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交通事故の発生件数は年々減少傾向にあるものの、その減少幅が徐々に小さくなるなど、我が国にお

ける交通安全を取り巻く環境は依然として厳しい。他方では人工知能に関連した技術の開発が急速に進

んでおり、一定の成果が見られる分野もある。このような背景を踏まえ、将来の更なる効率的・効果的

な対策の立案に資するため、人工知能技術の一種であるニューラルネットワークを用いて交通事故の分

布パターンに着目した交通事故発生予測モデルを構築し、その適用可能性について検討を行った。交通

事故発生件数を基にして時間的に変動する事故リスクを定義し、それを回帰的に予測した場合において

は、幹線道路沿いを中心に一定程度の予測精度が確認できた。 
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１．研究の背景・目的 

我が国における交通事故の発生状況は近年改善の傾

向を示している。2018 年中の交通事故による 24 時間死

者数（以下、死者数）は 3,532 人となり、警察庁が保有

する 1948 年以降の統計中においては最少を更新した 1)。

交通事故は多大な社会的損失を招くことから、各道路管

理者によるドライバーへの安全教育や取締りの強化等

様々な対策が講じられてきており、その効果が十分に発

現していると考えられる。しかしながら、2012年以降死

者数に占める 65 歳以上の高齢者の割合は増加傾向にあ

る。また自転車の関係する事故が全ての事故に占める割

合が 9 年ぶりに増加に転じる 1)等、交通事故を取り巻く

環境は急速に変化している。内閣府が取りまとめた第 10

次交通安全基本計画 2)においては、2020年までに死者数

を 2,500 人以下とすることが掲げられており、目標達成

に向けより効果的、効率的な対策実施のために新たな交

通事故予測手法の確立が急務とされる。 

一方、近年は人工知能に関する研究開発が分野横断的

に進んでいる。この背景には、分析の対象となる多種か

つ膨大なデータ（ビッグデータ）の入手が容易に可能と

なったことがある。警視庁が取りまとめた「犯罪・交通

事象・警備事象の予測における ICT 活用の在り方に関す

る提言書」3)においても、交通事故予測への人工知能の

活用が検討されている。しかしながら、その具体的方法

に関しては触れられておらず、確立されていない。また、

事故予測に人工知能を活用した研究例はこれまであまり

見られない。 

 そこで、本研究では交通事故に関連して収集されたビ

ッグデータを用いて、人工知能技術の一種であるニュー

ラルネットワーク（以下、NN）を活用しつつ、事故分布

の空間的パターンに着目した事故予測モデルを構築する。

これを通じ、新たな予測手法を確立する一助となるとと

もに、今後の効果的な交通安全対策の立案に資すること

を目的とする。 

 

２．既存研究と本研究の位置づけ 

 

2.1 既存研究の整理 

本研究に関する既存研究を、交通事故に影響を及ぼす

要素に関するもの、交通事故の予測モデル構築に関する

もの、既存分野への人工知能の適用に関するものの 3つ

に大別し整理した。 

(1)交通事故に影響を及ぼす要素に関する研究 

寺内ら 4)は生活道路対策が実施された地区を人口と土

地利用の指標によって分類し、その類型と事故との分散

分析を行った。その結果、特に土地利用の類型と事故の

発生について有意差があることを明らかにしている。ま

た、森本ら 5)は一定以上の交通取締りによって事故多発

の抑制効果が発現することに加え、法規制等が全国的な

抑制効果を生み、取締り活動の効果は特に地域的に発現

するとしている。この研究に関連して、船本ら 6)は交差

相関を用いて分析を行った結果、混雑度の低さが取締り

効果に影響を及ぼしていることを明らかにした。更に、

萩田ら 7)は日本において悪天候が事故発生確率の増加に
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影響しているとした上で、太陽の眩しさも事故に悪影響

を与えていると述べている。 

(2)交通事故の予測モデル構築に関する研究 

交通事故の予測モデルに関する研究は古くから行わ

れている。マクロ的視点からの研究として、大蔵ら 8)は

シミュレーションモデルと重回帰モデルを用いて事故推

移動向から将来値の予測を行い、前者のモデルにより信

頼性があると結論付けた。またミクロ的視点に立ったも

のとしては、小谷ら 9)が類型別事故推定モデルを作成し、

それを岐阜市街の交差点において適用した研究が存在す

る。この研究においては、作成した事故推定モデルの有

効性が従来の回帰的な分析モデルと比較して高いことが

示されている。 

(3)既存分野への人工知能の適用に関する研究 

浅田ら 10)は高速道路における維持管理業務の低コスト

化を目的として、路面性状測定に畳み込みニューラルネ

ットワーク（Convolutional-Neural-Network、以下 CNN）

を用いた。これにより道路上のひび割れを高解像度でト

レースできる手法を開発した。また、Chenら 11)は交通事

故データと GPS データから深層学習により事故リスク

を予測する研究を行い、より多量のデータを用いること

で予測精度が向上すると述べている。時系列データを用

いた研究としては、山室ら 12)が深層学習によりデータの

特徴を抽出し、それらを効率的に要約及び分類する手法

を考案している。更に、宮崎ら 13)は株価変動を記録した

データへの CNN の適用を試みており、従来手法と比較

して一定の予測力改善が見られたと報告している。 

 

2.2 研究の位置付け 

既存研究より、交通事故が発生する背景には様々な要

因が存在し、それらが複雑に影響を及ぼし合っているこ

とが分かっている。また事故を予測するモデルに関する

研究も古くから行われているが、その予測精度の向上に

は課題も多い。 

更に近年は、人工知能を活用した研究が多分野で行わ

れている。しかし、交通事故予測において人工知能技術

を用いて多量のデータを扱った研究例はほとんど存在し

ない。特に、事故の空間的な分布パターンに着目した研

究は見られない。 

 そこで、本研究では交通事故データをはじめとしたビ

ッグデータを利用し、事故の空間的な分布パターンに着

目した分析を行う点と街頭活動の効果に着目した点に新

規性がある。具体的にはNNを用いた画像認識技術を活

用する。事故予測モデルを構築して予測精度を向上させ

ることを通じ、今後の効果的な事故予測手法確立の一助

となることを目指す。 

 

 

３．研究の概要 

 

3.1 研究の流れ 

本研究の流れを以下に示す。 

①データの入手 

 本研究では、対象地における交通事故データ及び街頭

活動データを主に用いる。更に道路データ等も必要に併

せて活用する。 

②分析に用いるデータの全体像把握 

 入手したデータについて事故や街頭活動を日時や場所

等毎に分析し、大まかな傾向を把握する。 

③対象地の選定 

 事故予測に有用と考えられるデータが整備され、デー

タの量が豊富である東京都内を対象地とする。データの

全体像を把握した後、より詳細に絞り込む． 

④分析モデルの構築 

 NN を用いたアルゴリズムを作成し、交通事故の予測

を行う。 

⑤分析モデルのブラッシュアップ 

 行った分析を基に結果について考察し、本モデルの特

性を把握するとともに予測精度の向上を目指す。 

 

3.2 使用データの概要 

表 1に示すように、本研究では交通事故と街頭活動の

2 種類のデータを主に取り扱う。期間は 2015 年～2017

年の 3年分、地域は島嶼部を除く東京都内全域である。 

交通事故データは人身事故を対象とし、街頭活動デー

タには警察官が交差点等で行った交通安全活動記録を対

象とした。 

 

表 1 本研究に使用するデータ様式 
種類 内容 

交通事故 

データ 

発生日時，発生場所，事故種別， 

死傷者数，天候，道路形状，当事者情報等 

街頭活動 

データ 

実施日時，実施時間，実施場所， 

活動種別，管轄警察署名等 

 

3.3 関連語句の整理 

(1)「ニューラルネットワーク（NN）」 

NN とは人間の脳の神経回路の構造を模した学習モデ

ル 14)であり、パーセプトロンと呼ばれる基本単位で構成

される。最も単純なモデル構造は情報の入力層と出力層

の 2層から成り、中間層を多層化することで入力情報の

より高次な特徴量抽出が可能となる。本研究では NNモデ

ルの一種であり、近年の自動運転や医療診断等の画像解

析分野で実績のある畳み込みニューラルネットワーク

（以下、CNN）を活用する。 

(2)「街頭活動」 

一般的な取締りにおける主な目的は、交通法規への違
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反を発見し、交通の安全と円滑を図り道路における危険

や障害の防止に資することである。活動の結果「いつ、

どこで、誰が、どんな違反をしたか」という具体的な違

反情報がまとまる。 

一方、本研究において利用する街頭活動データには、

交差点での警察官の立番や赤色灯点灯を伴う警察車両の

走行等に関する情報が格納されている。これらは交差点

等の目標施設でドライバーが警察官や警察車両を視認す

ることを主目的として行われ、通常の取締りに比べ活動

の時間や場所が重要となる。本研究においてもこの点に

着目して分析を進める。 

 

４．東京都内における事故及び街頭活動 

 

4.1 事故発生状況の現状把握 

図 1 には、島嶼部を除く東京都内における 2015 年か

ら 2017年までの警察署管轄域別の事故発生件数を示す。

3 年間での事故件数は総計 99,449 件となった。八王子署

や町田署など多摩地域の一部で事故件数が多く、都心方

面では少ない署が多い。 

 

 

図 1 都内の事故発生件数（2015年～2017年） 

 

4.2 街頭活動状況の現状把握 

2015 年から 2017 年に行われた街頭活動の累計時間を

図 2に示す。街頭活動は警察署毎に実施内容及び時間に

特色がある。 

 

 

図 2 都内の街頭活動累計時間（2015年～2017年） 

 

4.3 対象地の選定 

前段の現状把握を通じ、本研究では新宿区を分析対象

地域とした。新宿区では分析可能な事故データ及び街頭

活動データが一定数存在し、図 3に示すように繁華街や

住宅地など多様な事故傾向が見られるためである。図 4

には、新宿区内を管轄する牛込・新宿・戸塚・四谷の 4

警察署管内における街頭活動累計実施時間をカーネル密

度分布で示す。色が濃いほど実施時間が長く、交通事故

が多発している地点で継続的に活動が行われていること

が分かる。 

 4 署管内で発生した人身事故の件数や街頭活動の累計

実施時間について表 2にまとめた。事故発生件数と負傷

者数は減少傾向にあり、街頭活動を行った累計時間も

2015年から 2017年で 500時間余り減少している。 

 

 

図 3 新宿区内の事故発生地点（2015～2017年） 

 

 

図 4 新宿区内の街頭活動累計実施時間 

カーネル密度分布（2015～2017年） 

 

表 2 新宿区内における事故及び街頭活動の現況 

年 
人身事故 街頭活動 

累計時間 
(時間) 件数(件) 死者数(人) 負傷者数(人) 

2015 1,045 7 1,181 5,776.1 
2016 918 2 1,043 5,465.9 

2017 889 4 984 5,261.0 

 

５．交通事故増減予測モデルの検討 

 

5.1 交通事故増減予測モデルの構築 

表 3に示す内容で、CNNによる事故情報画像データの

特徴量抽出と事故件数の増減変化を予測するモデルを構

築した。本モデルは 1998 年に提案された黎明期の CNN

である LeNet15)をベースとした。モデルの構成図を図 5

に、入力した画像データのサンプルを図 6に示す。 
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表 3 交通事故増減予測モデルの入出力データ 

入力 
データ 

下記3種類の情報を取り入れた画像データ 
(50mメッシュサイズ) 
① 事故地点プロット(2015年) 
② メッシュ別街頭活動累計時間(2015年) 
③ 道路縁 

出力 
データ 

事故件数の増減変化3クラス（2015年～2016年） 
0：減少，1：不変，2：増加 

 

 

図 5 事故増減予測モデルの構成図 

 

 

図 6 入力画像データのサンプル図 

 

5.2 街頭活動及び道路縁を考慮した試行 

構築したモデルにより対象地域の事故増減予測検討

を実施した。事故地点以外の入力情報については、画像

に取り入れる場合とそうでない場合で試行した。また、

モデル学習用の訓練データと学習結果検証用のテストデ

ータを 8対 2の割合で分類し、モデルの学習と正解率を

基準とした精度検証を実施した。なお「不変」クラスに

分類される画像の枚数が多いため、増減変化クラスの画

像の枚数を一致させた場合の予測も行った。画像の内訳

を表 4に示す。 

モデルの学習は変数の組み合わせを考慮し、62通りの

分析を実施し、その中で効果が発現した組み合わせ結果

を以下に述べる。 

表 5、表 6に示すとおり、画像枚数が不一致の場合（ケ

ース①）では全体での正解率が90%近くに達した。一方、

画像枚数を一致させた場合（ケース②）と入力情報に道

路縁を追加した場合（ケース③）では、総合的な正解率

は低いものの、出力クラス 3つに対してより均等に正解

率を出す傾向が見られた。 

 

 

 

 

表 4 分析対象とした入出力データの個数 
出力クラス 総数 訓練データ テストデータ 

不一致 

0：減少 510 408 102 

1：不変 6,389 5,111 1,278 

2：増加 422 338 84 

一致 

0：減少 422 338 84 

1：不変 422 338 84 

2：増加 422 338 84 

 

表 5 画像枚数を変更した場合の正解率 

ケース 画像枚数 
道路縁 
情報 

出力 
クラス 

テストデータ 
正解率(%) 

総合 
出力 

クラス毎 

① 不一致 ○ 
0：減少 

86.6 
2.0 

1：不変 99.0 
2：増加 0 

② 一致 ○ 
0：減少 

30.2 
14.3 

1：不変 63.1 
2：増加 13.1 

 

表 6 入力情報を変更した場合の正解率 

ケース 画像枚数 
道路縁 
情報 

出力 
クラス 

テストデータ 
正解率(%) 

総合 
出力 

クラス毎 

② 一致 ○ 
0：減少 

30.2 
14.3 

1：不変 63.1 
2：増加 13.1 

③ 一致 × 
0：減少 

36.1 
8.3 

1：不変 100 
2：増加 0 

 

5.3 入力情報の追加及びハイパーパラメータの変更 

前段の結果に基づき、下記 2種類の条件を追加したケ

ースの試行を実施した。 

・表7に示すように、画像に反映する入力情報を増加。 

・表 8に示す内容でモデルのハイパーパラメータ(人間

が設定する必要があるパラメータ)を変更 

 

表 7 追加した入力情報の内容 

入力情報 概要 

街頭活動 
影響度 

街頭活動累計時間をカーネル密度で表現 

メッシュ別 
道路延長 

50mメッシュ毎に含まれる 
道路延長を算出し，メッシュ毎に塗分け 

メッシュ別 
交通量 

交通量調査が行われている道路を含む 
メッシュを交通量で塗分け 

 

表 8 変更したハイパーパラメータの内容 

ハイパーパラメータ 概要 

ミニバッチサイズ 
このサイズを1セットとして 
訓練データの数だけ学習する 

最適化関数 
予測値と実際の値との誤差から 
パラメータを更新する関数 

 

 全出力クラスに対して最も安定した正解率が得られた

ケース③において、表 7に示す入力情報と、表 8に示す

ハイパーパラメータを変更した場合の検討結果を表9に

示す。結果として、入力情報に交通量及び道路延長デー

タを追加した場合に正解率が上昇する傾向が見られた。

第39回交通工学研究発表会論文集（研究論文）�
 （受理日：2019年5月7日）

- 126 -



また、ミニバッチサイズを増加させた場合に正解率が上

昇したほか、最適化関数の選択によっては特定の出力ク

ラスに対して正解率が上昇した。 

 

表 9 入力情報を追加またはハイパーパラメータを 

変更した場合の検討結果 

ケ
ー
ス 

ケース③からの 
変更点 

出力 
クラス 

テストデータ 
正解率(%) 

総合 
出力 

クラス毎 

④ 
入
力
情
報
を
変
更 

カーネル密度の
閾値変化 

0：減少 
45.1 

47.2 
1：不変 54.8 
2：増加 33.3 

⑤ 道路延長 
0：減少 

48.8 
45.2 

1：不変 59.5 
2：増加 41.7 

⑥ 交通量 
0：減少 

51.2 
40.5 

1：不変 70.2 
2：増加 42.9 

⑦ ハ
イ
パ
ー
パ
ラ
メ
ー
タ
を

変
更 

ミニバッチ 
サイズ 
100→512 

0：減少 
40.9 

35.7 
1：不変 57.1 
2：増加 29.8 

⑧ 
最適化関数 
Adam→SGD 

0：減少 
38.4 

17.6 
1：不変 20.2 
2：増加 77.4 

⑨ 
最適化関数 

Adam→Adagrad 

0：減少 
34.5 

61.9 
1：不変 38.1 
2：増加 3.57 

 

 

６．交通事故発生件数と事故リスク予測モデルの検討 

 

6.1 交通事故発生件数の予測モデル 

 交通事故増減予測モデルで用いた「街頭活動影響度」

及び「道路縁」データを使用し、年単位の事故増減では

なく、週単位の事故件数そのものを予測する回帰分析モ

デルを構築し、RMSE(二乗平均平方根誤差)を評価指標と

した精度検証を行った。なお、本モデルの対象地域は新

宿区内で事故件数が特に多い新宿駅周辺の画像(50m メ

ッシュ)400個を対象とした。 

 図 7 に 2015 年及び 2016 年の 11 月第 4 週を入力値、

2017 年の同週をテストデータとした際の件数予測値と

RMSE を入力画像ケース毎に示す。また、入力画像ケー

スは、表 10に示すように、「街頭活動影響度」及び「道

路縁」データに加えて入力した「潜在事故リスク」「道路

延長」及び「用途地域」データの組合せ 14ケースで実施

した。また、事故が 2件発生している週が 2017年で唯一

存在するため 11月をテストデータとして選択した。 

結果として、RMSE は誤差を示す指標で 0に近いほど

精度が良いため、今回の結果から全ケースで精度が一定

程度あると考えられる。一方、予測対象の件数は正解に

対してその順序はほぼ的中しているが、1 件と 2 件につ

いては真値との乖離が大きくなった。 

 

 

 

表 10 入力画像データの組合せケース 
CASE 画像データの組合せ 
⑩-1 (1) ＋ (3) ＋ (4) 
⑩-2 (2) ＋ (3) ＋ (4) 
⑩-3 (3) ＋ (4) ＋ (5) 
⑩-4 (3) ＋ (4) ＋ (6) 
⑩-5 (1) ＋ (2) ＋ (3) ＋ (4) 
⑩-6 (1) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) 
⑩-7 (1) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (6) 
⑩-8 (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) 
⑩-9 (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (6) 
⑩-10 (3) ＋ (4) ＋ (5) ＋ (6) 
⑩-11 (1) ＋ (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) 
⑩-12 (1) ＋ (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (6) 
⑩-13 (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) ＋ (6) 
⑩-14 (1) ＋ (2) ＋ (3) ＋ (4) ＋ (5) ＋ (6) 

 

 

 

 

 

 
図 7 ケース毎の件数予測値と RMSE 

（テストデータ：2017年 11月第 4週） 

 

6.2 事故リスクの予測モデル 

 件数予測モデルでRMSEが最も低かったケース⑩-6に

おいて、「事故リスク」を定義してその予測を行った。 

「事故リスク」は、交通事故発生件数を指数平滑化法に

より時間的に平滑化したものと定義した。ただし事故減

衰率は 0.9 とし、事故リスクが翌週にも伝搬するように

設定した。この手法により、一度事故が起こった画像に

おいてはリスクが 0になることはなく、時間的に連続し

たデータとなる。 

 2017 年 11 月の週単位の予測結果の一例として、第 2

週の事故リスクについて、真値とモデル予測値の分布結

果を図 8に示す。幹線道路沿いでは予測値が真値に近い

メッシュが比較的多い一方、その他の地域では両者の乖

離が大きくなった。事故件数そのものが幹線道路沿いで

多いため、そのデータ数による影響を受けたと考えられ

る。 

 

(1) メッシュごとの潜在事故リスク(15年と16年の2年間分反映) 
(2) カーネル密度による潜在事故リスク(15年と16年の2年間分反映)  
(3) カーネル密度による街頭活動影響度(15年 週単位) 
(4) カーネル密度による街頭活動影響度(16年 週単位) 
(5) 用途地域(商業地域と第一種中高層住居専用地域) 
(6) 道路延長 
 
 

■：ケース2-8比10％以上向上 ■：ケース2-8比20％以上向上 
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図 8 事故リスク真値・予測値（2017年 11月第 2週） 

 

７．おわりに 

 

7.1 得られた知見 

 事故増減予測モデルにおいては、正解率が出力クラス

毎の画像数に大きく影響されるため、数を揃えて分析を

行うことが必要である。また道路縁や道路延長、交通量

を入力情報として追加した場合には正解率が 3種類の全

出力クラスで均等に上昇したことから、これらが予測に

おいて重要な指標であると考えられる。 

事故リスク予測モデルでは、事故件数を基に時間的に

連続する「事故リスク」を定義し、予測を行った。その

結果、特に幹線道路沿いで一定程度の予測精度が確認で

きた。 

本研究における事故予測のフローを図 9 にまとめた。

この一連の流れを繰り返すことで、モデルの精度向上に

繋がる条件を発見することができる。 

 

 

図 9 本研究における事故予測フロー 

 

7.2 今後の展望 

今後は本予測手法の他地域への適用について検討し

ていく必要がある。構築したモデル自体は他地域におい

ても使用できるが、ほぼ全域が商業集積地である新宿区

と比べ、交通事故が少なく、データの質や量が不十分な

地域においてはNN が特徴量を十分抽出できるような入

力情報を作成する必要がある。また、今後更なるデータ

の蓄積とモデルの学習により、予測精度の向上について

も検討が必要である。 
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