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Although there are several researches having tried to reveal environmental factors which have something to do 

with precursor events of sex crimes, there is no research considering possibilities that the degree of effects which 

some factors have may depend on characteristics of districts and that structure of road network may be relevant 

with occurrence of such events, both of which have already been pointed out in some researches regarding other 

crimes. In this research, we analyzed the effect of a variety of factors on precursor events which have occurred in 

the past three years by using multilevel model to detect factors that have an effect through all districts. In addition, 

using a method called “Urban Network Analysis”, we found an effect of street network structure on precursor 

events. 
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1はじめに 

国内の刑法犯総数は平成 14年をピークとしてそれ以降は減

少を続けているものの,子供や女性を対象とした犯罪は依然

として多い.子供や女性を対象とした性犯罪は,警察や行政に

おいて犯罪対策の重要課題として挙げられており,例えば警

察庁は平成 21年度以降子供と女性を性犯罪などの被害から守

るための体制を強化している.具体的には、前兆事案(性犯罪

の前兆となる子供や女性を狙った声かけ,つきまとい、公然わ

いせつなどの行為⁽¹⁾)を早期に特定し,検挙や指導・警告を行

うことで重大な性犯罪に発展することを防ぐ専従チームを設

置するよう各都道府県警察本部に通達を出した.これを受け

すべての都道府県警察本部に「子ども女性安全対策班」が設置

され,いくつかの都道府県ではその後対策室等への格上げを

経ながら,現在もその活動を継続している.また一部では,子

ども女性安全班が得た情報を基に住民に注意喚起を促すメー

ルを配信するなどのサービスも行われており,前兆事案に適

切にアプローチし,その後の重篤な犯罪発生を未然に防ごう

とする姿勢が広まっている.こういった動きの中で,どのよう

な都市空間特性が前兆事案を誘発・抑制しうるのかを明らか

にすることは重要であると考えられる. 

前兆事案の分野に関わる既往研究としてはまず,前兆事案

とその後の性犯罪の発生のつながりを検証した菊池ら¹⁾の研

究があり,声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪は空間的に

も時間的にも近接して発生していることが示されている.ま

た,前兆事案が発生する環境に関して検証したものは,福岡市

内の複数の小学校区を対象として通学路上の犯罪・不審行為

の分布のモデル化等を行った松永や吾郷らによる一連の研究

²⁾³⁾⁴⁾と,草加市において局所的な環境要因が不審者の発生

に与える影響について調査した佐々木⁵⁾の研究がある.これ

らの二つの研究は,局所的な街路上の要素(花壇の有無や電柱

の数)を説明変数として用い,比較的性質が均質なエリアを対

象に分析を行っている.だが,住宅侵入盗という異なる犯罪を

対象として行われた研究ではあるものの,上杉ら⁶⁾は犯罪率

に対する物理的環境要因の効果が地区の性質(社会経済的地

位)によって異なることが明らかにしており,前兆事案の分析

においても性質の異なる地域を含んだ分析の必要性があると

考えられる.また,ひったくりを分析対象とした既往研究⁷⁾で

は,道路ネットワークの構造がひったくりの成立に与える影

響を明らかにしており,その多くが道路上で発生するという

共通点を持った前兆事案においても,道路ネットワークの構

造まで考慮することは有用であると考えられる. 

そこで本研究では,前兆事案の発生に関係する都市空間特

性を明らかにするための基礎的検討を行う.よって様々な性

質を持つ地域を含むようにより広範囲(東京２３区)を分析対

象とし,切片にランダム効果を仮定するマルチレベル分析を

行う.また,それらの既存研究では考慮されていない,道路ネ

ットワークの構造との関係についても検証する. 

 

2方法 

本研究では東京都区部の街路単位を対象とし,前兆事案に

関するデータ及び地区特性データ,街路特性データを用いる. 

2-1従属変数：前兆事案データ 

前兆事案に関するデータとして用いるのは,2014年 1月 1日

から 2016年 12月 31日の期間に警視庁で取り扱ったもののう

ち, 都区部の路上で発生し、号レベルでのアドレスマッチン

グが可能であった 7727件である.これらに対し,発生場所の緯
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度経度情報を基に最近隣の街路に紐づける操作を行い,「各街

路における前兆事案の認知の有無」を従属変数とした.含まれ

る加害者行動の分類としては「ちかん」「公然わいせつ」「つき

まとい」「不審者」「声かけ」等がある. 

2-2独立変数：地区特性データ及び街路特性データ 

防犯分野における先行研究⁵⁾⁶⁾⁸⁾を参考にして,表 1に示す

変数を設定した.まず地区特性については,日常活動理論の観

点から(A)潜在的被害者の存在と(B)接近のしやすさに,社会

解体論の観点から(C)地区の社会経済的地位に着目し,町丁目

単位での集計を行った.具体的には,(A)に関しては年少人口

割合及び若年女性割合を, (B)に関しては人口密度及び年間小

売商品販売額を,(C)に関しては中卒者割合及び大卒者割合,

賃貸物件価格単位面積当たり平均価格を採用した. 

街路特性については、各街路の基本情報として街路延長を

用いたほか,(D)各街路から各種最寄り施設までの距離(E)街

路沿いの敷地の特定用途の有無(F)周辺の街路ネットワーク

との関係性,の 3 つの観点から変数を設定した.具体的に

は,(D)については人が集中するため潜在的な被害者も一般に

多くなると考えられる「小学校」「鉄道駅」と,犯罪行為全般に

対して抑止力になると考えられる「警察施設⁽²⁾」までの距離

を変数とした.(E)については,加害者にとって不自然になら

ずに待機したり狙いを物色したりする場所になりうる,土地

利用の主用途が「公園・緑地等」「屋外利用地・仮設建物」「未

利用地等」の敷地との接道の有無を変数とした.また(F)に関

しては,ArcGIS 上で作動するネットワーク分析を行うための

パッケージである Urban Network Analysis (以下 UNA) 

Toolbox ⁽³⁾を利用し指標を算出した.UNA による分析では

Reach, Betweenness, Straightness, Closeness の 4つの指

標を利用して⁽⁴⁾街路の見通しや交通量の多さに関連がある

と考えられるこれらの指標と前兆事案の発生がどのような関

係にあるのかを検証した.これらの指標は算出の際に基準と

する範囲を指定する必要があるが,本研究では街路重心から

ネットワーク距離 100m(平均街路延長の約二倍.隣接する街路

までを含む)と 500m(およそ町丁目の範囲を含む)の二通りの

範囲で指標を算出した. 

地区特性に関しては人口・世帯特性データのほか,商業デー

タや賃貸物件情報を利用した.人口・世帯特性は平成 22 年国

勢調査より得た.また,商業データに関しては東京都の平成 26

年商業統計調査報告(町丁目別集計)を,賃貸物件情報に関し

てはアットホーム株式会社から提供されたデータを用いた.

街路特性に関しては拡張版全国デジタル道路地図データベー

ス 2016年版(住友電工)を用いたほか,各種施設地点情報は国

土数値情報(国土交通省),土地利用に関しては都市計画基礎

調査 GISデータ(平成 23年度版)から得た. 

以上の変数の基本統計量を表 1に示している.なおモデル化 

に当たって街路延長に関しては対数変換を行い,その後,(E) 

表１ 基本統計量 

 

以外の全ての変数を標準化した. 

2-3分析手法 

前兆事案の発生と関連のある要因についての分析として,

地区レベル・街路レベルの説明変数を用いた多変量解析を行

う.従属変数が「街路ごとの、過去 3年間の間に前兆事案が発

生したか否か」であるため,二項ロジスティック回帰モデルを

使用する.また,データの階層性を考慮しない通常の回帰分析

は全ての街路の独立性の仮定のもとに行われるが,実際には

街路は様々な地区の内部もしくはその境界に存在しており,

各々の地区内で類似性をもっていたとすればその仮定は成り

立たない可能性がある.よって街路単位での関係と地区単位

での関係を同時に区別して検討するため,本研究では切片の

みに誤差項を仮定するランダム切片のマルチレベルモデルを

採用した. 対象とする東京都区部には 323757件の街路リンク

が存在するが,そのうち前兆事案が発生したことのある街路

は 7003 件と,全体に対して非常に少ない. そこで本分析にお

いては,前兆事案が発生したことのない街路に分類される

316754 件から無作為に抽出した 7003 件と,前兆事案が発生し

た街路 7003件を合わせたデータを解析し,その操作を 1000回

繰り返した後に主要な統計量の平均値と分散に着目するとい

う方法を用いた.なお一連の分析には、統計解析環境 R ver. 

3.4.0 を利用し,マルチレベル分析を行うにあたって lme4 パ

ッケージの glmer関数を用いた.また繰り返し処理を行った後

平均値を取るという処理のため,変数選択の方法は強制投入

法を用いた. 

 

3概況  

 分析に先立ち,本研究で扱う前兆事案データの概要につい 
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表 2 前兆事案発生モデルの推定結果 

 

て整理する.まず加害者行動別にみると,「ちかん」「公然わい 

せつ」への分類が特に多く,この二つで全体の半数以上を占め

ている(図 1).被害者性別に関しては女性が圧倒的に多く,9割

以上が女性である(図 2).被害者の年齢層に関しては 21~25 歳

の層が最も多いが,その前後及びより若い層でも比較的多い

(図 3).  

  

4分析結果と考察 

変数投入によるモデルの予測の良さの変化を明らかにする

ため,投入する街路特性に関する指標を徐々に追加した三つ

のモデルについて分析を行い,検証・比較を行った.モデルⅠ

に用いた街路特性の指標は街路延長のみで,モデルⅡはそれ

に加え,既往研究でも考慮されている物理的環境要因に分類

される,各種最寄り施設までの距離及び沿道敷地の特定用途

の有無を用いた.さらにモデルⅢでは,既往研究では考慮され

ていない道路ネットワークの構造を示す UNA指標も用いた.な

おモデルⅢにおいては多重共線性を考慮し Straightness指標

を変数から除外し,結果 VIFは最大でも 3.02であった. 

まず地区特性との関係性について見てみると,三つのモデ

ルで共通の変数の効果が確認され,人口密度・若年女性割合・

年間小売販売額は前兆事案の発生に対して正に有意であると

分かった.若年女性割合については潜在的な被害者の存在に

よって前兆事案が発生しやすくなっていると考えることが出

来る。人口密度に関しては、周囲からの監視性が高まり前兆事

案の発生を抑制する可能性も事前に考えられたが、本研究で

は人口密度が高いほど,おそらく潜在的な被害者の密度も高

くなることにって,発生しやすくなっていることが分かった。 

街路特性に関しては,全モデル共通で投入されている街路

延長の他,街路沿いの公園・緑地等有無と Reach(500m)指標, 

図 1 加害者行動の内訳     図 2 被害者性別の内訳 

図 3 被害者年齢層の分布 

 

Closeness(100m)指標が正に有意,最寄り鉄道駅及び最寄り小

学校までの距離と Reach(100m)指標,Betweenness(100m)指標

が負に有意であると分かった.街路沿いの公園・緑地等の存在

は,周囲からの死角を生みやすく,前兆事案の行為者にとって

の不自然でない待機場所として利用されている可能性が考え

られる.また最寄り小学校や最寄り鉄道駅までの距離に関し

ては,どちらも短いほど前兆事案が発生しやすくなっており,

これに関しても潜在被害者の多さによるものと考えられ

た.UNA 指標に関して言えば,基準とする距離に応じて効果の

向きが変わった点が興味深い.Reach(100m)と Reach(500m)は

それぞれ,ネットワーク距離 100m及び 500m以内に存在する街

路数を示す指標であり,Reach(500m)が正に有意であるのは街

路数が多くなることによって見通しも悪くなりやすく,接近
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しやすいため犯行場所として選定されやすいと考えることが

出来る.その一方 Reach(100m)が負に有意である理由として,

局所的な危険個所を表しその街路を通る潜在被害者が十分に

警戒したという可能性が考えられる.本研究は「過去三年間に

実際に前兆事案が発生したか否か」を従属変数としており,

「前兆事案が発生しにくい環境要因がそろっていて今まで発

生していない」か,「非常に前兆事案が発生し易い環境であっ

たため十分な警戒・注意喚起がなされ,発生していない」かは

判別できないという性質がある.ネットワーク距離 100m を半

径とする広がりは非常に局所的なものであり,その中で街路

数が特に多い場合は直感的に危険を感じやすいという可能性

は十分に考えられる.また betweenness指標の負に有意という

結果に関しては,人が二地点を最短距離で移動する場合にそ

の街路の選択確率が高くなるという定義から,人通りの多さ

が監視性を高め,抑止力になっていると考えられた. 

また AIC の平均値についてもモデルⅠからⅢにつれて小さ

くなっていることが確認された.モデルの予測の良さは向上

しており,ネットワーク指標を含めた街路特性によって前兆

事案の発生状況を分析することが有用であることが分かった. 

 

5 おわりに 

 本研究では,性犯罪等の前兆とされる声かけやつきまとい

といった「前兆事案」に着目し,発生場所周辺に共通する町丁

目単位での地区特性と,発生した箇所に特有の街路特性との

関係性について検討した.その結果,既存の研究では言及され

なかった,様々な地区タイプの下で共通して前兆事案の発生

と関係する要因の存在を明らかにした.また,街路上の構成要

素だけでなく,街路同士の関係性に関する指標であるネット

ワーク指標との関連も確認することが出来た. 

 本研究の意義は次のように整理できる.第一に,前兆事案の

発生と関係する指標を明らかにした点である.凶悪な犯罪に

つながりうる前兆事案の発生しやすい場所を特定しやすくな

り,パトロールや注意喚起の看板といった防犯資源の投入を

効率的に行うことが出来るようになる.これにより前兆事案

が起こってから警戒を呼び掛けるだけでなく,前兆事案その

ものの予防に役立てることが出来ると考えられる. 

第二に,分析アプローチの新規性である.日本ではこれまで防

犯の分野において,樋野ら⁹⁾の研究を始め地区単位での分析

が主流であり,ストリートセグメント単位での分析はそれほ

ど多くなく,かつマルチレベル混合モデルを用いた分析はほ

とんど行われていない.Johnson ら¹⁰⁾の研究は住宅対象侵入

窃盗を対象としてこれが行われているが,前兆事案や性犯罪

を対象とした研究は見当たらない. 

 最後に今後の課題を述べる.まず,本研究では多様な加害者

行動をひとまとめに前兆事案として扱い分析を行っているが,

事案ごとに発生しやすい条件は異なると考えられる.(ちかん

は発見されづらい場所で行われる一方で,公然わいせつは周

囲の人間に見せることが目的,等).加害者行動ごとに分けた

分析は今後の研究課題としたい.また本研究ではランダム切

片モデルを利用しているが,地区タイプごとにそれぞれの指

標の影響力が異なる可能性も十分に考えられる.傾きに関し

てもランダム効果を取り入れたモデルを用いた研究も同時に

今後の課題としたい. 
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脚注 

(1)警視庁 HP より抜粋 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/anzen/anshin/s

akurapolice.html (最終閲覧日:2017/08/08) 

(2)国土数値情報警察署データに記載されている,警察本部・警察署・分庁

舎・交番・駐在所・派出所・警察学校・地域安全センター等の 8 つの種類

をまとめて,本研究では警察施設と呼ぶ. 

(3)http://cityform.mit.edu/projects/urban-network-analysis.html よ

りツールボックスをダウンロードした. 

(4)i を対象の街路の重心, j を任意の街路の重心, r を基準とする距離, 

d[x,y]を x,y間のネットワーク距離, δ[x,y]を x,y間のユークリッド距

離, j の重みづけを W[j]とするとき, 4 つの指標は以下のように算出さ

れる.本研究では特定の街路に対する重みづけは行っていない. 

・Reach 

𝑅𝑒𝑎𝑐ℎ𝑟[𝑖] = ‖𝑗 ∈ 𝐺 − {𝑖}: 𝑑[𝑖, 𝑗] ≤ 𝑟‖ 

・Betweenness 

𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠[𝑖]𝑟 = ∑
𝑛𝑗𝑘[𝑖]

𝑛𝑗𝑘
𝑗,𝑘∈𝐺−{𝑖},𝑑[𝑗,𝑘]≤𝑟

∙ 𝑊[𝑗] 

・Closeness 

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠[𝑖]𝑟 =
1

∑ (𝑑[𝑖, 𝑗] ∙ 𝑊[𝑗])𝑗∈𝐺−{𝑖},𝑑[𝑖,𝑗]≤𝑟
 

・Straightness 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠[𝑖]𝑟 = ∑
𝛿[𝑖, 𝑗]

𝑑[𝑖, 𝑗]
∙ 𝑊[𝑗]

𝑗∈𝐺−{𝑖},𝑑[𝑖,𝑗]≤𝑟
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