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日本の大都市における犯罪の空間的偏在とその年次変化

－東京 23 区と大阪市において 2008～2019 年に認知された 8 罪種の分析－ 

Uneven spatial distribution of crime and annual changes in major Japanese cities 
: Analyzing eight types of crime that occurred between 2008 and 2019 in Tokyo and Osaka 
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Indices such as the Gini coefficient have been used to measure the spatially uneven distribution of crime 
in cities. However, the Gini coefficient has the disadvantage of overestimating spatially uneven distribution 
of crimes under low crime frequency situations, including Japan. To overcome this problem, this paper 
analyzes the spatially uneven distributions of eight types of crimes reported in the last 12 years in the 23 
wards of Tokyo and Osaka City using the “Rare Event Concentration Coefficient” (RECC). The results of 
the analysis were as follows: a) RECC was able to detect spatially uneven distributions in low-frequency 
crime situations, which is difficult to detect with the Gini coefficient; b) RECCs were large for commercial 
and office burglaries, and small for residential burglaries, thefts from car, vehicle thefts, bicycle thefts, and 
purse snatchings. 
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1. はじめに

犯罪は都市のなかで特定の場所（ホットスポット）に偏在する

傾向を持つ．これは，80-20の法則（8割の犯罪が2割の場所で発

生）や，パレートの法則として，犯罪学では広く知られた知識と

なっている 3)．こうした犯罪の空間的偏在(1)の度合いを具体的に計

測することは，どの程度特定の場所に集中して防犯対策を行うべ

きかの指針を得るために重要である． 

犯罪の空間的偏在の度合いを計測するため，犯罪学では，単位

領域（街路セグメントや街区など）に含まれる犯罪件数の地域全

体に対する割合と，その単位地域の数や面積の地域全体に対する

割合の相対比が伝統的に用いられてきた（「全犯罪の X％が全体

の上位Y％の単位領域に含まれる」といった表現がなされる）．こ

の指標に基づく代表的な業績に Weisburd によるものがある 16)．

Weisburdは，米国の規模の異なる数都市において街路セグメント

単位で犯罪を集計したとき，その都市の規模によらず，全犯罪の

50%が4%程度の街路セグメントに，また全犯罪の25%が1.5%程

度の街路セグメントが含まれることを示し，そうした傾向を「犯

罪集中の法則」（Law of Crime Concentration at Places）として提示し

た 16)．しかし，こうした%基準による犯罪の空間的偏在の表現は，

数値の意味するところが直感的にわかりやすいという利点こそ

あるものの，50%や25%といった特定の閾値によって区分された

場合を切り出して作成されたものであり，偏在の度合いを計測す

るための指標としては不十分である． 

ジニ係数は，特定の閾値に限定せずに事象の偏在を表現できる

ため，前述した特定の%基準に基づく犯罪の空間的偏在表現の欠

点を補いうる．しかし，ジニ係数は，単位領域の数に対して事象

の数が少ないときに，偏在を過大評価してしまうという問題があ

る 2), 4), 11)．例えば，100の単位領域から構成される地域に10件の

犯罪が 10 の単位領域に 1 件ずつ均等に起きる状況であっても，

ジニ係数は 0.90 となり，本来均等を示すはずの 0 にはならない．

そして，犯罪は一般に低頻度な事象であるためこうした状況はし

ばしば生じる．単位領域数が犯罪件数を上回る場合への対応とし

て，Bernasco & Steenbeek2)は，ジニ係数を犯罪件数の合計値を用い

て下方修正した「一般化ジニ係数」(generalized Gini coefficient) を

提案したが，この指標も偏在を正確に計測するものではないこと

が，近年のシミュレーション研究により確かめられている 4), 11)． 

一方，近年，%基準での表現や（一般化）ジニ係数のような，

観測された犯罪の数自体に基づく偏在検出とは別に，確率論的ア

プローチに基づく指標が提唱されている．これは，犯罪の頻度分

布の背後にある確率分布（モデル）を想定し，観測された犯罪件

数をもとにそのパラメータを推定したうえで，確率分布から求め

られる犯罪の件数（理論値）をもとにジニ係数を求めるものであ

る．具体的なものとして，犯罪の頻度分布が負の二項分布に従う

ときに用いられるポアソン-ガンマ法に基づくジニ係数 1), 11)や，混

合ポアソンモデルに対応した RECC（Rare Event Concentration 

Coefficient）5-7)が提唱されている．これらの指標は，単位領域の数

に対して犯罪が極めて低頻度の場合にも，ジニ係数を偏り少なく

推定する 4), 11)．他の先進国に比較して，犯罪が低頻度である日本

の大都市で犯罪の偏在を検出しようとする際には，こうした確率

論的アプローチに基づく指標は特に有効と考えられる． 

本報告では，東京 23 区と大阪市という日本を代表する大都市

を事例に，確率論的アプローチに基づく指標であるRECCを用い

て，8 罪種についての空間的偏在を評価する．また，年次単位で

の値の変化を見ることにより，犯罪件数が減少するなかでの空間

的偏在傾向の変化についても分析する． 

- 408 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

 

2. 方法 

2-1. 対象地域 

 分析対象地域を東京23区と大阪市とする．両地域は，日本にお

ける代表的な大都市であり，人口規模と面積はそれぞれ約 968.2

万人，627.6㎢と，約274.7万人，225.2㎢（2020年4月時点）と

なっている．両地域での最新年次（2020年）の刑法犯認知件数（速

報値）は 61998 件と 33774 件であり，両地域合計で 2020 年の日

本の刑法犯認知件数総数の15.6%を占める． 

2-2. データ 

 東京23区と大阪市は，それぞれ，大字・町丁目（以下「地区」）

別，年次別，罪種別の刑法犯認知件数を2008年からオープンデー

タとして公開している 8), 12)．分析では，公開されている罪種から，

①住宅対象侵入窃盗（空き巣・居空き・忍込みの合計），②出店荒

し，③事務所荒し，④車上ねらい，⑤乗り物盗（自動車盗とオー

トバイ盗の合計），⑥自転車盗，⑦自動販売機ねらい，⑧ひったく

りの8罪種を抽出して用いた．2008年から現在までの間に大きな

住所変更があった地区を分析から除くため，2008 年（東京 23 区

は2009年）と，2019年の大字・町丁目レベル位置参照情報 9)を用

いて，住所が共通して存在する地区を抽出した．結果的に，東京

23区における3129地区（2019年に存在する地区の99.6%），大阪

市における1902地区（同100%）を分析対象とした． 

2-3. 分析方法 

本研究で用いる犯罪の空間的偏在の指標であるRECCは，Curiel 

& Bishop5)によって提唱されたものである．RECCでは，街路セグ

メントや街区などの単位領域ごとに集計された犯罪の件数が，以

下の混合ポアソンモデルで表現できることを仮定する． 

𝑞 Pois λ 𝑞 Pois λ ⋯ 𝑞 Pois λ              1  

ここで，λはポアソン分布のパラメータ，𝑞は和が1となる各分

布の重み，𝑘は各分布に対応する添え字である．混合ポアソンモデ

ルは，異なるパラメータλを持つ𝑘個のポアソン分布が比率𝑞で混

合されて表現されるモデルであり，犯罪や交通事故のように，希

少かつその起こりやすさが単位領域により異なる事象に用いら

れる 10)．混合ポアソンモデルのパラメータとなるλと𝑞は，EMア

ルゴリズムにより最尤推定される． 

図-1 は今回分析対象としたデータのうち，東京 23 区における

2008 年の住宅対象侵入窃盗に対して混合ポアソンモデルを当て

はめた例である．他のすべての罪種・年次について同様の当ては

めを行ったが，近似は概ね良好であった． 

単位領域ごとの犯罪件数が混合ポアソンモデルで記述される

とき，犯罪の空間的偏在指標RECCは，以下の式で表される 5)． 

RECC  
1

2∑ λ 𝑞
𝑞 𝑞 λ λ              2  

RECCは，すべての地区間での犯罪件数差の絶対値の平均値（期

待値）を，犯罪件数の全地区平均値（期待値）の2倍で除した値

であり，混合ポアソンモデルに基づく犯罪件数に対応したジニ係

数とみなせる．犯罪件数として0より大きく1より少ない数を想

定することができるため，犯罪件数が低頻度である場合でもジニ

係数が過大にならない特性がある．先行研究では，犯罪の他，火

山噴火や交通事故といった，単位領域の数に対して生起が低頻度

である事象において，その空間的偏在を偏りなく検出できること

が示されている 5), 7)．また，RECCは，単位領域の数や事象の発生

頻度に依らない指標であるため，異なる発生頻度の犯罪，異なる

単位領域の大きさを持つ都市，異なる時期間での比較が可能な指

標となっている． 

以下の分析では，東京23区と大阪市において，地区単位で集計

された各罪種件数のRECCを年次ごとに算出し，その変化をみる．

RECC の算出にあたり，混合ポアソンモデルのパラメータは統計

解析ソフト R13)の拡張パッケージ CAMAN14)に含まれる関数

mixalgにより推定し，パラメータからのRECCの計算は自作のR

コードを使用した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1：犯罪の頻度に対する混合ポアソンモデルのあてはめ例 

（東京23区における2008年の住宅対象侵入窃盗の例．k=7） 

 

3. 犯罪の空間的偏在の年次変化 

東京 23 区と大阪市において 2008～2019 年に認知された対象 8

罪種の件数と，各年において計算されたRECCを図-2に示す．ま

た，ここでは，比較のため通常のジニ係数も示す． 

まず，RECCと通常のジニ係数との違いを見てみる．東京23区，

大阪市ともに，それぞれの地区数よりも年次ごとの犯罪件数が少

ない罪種について，犯罪件数が減るに連れ通常のジニ係数が増加

する傾向が明瞭である．また，通常のジニ係数の値はRECCより

も高く，特に件数が少ない事務所荒しやひったくりでは，2019年

時点で1近くの極めて高い値となっている．一方，RECCは全般

に通常のジニ係数よりも低い値であり，極端に大きな値は算出さ

れていない．犯罪件数が地区数を上回る自転車盗のみは例外であ

り，通常のジニ係数とRECCが近い値で推移している．これらの

ことから，RECC は，特に件数の少ない罪種での空間的偏在を，

件数の変化による影響を受けずに検出できていると考えられる． 

罪種別にRECCを見ると，出店荒しと事務所荒しにおいて，概

ね 0.5 以上の範囲で数値が変動しており，他の罪種に比較して空

間的偏在度が高いといえる．これは，犯罪のターゲットとなる店

舗や事務所が，他の罪種のターゲット（住宅，自動車，オートバ 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10<

地
区
数

犯罪件数

実際に観測された

地区数

各λに対応したポア

ソン分布に基づく

予測値

混合ポアソンモデ

ルに基づく予測値

- 409 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-2：東京23区と大阪市における2008～2019年の罪種別の空間的偏在の変化 

凡例 

 

：認知件数 

 ：RECC 

  ：ジニ係数 

黒色：東京23区 

灰色：大阪市 
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イ，自転車，歩行者）と比較して空間的に偏在していることの影

響と考えられる．また，出店荒し，事務所荒し，自動販売機ねら

い，ひったくりといった，特に件数の少ない罪種のRECCは値が

年次と共に乱高下している．これは件数が少ないため，連続犯に

よる影響を受けやすいことによるものと推測される． 

 

4. 考察 

 本報告では，東京23区と大阪市において2008～2019年に認知

された8罪種を対象に，RECCを用いて犯罪の空間的偏在を記述

した．主たる結果は以下の2点である． 

① RECCは，ジニ係数では検出しづらい，犯罪低頻度状況での

空間的偏在を安定して検出できる． 

② 今回の分析で得られたRECC の値は罪種により異なり，高

いもの（出店荒し，事務所荒し）で0.5～0.7程度，低いもの

（住宅対象侵入窃盗，車上ねらい，乗り物盗，自転車盗，ひ

ったくり）で 0.4～0.5 程度であった（自動販売機ねらいに

ついてはレンジが大きく判断が難しい）． 

犯罪減少下における犯罪の空間的偏在の変化を明らかにした

研究に，ベルギーの都市アントワープを対象に，街路セグメント

単位で集計された住宅対象侵入窃盗を分析した Vandeviver & 

Steenbeek の研究 15)がある．同研究は，指標として RECC を用い

てはいないものの，犯罪件数が大きく減少する中で，その空間的

偏在の度合いはほとんど変わらないことを示している．本報告に

おいて分析した住宅対象侵入窃盗もほぼ同様の傾向であり，犯罪

の多少に関わらず一定の空間的偏在を持つ傾向が共通している．

犯罪総数の減少にも関わらず，その空間的偏在が維持される傾向

は，住宅対象侵入窃盗以外の罪種についても同様であった．これ

は，犯罪減少下においても，場所を絞った防犯対策が引き続き有

効であることを示唆する．犯罪分析に基づく，地区を焦点化した

防犯まちづくりの重要性は引き続き強調されるべきである． 

確率論的アプローチを用いた犯罪減少下での空間的偏在の検

出，その変化や，罪種，都市による違いはこれまでほとんど明ら

かにされていない．Amemiya & Ohyama1)は，同じ確率論的アプロ

ーチに基づく別の指標として，Mohler et al.の提案するポアソン-ガ

ンマ法に基づくジニ係数を日本に適用し，犯罪の空間的偏在の検

出を試みている．複数ある手法のなかでどれがふさわしいかは，

犯罪の頻度分布に依存する．今回の分析では，特に低頻度の罪種

において，RECCの値が年次変動しやすい傾向も見られた．今後，

分析事例を積み重ねてゆき，本報告で得られた結果の一般性の検

証や手法の問題点について明らかにしていくことが望まれる． 
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補注 

(1) 類似した概念に「集中」や「集積」があるが，本報告で着目

したいのは，Moran’s I等によって測定される犯罪の地理的集

積ではなく，単位領域に含まれる犯罪件数の格差（不平等さ）

であるため，誤解を避けるために「偏在」の用語を用いる． 
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