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あらまし 近年，多くの自治体が防犯情報サービスの一環として，電子メールやWebを活用して地域の事件情報を
配信している．しかしながら，従来の防犯情報サービスでは，1つの情報が多数のユーザに向けて等しく配信されて
いる．その結果，多くの事件情報が配信されると，ユーザは自分にとって大切な情報を見逃してしまう可能性があ

る．本稿では，ユーザの生活圏に応じて，事件情報の個人適応を行う新しい防犯情報サービス PRISM (Personalized
Real-time Information with Security Map)を提案する．PRISMは，配信される事件情報を解析し，ユーザの生活圏
からの距離や事件発生からの時間，事件の種類を考慮して事件の深刻度を算出する．次に，深刻度によって重みづけ

された事件情報を，地図上にヒートマップとして可視化する．これによって，一人ひとりのユーザに個人適応した防

犯情報サービスを提供する．提案する PRISMをWebアプリケーションおよびモバイルアプリケーションとして実装
した．実装においては，ひょうご防犯ネットおよび神戸市施設オープンデータを利用した．アプリを利用することで，

ユーザは自らの生活圏に合わせた兵庫県下の事件情報を，リアルタイムに閲覧できる．
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Abstract Recently, many municipalities provide security information services by delivering regional incident in-
formation using Email or Web. However, the conventional services usually provide “one-for-all” information, where
the same information is delivered to all users in the same way. As a result, the users tend to miss important incidents
within the flood of information. In this paper, we propose a new security information service, called PRISM (Per-
sonalized Real-time Information with Security Map), which personalizes the incident information based on living
area of individual users. For given incident information and user’s living area, PRISM first computes severity of
the incident, based on distance, time, and type of the incident. It then visualizes the incidents with the severity
on a heat map. Thus, PRISM provides personalized information adapted to individual situation of users. We have
implemented PRISM as a Web application and a mobile application. In the implementation, we extensively used
the Hyogo Bouhan Net security information service, and the Kobe city facility open data. Using the application, a
user can browse personalized and real-time security information within Hyogo prefecture.
Key words open data，security information service，smart city，Web service

1. は じ め に

地域における犯罪は，人々の安全安心な暮らしを脅かす一

大要因となっている．殺人や強盗，傷害等の深刻な犯罪から，

ひったくりやチカン，露出等の事件，不審な声掛けや危険動物

の観測まで，地域では連日様々な事件が発生している．こうし

た犯罪を防ぎ，地域社会の安全安心を守るためには，住民自ら

が自主的に犯罪や事件を理解し，防犯に努めることが推奨され

ている [1]．
こうした背景を受け，近年，防犯情報サービスを提供する自

治体が増えている．防犯情報サービスとは，インターネットを

通じて犯罪や事件の情報を住民に提供し，防犯に役立てても

らうサービスである．典型的には，事件の情報や防犯マップを

Webサイトで提示したり，電子メールを使って事件情報を希望
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者に配信したりする．防犯情報サービスの例としては，兵庫県

警が提供している「ひょうご防犯ネット」がある [2]．「ひょう
ご防犯ネット」は，兵庫県警が認知した事件の情報をWebで
配信するものであり，メールアドレスを登録しておけばその情

報をメールで受け取ることもできる．福岡県警も同様のメール

配信サービス「ふっけい安心メール」を配信しており，事件発

生場所を地図上に表示した「ふっけい安心マップ」をWebに
公開している [3]．
こうした既存の防犯情報サービスでは，あらゆる事件情報が

すべてのユーザに向けて等しく配信されている．地域では様々

な種類の事件が様々な場所で発生するが，ユーザの生活圏は個

人によって異なる．したがって，あるユーザにとっては生活に

影響する重大な事件であっても，遠く離れたところに住む別の

ユーザにはそこまで深刻でないかもしれない．しかしながら，

こうした個人毎に異なる事件に対する深刻度は，既存の防犯情

報サービスでは考慮されず，すべての事件情報が全ユーザに同

じ形で届く．よって，一日に何件もの事件情報が配信された場

合，ユーザは自分にとって重要な事件の情報を見逃してしまう

可能性がある．また，Web 上にアーカイブされた多くの事件
リストからリアルタイムに自分に関連するものを探し出すこと

は，一般のユーザにとって非常に手間がかかる作業である．

そこで本研究では，ユーザの生活圏に応じて，事件情報を個

人適応する新しい防犯情報サービス PRISM(Personalized
Real-time Information with Security Map) を提案す
る．PRISMは，既存の防犯情報サービスが配信する事件情報
をリアルタイムに解析し，ユーザが入力した生活圏に応じて，

そのユーザにとっての事件の深刻度を算出する．具体的には，

生活圏からの距離，事件発生からの時間，事件の種類に基づい

て，そのユーザにより近く，より新しい事件ほど深刻とみなす

重みづけを行う．次に，深刻度によって重みづけされた事件情

報を，地図上にヒートマップとして可視化する．深刻度の重み

は，ユーザの生活圏に応じて異なるため，個人に適応したリア

ルタイムな防犯マップが生成される．

PRISM実現の技術的なポイントとしては，まず，事件情報
の構造化が挙げられる．PRISMでは，通常は自然言語で記述
される事件情報をマイニングし，事件の発生日時や場所，種類

等の属性を抽出して，関係データベースに蓄積する．また，蓄

積されたデータをアプリから効率的に検索・取得するための

Web-APIを開発した．さらに，ユーザが自身の生活圏を容易
に入力できるよう，自治体が公開している施設オープンデータ

を利用している．これは，地域内の学校や公園，施設等の位置

情報を持っており，ユーザが自身や家族の生活圏を入力する際

のランドマークとして参照できるようにしている．

提案する PRISMをWebアプリケーションおよびモバイル
アプリケーションとして実装した．今回の実装においては，事

件情報の取得のために「ひょうご防犯ネット」を，施設オープ

ンデータとして「神戸市施設オープンデータ」を利用した．実

装した PRISMはインターネットで公開されている．アプリを
利用することで，ユーザは自らの生活圏に合わせた兵庫県下の

事件情報を，リアルタイムに閲覧できる．

図 1 防犯マップの例 (神戸市．2016 年 1 月～5 月)

2. 準 備

2. 1 防犯情報サービス

防犯情報サービスは，警察が認知した事件の情報をインター

ネットを通じて一般住民に配信するサービスである．情報を受

け取った住民に，事件に対する警戒を強めるように促す狙いが

ある．防犯情報サービスの代表的なものとして，電子メールを

利用した防犯情報の配信や防犯マップが挙げられる．

電子メールによる配信サービスは，メールアドレスを登録し

たユーザに対して事件情報をテキストで配信するものである．

配信された情報は通常Webサイト上にアーカイブされ，ユー
ザは過去の事件情報も含めてWeb ブラウザで閲覧することも
できる．サービスによっては，自分の住んでいる市や区を登録

して，配信情報の範囲を指定できるものもある．例えば，ひょ

うご防犯ネットでは，灘警察署管内の情報の配信を希望すれば，

灘警察署が管轄する区域の事件のみが配信される．

防犯マップとは，過去の事件発生場所にマーカーやピンで目

印をつけた地図のことで，文章だけでは分かりづらい事件の地

理的な発生状況を，地図を用いて分かりやすくしている．防犯

マップの例として，図 1に，今年の 1月～5月に神戸市内で事
件が起こった地点にピンを置いたものを示す．

2. 2 オープンデータ

オープンデータとは，機械判読に適したデータ形式で，著作

権などの制限なく，誰もが自由に使用，共有できるデータを指

す [4]．近年，特に政府や自治体において，公開可能な公共デー
タをオープンデータとして広く公開して，人々の生活向上や企

業活動の活性化等を狙う活動がみられる．例として，神戸市で

は人口などの市政情報，施設の情報，市営地下鉄の時刻表など，

様々なデータを CSV形式や XML形式で公開している [5]．
また，企業や個人のオープンデータの活用を促進するための

取り組みとして，以下の 5つの方法が示されている [6]．

ポータルサイト 　各政府機関に分散しているデータを一元化

して提供するポータルサイトを設ける

開発イベント (ハッカソン・アイディアソン) 実際にアイディ

ア出しや試作品の開発を行うイベントを開催する
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アプリ開発コンテスト 市民のためのアプリケーション開発コ

ンテストを開催する

仲介者・中間支援組織の活動 需要者のニーズに合う情報の公

開を政府機関に働きかけたり，データを整形・加工したり

する仲介者となる政府機関または民間組織の活躍

評価の可視化 評価基準を設け，行政機関や地方自治体の取り

組み，あるいは官民連携の進展の度合いを可視化する

2. 3 課 題

2. 1で述べた既存の防犯情報サービスでは，基本的に任意の
事件情報が全てのユーザに一様に配信され，ユーザ毎に異なる

事件に対する深刻さ (深刻度と呼ぶ)が考慮されていない．その
ため，多くの事件情報が配信された際，ユーザが重要な情報を

見逃してしまう可能性がある．我々は，こうした既存サービス

において，次の 3つの課題を考えている．

課題 P1(個人の生活圏の考慮) ユーザの生活圏で発生した事

件は，そのユーザにとって防犯上の大きな意味を持つ．し

かしながら，既存サービスではユーザの生活圏を考慮して

いない．例えば，ひょうご防犯ネットにおいて，灘警察署

管内の事件の情報は，その地域の情報を希望している登録

者全員に同じように配信される．しかし，事件発生場所か

ら 200m地点に住んでいるユーザと，5km地点に住んでい
るユーザとでは，前者の方がその事件の深刻度は高くなる

はずである．

課題 P2(リアルアイム性の考慮) 配信される事件情報には発

生日時が含まれているが，それが現在とどの程度近いのか

考慮されていない．例えば，ふっけい安心マップでは，重

要度の高い昨日の事件も，重要度の低い 2週間前の事件も
同一マップに同じように表示されている．

課題 P3(事件種類の考慮) 事件には様々な種類があり深刻度

も異なるが，現状ではすべての事件情報が同じ様式で配信

されている．例えば，刃物を持った男の目撃情報と，別事

件の犯人の検挙情報は，同じフォーマットのメールで配信

されている．犯人の検挙情報は解決済みの事件情報なので，

刃物男の目撃情報に比べると深刻度は低くなるはずである．

3. 提案する防犯情報サービス PRISM

本研究では個人の生活圏に応じた新しい防犯情報サービ

スPRISM (Personalized Real-time Information with
Security Map) を提案する．

3. 1 概 要

2. 3 で述べた 3 つの課題を解決するために，PRISM では，
一人一人のユーザの生活圏と現在時刻，事件の種類を考慮して，

各事件の深刻度を重みづけし，ヒートマップで可視化すること

をキーアイデアとしている．

PRISMのユーザは，まず自分の生活圏を登録する．ここで
の生活圏とは，自宅や最寄り駅，通っている会社や学校，商業

施設等，日常生活で頻繁に行く場所を表す．各ユーザは複数の

場所を生活圏として自由に登録できる．

PRISMは配信される各事件情報に対して，事件発生地点と
生活圏との間の距離を算出する．また，事件発生日時から現在

までの経過時刻を計算する．この距離と経過時刻に基づいて，

事件の種類ごとに決められたデフォルトの深刻度に重みづけを

行い，そのユーザにとっての事件の深刻度を算出する．この算

出された深刻度を基にしてヒートマップを作成し，個人適応さ

れたリアルタイムな防犯マップを生成する．

3. 2 全体アーキテクチャ

PRISM の全体アーキテクチャを図 2 に示す．図中点線で
囲った部分が PRISM である．まず，図の左下に示すクロー
ラが，既存の防犯情報サービスから定期的に事件情報を取得し，

解析を行った後，事件 DB にインサートする．図の右上に示
すユーザは，PRISMに自分の生活圏データを入力する．その
際，自治体が提供する施設オープンデータをインポートした施

設 DB を参照して，地域内の様々な施設をランドマークとして
利用する．PRISMは事件 DBと生活圏データに基づいて，各
事件の深刻度算出を行う．こうして重みづけされた事件情報に

基づいて，ヒートマップ生成し，ユーザに提示する．

以降の節では，これらの詳細を説明する．

3. 3 事件情報の取得

PRISMでは，クローラを利用して，既存の防犯情報サービス
から事件情報を定期的に取得する．一般的に，事件情報は自然

言語で書かれたテキストであり，そのままでは検索や統計を行

うことが困難である．そのため，クローラ内で事件情報を解析

してデータの構造化を行い，関係データベースである事件 DB
にインサートする．

クローラが行う事件情報の解析の流れを説明する．まず取得

した事件情報の一次テキストに前処理を適用する．前処理では，

文字や空白の全角・半角を統一したり，漢字表現のゆれ（例え

ば，「～頃」と「～ころ」）を揃える．次に，文書解析を適用し

て，テキストから次の 8つの属性を抽出する．

• id: 事件を区別するための識別子 (ID)
• datetime: 事件発生の日時
• title: 事件情報のタイトル
• content: 事件情報の本文
• severity: 事件のデフォルトの深刻度
• address: 事件発生場所の住所
• lat: 事件発生場所の緯度
• lng: 事件発生場所の経度

事件情報は自然言語テキストで書かれているが，ほぼすべて

定型表現に従っている．そのため，正規表現によるパターン

マッチングにかけることで，datetime, title, content, address
を抜き出すことができる．

addressが得られれば，Geolocation API等の地理情報Web
サービスを利用することで，lat, lng を取得できる．また，id
は防犯情報サービスのページ番号等から取得する．

severityは，その事件が持つデフォルト (既定)の深刻度であ
り，title と contentに含まれるキーワードによって，次の 4種
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図 2 PRISM の全体アーキテクチャ
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図 3 事件情報の事件 DB への挿入例

類のカテゴリで定義される．

警報 (深刻度 3): 住民の生命を脅かす可能性のある最も深刻

な事件．殺人，強盗，傷害，発砲，暴行，刃物等のキーワー

ドを含むもの．

警告 (深刻度 2): 住民の身体的被害につながる可能性のある

事件．ひったくり，スリ，窃盗，盗難，チカン等のキーワー

ドを含むもの．

注意 (深刻度 1): 住民の生命や身体の危機に直結するもので

はないが，注意すべき事件．詐欺，電話，動物，アライグ

マ，イノシシ等のキーワードを含むもの．

お知らせ (深刻度-1)： 警察からの告知情報で，事件発生以外

の情報． 解決，検挙，お知らせ等のキーワードを含むもの．

この時点での severity は事件ごとのデフォルト値を表して
おり，個人ごとの状況を反映した深刻度にはなっていない．

severityは後ほど個人の生活圏に応じてさらに重みづけされる．
3. 4 事 件 DB
事件 DBは，事件情報を前節で述べた 8つの属性で蓄積・管
理する関係データベースである．スキーマは以下の通りである：

[id, datetime, title, content, severity, address, lat, lng]

事件情報がデータベースに格納される様子を図 3に示す．こ
の例では，「チカン発生」の事件情報を解析して，8つの属性を
抽出して事件 DBに挿入している．
さらに我々は，様々なアプリケーションから事件 DBに容易
にアクセスできるように，Web-APIを作成した．事件 DBの
Web-APIは，次の 3つのコマンドを持っている：

• latest: 事件 IDを指定して，それ以降に発生した最新の
事件を取得

• search: 属性を指定して，事件を検索する．ID, キーワー
ド, 日時範囲, 深刻度で事件を検索可能

• range: 中心座標とそこからの距離で事件を検索する．日

時範囲や深刻度も指定可能

Web-APIは，CGI/JSONで実装されており，コマンドはURL
パラメータで指定，結果は JSON形式で返される．

3. 5 施設オープンデータを用いた生活圏の入力

PRISMでは，ユーザの生活圏は座標データの集合で定義さ
れる．したがって，ユーザは自宅の場所や子供の学校，最寄り

駅等の場所をそれぞれ (緯度, 経度) の座標で入力する必要が
ある．PRISM では，地図情報サービス (Google Maps 等) の
APIを利用して，ブラウザに表示された地図をユーザがダブル
クリックすることで緯度・経度を入力できるようにしている．

一方で，ユーザが自分のよく行く場所が地図上のどこにある

か，すぐに把握できないケースが想定される．そこで，自治体

が公開している施設オープンデータを活用し，生活圏を入力す

る際の目印（ランドマーク）として利用できるように工夫して

いる．施設オープンデータは，役所や消防・警察署，駅，保育

所・幼稚園，学校，公園，文化施設等，地域内の様々な施設の

場所情報を表したものであり，一般的には CSVや RDF等の
形式で構造化されている．

PRISMでは，この施設オープンデータを施設DBにインポー
トして，ユーザの生活圏入力の際に参照できるようにしている．

施設 DBのスキーマは以下の通りである．

• id: 施設を区別するための識別子 (ID)
• name: 施設の名称
• postalCode: 施設の郵便番号
• address: 施設の住所
• phone: 施設の電話番号
• lat: 施設が所在する住所の緯度
• lng: 施設が所在する住所の経度
• ward: 施設が所在する区
• type: 施設の種類 (例:小学校)

また事件 DBと同様に，施設 DBにアクセスするためのWeb-
APIを CGI/JSON として作成した．アプリケーションは，上
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記の属性や距離で，施設を検索できる．

3. 6 個人に適応した深刻度の算出

事件 DBに蓄積された事件と，生活圏データに基づいて，個
人の状況に応じた事件の深刻度の算出を行う．具体的には，各

事件データのデフォルトの深刻度 (severity，3. 3参照)に対し
て，以下の 2つの観点から重みづけを行う．

距離 事件発生場所からユーザの生活圏までの距離．この距離

が近いほど，そのユーザにとって深刻な事件と判断し，高

い重みづけを行う．一方，距離が大きいほど，深刻度は小

さくなり，あるしきい値 (T hd とする)以上は，深刻度を 0
とする．

時間 事件発生からの経過時間．この時間が短いほど再発に注

意すべき深刻な事件と判断し，高い重みづけを行う．一

方，時間が大きいほど，深刻度は小さくなり，あるしきい

値 (T ht とする)以上は，深刻度を 0とする．

いま，ある事件 xについて，ユーザ uの生活圏からの距離が

dで xの発生時刻から現在までの経過時間が tの場合，xの u

に関する深刻度 severity(x, u)を以下のように定義する．

severity(x, u) = 1/3 ∗ W D(d) ∗ W T (t) ∗ severity(x)

ここで，W D(d)とW T (t)は距離 dと時間 tによる重みづけを

行う関数，sevirity(x)は 3. 3で付与された xのデフォルトの

深刻度 (1, 2 または 3)である．W D(d), W T (t)の実現方法は
様々なものが考えられるが，現状の PRISMでは下記の関数を
使用している．

W D(d) =


1.0 (0 <= d < 0.5T hd)
−2(d − T hd)/T hd (0.5T hd <= d < T hd)
0.0 (T hd <= d)

W T (t) =


1.0 (0 <= t < 0.5T ht)
−2(t − T ht)/T ht (0.5T ht <= t < T ht)
0.0 (T ht <= t)

上記の関数は，与えられた距離 (または時間)がしきい値の半
分に達するまでは重み 1.0を維持し，半分を超えてしきい値ま
では重みを 1.0から 0.0に線形に減衰させるものである．現状
では，T hd を 4.0km，T ht を 14日間としているが，これは地
域の面積や犯罪状況を考慮して自由に設定可能にしている．

3. 7 ヒートマップ

個人に適応した深刻度が付与された事件データを地図上に

ヒートマップとして可視化する．事件 x のユーザ u に関する

深刻度 severity(x, u)は，0.0～1.0の値を取る．この値が [紫，
藍，青，緑，黄色，橙，赤]の 7色のスケール上にマッピング
されるようなヒートマップを作成する．作成したヒートマップ

上に，x の座標 (lat, lng) に severity(x, u) を重みとするデー
タポイントを登録すれば，個人の生活圏と現在時刻に適応した

ヒートマップが生成される．

ヒートマップの出力例を図 4 に示す．この例は，神戸市の
ある時点での事件情報を，二人のユーザ A, B を対象として，

(a) ユーザ A のヒートマップ

(b) ユーザ B のヒートマップ

図 4 PRISM のヒートマップ出力例

PRISMで可視化したものである．マップ内のピンは，ユーザ
が入力した生活圏の場所情報を示し，ヒートマップの各点は事

件発生場所を表している．ユーザ A は生活圏として神戸三宮，
阪急六甲を登録しており，ユーザ Bは阪急六甲，夙川，阪神深
江を登録している．図から分かるように，同時刻の同じ地図で

あっても，生活圏が異なると全く違ったヒートマップが生成さ

れていることが分かる．

4. 実 装

提案した PRISM を Web アプリケーション (PRISM for
Web)，および，モバイルアプリケーション (PRISM Android)
として実装した．図 5(a), (b) にそれぞれのスクリーンショッ
トを示す．図 2のアーキテクチャのうち，事件情報の取得，事
件 DB, 施設 DB およびそれらのWeb-API をサーバサイドで
実装，生活圏入力からヒートマップ生成までをクライアントサ

イドで実装した．利用した技術は以下の通りである．

• 防犯情報サービス： ひょうご防犯ネット

• 施設オープンデータ： 神戸市施設オープンデータ

• クローラ: perl, cron, Yahoo!ジオコーダ API
• 事件DB,施設DB: MySQL
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(a) PRISM for Web

(b) PRISM Android

図 5 実装した PRISM のスクリーンショット

• Web-API: perl, CGI.pm, JSON.pm
• クライアント (Web アプリ)： Chrome ブラウザ,

JavaScript，Google Maps, Google Heatmap Layer
• クライアント (モバイル)： Android，Google Maps, An-

droid Heatmap Utility

5. 考 察

5. 1 要件の充足性

2. 3で述べた課題 P1～P3が開発した PRISMでどのように
解決されるか考察する．3. 6で述べた通り，PRISMではユー
ザの生活圏と事件の経過時間から，そのユーザに応じた事件の

深刻度を算出し，ヒートマップで可視化する．このことから，

より近くてより最近の事件ほど深刻になるような，そのユーザ

のための防犯マップが生成される．このことにより，課題 P1お
よび P2が解決されている．また，3. 3で述べた通り，PRISM
では事件内容のキーワードに基づいて，3段階のデフォルトの
深刻度を設定している．これにより課題 P3に対応しているが，

深刻度の値の妥当性については今後検証していきたい．

5. 2 利用データについて

既存の防犯情報サービスが提供する事件情報に関しては，現

状では非構造のテキスト文書をクローラが文書解析して構造化

情報に変換している．(3. 3参照)．この方法では，別地域の防
犯情報サービスに切り替える場合には，文書解析のロジックを

再び作り直さなくてはならない．オープンデータ化が進み，事

件情報が構造データとして公開されれば，より拡張性の高いシ

ステム開発が可能になるであろう．福岡県警は既に CSV形式
で事件情報を公開しているが，こうしたオープンデータの潮流

に期待したい．また，本研究では神戸市の施設オープンデータ

を使用したが，身近な施設 (例: 鉄道駅)の情報が少なかった．
データがより充実すれば，ユーザが生活圏を登録しやすくなる．

5. 3 関 連 研 究

PRISMと類似したアプリケーションとして「ひょうご安全
安心まっぷ」がある [7]．PRISMと同様にひょうご防犯ネット
の事件情報を解析し，Google map上にピンを用いて表示して
いるが，ユーザの生活圏に適応したものではない．

6. お わ り に

本稿では，個人適応されたリアルタイムな防犯情報サービス，

PRISM を提案した．PRISM は既存の防犯情報サービスが提
供する事件情報を，一人ひとりのユーザの生活圏に応じて個人

適応する．ユーザにとっての事件の深刻さを数値化する深刻度

という尺度を導入し，生活圏からの距離と経過時刻に基づいて

重みづけを行う．深刻度の重みづけされた事件は，ヒートマッ

プで可視化される．また，提案した PRISMをWebアプリケー
ションおよびモバイルアプリケーションとして実装した．

今後の課題としては，3. 6で述べた重みづけ関数と深刻度の
値の妥当性検証を考えている．また，多くのユーザに実際に

使ってもらい，ユーザビリティ評価を行っていきたい．
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