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報　文

　本稿では、交通状態別事故リスクの空間的評価の方法を開発し、札幌市内の国道網を対象にして季節別・時間帯
別のリスク評価にその方法を適用した結果を報告する。この方法では、先ず、交通基本図に交通事故データを割り
付けた「交通状態別事故リスク図」と、交通事故リスクの「モラン散布図」を作図する。次に、これらを用いて、
リスクが集積するホットメッシュのエリアを抽出する。最後に、そのホットメッシュ内の国道網が「どのような交
通状態のときに交通事故対策を施せば効果的・効率的にリスクを低減できるか」を評価する。本方法は、対策効果
を周辺メッシュに波及させる可能性があるメッシュを抽出できるという点からみて、交通事故リスクマネジメント
施策の効果的・効率的な実施に資する。例えば、冬季・夕暮の札幌市内国道網の人身事故リスク評価に適用した場
合には、一般国道453号で人身事故率が1,000件／億台キロを超える区間はホットメッシュ集積エリアに属するとい
った結果や、当該エリア内メッシュで正規化リンク交通量100～200台／時且つリンク旅行速度30～40km／時の状
態のとき事故対策を施せば隣接メッシュのリスク低減に寄与する可能性があるといった結果が得られる。

《キーワード：交通事故リスク；空間的自己相関；モラン散布図；交通基本図》

　We have developed a method for spatial evaluation of traffic-condition-based accident risks and have applied 
it to spatially evaluate the risks per seasonal time zone in national roads in Sapporo. Firstly, in this method, we 
prepare both a traffic-condition-based accident risk diagram, which is made by allocating traffic accident data 
to traffic-flow fundamental diagram, and Moran scatterplot regarding the risks. Secondly, using both tools, we 
select regional areas consisting of “hot meshes” where the risks agglomerate in the seasonal time zone. Finally, 
focusing on the roads on arbitrary mesh contained within this area, we examine in what traffic situation we 
implement traffic countermeasures so that we can effectively and efficiently reduce the risks. This method 
advantages to contribute to effective and efficient traffic-accident-risk management in the way that we can 
identify a regional mesh that may spread the effect of countermeasures against the risks to peripheral meshes. 
For example, in the case of applying the method to evaluate casualty accident risks in Sapporo road network 
in the dusk in winter, we can obtain that 1) the road sections of more than 1,000 accidents in Route 453 for the 
number of casualty accidents per 108 vehicle-kilometers have belonged to a hot-mesh-agglomerated area, and 2) 
the countermeasures may contribute to the reduction of the risks in peripheral meshes, in the situation of both 
100 to 200 volumes per hour of normalized link traffic volume and 30 to 40 kilometers per hour of link travel 
speed in arbitrary mesh of this area.

《Keywords：Traffic Accident Risk；Spatial Autocorrelation；Moran Scatterplot；Fundamental Diagram》
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１．はじめに

北海道を含む積雪寒冷地において冬期道路交通サー
ビスの安全性・信頼性の向上を技術的に支援するた
め、寒地交通チームでは、リスクマネジメントによる
効果的・効率的な冬期交通事故対策技術の開発を進め
ている。この開発には、交通事故分析データベース整
備、冬期交通事故リスク評価手法の構築、リスク対策
による便益算定とリスク対策評価、冬期交通事故リス
クマネジメントツールの開発といった要素技術の開発
や、関連する交通安全技術との連携が必要になる。

その中で、冬期交通事故リスク評価手法の構築につ
いて、これまでは、評価すべきリスク要因の分析が主
として進められてきた。平成28年度には、札幌市内の
一般国道230号を対象に、日陰時間が冬期交通事故発
生のリスク要因となり得ることが示された。平成29年
度には、国道230号の雪氷路面状態を予測したうえで
その路面上の交通事故率を推計するモデル式が開発さ
れ、それを用いて降雪時の路面の温度や滑り抵抗値と
交通事故リスクとの関係が示された。

本稿では、平成30年度の研究成果を報告する。平成
30年度には、リスク要因分析よりもリスク評価に研究
の主眼を置き、評価の対象を単一路線から道路網へと
拡張した。本研究では、空間統計分析を通じて交通事故
リスクが空間的に集積・分散するエリアを「見える化」
した。さらに、そのエリアに含まれる地域メッシュの
季節別・時間帯別の交通状態別事故リスクを「見える
化」した。これらの道具を用いて、札幌市内の国道網
を対象に、地域メッシュ単位で季節別・時間帯別に交
通事故リスクが集積するエリアを特定し、交通状態別
にそのエリア内の交通事故リスクの評価を実施した。

本稿の構成は次の通りである。２．では、空間的な
集積・分散の状況を統計的に分析する際に必要となる

「空間的自己相関」の概念と、便利な分析道具である「モ
ラン散布図」を紹介する。３．では、これらの概念や
分析道具を駆使した空間的評価の方法を説明する。具
体的には、交通基本図に交通事故率を割り付けて作成
する交通状態別事故リスク図や、交通事故リスクのモ
ラン散布図が示される。４．では、札幌市内の国道網
を対象にして季節別・時間帯別に交通状態別事故リス
クの空間的評価を実施した結果を示す。

２．空間統計学の諸概念と分析道具

土木における空間統計分析の活用は緒に付いたばか

りであり、空間統計学の教科書は和書・洋書を問わず
少ない。本章は、瀬谷・堤の教科書1)に則っている。

２． １　空間統計学

空間統計学は、座標という「空間」の視点に立った
統計学である。空間統計学で扱われる空間データは、

「位置」と「属性」の情報をもつ。空間統計学では、「距
離が近いほど事象の相互作用は強くなり、遠いほど弱
くなる」という地理学の第一法則を信条とし、対象の
空間データの特徴としてこの法則がどれくらい当ては
まっているのかを空間的自己相関などにより評価する。

本研究では、地域の道路網の交通事故リスクに関す
る空間データが扱われる。道路を含む基準地域メッシ
ュが位置に、交通事故リスクなどが属性に該当する。

２． ２　空間的自己相関

空間的自己相関には、2種類がある。1つは、地域全
体として空間的自己相関がどの程度あるのかを示す

「大域的な（グローバルな）空間的自己相関」である。
もう1つは、地域のどのあたりに空間的自己相関が存
在するのかを示す「局所的な（ローカルな）空間的自
己相関」である。局所的空間的自己相関の値の総和は、
大域的空間的自己相関の値に比例する。

図－1に示すように12個のメッシュで構成される地
域を例として、空間的自己相関の概念を説明する。図

－1の例では、属性として交通事故リスクの有無を取
り上げており、メッシュへの黒と白の着色がリスクの
有と無を意味する。ただし、空間データの属性を、リ
スクの有無といった離散量としてだけではなく、リス
クそのものの連続量として扱っても構わない。

図－1において、大域的空間的自己相関の値は、近
隣に位置するメッシュの属性が似たような傾向（また
は非常に異なった傾向）を示すならば、正の符号（ま
たは負の符号）をもつ。メッシュ属性が完全にランダ
ムに分布するならば、その値はゼロとなる。

空間統計学では、空間データの特徴をみる際に、空
間的自己相関だけでなく、地域の固有性や異質性を表
す「空間的異質性」に着目することもある。図－1の

図－1　大域的空間的自己相関の概念図

（教科書1)の著者の承諾を得て同書の図を改変・転載）
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全メッシュにおいて交通事故リスクを何らかのリスク
要因に回帰したときに、メッシュ毎の誤差分散は均一
でない場合がある。この誤差分散不均一性を地域の固
有性や異質性と見做して、空間的異質性と呼んでいる。

２． ３　空間重み行列

統計学の相関係数を空間統計学の測度へと拡張する
ための道具として「空間重み行列」がある。次節で説明
するモラン統計量でこれを使うので、以下で定義する。

メッシュ𝑖に他のメッシュ 𝑗𝑗𝑗𝑗(≠ 𝑖𝑖𝑖𝑖) が隣接する場合は1、
そうでない場合は0となる特性関数を次式で定義する。

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
1 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 が隣接

0 それ以外

このとき、𝐰𝐰𝐰𝐰 = �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�  を「空間重み行列」と呼ぶ。
行𝑖が任意のメッシュの番号を表し、列 𝑗𝑗𝑗𝑗(≠ 𝑖𝑖𝑖𝑖) が当該
メッシュ周辺のメッシュの番号を表す。対角要素は
𝑤𝑖𝑖=0となる。隣接をどのように扱うかに因り、クイ
ーン型やルーク型といった複数の空間重み行列を定義
できる。本研究では、任意のメッシュの上下・左右・
斜めに隣接する場合に1となるキング型を採用する。

図－1の例では、キング型の空間重み行列は次のよ
うに表現される。例えば、番号1のメッシュの周辺に
は番号2、4、5のメッシュが隣接しているので、 𝐰𝐰𝐰𝐰  の
行1において列2、4、5の値が1となっている。

� �

⎝
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

２． ４　モラン統計量

大域的空間的自己相関の測度として「グローバル・
モラン統計量」2)や「ギアリー統計量」3)があり、局所
的空間的自己相関の測度として「ローカル・モラン統
計量」や「ゲティスオルド統計量」4)がある。統計学
では「ベイズ統計量」のように発明者の名を冠するこ
とがあり、上記の統計量も発明者の名を冠している。
本研究では、代表的な測度としてグローバル並びにロ
ーカルなモラン統計量を採用する。

図－1の地域を一般化して、𝑁個のメッシュから成
る地域を扱うこととし、その地域の任意のメッシュ𝑖
の属性を𝑎𝑖とおく。𝑎𝑖は離散量でも連続量でもよい。
全メッシュ属性の平均を𝑎𝑎𝑎𝑎� = ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄   

 

とおく。
ここで、位置𝑖に加えて時点𝑡も考慮し、時空間的

に𝑎𝑖を𝑎𝑖,𝑡へと拡張してみる。属性𝑎𝑖,𝑡は複数の要因か
ら成り、その要因をベクトル 𝐱𝐱𝐱𝐱𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡  で表す。このとき、
過去の𝑎𝑖,𝑡のデータを過去の 𝐱𝐱𝐱𝐱𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡  のデータに回帰して
𝑎𝑎��� � ∑ 𝑤𝑤������ 𝑎𝑎��� � 𝐱𝐱���𝛃𝛃�� � 𝜀𝜀���のパラメータ𝛃𝛃𝛃𝛃𝑖𝑖𝑖𝑖  を推定
することにより、将来時点の𝑎𝑎������を予測できる。𝜀𝑖,𝑡
に関する誤差分散不均一性は、空間的異質性を意味す
る。このようにして、既往研究における交通事故リス
ク要因分析を本研究における空間統計分析の枠組みへ
と拡張することも可能である。ただし、本稿ではこの
ような拡張までは示さない。

グローバル・モラン統計量𝐼は、次式で定義される。
式中の𝑊1は、空間重み行列 𝐰𝐰𝐰𝐰  の要素の中で値が1の要
素の総数を意味し、𝑊𝑊𝑊𝑊1 = ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1   である。

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑊𝑊𝑊𝑊1

∑ ∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

∑ (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)2𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝐼>0（または𝐼<0）ならば、正（または負）の大域
的空間的自己相関が存在することを意味する。

メッシュ𝑖のローカル・モラン統計量𝐼𝑖は、次式で定
義される。

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)
∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

∑ (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)2𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

このとき、次式が成立している。したがって、ロー
カル・モラン統計量（つまり、局所的空間的自己相関）
の値の総和は、グローバル・モラン統計量（つまり、
大域的空間的自己相関）の値に比例している。

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖
 

２． ５　モラン散布図

ローカル・モラン統計量で測ったメッシュ属性の空
間的な集積・分散の状況を「見える化」するための分
析道具として、アンセリンが提案した「モラン散布
図」5)がある。モラン散布図は、次の手順で作成される。

先ず、任意のメッシュのローカル・モラン統計量を
「当該メッシュの属性に関する標準化測度」と「その
周辺メッシュの属性に関する標準化測度」に分解する。

次に、前者の測度の値をX軸に、後者の測度の値を
Y軸に対応させて、座標平面を作図する。測度が標準
化されているので、原点は平均水準を意味する。

最後に、座標平面上に全メッシュの空間データをプ
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ロットし、第1象限から第4象限までの象限毎にメッシ
ュ番号を分類する。これがモラン散布図である。

上記のX軸の測度（メッシュ𝑖の属性𝑎𝑖の標準化測
度） 　 は、次式で定義される。

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋 =

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

�∑ (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)2𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄

同じくY軸の測度（メッシュ𝑖の周辺のメッシュの
属性𝑎𝑗の標準化測度）𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑌𝑌  は、次式で定義される。

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌 =

∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

�∑ (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)2𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄

このとき、次式が成立している。
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌 

 したがって、モラン散布図上の点(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋  ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑌𝑌  )とX軸
とY軸で囲まれた四角い領域の面積は、その点のロー
カル・モラン統計値と等価であることが分かる。

図－1の地域において、例えば、12個のメッシュの
交通事故リスクを次のように設定してみる。
𝐚𝐚𝐚𝐚 = [𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖] = [0.7,0.8,0.5,0.6,0.7,0.9,0.2,0.1,0.2,0.2,0.3,0.2] 

   𝐚𝐚𝐚𝐚  についてモラン散布図を作図すると、図－2のよ
うになる。図中のグローバル・モラン統計量𝐼の値

（𝐼=0.282）は、点(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋  ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑌𝑌  )の回帰直線の傾きを表す。
この例では、正の大域的空間的自己相関がある。

図－3は、図－2のモラン散布図を基に図－1の地域
に対して局所的空間的自己相関の「見える化」をした
ものである。図－3より、視覚的にも、地域に正の大
域的空間的自己相関が存在することが見て取れる。

図－3において、「当該メッシュのリスクが高くその
周辺メッシュのリスクも高いというメッシュが集積し
ている」という意味で、メッシュ番号1、2、3、4、5
のエリアに交通事故リスクが集積している。したがっ
て、このエリアのいずれかのメッシュに対して交通事
故対策を施すことが、対策効果の空間的波及を考慮す
ると効果的・効率的であると評価できる。

参考までに、Microsoft Excel他の表計算ソフトを
使う場合には表－1のように点(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋  ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌  )の値を算出し

た後でモラン散布図を作図することになるが、無償の
統計解析ソフトR6)のコマンドmoran.plotを使う場合に
は 𝐚𝐚𝐚𝐚  の入力で簡単にモラン散布図を作図できる。

３．交通状態別事故リスクの空間的評価の方法

本研究で提案する方法は、次のような特徴をもつ。
交通基本図に交通事故率を割り付けて作成する「交通
状態別事故リスク図」と、交通事故リスクの「モラン
散布図」を用いることにより、交通事故リスクが集積
するエリアを季節別・時間帯別に抽出し、そのエリア
に含まれるメッシュ内の国道網に対して「季節別・時
間帯別にみてどのような交通状態のときに交通事故対

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋  

𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)2 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑌𝑌 

1 0.250 0.063 2,4,5 0.750 0.928 2.785 

2 0.350 0.123 1,3,4,5,6 1.150 1.300 4.271 

3 0.050 0.003 2,5,6,7 0.800 0.186 2.971 

4 0.150 0.023 1,2,5,8 0.500 0.557 1.857 

5 0.250 0.063 1,2,3,4,6,8,9 0.650 0.928 2.414 

6 0.450 0.203 2,3,5,7,8,9,10 -0.450 1.671 -1.671

7 -0.250 0.063 3,6,9,10 0 -0.928 0 

8 -0.350 0.123 4,5,6,9,11,12 0.200 -1.300 0.743 

9 -0.250 0.063 5,6,7,8,10,11,12 -0.550 -0.928 -2.043

10 -0.250 0.063 6,7,9,12 -0.300 -0.928 -1.114 

11 -0.150 0.023 8,9,12 -0.850 -0.557 -3.157

12 -0.250 0.063 8,9,10,11 -1.000 -0.928 -3.714

𝑁𝑁𝑁𝑁 =12  𝑊𝑊𝑊𝑊1 =58  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =0.45  �∑(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)2 𝑁𝑁𝑁𝑁⁄ =0.269  𝐼𝐼𝐼𝐼 =0.282 

表－1　モラン散布図作成のための表計算

図－2　モラン散布図

1
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3

4

5

6

8

9

7
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図－3　局所的空間的自己相関の「見える化」
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策を施せば効果的・効率的に交通事故リスクを低減で
きるか」といった評価が行える。これに基づき、交通
事故リスクマネジメントを効果的・効率的に実施する
ことができる。

本研究で提案する方法は、図－4のフローに従う。
本章では、このフローの詳細について述べる。

３． １　対象メッシュ属性のデータ整理

３． １． １　対象メッシュ

総務省統計局の地域メッシュ7)のうち、メッシュ内
に一般国道を含んでいるメッシュを抽出する。本研究
では基準地域メッシュ（3次メッシュ、1km四方）を
対象とする。抽出したメッシュを「対象メッシュ」と
呼ぶ。
３． １． ２　季節および時間帯の区分

季節別・時間帯別に交通状態別事故リスク図とモラ
ン散布図を作成するにあたり、春季（3～5月）、夏季

（6～8月）、秋季（9～11月）、冬季（12～2月）、並びに、
早朝（7～9時台）、昼間（10～15時台）、夕暮（16～18
時台）、夜間（19～6時台）の区分を採用する。
３． １． ３　リンク旅行速度

全ての対象メッシュ内に含まれる一般国道の旅行速
度データを次の手順で整理する。

先ず、地域におけるETC2.0の2次メッシュDRMリ
ンク15分単位集計の平均旅行速度データをETC2.0存
在台数で1時間単位に加重平均する。次に、この1時間
単位の旅行速度データのマップマッチングを2次メッ
シュ番号と流出入ノード番号と単位区間番号を参照し
て行い、対象メッシュ毎に区切る。最後に、対象メッ
シュ内の国道リンクの1時間単位の旅行速度データを

季節別・時間帯別に整理する。これを「対象メッシュ
のリンク旅行速度」と呼ぶ。
３． １． ４　リンク交通量

全ての対象メッシュ内に含まれる一般国道の交通
量を整理するためにETC2.0データを活用する際に
は、注意が必要となる。ETC2.0の旅行速度データは
ETC2.0搭載車を含む交通流の速度を代表すると考え
られる一方で、ETC2.0の存在台数データは、交通流
に含まれるETC2.0搭載車の割合に依って、必ずしも
その交通流の交通量を代表するとは限らない。そのよ
うな場合には、ETC2.0が記録した時刻・場所に対応
する常時観測調査の基本観測・補助観測地点データよ
り断面交通量を求めるという手法が考えられる。とこ
ろが、この基本観測・補助観測地点それ自体が非常に
少ない。そこで代替手法として、道路交通センサス箇
所別基本表の24時間自動車類交通量を、センサス調査
年月に対応する常時観測調査の時間係数表（春季・夏
季・秋季・冬季の季節別に1時間単位の比例定数を記
載した表）により、1時間単位の交通量へと比例配分
する手法が考えられる。この手法では、データを次の
手順で整理する。

先ず、センサスの日単位の交通量データのマップマ
ッチングを2次メッシュ番号と流出入ノード番号と単
位区間番号を参照して行い、対象メッシュ毎に区切る。
そして、季節別の時間係数を用いてこの日交通量を時
間交通量へと比例配分し、それを季節別に早朝・昼
間・夕暮・夜間の時間帯で集計する。これを「対象メ
ッシュのリンク交通量」と呼ぶ。
３． １． ５　交通事故件数・事故率

対象メッシュ内の交通事故件数と事故率（単位：件
／億台km）をDRMリンク毎に季節別・時間帯別に整
理する。ただし、事故率の分子は、リンク毎の交通事
故件数とし、分母は、リンク交通量とリンク長の積と
する。

３． ２　交通事故リスクのモラン散布図

全ての対象メッシュに順番を付けてそれを行番号・
列番号にもつ空間重み行列を作成する。交通事故率

（あるいは交通事故件数）をメッシュ属性𝑎𝑖とし、𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋  

と𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌  を計算してモラン散布図を作成する。

次に、モラン散布図における各象限の解釈を行う。
一般に、交通工学では事故多発地点をブラックスポッ
トと呼び、空間統計学では集積する事故多発地点をホ
ットスポットと呼ぶ。本研究では、これらの呼称を参
考に、4つの象限を図－5に示すように名付ける。

基準地域メッシュから対象メッシュ抽出
国道網を含む3次メッシュ（1km四方）

対象メッシュ属性のデータ整理
・季節別（春季、夏季、秋季、冬季）
・ 時間帯別（早朝、昼間、夕暮、夜間）
・ 対象メッシュの交通事故件数・事故率
・対象メッシュのリンク旅行速度とリンク交通量

交通状態別事故リスク図
・正規化交通量とメッシュＱＶ図
・ ＫＶ式とＱＶ曲線の推定
・格子状ＱＶ図への事故データの割付

モラン散布図
・空間重み行列
・ ４象限の解釈

交通事故リスクの空間的評価

図－4　本研究で提案する方法のフロー
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第1象限（または第3象限）は「ホットメッシュ」（ま
たは「クールメッシュ」）が属するクラスターであり、
周辺メッシュとともに事故リスクが高い（または低い）
メッシュが属する。第4象限（または第2象限）は「ブ
ラックメッシュ」（または「ホワイトメッシュ」）が属
するクラスターであり、周辺メッシュよりも事故リス
クが高い（または低い）メッシュが属する。

３． ３　交通状態別事故リスク図

３． ３． １　正規化交通量とメッシュQV図

交通工学における交通基本図の中で、交通量Qと速
度Vの関係を示すのがQV図である。本研究では、対
象メッシュのリンク旅行速度と正規化されたリンク交
通量に基づき季節別・時間帯別にQV図を作成する。
これを「メッシュQV図」と呼ぶ。

メッシュQV図の作成では、対象メッシュ内に異な
る車線数が混在する影響を除去する必要がある。その
ため、表－2に示す「往復車線数に応じた季節別交通
容量」でリンク交通量を除した交通容量比を算出し、
それを往復2車線の基本交通容量2,500台／時に乗ずる
ことで、リンク交通量の正規化を行う。ただし、冬季
交通容量については、春季・夏季・秋季交通容量に冬
季補正率を乗じて求める。冬季補正率は、「道路の交
通容量」8)の139頁に掲載された路面状態別飽和交通流
率の値に基づき、凍結路面と圧雪路面の平均値を乾燥
路面の値で除して、(1600+1380)/1770=0.842とした。

このようにして作成したメッシュQV図の例を図－

6に示す。この図はJR札幌駅や地下鉄大通駅を含む札
幌市内中心部のメッシュを例示しており、図中の点は、

「季節数×時間帯数×対象メッシュ内の国道数×当該
国道のリンク数」の数だけ存在する。
３． ３． ２　KV式とQV曲線の推定

メッシュQV図のQV特性を表すため、図中の点群
の外縁を示すQV曲線を推定する。交通工学では、交
通量（正確には時間交通流率）Qと速度（正確には空
間平均速度）Vと交通密度Kの関係は、K=Q/Vで表さ
れることが知られている。そこで、先ず、KとVが反
比例する特徴を利用してKV式を直線で近似し、次に、
QをVの二次関数とみてQV曲線を推定する。

図－6と同じメッシュのKV図よりKV式を推定した
例を図－7に示す。図－7の図中の点群は、図－6のリ
ンク旅行速度を5km／時刻み幅で集計したものであ
り、「リンク交通量をリンク旅行速度で除した交通密
度の値がその刻み幅の中で最大になる」という点のみ
を示す。

図－5 モラン散布図の各象限の解釈 

メッシュ 𝑖𝑖𝑖𝑖 の周辺のメッシュの交通事故リスク

低
メッシュ 𝑖𝑖𝑖𝑖 の
交通事故リスク

高

ホットメッシュ
のクラスター

クールメッシュ
のクラスター

ブラックメッシュ
のクラスター

ホワイトメッシュ
のクラスター

低

高

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋
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平均

図－5　モラン散布図の各象限の解釈

往復車線数
季節別交通容量（台／時）

春季・夏季・秋季 冬季

2 車線 2,500 2,105 

4 車線 8,800 7,410 

6 車線 13,200 11,114 

8 車線 17,600 14,819 

2 車線を除く容量＝2,200×車線数、冬季補正率＝0.842 

表－2　往復車線数に応じた季節別交通容量

図－6　メッシュQV図（3次メッシュ64414278）

図－7　KV式の推定（3次メッシュ64414278）
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３． ３． ３　格子状QV図への事故データの割付

メッシュQV図上にQV曲線を配置し、事故データを
割り付けるためにメッシュQV図を格子状に区切る。
これを「格子状QV図」と呼ぶ。格子幅は表－3のよう
に設定する。図－8に格子状QV図を例示する。ただし、
図の横軸はメッシュ内の正規化リンク交通量なので、
図中に示した交通容量は、一般的な交通基本図におけ
る交通容量を意味するのではなく、メッシュ内の全て
の国道の車線数を往復2車線と見做して正規化したと
きの「正規化交通容量」を意味する。

格子状QV図への事故データの割付は、次の手順で
行う。先ず、図中の点群（対象メッシュ内の全リン
ク）のうち着目する季節・時間帯に事故が観測された
リンクを抽出する。そして、事故が観測されたリンク
が属する格子について、格子内での最大の事故件数ま
たは事故率の値に応じて表－4の着色区分に従い格子
を色分けする。このようにして事故データを割り付け
た格子状QV図を「交通状態別事故リスク図」と呼ぶ。
図－9に冬季・昼間の人身事故率が割り付けられた交
通状態別事故リスク図を例示する。図中の点群のうち
青色の点は、冬季・昼間に人身事故が観測されたリン
クを表す。この青色の点を含む任意の格子内で、最大
の人身事故率の値をもつ点の着色区分に応じて、当該
格子を着色する。例えば、図中の縦軸10～20km／時
と横軸200～300台／時の格子については、格子内で冬
季・昼間の人身事故率が最も大きいリンクが表－4の
赤色に該当するので、格子は赤色となる。

４．札幌市内の国道網を対象とした評価

札幌市内の国道網を対象に、３．で示した方法を用
いて空間的評価を実施した結果を示す。

４． １　前提

札幌市内に市区コードをもつ基準地域メッシュ
1,523メッシュの中から、メッシュ内に一般国道を含
む196メッシュを抽出し、これを対象メッシュとした。
評価期間は、平成27～28年度の2箇年とした。対象メ
ッシュ属性のデータ整理には、寒地土木研究所が開発
した交通事故分析システム9)を使用した。

交通事故データについては、対象メッシュ内の一般
国道の交差点部（ただし、交差点中心から半径150m
内とする）における人身事故件数と人身事故率（単位：
件／箇所）、および単路部（ただし、交差点部を除く）
における人身事故件数と人身事故率（単位：件／億台
km）を季節別・時間帯別に整理した。加えて、対象
メッシュ内の一般国道における物損事故件数（ただし、
事故地点の住所情報に基づき近隣の国道にジオコーデ
ィングしたもの）と物損事故率（単位：件／億台km）
も同様に整理した。

旅行速度データについては、平成27～28年度の
ETC2.0リンク集計データ（様式2－2）を用いて対象
メッシュのリンク旅行速度を整理した。

交通量データについては、評価期間の札幌市内では
時間帯に依って1時間当たりのETC2.0搭載車の存在台

表－3　格子状QV図の格子幅表－3 格子状 QV図の格子幅 

格子状 QV 図の軸 格子幅

横軸：リンク交通量（台／時） 100 

縦軸：リンク旅行速度（km／時） 10 

図－8　格子状QV図（3次メッシュ64414278）

自由速度

非渋滞領域

渋滞領域

交通容量

表－4　交通状態別事故リスクの着色区分

赤色 橙色 黄色

人身事故件数 4 以上 2 以上 1 以上 

人身事故率 20 以上 10 以上 1 以上 

物損事故件数 1000 以上 500 以上 100 以上 

物損事故率 5000 以上 2500 以上 100 以上 

図－9　交通状態別事故リスク図

（3次メッシュ64414278、冬季・昼間の人身事故率）
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数が1台以下となる対象メッシュが多数存在したので、
ETC2.0存在台数を使わなかった。その代わり、平成
27年度のセンサス日交通量データと札幌市周辺の常時
観測調査基本観測地点の時間係数表を用いて平成27～
28年度のリンク交通量を整理した。

４． ２　評価の結果

４． ２． １　冬季・夕暮の人身事故率に関する結果

図－10に札幌市内の一般国道における冬季・夕暮の
単路部人身事故率に関する空間的評価の結果を示す。

冬季・夕暮の人身事故率をメッシュ毎に独立して
みた場合、評価期間中に国道453号沿線で1,000件／億
台kmを超えるメッシュが集中するエリアが存在した。
モラン散布図を用いた空間統計分析の結果、図中のメ
ッシュ番号（空間重み行列の行番号）738、776、813
の着色が示すように、同エリアにはホットメッシュが
集積することが判明した。図－10の右側には、各々の
メッシュの交通状態別事故リスク図を並べている。こ

れをみると、メッシュ776をはさんで隣接するメッシ
ュ738とメッシュ813では、正規化リンク交通量が100
～200台／時の交通状態で且つ正規化交通容量に比較
的近い状態で事故率が大きくなっている。一方、メッ
シュ776では、同様に100～200台／時の交通状態で事
故率が大きいものの、それは正規化交通容量に近い状
態ではない。加えて、メッシュ776では、別途、600～
700台／時の水準で且つ正規化交通容量に近い交通状
態でも事故率が大きくなっている。これら3つのメッ
シュはいずれもホットメッシュであったので、局所的
空間的自己相関が正となる。このことは、メッシュ
738あるいはメッシュ813のいずれかにおいて正規化
リンク交通量100～200台／時且つリンク旅行速度40
～60km／時の交通状態に対して何らかの交通事故対
策を施すことにより、その対策効果がメッシュ776の
最大人身事故率の低減に寄与する可能性があるという
ことを示唆する。逆に、メッシュ776において正規化
リンク交通量100～200台／時且つリンク旅行速度30～

▼冬季・夕暮の人身事故率

▼モラン散布図での空間統計分析

▼交通状態別事故リスク図

国道453号沿線エリアで
1000件/億台キロ超

738

776

813

ホットメッシュ

ホットメッシュ

ホットメッシュ

図－10　札幌市内の一般国道における冬季・夕暮の単路部人身事故率に関する空間的評価結果
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40km／時の交通状態に対して何らかの交通事故対策
を施すことにより、隣接するメッシュ738・813に対す
る効果的・効率的な交通事故リスクマネジメントに繋
がる可能性があると考えられる。
４． ２． ２　秋季・夕暮の物損事故件数に関する結果

図－11に札幌市内の一般国道における秋季・夕暮の
物損事故件数に関する空間的評価の結果を示す。

秋季・夕暮の物損事故件数をメッシュ毎に独立して
みた場合、評価期間中に国道36号沿線で10件を超える
メッシュが集中するエリアが存在した。モラン散布図
を用いた空間統計分析の結果、図中のメッシュ番号
417、457、498、541の着色が示すように、同エリアに
はホットメッシュまたはブラックメッシュが集積する
ことが判明した。図－11の右側には、各々のメッシュ
の交通状態別事故リスク図を並べている。これをみる
と、メッシュ417とメッシュ457では、正規化リンク交
通量が700～800台／時と800～900台／時の交通状態で
且つ正規化交通容量の状態で事故率が大きくなってい

る。しかも、この状態は、渋滞領域に属している。こ
れら2つのメッシュはいずれもホットメッシュであっ
たので、局所的空間的自己相関が正となる。このこと
は、メッシュ417あるいはメッシュ457において渋滞対
策を施すことにより、一方の事故対策が他方の最大物
損事故件数の低減に寄与する可能性があるということ
を示唆する。その一方で、メッシュ498はブラックメ
ッシュであったので、周辺メッシュとの物損事故件数
の空間的な相関性は統計的に認められない。したがっ
て、このメッシュについては、エリアでの対策という
よりも、メッシュ単体での対策を施すことが効果的・
効率的であると考えられる。

５．おわりに

本稿では、交通状態別事故リスクの空間的評価の方
法を開発し、札幌市内の国道網を対象に、季節別・時間
帯別のリスク評価にそれを適用した結果を報告した。

417

457

498

国道36号沿線エリアで
10件超が連続

▼秋季・夕暮の物損事故件数

▼モラン散布図での空間統計分析

▼交通状態別事故リスク図

ホットメッシュ

ホットメッシュ

ブラックメッシュ

図－11　札幌市内の一般国道における秋季・夕暮の物損事故件数に関する空間的評価結果
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これまでは概して、交通事故多発箇所といった地点
毎に交通事故対策実施の是非が判断されることが多か
った。本研究で提案した方法は、交通事故対策の効果
を周辺メッシュに波及させる可能性があるメッシュを
抽出できるという点からみて、交通事故リスクマネジ
メントの効果的・効率的な実施に資すると考えられ
る。

今後の課題としては、ホットメッシュのエリアにお
いて、あるメッシュで実施した対策の効果が実際に周
辺メッシュに波及するのかを検証することが挙げられ
る。ホットメッシュのエリアでは、あるメッシュのリ
スクが高いとき周辺メッシュのリスクも高いという相
関関係は統計的に認められる。しかし、当該メッシュ
のリスクを低減させると周辺メッシュのリスクが必ず
低減するとは限らず、低減する可能性が示されるだけ
である。必ず低減することを示すには、当該メッシュ
の対策を原因とし、周辺メッシュのリスク低減を結果
とした因果関係の分析が必要であり、DID（差分の差
分法）やSEM（構造方程式モデリング）といった方
法を用いるとそのような因果分析が可能となる。

謝辞：分析に際し、北海道警察本部交通部交通企画課
と寒地土木研究所との共同研究に基づいて北海道警察
からご提供いただいた交通事故データを使用した。
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