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曝露人口を考慮した性犯罪被害リスクの分析 

 －誰が，いつ，どこで，性犯罪の被害に遭うリスクが高いのか－ 
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Abstract: In this study, sex crime victimization risks for victim age groups, hours at which they occurred, and places 
at which they occurred were calculated using the ambient population of women estimated from person trip survey 
data. From the analysis of sex crimes reported in Tokyo from 2011 to 2016, the following conclusions were derived. 
First, while the highest number of sex crimes occurs to victims aged 20 to 24, the age group at greatest risk is 20 to 24 
too. Second, the hour of greatest risk and the hour of the highest number of crimes are not coincident. The hour of 
greatest risk follows the hour of the highest number of crimes. Finally, places with the greatest risk for sex crimes are 
distributed outside areas considered high-crime places. 
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1. はじめに 

犯罪は特定の場所や時間帯に集中して起こる事象である．そ

うした場所や時間帯を同定することは，様々な防犯資源の効率的

な配分や，人々への適切な注意喚起をするうえで重要である．こ

うした前提から，これまで，ウェブなどでは，地図やグラフ等を

用いて，犯罪が集中する場所や時間帯の情報が提供されてきた． 

「犯罪が集中する」ことの根拠として専ら用いられる指標は，

刑法犯認知件数である．この指標が特定の場所や時間帯に特に多

いことをもって，危険な場所や時間帯の存在が主張される． 

しかし，特定の場所や時間帯に犯罪が集中するということは，

その場所や時間帯が「犯罪に対する被害の可能性が高い」という

ことを必ずしも意味しない．刑法犯認知件数の多さは，単にその

場所や時間帯における潜在的な被害対象の数が多いことの反映

に過ぎない可能性があるためである．例えば，子供の性犯罪被害

は，15～17時の時間帯に多いとされる 1)が，この時間帯は子供の

外遊びの多い時間帯であり，単に被害に遭いうる状況にある子供

の数が多いことの反映に過ぎないかもしれない．同様に，女性の

性犯罪被害は，2時ころには少なくなる 1)が，この時間帯にはそ

もそも外歩きをする女性が少ないことを考えると，むしろ被害に

遭う可能性は高いかもしれない．つまり，「犯罪に対する被害の

可能性が高い」ことを知るためには，刑法犯認知件数だけでは不

十分であり，犯罪被害に遭遇する可能性に対する曝露量を分母と

した，被害リスク（確率）を求める必要がある 2)． 

犯罪の被害リスクは，住宅や事務所侵入盗等を想定した場合，

算出が容易である．ある地域における潜在的被害対象である住宅

や事務所の数は，既存統計や地図等から測ることができ，かつ，

地理的に固定されているためである．潜在的被害対象の数がわか

れば，それを被害の可能性に対する曝露量とみなして分母とし，

分子を刑法犯認知件数とすることで，被害リスクが求められる． 

しかし，粗暴犯等の対人犯罪になると，被害リスクの算出は

困難となる．潜在的被害対象である「人」が，時刻とともに移動

し，被害リスク算出の分母となる曝露量（曝露人口）を定めにく

いためである（Denominator dilemma）2)．対人犯罪の被害リスク

の算出においては，慣例的には夜間人口が分母として用いられて

きた（いわゆる「犯罪率」）．しかし，夜間人口は，ある地域の居

住者の数であり，それをそのまま曝露人口とみなすことは，特に

昼夜間で人口の違いが大きい地区でバイアスを生じさせる． 

ところで，時間とともに移動する人々の活動量を捉える試み

は，交通分野では古くから行われてきた．とりわけ我が国では，

パーソントリップ調査（PT調査）に長い蓄積がある．PT調査か

らは，人々の活動量を，場所や時間と関連づけて推定することが

できる．したがって，これを元に曝露人口を設定することで，対

人犯罪についても被害リスクを知ることができる可能性がある． 

移動する人口（ambient population）を分母として被害リスクを

算出する試みには，1kmメッシュ単位に整理された24時間平均

推計人口データ 3)-9)や，位置情報付きのTwitterデータ・携帯電話

の測位データなど 10)-13)を分母として用い，被害リスクを求める

ものがある．また，交通量を分母とし，路上強盗や粗暴犯の被害

リスクを算出する研究もある 14), 15)．わが国でも，携帯電話の基

地局測位から推計された時間帯ごとの人口データを分母として

用い，街頭犯罪の被害リスクを求める研究 16)や，GPS による測

位とシミュレーションを組合せて場所ごとの時間人口を求め，そ

れを分母として，子供の被害リスクを明らかにする研究 17)があ

るが，研究例は極めて少ない． 

本報告では，PT 調査データを用いて，犯罪被害の可能性に対

する曝露人口を考慮した性犯罪の被害リスクの算出を試みる． 
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2. 方法 

2-1. 対象地域・罪種 

対象地域を東京都，罪種を性犯罪とする．東京都における全刑

法犯認知件数は，最近15年間一貫して減少傾向にあるが，女性

や子供を被害者とする性犯罪の数は微減にとどまっている 1)． 

2-2. データ 

a) 犯罪データ 

東京都を管轄する警視庁は，2016 年に子供・女性に対する性

犯罪予防の枠組みを考えるための「子ども・女性の安全対策に関

する有識者研究会」を設置した．同研究会では，東京都内で2011

～16 年にかけて認知された強姦・強制わいせつ等のうち，公共

空間で発生し，加害者と被害者が非面識関係にあるものが分析対

象とされた 1)．本報告では，同研究会が扱ったデータのうち，①

罪種が強姦（致死傷）もしくは強制わいせつ（致死傷），②被害

者が5歳以上の女児・女性，③発生場所が道路上，④ジオコーデ

ィング精度が「番」以上，を満たす1,583件を分析対象とした（う

ち，強姦（致死傷）28件，強制わいせつ（致死傷）1,555件）．  

b) PTデータ 

PT調査のデータとしては，PT調査の個票データをもとに東京

大学空間情報科学研究センターが作成した，「人の流れ」のデー

タ 18)を用いた．同データは，PT調査の個票データをもとにして，

1分ごとの移動主体の位置情報を補完したものである 19)．補完さ

れた位置情報は，性別，年齢や，移動目的，利用交通手段などの

属性を持っている．本報告では，同データのうち，平成20年東

京都市圏PT調査分を用い，犯罪データとの整合を考慮して，①

徒歩又は自転車で道路上を移動中の状況にある，②5～39歳の女

性のデータを分析対象とした（集計時には拡大係数を使用した）．  

2-3. 分析 

 分析では，性犯罪への被害リスクを，「性犯罪の認知件数を，

人の流れデータから把握される曝露人口（単位は「延べ人時」）

で割った値」と定義したうえで，a)被害者の年齢階級別，b)被害

発生時間帯別，c)地域別の被害リスクを求め，各々認知件数（も

しくはその期待値）と比較した． 

a)では，性犯罪の被害者年齢を，PT調査における区分（5歳区

分）ごとに分けたうえで認知件数を集計し，それぞれの年齢階級

別に，その年齢階級に含まれる曝露人口の合計で割ることで被害

リスクを求めた． 

b)では，性犯罪の発生時刻を，0～23時台までの1時間単位に

分けたうえで認知件数を集計し，各々の時間帯別に，その時間帯

に含まれる曝露人口の合計で割ることで被害リスクを求めた．な

お，ここでは，子供と大人では発生傾向が異なると考え，分析を，

被害者年齢が 15 歳未満と 15 歳以上に分けて実施した（閾値は

PT調査の年齢区分が5歳ごとであることによる）． 

c)では，性犯罪の発生地点の位置情報を元にカーネル密度推定

値（Kernel Density Estimator；KDE）を計算し（バンド幅1km，

セルサイズ 100m），それを，同じく人の流れデータを元に計算

された，曝露人口のKDEで除することでリスクを算出した（い

わゆるデュアルカーネル密度推定 20))． 

 

3. 結果 

3-1. 年齢階級別の認知件数と被害リスク 

図 1～3 に，被害者の年齢階級別の性犯罪の認知件数，夜間人

口を分母とする犯罪率，曝露人口を分母とする被害リスクを示す

（図2，3では，40歳以上は，認知件数が少ない一方で人口は極

めて大きくなり，他の年齢階級と比較できないので，表示を省略）． 

図1～3より，認知件数において20～24歳が最多である一方，

犯罪率および被害リスクもまた，同じ年齢階級で最大となってい

ることが読み取れる．犯罪率と被害リスクとの間では，ほとんど

年齢階級別の傾向に差がみられない．この結果より，年齢階級別

にみた場合，最も被害が多い20～24歳は，被害に遭う可能性と

いう面においても最もリスクが高いこと，また，年齢階級別の被

害リスクを知るためには，従来用いられてきた犯罪率でも可能で

あることが示唆される． 

3-2. 時間帯別の認知件数と被害リスク 

 図4～7に，時間帯別にみた性犯罪の認知件数と，曝露人口を

分母とする被害リスクを示す．被害リスクについては値のレンジ

が大きいため，元の比率に1を足した後対数変換する処理を施し

ている． 

子供（15歳未満）については，認知件数では16時台が最多で

ある一方，被害リスクは不規則な変動を示している（図 4，5）．

図1：年齢階級別の性犯罪認知件数     図2：年齢階級別の性犯罪被害率       図3：年齢階級別の性犯罪リスク 

- 298 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2018 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, February, 2018 

 

 

 

被害リスクについて，性犯罪の数が10件以下と少ない時間帯を

別にして，14～19 時台を見ると，値は時間の経過とともに上昇

している．このことから，認知件数が最多となる16時台よりも

後の時間帯に，より被害リスクの高い時間帯があることが考えら

れる． 

大人（15 歳以上）については，認知件数では 0 時台が最多で

ある一方，被害リスクが最大となったのは 3 時台である（図 6，

7）．子供と同様に，認知件数が最大の時間帯を過ぎた後で，被害

リスクが上昇する傾向がある． 

以上から，時間帯別に見た場合，子供においても大人において

も，認知件数の最も多い時間帯とリスクの最も高い時間帯はずれ

ており，後者のほうが，より遅くなる傾向が確認された． 

3-3. 被害と被害リスクの地理的分布 

最後に，図8～図13に，性犯罪，曝露人口，被害リスクのKDE

を示す（被害リスクについてはデュアルカーネル密度．値のレン

ジが大きいため，対数変換した値を示している）．着色は，地図

ごとに，各階級が等量となるように， 0 を除くセルを 9 分類し

たものである（赤が値が大きく，緑・青が値が小さい）． 

子供については，性犯罪の KDE（図 8）においては，足立区

の中央部，江戸川区と江東区の境界部，板橋区と埼玉県和光市の

境界部などに小さな集積が見られるが，全般的には分散傾向が大

きい．曝露人口の KDE（図 9）においては，子供のサンプルの

居住地を中心に狭い領域に集積が見られるものの，子供の行動範

囲の狭さを反映して，全般的な分散傾向はやはり大きい．性犯罪，

曝露人口が共に分散傾向が大きいことを反映して，被害リスク

（図 10）も分散傾向が大きいが，性犯罪の集積する地域では被

害リスクも高い傾向がある．また，若干，八王子周辺地域で値の

高い傾向が見られる．以上より，子供においては，性犯罪の多発

地区と高リスク地区は概ね一致しているが，若干後者の方が西部

の郊外部寄りの分布となると考えられる． 

図4：発生時間帯別子供の性犯罪認知件数 

図5：発生時間帯別子供の性犯罪被害リスク 

図6：発生時間帯別大人の性犯罪認知件数 

図7：発生時間帯別大人の性犯罪被害リスク 
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大人においては，性犯罪のKDE（図11）においては，新宿区

～豊島区にかけての地域，山手線の外側の北区あたりから，板橋

区，練馬区，世田谷区，大田区にかけて広がる帯状の領域，町田

市南部，八王子市東部などを中心に集積が見られる．一方，曝露

人口のKDE（図12）においては，都心三区を中心とする山手線

内側地域への集積が顕著である．これらから計算される被害リス

ク（図13）は，性犯罪そのもののKDE（図11）とはかなり異な

り，町田市から青梅市南東部にかけての地域に値の高い地域の分

布が見られる．全般的に東京都西部の郊外部での被害リスクの高

さが読み取れる．以上より，大人においては，性犯罪の多発する

場所と被害リスクが高い場所は大きく異なり，前者が23区内の

うち山手線西部沿線～西部外縁部の地域，後者が西部の郊外部で

あると考えられる．なお，大人については，被害が特に集中する

時間帯での傾向を見るために，昼（6～18時）と夜（18～6時）

別での分析も行ったが，以上の傾向については一貫していた． 

 

4. おわりに 

本報告では，東京都で発生する子供・女性の性犯罪被害に関

して，以下の点を明らかとした． 

 被害者の年齢階級別では，最も被害が多い年齢階級は，被害

リスクもまた最も高い．また，被害の可能性を見るうえでは，

夜間人口を用いた犯罪率でも，曝露人口を用いた被害リスク

でも値の大小傾向は変わらない． 

 被害発生時間帯別では，子供・大人ともに，被害の最も多い

時間帯とリスクの最も高い時間帯はずれており，後者のほう

がより遅い時間帯で値が高くなる． 

 被害発生地域別では，子供においては，性犯罪の多発する場

所と被害リスクの高い場所は概ね一致しているが，若干後者

の方が郊外部寄りの分布となる．大人においては，性犯罪の

多発する場所と被害リスクの高い場所は大きく異なり，後者

がより郊外部に分布する． 

曝露人口を考慮することで，従来の認知件数ベースの議論や

図8：子供の性犯罪KDEの地理的分布           図11：大人の性犯罪KDEの地理的分布 

図9：子供の曝露人口KDEの地理的分布           図12：大人の曝露人口KDEの地理的分布 

図10：子供の性犯罪被害リスクの地理的分布        図13：大人の性犯罪被害リスクの地理的分布 
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夜間人口を分母とするリスクの議論では見えなかった，子供・女

性の活動が縮小する時間帯での危険性や，都市郊外部での危険性

が新たに発見された．犯罪の総数を減らすうえでは，認知件数を

ベースとした議論に一定の有用性はあるが，ある時間帯や地域で

子供・女性が被害に遭う可能性を下げるためには，リスクの高い

時間帯や地域に焦点を絞った取り組みも行うべきと考えられる． 

本報告では，PT 調査を元に作成された人の流れデータを曝露

人口算出に用いた．PT 調査は特定の一日におけるサンプリング

調査であるため，これを曝露人口の指標とすることには，妥当性

に関する問題がある．特に，図4に示される子供の被害のうち，

午前の被害は休日である場合が多いと考えられ，そのリスクを平

日の調査である PT 調査を元に議論することには限界があろう．

人口推計に用いた拡大係数についても，特に小地域や時間帯別集

計における妥当性については検討される必要がある．時間ごとの

人々の移動体のデータは，GPS や携帯電話基地局による測位か

らでも取得可能なものである．将来的にはそうしたデータも活用

することにより，より妥当性の高い曝露人口推定を行うことで，

計算されるリスクの精度を向上させることが期待される． 
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