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交通事故発生件数のトレンドと季節性の類型化
－神奈川県の車両相互事故を対象として－
Classification of Time Series Trend and Seasonal Variation of Traffic Accidents
: Analysis of Vehicle to Vehicle Accidents in Kanagawa Prefecture
西 颯人*・樋野 公宏**
Hayato Nishi *･Kimihiro Hino**
This paper shows the result of time series analysis of vehicle to vehicle accidents in cities in Kanagawa prefecture
occurred between 2007 and 2017. In this analysis, we focused on times series trend and seasonal variation of traffic
accidents. The accident risk in each city was separated into trends and seasonal components with state space model,
and cities were classified based on these trends and seasonal variations. The results of this analysis were as follows.
(1) The number of traffic accidents was decreasing monotonously in long-term but slightly increased in 2017. (2) The
risk of traffic accidents increased in the latter half of the year in most cities except for Kamakura city, where it
increased a lot in summer because of its regional characteristic as a resort area.
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1. 背景と目的
我が国の交通事故発生件数は 2004 年以降減少傾向にあり，
2017 年には年間 472,165 件とピークの半数以下となった 1)．これ

らの研究は個々の事故の発生要因を分析しており，
季節性が地域
的な事故発生件数に対して与える影響を考察したものは存在し
ない．

に伴い，人口 10 万人当たりの死者数・重傷者数・軽傷者数も着

海外の研究においてはいくつかの研究で季節性が取り上げら

実に減少している．一方で，第１当事者の年齢層別免許保有者

れている．Bardal ら 7)のノルウェーにおける研究では，事故リス

10 万人当たり交通事故件数を見てみると，若年層の件数が多い

クの季節変動を考慮して，
夏季と冬季に分けて事故の社会的コス

一方で，60 代に入ると加齢とともに事故件数が増加する傾向に

トを算出している．これは，降雪などにより冬季の事故リスクが

ある．この点から高齢化が進む我が国においては，事故件数は単

上昇することを踏まえたものである．Shankar8)らの研究では降雨

調に減少するとは必ずしも期待できず，
そのトレンドは注意深く

量などを考慮したうえでも，
駐車車両と固定物に対する事故発生

観察する必要があると言える．

について，
季節性の変数が有意に影響していることが明らかとな

一方で，交通取締りに関する石村ら 2)の研究によれば，交通違
反には季節的な傾向があることが報告されている．また髙原ら

っている．また，Quddus9)の時系列的な解析でも，事故の季節性
が指摘されている．

3)は，冬季に太陽高度が下がり空気が澄むことによって運転環境

これらの研究を踏まえ，
本研究では事故発生件数の季節性に着

が妨げられることを指摘しており，
冬季に逆光状況が増えること

目する．季節性の事故への発生要因（例えば交通量）への影響に

を理論的に示した．
国内の交通事故発生については季節性そのも

は地域差があると考えられる．そこで本研究は，地域ごとの季節

のを取り扱った研究は見当たらないが，
季節性による自然現象が

性に着目して事故の発生パターンを類型化し，
各地域における事

事故発生リスクを左右しているという研究はいくつか挙げられ

故発生の特性を明らかにすることを目的とする．
事故発生の季節

る．例えば森田 4)の研究では季節的に変動する薄暮の時間帯に着

性は，交通安全施策の検討や，事故発生要因の特定において有益

目しており，６月の事故件数が少なく 12 月の件数が多い傾向を

な知見をもたらすと考えられる．また，トレンドに関しても同様

認め，その要因が交通量の増加にあると推測している．兵頭ら

に分析を行うことで，事故発生件数の推移について検証する．さ

5)の明るさに着目した研究では，時間帯による明るさの変化を考

らに，分析と並行して神奈川県警へのヒアリングを実施し，トレ

慮するために，季節による日の出・日の入り時刻の変動を取り扱

ンドや季節性の特徴について原因の考察を行う．

っている．また萩田 6)は太陽の眩しさに着目して，事故車両の進
行方向と季節性から太陽の角度を算出し，
その影響を分析してい

2. 研究の方法

る．この研究では日の出直後の時間帯において，交通事故率が季

2-1. 分析対象

節により大きく変動することが指摘されている．
これらの研究は
いずれも自然現象を取り扱う上で季節性を考慮しており，
交通事
故発生には大きな季節性があると想定される．
しかしながらこれ
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【図 1】全県車両相互事故発生件数

本研究では，神奈川県内の 2007 年１月から 2017 年 12 月に発

向にあることが分かる．
変動係数は事故が少ないほど大きい傾向

生した車両相互事故を分析対象とする．
事故発生件数は毎月の発

にあるため，
平均に対するばらつきは事故が少ない方が大きいと

生件数を市ないしは郡単位で集計した．
神奈川県は政令指定都市

考えられる．

や郊外部・観光地などを含むため，地域間比較と類型化を行う上

2-2. 分析手法

で，相応しい対象地であると考えた．なお，月当たり発生件数の

状態空間モデルを用いて，時系列をトレンド成分と季節成分に

最小値が 10 件未満となる市ないしは郡については市郡ごとの分

分解する．
状態空間モデルは時系列解析における汎用的な枠組み

析からは除外した．

であり，実際の観測値から，直接は観測できない潜在的な状態量

データは「犯罪・交通事故分析に関する共同研究協定」の下で
神奈川県警から提供された．
図 1 は全県集計されたデータを時系

（本研究では，トレンド成分・季節成分と後述するドリフト項）
の推定を行う 10),11)．

列プロットしたものであり，
明らかな季節性と減少トレンドが読

具体的なモデルは以下のようになる．時点 における市郡 の

み取れる．また，表 1 は市郡ごとの要約統計量である．大都市ほ

事故発生件数を

ど事故発生件数が多く，
また事故が多いほど標準偏差も大きい傾

季節成分

とすると，その期待値はトレンド成分

と

の和として

【表 1】要約統計量
市郡

mean

std

std/mean

横浜市

914.31

204.31

0.22

川崎市

296.63

61.86

0.21

相模原市

252.67

56.12

0.22

藤沢市

131.13

34.82

0.27

横須賀市

117.06

26.02

0.22

平塚市

105.38

26.02

0.25

厚木市

98.97

25.63

0.26

大和市

83.11

23.59

0.28

小田原市

69.06

14.60

0.21

茅ヶ崎市

57.14

18.81

0.33

鎌倉市

47.86

12.25

0.26

海老名市

43.66

11.46

0.26

座間市

40.96

11.47

0.28

秦野市

38.61

12.43

0.32

伊勢原市

34.30

10.70

0.31

足柄下郡

29.14

8.07

0.28

綾瀬市

28.53

8.08

0.28

足柄上郡

24.67

6.55

0.27

高座郡

18.38

7.00

0.38

中郡

17.82

6.18

0.35

逗子市

12.89

3.81

0.30

三浦市

12.75

4.84

0.38

三浦郡

8.83

3.33

0.38

南足柄市

8.08

3.29

0.41

と表される．これを観測モデルと呼び，期待値は事故のリスクと
解釈できる．
トレンド成分はドリフト付きのランダムウォークを
仮定し，

とする．ただし，ドリフト項

はランダムウォークに従うと仮

定する．
季節成分は分解の一意性を保つために年平均の期待値を
ゼロに調整 10),11)し，

とする．
このモデルは線形ガウス型のモデルなので，カルマンフィルタ
による尤度計算を行い，
分散パラメータを最尤推定する．
その後，
カルマンフィルタの結果を用いた平滑化アルゴリズムによって
状態量の推定値を得ることができる．解析には statsmodels12)を使
用した．
推定されたトレンドと季節性を用い，
動的時間伸縮法(Dynamic
Time Warping : DTW)13)によって地域間の非類似度を測定する．た
だし，トレンド成分は標準化し，季節成分は同時点のトレンドで
除したうえで比較した．
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【図 2】全県集計のトレンド成分と季節成分

【表 2】市郡ごとの推定結果

3. データ分析結果
市郡

3-1. 全県集計データのトレンドと季節性

AIC

MAPE

σ2

まず全県集計データを上記のモデルで推定し，全体的な傾向を

横浜市

1305.98

5.95

1381.88

抽出する．モデル推定の結果，一期先予測誤差は Mean Absolute

川崎市

1115.28

7.84

303.98

Percentage Error(MAPE)で 5.33%となり(1)，モデルの説明力は高い

相模原市

1115.55

9.23

347.47

藤沢市

1021.68

12.43

193.54

図 2 はトレンド成分と季節成分をプロットしたものである．ま

横須賀市

974.68

11.14

127.15

ずトレンド成分については，徐々に減少しているものの，2016

平塚市

967.85

11.05

90.50

年ごろに発生件数は下げ止まり，2017 年は若干の増加傾向にあ

厚木市

927.86

10.52

93.62

ることが分かる．一方で季節成分を見ると，下半期に事故が多い

大和市

956.47

14.41

104.41

傾向にあることが分かる．最も事故が多いのは 12 月で平均より

小田原市

903.08

13.37

79.97

も 200~300 件ほど多く，一方で少ないのは 1,2 月であり 300~400

茅ヶ崎市

895.80

16.24

63.07

件ほど少ない．
また季節性のばらつきは経年で徐々に減少傾向に

鎌倉市

871.69

15.64

55.91

あることが分かる．これは，事故の発生件数が徐々に減少傾向に

海老名市

821.08

15.29

31.75

座間市

848.70

18.11

35.94

伊勢原市

839.06

21.67

35.04

同様のモデルを用いて，市郡ごとに季節性とトレンドの分析を

足柄下郡

760.32

17.30

21.90

行った．フィッティングの結果は表 2 の MAPE と AIC に示す通

足柄上郡

774.20

22.86

27.07

と考えられる．

あることと対応していると考えられる．
3-2. 市郡ごとのトレンドと季節性

り，事故件数が多い市郡ほどモデルによる説明力が高くなった．

り，
事故発生件数の減少が停滞していると見られる．
ただし，
2017

一方で，
事故件数の少ない市郡では観測モデルの分散が小さい傾

年については多少のばらつきがある．一方で「上昇型」は最終的

向にあるので，
期待値まわりの観測値のばらつき自体は小さいと

にトレンドが上昇傾向にあるので，
今後の動向に注意が必要なグ

考えられる．

ループであると考えられる．
「単調減少型」ではほぼ直線的にト

抽出されたトレンド成分及び季節成分の非類似度を DTW で

レンドが減少している．

測定し，ward 法によるクラスタリングを行った結果が図 3，図 4

図 7 に類型ごとのトレンドに対する季節成分の割合を示す．
ま

である．また，図 5 では距離行列から多次元尺度構成法を用いて

ず，ほとんどすべての市郡は「下半期型」に属する．これは全体

各市郡を２次元空間にプロットした．
円のサイズと市郡名につい

の傾向と同様に，下半期に事故が増加するタイプである．派生形

た数字は平均発生件数を表す．また，デンドログラムを参考に類

として「超下半期型」はトレンドに対する季節成分の割合が比較

型化した結果も示した．

的小さいものの，夏を過ぎると急激に事故が増加する．ただし，

図 6 は類型ごとに標準化されたトレンドをプロットしたもの

上半期の中でも３月は一時的にリスクが増大している．
また，
「下

である．
全ての市郡において事故発生件数は徐々に減少している

半期型」
「超下半期型」では，トレンドに対する季節成分の割合

が，
「下げ止まり型」は 2016 年ごろにトレンドが平たくなってお

が徐々に増大していることが分かる．鎌倉市は「夏型」であり，
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【図 3】トレンドの非類似度

【図 4】季節性の非類似度

８月を頂点に夏の事故件数増加が際立って大きい．
また海老名市

4. 考察

は「上半期型」で，年末を除けば下半期よりも上半期の方が事故

本研究では，トレンドと季節性に着目して神奈川県内における

が多い傾向にある．また，トレンドに対する季節成分の割合が比

車両相互事故の動向を分析した．
全体的な傾向としては事故発生

較的大きい．

件数は減少傾向にあるものの，近年は下げ止まってきている．季
節性に着目すると，
下半期に事故が多い傾向にあることが分かる．
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【図 5】市郡クラスタ

下半期には日没時刻が早まることで，
最も事故の起きやすい日

一方で市郡ごとのトレンドでは，
どの市郡においても事故件数

没の時間帯と，
人間の活動が活発になる帰宅時間帯が重なるため，

は減少傾向にあるものの，
最終的なトレンドの増減によっていく

上半期よりも事故が起きやすくなっていると考えられ，森田

4)

つかのグループに分けられた．
単調減少型のトレンドグループは

の指摘と整合的である．ただし，森田 4)の研究で指摘された 1992

比較的事故件数が少ない市郡によって構成されているので，
これ

年から 1999 年において事故が増加した季節は，本研究の結果と

らに関しては 2016 年までの減少幅が少なかったために，見かけ

ずれが見受けられる．月別に見ると，12 月は年末のため人の流

上トレンドの減少が緩やかになっていない可能性がある．
一方で

れと物流が活性化し交通量が増大することから，
事故が増加する

上昇型のトレンドを持つグループに関しては，
今後の動向を注意

と考えられる．また，
「師走」と呼ばれるように人の気持ちに余

深く観察する必要があると考えられる．なお，大和市に関しては

裕がなくなることも原因の１つとして指摘できる．一方で 1,2 月

事故件数の大幅な増加を受けて，
神奈川県警が重点対策を行った．

は事故件数が減少するが，
これは年始に人の動きは増加する一方

市郡ごとの季節性を見ると，鎌倉市が他の市郡と比較して特異

で物流が止まる傾向にあるため，交通量が減少することや，真冬

な季節性を持つことが分かる．
また箱根町を含む足柄下郡が超下

になり人の動きが鈍ることが原因と考えられる．
なお 2 月に関し

半期型に含まれるのも，
観光地としての特性を考えれば合理的で

ては，
他の月に比べて日数が少ないことも影響している可能性が

ある．

ある．3 月に関しては，年度末になるため物流が活発になり，そ
の結果一時的に事故が増加したと考えられる．

鎌倉市は八幡宮や大仏といった観光地と湘南の海水浴場を併
せ持つという特徴を持つ地域であることが，8 月に事故が突出す

【図 6】類型別のトレンド
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【図 7】類型別の季節性

る原因として挙げられる．
これは上記のような特徴から鎌倉市で

ar=20170&month=0&result_back=1&result_page=1&second=1&second2

は，不慣れな他地域からのドライバーが 8 月に流入し，交通量が

=1&tclass1val=0, 2018.08.16 閲覧

爆発的に増大する．また神社仏閣は内陸部に，海水浴場は沿岸に

2)

あるため交通量が増大するエリアが広範囲に広がっており，
かつ
道が狭く走りにくいことも事故が増える原因と考えられる．
一方

関する研究」,都市計画論文集, 51(3), 655–660.
3)

で，
他の観光地は鎌倉市のように複数の原因要素を併せ持ってい
ないため，
鎌倉市のみが突出して特異な季節性を示していると考

髙原勇・大澤義明・湊信乃介 (2016), 「矩形都市移動時における太
陽光逆光割合」, GIS-理論と応用, 24(2), 105-114.

4)

えられる．
本研究では，季節性が事故発生件数に及ぼす総合的な影響を分

石村映美・森本章倫 (2016),「交通安全に寄与する交通取締り計画に

森田和元 (2000),
「薄暮における交通事故発生状況の統計的解析」
,照
明学会誌, 84(8), 507–513.

5)

兵頭知・吉井稔雄・高山雄貴 (2015),「明るさの変化に着目した高速

析したが，
交通量などの事故発生要因も季節的に大きく変動する

道路走行時の事故発生リスク分析」, 土木学会論文集 D3 (土木計画

と考えられる．よって，季節性がどのような要因を通じて交通事

学), 71(5), 1027–1033.

故発生に影響しているのかは明らかになっていない．また，事故

6)

発生件数が少ない市郡ではモデルの説明力が低下している．
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ので，こうしたモデルの適用についても今後の課題としたい．
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