額が同一の場合、普通運賃の１種類のみを返します。 

普通運賃と IC カード乗車券で金額が異なる場合、２種類の運賃を返し IC カード運賃を優先表示

します。 

（優先する乗車券システム種別実装前との互換性が維持された状態です） 
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２０１４年９月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB10） 

IExpDiaDB_A（拡張インターフェイス） 

    駅すぱあとプロダクトバージョンの取得 

 

 

２０１４年１２月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

IExpDiaSearch_A3（拡張インターフェイス） 

   ・消費税引き上げに伴う運賃改定に対応していない運賃区間、料金区間、定期区間かを 

判断する情報の取得 

 
 IC カード乗車券の運賃計算機能について、計算対象エリアの説明を変更しました。 

 

２０１５年１月１日 

 IC カード運賃と普通運賃を比較して「安い方」の記述があいまいになっていたので、「片道運賃の安い方」

が表示されることを明記しました。 

・ダイヤ探索用エンジンコンポーネントの定義値 

優先表示運賃（優先乗車券）種別 

・EXPDIA_PREFERRED_TICKET_ORDER_CHEAP の意味の記述を変更しました。 

・説明文の「IC カード乗車券」を「IC カード運賃」に変更しました。 

・説明文の「金額」を「片道運賃」に変更しました。 

・ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

 IExpDiaNavi_A5（拡張インターフェイス） 

・PreferredTicketOrder の利用方法の記述を変更しました。 
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２０１５年２月１日 

 ４．ダイヤ探索用エンジンコンポーネントの定義値にある「未設定状態」の記述があいまいになっていたの

で、エラー値として扱っていることを明記しました。本来、未設定状態はエラー時の戻り値として使用さ

れる値なので、設定値として使用しないで下さい。 

改訂した項目は下記の通りです。 

・地域種別 

  EXPDIA_AREA_TYPE_NONE 「未設定状態」→「未設定状態(エラー値)」 

・路線種別 

  EXPDIA_LINE_TYPE_NONE 「未設定状態」→「未設定状態(エラー値)」 

・駅種別 

  EXPDIA_STATION_TYPE_NONE 「未設定状態」→「未設定状態(エラー値)」 

・特急料金種別 

EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE 「未設定状態」→「未設定状態(エラー値)」 

・表示順序種別 

  EXPDIA_SORT_TYPE_NONE 「未設定状態」→「未設定状態(エラー値)」 

・日付指定特殊指示子 

  EXPDIA_DATE_TYPE_NONE 「未設定状態」→「未設定状態(エラー値)」 

・定期期間種別 

  EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_NONE 「未定義」→「未設定状態(エラー値)」 

・駅・路線名変換結果種別 

  EXPDIA_CONVERT_NAME_RESULT_NONE 「未処理状態」→「未処理状態(エラー値)」 

・会社・路線・駅名称更新判定種別 

  EXPDIA_RENEWAL_NAME_ERROR 「不正名称」→「不正名称(エラー値)」 

・季節料金種別 

  EXPDIA_SEASON_TYPE_NONE 「設定なし」→「未設定状態(エラー値)」 

・範囲探索用 駅種別 

  EXPRANGE_SPOT_TYPE_NONE 「未設定」→「未設定状態(エラー値)」 

・範囲探索用 利用路線種別 

  EXPRANGE_LINE_TYPE_NONE 「未設定」→「未設定状態(エラー値)」 

・乗車券システム種別 

  EXPDIA_TICKET_SYSTEM_NONE 「未設定」→「未設定状態(エラー値)」 

・割引制度種別 

  EXPDIA_DISCOUNT_SYSTEM_NONE 「未設定」→「未設定状態(エラー値)」 
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２０１５年３月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の定義を追加しました。 

・定義値・特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_INCAR(=18)  車内購入指定席 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE_RESERVED(=19) 座席未指定 

・特急料金区間情報オブジェクトの特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_INCAR 

  特急料金種別名称  ：指定席(車内購入時) 

  特急料金種別短縮名称：車内購入指定席 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE_RESERVED 

  特急料金種別名称  ：座席未指定料金 

  特急料金種別短縮名称：座席未指定 

 

２０１５年６月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の機能を追加しました。 

・ データベースオブジェクト（ExpDiaDB10） 

IExpDiaDB_A（拡張インターフェイス） 

    航空データバージョンの取得 

２０１５年９月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）・定義値・駅種別で記述されている、 

        複数の駅種別を持つ駅に関する説明を削除しました。 

２０１５年１０月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の変更を行いました。 

路線バス停を経由地に指定して、探索することが可能になりました。 

それに伴い、定義値・エラー種別にある「EXPDIA_ERROR_TYPE_VIA_BUS_LANDMARK」の 

意味を変更しました。 
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２０１５年１１月１日 

 用語：「平日限定定期」、「どっちーも」、「全線定期」を追加しました。 

 定期区間情報オブジェクトの IExpDiaTeikiSection_A インターフェイスにある定期種類に 

平日限定定期、どっちーも、全線定期を追記しました。 

連続探索用オブジェクトの IExpDiaSearch_A インターフェイスにある定期種類に 

平日限定定期、どっちーも、全線定期を追記しました。 

２０１５年１２月１日 

 用語：「路線フリー定期」を追加しました。 

 用語：「全線定期」に仙台市交通局の記述を追加しました。 

 定期区間情報オブジェクトの IExpDiaTeikiSection_A インターフェイスにある定期種類に 

路線フリー定期を追記しました。 

連続探索用オブジェクトの IExpDiaSearch_A インターフェイスにある定期種類に 

路線フリー定期を追記しました。 

 

２０１６年４月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の機能説明を改訂しました。 

・ 路線区間情報オブジェクト（ExpDiaRouteSection3） 

ダイヤ探索結果の場合は、プロパティ Line で列車名や行先を含む路線名を取得することができ 

ることを記述しました。 

・ 路線情報オブジェクト（ExpDiaLine） 

プロパティ LongName の説明に平均待ち時間探索結果の場合は、探索用路線名を取得できて、 

ダイヤ探索結果の場合は、列車名や行先を含む路線名が取得できることを記述しました。 

 

２０１６年５月１日 

 ２ルート定期の説明において、下記の様に変更しました。 

旧「２つの異なる会社線を経由するルートが１枚の定期券で利用できます。」 

新「２つの異なる会社線、または路線を経由するルートが１枚の定期券で利用できます。」 
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２０１６年１１月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の様に変更しました。 

・ 路線情報オブジェクト（ExpDiaLine） 

プロパティ Name において、鉄道の列車名の場合にカッコ表記が付加した名称を出力する様にし

ました。 

例 大宮(埼玉県) ～ 横浜 2016/10/01 10:13 出発 で探索した場合、 

旧 大宮(埼玉県) <ＪＲ高崎線> 横浜 

新 大宮(埼玉県) <ＪＲ高崎線(上野東京ライン) > 横浜 

 

２０１７年１月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の機能を追加しました。 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 

IExpDiaRepaymentTeiki_A（拡張インターフェイス） 

定期払戻金額リストの取得 

 

２０１７年４月１日 

 用語：「運賃・特急料金・定期の金額に対するステータス」を追加しました。 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の機能を追加しました。 

・ 運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

IExpDiaFareSection_A2（拡張インターフェイス） 

運賃に対してステータスを取得 

運賃に対してコメントを取得 

・ 特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 

IExpDiaSurchargeSection_A（拡張インターフェイス） 

特急料金に対してステータスを取得 

特急料金に対してコメントを取得 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

IExpDiaTeikiSection_A2（拡張インターフェイス） 

定期金額に対してステータスを取得 

定期金額に対してコメントを取得 
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・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

IExpDiaSearch_A3（拡張インターフェイス） 

運賃に対してステータスを取得 

運賃に対してコメントを取得 

特急料金に対してステータスを取得 

特急料金に対してコメントを取得 

定期金額に対してステータスを取得 

定期金額に対してコメントを取得 

２０１７年９月１日 

 エンジンコンポーネント・定義値の特急料金種別、特急料金区間情報オブジェクト 

(ExpDiaSurchargeSection3)の特急料金種別名称において、「プレミアムカー」を追加しました。 

「プレミアムカー」は、京阪電鉄の座席指定車両プレミアムカーの料金名称です。 

 

２０１８年１月１日 

 航空保険特別料金を含まない設定が無効になったことにより、下記のオブジェクトの機能説明や 

プロパティの説明を変更しました。 

ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

IncludeInsuranceSurcharge プロパティ 

運賃区間情報オブジェクト（ExpDiaFareSection3） 

   IncludeInsuranceSurcharge プロパティ 

InsuranceSurchargeS プロパティ 

   InsuranceSurchargeW プロパティ 

連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

   IncludeInsuranceSurcharge[n]プロパティ 

InsuranceSurchargeS[n]プロパティ 

   InsuranceSurchargeW[n]プロパティ 
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２０１８年２月１日 

 用語：「ＪＲ予約サービス」を追加しました。 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の機能を追加しました。 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

IExpDiaNavi_A6（拡張インターフェイス） 

 割引制度種別の設定についての注意書きにＪＲ予約サービスとの関連を追記 

ＪＲ予約サービスの設定／取得を追加 

・ 特急料金区間情報オブジェクト（ExpDiaSurchargeSection3） 

IExpDiaSurchargeSection_A2（拡張インターフェイス） 

特急料金区間の割引名称を取得 

特急料金区間の割引略称を取得 

運賃を含んだ料金か判断 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

IExpDiaSearch_A4（拡張インターフェイス） 

運賃区間の料金が割引されているか判断 

運賃区間の割引名称を取得 

運賃区間の割引略称を取得 

特急料金区間の料金が割引されているか判断 

特急料金区間の割引名称を取得 

特急料金区間の割引略称を取得 

運賃を含んだ料金か判断 

２０１８年３月１日 

 駅すぱあと情報オブジェクト（ExpData/ExpData2）の会社、路線、駅情報の更新（変更、削除）情報にお

いて、路線バスに対応しました。対応したメソッドは下記の通りです。 

会社情報更新チェック：CheckRenewalCorp 

路線情報更新チェック：CheckRenewalLine 

駅情報更新チェック：CheckRenewalStation 

更新会社名取得：GetRenewalCorpName 

更新路線名取得：GetRenewalLineName 

更新駅名取得：GetRenewalStationName 
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２０１８年５月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の機能を追加しました。 

・ １２ヵ月定期に対応するため、下記の定義値を追加 

   分割計算結果種別に「EXPDIA_SEPARETE_TYPE_FOUND_TEIKI12」を追加 

   定期期間種別に「EXPDIA_TEIKI_PERIOD_TYPE_12」を追加 

・ 経路情報オブジェクト（ExpDiaCourse10） 

IExpDiaCourse_A3（拡張インターフェイス） 

 12 ヵ月定期券運賃合計を取得 

・ 定期区間情報オブジェクト（ExpDiaTeikiSection） 

IExpDiaTeikiSection_A3（拡張インターフェイス） 

12 ヵ月定期券運賃を取得 

・ 分割計算結果情報オブジェクト（ExpDiaSeparateCourse） 

IExpDiaSeparateCourse_A（拡張インターフェイス） 

12 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクトを取得 

12 ヵ月定期券の一括購入額合計を取得 

12 ヵ月定期券の分割購入額合計を取得 

12 ヵ月定期券の分割購入額内訳を取得 

・ 連続探索用オブジェクト（ExpDiaSearch10） 

IExpDiaSearch_A5（拡張インターフェイス） 

12 ヵ月定期券運賃合計を取得 

12 ヵ月定期券運賃を取得 

12 ヵ月定期券の分割駅の駅情報オブジェクトを取得 

12 ヵ月定期券の分割購入額合計を取得 

12 ヵ月定期券の分割購入額内訳を取得 

２０１８年６月１日 

 用語に下記の説明を追記しました。 

・ ２ルート定期 「どっちーも」に多摩版「どっちーも」を追記しました。 
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２０１８年１２月１日 

 用語や定義値等に「深夜急行バス」の記述が抜けていた為、説明を追記しました。 

・ 「用語」・「探索用駅名」の鉄道駅の説明に「深夜急行バス」を追記しました。 

・ 「用語」・「探索用路線名」に「深夜急行バス」を追加しました。 

・ 「定義値」・「路線種別」に「深夜急行バス」を追加しました。 

・ 「定義値」・「駅種別」に「深夜急行バス」を追加しました。 

・ データベースオブジェクト(ExpDiaDB10)の「TransportBusDataVersion」に深夜急行バスを追記しま

した。 

・ データベースオブジェクト(ExpDiaDB10)の駅名一覧取得(SearchStation)の駅一覧取得用駅種別に「深

夜急行バス」を追加しました。 

・ 路 線 情 報 オ ブ ジ ェクト (ExpDiaCourse10) の 路 線 区 間 列 車 ／ 路線一 覧 作 成 (GetTrainList3, 

GetTrainList2, GetTrainList)に「深夜急行バス」を追記しました。 

・ 路線区間アクセス情報群オブジェクト(ExpDiaRouteAccessSet2)の路線区間に「深夜急行バス」を追記

しました。 

・ 駅すぱあと情報リストオブジェクト(ExpDataExtraction2)の都道府県別駅リスト取得(SearchStation)

の駅一覧取得用駅種別に「深夜急行バス」を追加しました。 

 

２０２０年３月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の定義を追加しました。 

・定義値・特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_PREMIUM_GREEN (=20)  プレミアムグリーン 

・特急料金区間情報オブジェクトの特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_PREMIUM_GREEN 

  特急料金種別名称  ：プレミアムグリーン 

  特急料金種別短縮名称：プレミアムグリーン 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の説明に誤記がありましたので訂正しました。

 ・定義値・特急料金種別、および、特急料金区間情報オブジェクトの特急料金種別 

正：EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE_RESERVED 

誤：EXPDIA_SEAT_TYPE_NONE_RESEARVED 
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２０２０年９月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記修正をしました。 

・ 定期払戻計算オブジェクト（ExpDiaRepaymentTeiki8） 

駅名称を取得時に、バス停名の区切りの"/"記号が全角だった。 

修正後は、区切りが半角の"/"になります。 

 

２０２０年１０月１日 

 用語：「新幹線ｅチケット」を追加しました。 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）の下記の機能を追加しました。 

・ ナビゲーションオブジェクト（ExpDiaNavi6） 

IExpDiaNavi_A7（拡張インターフェイス） 

 割引制度種別の設定についての注意書きに新幹線ｅチケットとの関連を追記 

新幹線ｅチケットの設定／取得を追加 

 

２０２１年１１月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の定義を追加しました。 

・定義値・特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_FREE (=21)  A シート（自由席） 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_RESERVED (=22)  A シート（指定席） 

・特急料金区間情報オブジェクトの特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_FREE 

  特急料金種別名称  ：A シート自由席 

  特急料金種別短縮名称：A シート自由席 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_ASEAT_RESERVED 

  特急料金種別名称  ：A シート指定席 

  特急料金種別短縮名称：A シート指定席 
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２０２２年３月１日 

 ダイヤ探索用エンジンコンポーネント（ExpDEngn.dll）に下記の定義を追加しました。 

・定義値・季節料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEASON_TYPE_HIGHEST (=4)  最繁忙期 

・定義値・特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_ FREE_INCAR (=23)  車内購入自由席 

・特急料金区間情報オブジェクトの特急料金種別に下記の項目を追加しました。 

・EXPDIA_SEAT_TYPE_ FREE_INCAR 

  特急料金種別名称  ：自由席(車内購入時) 

  特急料金種別短縮名称：車内購入自由席 
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