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This research is a trial to use deep learning for crime prediction in Japan. Lately many kinds of public data 

have been releasing as open data. With these data, we can freely try deep learning which needs massive 

training data. Since crime victimization location is not random but has spatial autocorrelation, we try to 

predict crime victimization with autocorrelation as two kinds of problems, regression and classification. As 

a result, adjusted coefficient of determination reached 0.82 as regression, and we get probabilities of crime 

as classification. 
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1.背景と目的 

 犯罪発生の特徴として，その空間的分布がランダムではなく，

一定の集積（ホットスポット）が見られることが知られている．

犯罪発生のホットスポットが形成される要因としては，都市の物

理的特性 1)や社会経済的特性 2)が挙げられる．また，犯罪の被害に

よって同一対象のみならず周辺の犯罪リスクも高まる「近接反復」

も確認されている 3)．ただし，ホットスポットは一定の規則性を

もって移動するとする研究 4)もあり，将来の犯罪発生予測は容易

ではない． 

 一方で，近年は公的機関が持つ情報のオープンデータ化が進ん

でいる．例えば，警視庁のWebサイトからは，各種の犯罪が年間

何件発生したかのデータが町丁目ごとに得られるようになって

いる 5)．アクセスが容易なデータが増えることにより，大量のデ

ータを必要とする分析手法を導入するハードルは着実に下がっ

てきていると言えるだろう．特に深層学習は，大量のデータを必

要とするものの，画像認識などの分野で近年目覚ましい成果を上

げている．技術的な面においても，TensorFlow(1)やChainer(2)などの

深層学習用フレームワークが開発・公開されたことにより，様々

な形の深層学習を試すことができるようになってきている．しか

しながら，国内の犯罪発生予測において深層学習を用いたアプロ

ーチは見られない． 

そこで本研究では，犯罪被害の発生には「反復被害」「近接反復」

という特徴があることから，過去の犯罪との自己相関によって犯

罪発生予測が可能であると考え，オープンデータと深層学習を用

いた犯罪発生予測を試みる．  

 

2. 研究の方法 

2-1. 使用するデータ 

 警視庁が公開しているデータ 5)から，東京都の4875町丁目別に

31種の犯罪について認知件数を8年分（平成21年から平成28年）

取得した．罪種のうち，認知件数が最も多い自転車盗と，認知件

数の平均値が 0.5 件程度で既往研究がある空き巣を分析対象とす

る．これらの8年分のデータから，平成26年から平成28年まで

3 年分の自己相関データ（過去 5年間に同一町丁目で同一罪種が

何件認知されたか）を生成し，分析に使用した． 

 また地域特性としては，東京都が公開している国勢調査のデー

タ 6)を用いる．この中から，住宅侵入盗の発生との関係が指摘さ

れている人口と持ち家世帯率 2)を算出するため，平成22年の町丁

目別人口，総世帯数，持ち家世帯数を取得した（持ち家世帯率は，

持ち家世帯数を総世帯数で除することで算出する）． 

2-2. 深層学習 

 本研究では，Chainerを使用して単純な3層ニューラルネットワ

ーク 7)を作成した．これは 2 つの隠れ層を持つものであり，隠れ

層は10個のユニットを持っている．隠れ層の活性化関数はReLU

を使用している． 

自転車盗と空き巣は認知件数に大きな差があるため，出力層の

活性化関数を変えることによって異なる問題として取り扱う．自

転車盗は認知件数が多いため回帰問題として学習を行い(3)，空き

巣は認知件数が少ないため分類問題として学習を行った(4)． 

 深層学習では一般に，その汎化能力を正しく評価するために，

教師データとテストデータを別に分けて評価を行う．本研究では，

利用可能なデータのうち9割をランダム抽出して教師データとし

て学習を行い，残りの1割をテストデータとしてモデルの評価を

行った． 

 

3. 自転車盗認知件数の予測 

3-1. データの概況 

 8年間の各町丁目の自転車盗認知件数は，平均値10.4件，中央

値 6 件，最頻値 0 件であり，認知件数が 0 件の割合は 7.2%であ

る．過去 5年分の自己相関によって分析が可能なデータは 14625

件あり，これらを教師データとテストデータに分割する． 

- 112 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, August, 2017 

 

 

 

 

【図-1】自転車盗認知件数 

 

3-2. 学習結果 

 モデルをテストデータを用いて評価したところ，RMSE（２乗

平均平方根誤差）は5.49，自由度調整済み決定係数は0.82となっ

た．このモデルは，1～5年前の同一町丁目における自転車盗認知

件数を説明変数として，その年の自転車盗認知件数を説明する 5

変数関数である． 

図-2～図-4 は実際の認知件数と予測件数を比較したものであり，

青点線に赤線が近いほど予測が正確であったことを示す．これを

見ると，認知件数6件以下の町丁目では誤差1~2件程度で予測が

できており，認知件数6件超の町丁目では誤差20%程度に収まっ

ている．全体を見ると，認知件数60件以下の町丁目であれば，あ

る程度精度の高い予測ができていると考えられる． 

 

【図-2】自転車盗認知件数予測 

 

【図-3】自転車盗認知件数予測（認知件数6件以下） 

 

【図-4】自転車盗認知件数予測（認知件数6件超） 

 

認知件数が多い場合に予測精度が低下する原因としては，認知

件数が多い場合の教師データが少ないことが考えられる． 

 このモデルについて感度分析を行う．表-1は説明変数が全て平

均値をとったときの偏微分値を示したものである． 

【表-1】自転車盗感度分析 

 1年前 2年前 3年前 4年前 5年前 

平均値 10.7 10.9 11.1 11.6 12.2 

偏微分 0.69 0.10 0.075 -0.047 0.085 

 この表から，次の3つの特徴が見られる． 

1. 自転車盗の認知件数への影響は，前年の認知件数が最も大き

い．それ以前は，影響が急速に低減する． 

2. 4 年前までは偏微分値が徐々に低減しているが，5 年前の段

階で再び増加していることから，時間的な近接反復の影響は

線形に低減するとは言えない．このことは，認知件数の増減

がなんらかの周期性を持っている可能性を示唆する． 

3. 4年前の偏微分値が負になっていることから，過去の犯罪が

必ず新たな犯罪発生に対してプラスに影響するとも言えな

い．例えば，犯罪が多発すると警備が強化されるなどして，

数年後の犯罪発生に対してマイナスの影響が出ることも考

えられる（ただし，今回偏微分値が負になった原因は不明で

ある）． 

 

4. 空き巣発生の有無の予測 

4-1. データの概況 

 8年間の各町丁目の空き巣認知件数は，平均値0.5件，中央値0

件，最頻値0件であり，認知件数が0件の割合は69.2%である．

過去5年分の自己相関によって分析が可能なデータは14625件あ

り，これらを教師データとテストデータに分割する． 

なお空き巣発生に関しては，自己相関と地域特性の両面から予

測を試みた．町丁目名の表記ゆれにより結合不能なデータが生じ

たため，地域特性を考慮した予測では使用可能なデータ数が減少

した．地域特性のみからの予測では2683件，自己相関と地域特性

からの予測では8049件のデータが使用可能だった(5)．これらも教

師データとテストデータに分割して使用する． 

 図-6は，人口と持ち家率，空き巣認知件数の関係をプロッ

トしたものである．認知件数については点の大きさと色の両方
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で表現してある．このグラフから，３者の関係を読み取るのは

困難である．なお各変数間の相関係数は，認知件数-人口：

0.22，認知件数-持ち家率：-0.081，人口-持ち家率：-0.17であ

り，強い相関は見られない． 

 

【図-5】空き巣認知件数 

 

【図-6】人口・持ち家率・空き巣認知件数 

 

4-2. 学習結果 

 3 種のモデルについて学習を行い，テストデータを用いて評価

した．モデルは以下のようなものである． 

Model A:  1～5年前の認知件数から，その年に空き巣が認知 

されるかを予測するモデル（5変数関数） 

Model B: 人口と持ち家率から，平成28年に空き巣が認知 

されるかを予測するモデル（2変数関数） 

Model C: 1～5年前の認知件数と人口・持ち家率から，その年に

空き巣が認知されるかを予測するモデル（7変数関数） 

 

 各モデルは，町丁目ごとの予測値として犯罪発生確率を算出す

る．これらのモデルを評価するため，予測された犯罪発生確率に

従って，各町丁目を警備巡回すると想定する．各モデルに対して，

発生確率が閾値以上の町丁目を巡回した場合，どのような予測精

度となるかを示した(6)のが図-7 である（誤検出と見過ごしの領域

は，重複しないよう累積グラフにしてある）．図-7で示した値は，

以下のようなものと定義する． 

 

誤検出 ：全町丁目のうち，誤って「発生する」と予測した町丁

目の割合 

見過ごし：全町丁目のうち，誤って「発生しない」と予測した町

丁目の割合 

巡回率 ：全町丁目のうち，巡回した町丁目の割合 

捕捉率 ：空き巣が発生した町丁目のうち，巡回した町丁目が占

める割合（巡回率に対して高い方が望ましい） 

遭遇率 ：巡回した町丁目のうち，実際に空き巣が発生した町丁

目の割合（高い方が望ましい）  

 

 

 

【図-7】空き巣発生予測(7) 

 

ランダムに巡回した場合は捕捉率と巡回率は一致すると考え

られる．よって適切に予測ができているのであれば，捕捉率は巡

回率より高い値になるべきである．この観点から見れば，Model B

は適切が学習ができているとは考えにくい．これは，他のモデル

に対して教師データが少ないことが原因として考えられる． 

一方で分類の正答率を考えると，正答率は1から誤検出と見過

ごしを引いた値である（図-7においては赤と黄色で塗りつぶされ
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ていない部分にあたる）．正答率を精度評価の指標にするのであ

れば，すべての町丁目を「発生しない」と分類した時の正答率が

69.2%となるので，これを超えることが求められる．またランダム

に町丁目を選択したとき，その町丁目で空き巣が発生している確

率は 30.8%であるから，それ以上の確率で「発生する」と予測で

きることが望ましい．この観点から見れば，Model Cは30%以上

の確率で「発生する」と予測された町丁目が全体の10%未満にと

どまるため，予測モデルとして望ましいものになっているとは言

いにくい．この原因としては，教師データはModel Bに対して多

いものの，Model A と比べて説明変数が増加していることで，十

分な学習ができなかったと考えられる． 

以上から，比較的妥当なモデルと考えられるModel Aについて

のみ感度分析を行う．表-2は説明変数が全て平均値をとったとき

の偏微分値を示したものである．なおここで示した偏微分値は，

空き巣が発生する確率の傾きに相当する． 

【表-2】空き巣感度分析 

 1年前 2年前 3年前 4年前 5年前 

平均値 0.58 0.64 0.68 0.74 0.91 

偏微分 0.119 0.123 0.051 0.034 0.025 

この表から，次の2つの特徴が見られる． 

1. 空き巣の認知件数への影響は，前年・前々年の認知件数が大

きい．それ以前は，影響が急速に低減する． 

2. 1年前より2年前の偏微分値の方が大きいことから，犯罪発

生から時間経過するにしたがって，ホットスポットが徐々に

解消されるとは言えない．例えば，近隣で空き巣が発生した

場合一時的に周囲の警戒度が上がるなどして，空き巣に入り

にくくなるといった状況が要因の１つとして考えられる． 

 

5. 考察 

 本研究では，深層学習を用いた犯罪発生予測を試みた．この結

果，オープンデータのみを使用した学習によってある程度の犯罪

発生予測を行うことができた．本研究の成果を直接的に防犯活動

に応用するのは難しいかもしれないが，オープンデータのみで予

測ができたということは，データの利用申請の手続きなどに煩わ

されることなく犯罪発生予測を防犯活動に活かせる可能性を示

すものである．本研究で使用したデータやライブラリは全て無償

で利用できるものであり，金銭的な面においても導入のハードル

は低いと言える． 

 図-7は，空き巣に対する防犯活動の計画を立てる上での有用性

が認められるものであると考える．Model A について言えば，例

えば発生確率40%以上の町丁目を巡回したとき，どの程度の成果

を期待できるかがわかる．巡回した町丁目では発生した空き巣は

全て発見できるとすれば，この場合全体の30%程度の町丁目を巡

回することで，すべての空き巣発生のうち50%程度を捕捉するこ

とができ，巡回した町丁目のうち 50%強で空き巣と遭遇するが，

全町丁目のうち 20%弱では発生した空き巣を見過ごすことにな

る．実際に発生確率が何%以上の町丁目を巡回するかは，巡回率

曲線を見ながら決めることになるだろう．このように，防犯活動

計画を考えるうえで確率という具体的な数値を使えるという点

は，本研究の特長の1つである． 

 今後の展開としては，例えばスーパーマーケットが出店するな

どの地域特性の変化によって，犯罪の発生確率がどのように変化

するかを評価できれば，防犯活動への応用可能性が大きく高まる

と考えらえる．しかしながらModel Cの例で見られるように，説

明変数の増加はより多数の教師データを要求する．よって適切な

次元削減の方法や，より良いネットワークとなるようなチューニ

ングが今後要求される． 

 

補注 

(1) Googleによるディープラーニング・ライブラリ 

(2) Preferred Networksによるディープラーニング・フレームワーク 

(3)入力データからその年の認知件数を予測するものであり，出力層を1ユ
ニット・活性化関数を恒等関数とすることで実現できる．このようなネ
ットワークは，認知件数を教師データとして２乗和誤差を損失関数とす

ることで学習できる．最適化手法はAdamを使用した． 

(4)これは入力データからその年の認知件数が1件以上となるか，あるいは
0 件となるかを予測分類するものであり，出力層を 2ユニット・活性化

関数をソフトマックス関数とすることで実現できる．活性化関数にソフ
トマックス関数を用いることで，犯罪が1件以上認知される確率をネッ
トワークが返すことが可能となる．このようなネットワークは，犯罪認

知の有無を教師データとして交差エントロピー誤差を損失関数とするこ
とで学習できる．最適化手法はAdamを使用した． 

(5)漢数字と全角数字を全て半角数字に変換したうえでデータの結合を行っ

たが，町丁目名の不一致により一部データが結合できなかった．自己相
関を含めたものの方がデータ数が多いのは，自己相関のデータが3年分
あるためである．なお，地域特性の変数は経年で大きく変化しないと考

え，平成22年の値で不変とした． 

(6)深層学習を用いた分類問題では通常，確率が最大となるカテゴリに分類
する（本研究の場合は，発生確率が50%以上となった場合に「発生する」

に分類する）．しかし一律に「50%以上であれば発生する」とするのは，
犯罪予測においては妥当であるとは考えにくい．現実問題としては，犯
罪対策にさけるリソースに応じて「発生する」と予測する閾値を設定す

るのが妥当であると考えられる．このような理由から，やや複雑になる
が図-7のような結果の表現方法を採用した． 

(7)図-7で遭遇率がある閾値を境界に急上昇しているが，これはその閾値以

上ではすべての町丁目が「発生しない」と分類されるため，巡回する町
丁目数がゼロになることによるものである． 
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