
2022.5.1 ITARDA   
集計できる項目の詳細

項目名 細目名 内　　容
事故に関する共通項目 事故内容 死亡 事故に関与した人が一人以上死亡した事故

重傷 事故に関与した人が誰も死亡せず、一人以上が重傷を負った事故
軽傷 事故に関与した人が誰も死亡又は重傷を負わず一人以上負傷した事故

都道府県 事故が発生した場所の県　　　警察庁制定の順番
事故類型 人対車両 １当又は２当が歩行者の事故

　対面通行中 歩行者が相手車両と対面通行中に発生した事故
　背面通行中 歩行者の背後から相手車両が進行してきて発生した事故
　横断歩道横断中 歩行者が横断歩道を横断していて発生した事故
　その他横断中 歩行者が横断歩道以外の場所を横断していて発生した事故
　路上（遊戯・作業・停止・横臥） 道路上で遊んでいたり、荷下ろしなどの作業をしていたり、立ち止まったり、横たわったりして発生した事故
　人対車両その他 上記以外の歩行者と車両の事故
車両相互 １当、２当ともに車両等の事故
　正面衝突 相対する方向から前進してきた車両どうしが向き合って衝突した事故
　追突 同一方向に前進中又は前車が駐停車中で、後車が前車に衝突した事故
　出会い頭 相交わる方向に進行中の車両が行き合うはずみに衝突した事故
　左折時 車両が左折時に発生した事故
　右折時 車両が右折時に発生した事故
　車両相互その他 上記以外の車両等どうしの事故
車両単独 車両等が物件や駐車車両に衝突した事故又は、衝突することなく転倒･転落した事故
　電柱・標識 電柱、信号柱、照明柱、道路標識、公共の掲示板や案内板等に衝突した事故
　防護柵等 路側に設けられたガードレール、ガードフェンス、ガードロープや防護壁等に衝突した事故
　その他工作物 上記以外の工作物（分離帯、安全島、家屋、塀、橋梁、橋脚等）に衝突した事故
　駐車車両 運転者がいない路上駐車中の車両に衝突した事故
　路外逸脱 道路上又は路側の工作物に衝突することなく路外に逸走した事故
　転倒 急ハンドル、急ブレーキ、路面欠陥等により自ら転倒した事故
　車両単独その他 上記以外の単独事故
列車 列車が当事者となった踏切事故

道路種別 高速道等
　高速自動車国道
　指定自動車専用道 国家公安委員会が指定する自動車専用道路、代表例としては首都高速や阪神高速など
一般道等
　一般国道
　主要地方道
　一般都道府県道
　一般市区町村道
　その他自動車専用道
　一般道等その他 上記以外の道路等

発生月 事故が発生した月
発生時 事故が発生した時（２時間単位）
昼夜 昼 日の出から日没まで

　明 日の出後１時間の払暁時間帯
　昼 払暁及び薄暮時間以外の昼間
　暮 日没前１時間の薄暮時間帯
夜 日没から日の出まで
　暮 日没後１時間の薄暮時間帯
　夜 払暁及び薄暮時間以外の夜間
　明 日の出前１時間の払暁時間帯

市街地・非市街地 市街地
非市街地

曜日 平日 月曜日から金曜日まで
土曜日
日曜日

天候 晴
曇
雨
霧
雪

路面状態 乾燥 乾燥から積雪は舗装路面
湿潤
凍結
積雪
非舗装 舗装されていない道路

道路形状 交差点
　信号交差点 信号が点灯・点滅している交差点
　無信号交差点 信号が消灯・故障又はない交差点
交差点付近 交差点側端から30ｍ以内の道路部分
単路
　単路-カーブ 単路で、円弧部分及び屈曲部分から30ｍ以内
　単路-直線 カーブ以外の単路
踏切 踏切内
一般交通の場所 不特定多数の人が自由に通行出来る場所（例：サービスエリア、道の駅、店舗の駐車場や広場など）

車道幅員 単路5.5ｍ未満 単路
上下線車道部分の幅員 単路5.5ｍ以上 単路
交差点は１当進入道路 単路9.0ｍ以上 単路

単路13ｍ以上 単路
交差点5.5ｍ未満 交差点１当進入側
交差点5.5ｍ以上 交差点１当進入側
交差点13ｍ以上 交差点１当進入側
一般交通の場所 不特定多数の人が自由に通行出来る場所（例：サービスエリア、道の駅、店舗の駐車場や広場など）

衝突地点 歩道 歩道上（車両単独事故の場合は歩車道を分離する縁石・防護柵に衝突した場合を含む）
路側帯 路側帯（路側帯に接した（路側帯の区分がない場合は道路に接した）家屋･塀などを含む）
車道
交差点内
　交差点-横断歩道
　交差点-自転車通行帯等 自転車横断帯、自転車道、自転車専用通行帯
　交差点内その他
その他 中央分離帯への衝突、踏切･駐車場等での衝突、防護柵がない場所での路外逸脱など

中央分離施設 中央分離帯 車線を往復方向に分離するグリーンベルト、ガードレール、縁石等
中央線 道路標示（ﾁｬｯﾀｰﾊﾞｰ、ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ、高輝度表示、ペイント）により車線を往復方向に分離
中央分離なし
一般交通の場所 不特定多数の人が自由に通行出来る場所（例：サービスエリア、道の駅、店舗の駐車場や広場など）

歩車道区分 あり 歩道と車道を分離するための柵、ガードレール、縁石･ブロック、路側帯などがある
なし

ゾーン規制 ゾーン30
規制なし
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項目名 細目名 内　　容
１，２当に関する項目 当事者種別 四輪車

　バス･マイクロバス 乗車定員11人以上の乗用車
　普通乗用車 バス･マイクロバス及び軽乗用車を除いた乗用車
　軽乗用車 総排気量660cc以下でミニカーを除く乗用車
　大型・中型貨物車 車両総重量5ｔ以上又は最大積載量3ｔ以上の貨物車　H29より、車両総重量7.5t以上又は最大積載量4.5t以上

　準中型貨物車※1 H29新設　車両総重量3.5t以上7.5t未満又は最大積載量2t以上4.5t未満
　普通貨物車 車両総重量5ｔ未満かつ最大積載量3ｔ未満の貨物車　H29より、車両総重量3.5t未満かつ最大積載量2t未満
　軽貨物車 総排気量660cc以下の貨物車
　その他四輪車 ミニカー・特殊自動車
自動二輪 総排気量51cc以上の二輪車
原付自転車 総排気量50cc以下の二輪車
自転車 自転車及び駆動補助機付自転車
歩行者 一輪車、児童用三輪車、車椅子などを含む
その他 上記に該当しないもの（自転車以外の軽車両、列車・路面電車などおよび対象外当事者）

自家用･事業用 事業用 道路運送法、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法に規定する運送事業に供する自動車
　バス 路線バス・観光バス
　タクシー ハイヤー含む
　貨物 バイク便などの二輪車含む
　その他 上記以外の事業用車
自家用 事業用以外
　レンタカー レンタカー事業者が貸し出している車両及び二輪車
　スクールバス スクールバスの表示が車体にあるもの
　代行運転 依頼主の依頼を受けて依頼主の車を運転して送り届ける役務全般
　その他 上記以外の自家用車
その他 乗用車、貨物車、二輪車以外

特殊事故（１当） 発作急病 発作急病が事故要因となった事故
身障者 身体障害者手帳をもつ者が当事者となった事故
緊急車緊急用務中 緊急自動車が緊急用務中に発生した事故

運転資格 有資格 事故車両を運転する資格がある
無免許等 免許停止中、期限切れ、条件違反等で運転資格がないもの及び全くの運転免許を持っていないもの等
その他 調査不能及び原付以上の車両以外のもの

一時停止規制標識 あり
なし
対象外 当事者が不明、歩行者、列車の場合及び発生場所が交差点以外の場合

免許経過年数 １年未満 仮免許は１年未満に含む。期限切れ及び停止中は経過年数に含む
５年未満
10年未満
10年以上
その他 無免許等、調査不能及び原付以上の車両以外

行動類型 発進 停止していた車両等が前進を始めた状態
直進 加速、減速中を含む
追抜追越 車両等が進路を変えて前車の側方を通過してその前方に出るまでの状態
進路変更 車両等が同一方向に進行をつづけ、車線変更等で左右に位置を変えた場合
左折 横断・転回を除く
右折 横断・転回を除く
後退
急停止 車両が進行を突然停止し、その行動が事故の発生原因となった場合
停止 停止又はおおむね停止に近い状態
その他 上記以外及び車両等以外

危険認知速度 10km/h以下
20km/h以下
30km/h以下
40km/h以下
50km/h以下
60km/h以下
70km/h以下
100km/h以下
100km/h超
停止・不明等 停止中、調査不能及び原付以上の車両以外

高齢運転者標識 有
無
不明等 不明及び普通･軽・ミニカー以外または70歳未満

初心運転者標識 有
無
不明等 不明及び準中型・普通･軽・ミニカー以外または初心運転者以外

ライト点灯 点灯
消灯･なし
不明等 調査不能及び原付以上の車両または自転車以外

反射材等使用 有
無
不明等 調査不能及び歩行者以外

携帯電話等 要因有り 携帯電話等の使用等が事故の要因になった
その他

カーナビ等 要因有り カーナビ等の使用等が事故の要因となった
その他

職業 幼児
小学生
中学生
高校生 夜間学生は昼間に就業している場合は該当する職業とする。無職・アルバイトの場合は学生とする。
職業運転者 自転車便等の運転者及び日常的に運転を職業とする者（社用車の運転手や運転代行業の運転手等）を含む
その他 上記以外及び不明

通行目的 業務 職業運転及び業務目的
通勤 出勤･退社
通学等 登下校及び学業中
私用 上記以外の目的
不明等 調査不能及びひき逃げ等
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項目名 細目名 内　　容
衝突部位 前面 車両の前面、右前面、左前面が衝突

右側面 車両の右側面が衝突
左側面 車両の左側面が衝突
後面 車両の後面、右後面、左後面が衝突
その他 天井のみの衝突痕、衝突痕がない場合及び車両以外

車両の損壊程度 大破
中破
小破
その他 損傷なし及び車両等以外

飲酒状況 有 アルコールが検出されなくても証言などから飲酒の事実がわかっている場合を含む
無 まったく飲酒していない場合
不明等 調査不能及びひき逃げ等

二輪車のプロテクタ 着用 二輪車運転者が胸部プロテクタを装着していた場合
着用以外

法令違反 信号無視 内容は用語集参照
（１当車両） 通行区分

最高速度
優先通行妨害
交差点安全進行
歩行者妨害等
一時不停止
安全運転義務違反
　　運転操作不適
　　漫然運転
　　脇見運転
　　動静不注視

　 　　安全不確認
　　他安全運転義務違反
その他の違反

（１当歩行者） 信号無視
通行区分
横断
　横断歩道外
　斜め横断
　車両の直前後
　横断禁止場所
飛び出し
その他の違反

人的要因 前方不注意
（１当のみ） 　漫然運転（車両のみ） 用語集の前方不注意ー内在的に該当

　脇見運転（車両のみ） 用語集の前方不注意ー外在的に該当
安全不確認
判断の誤り等
操作不適
　ペダル踏み違い（車両のみ）
　上記以外（車両のみ）
保護者等の不注意（自転車・歩行者）
健康状態不良（歩行者のみ）
調査不能
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項目名 細目名 内　　容
人に関する項目 性別 男

女
年齢 ５歳以下

６歳
７～15歳
16～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～74歳
75歳以上

ベルト･ヘルメット シートベルト 四輪車乗員がシートベルトを着用していた
チャイルドシート 四輪車乗員がチャイルドシートを着用していた
ヘルメット 二輪車又は自転車乗員がヘルメットを着用していた
非着用 車両等の乗員が上記のいずれも着用していなかった
不明等 着用が不明及び車両等乗員以外

エアバッグ 作動 乗車部位にエアバッグの装備があり衝突時に作動した
作動以外

サイドエアバッグ 作動 乗車部位のサイドエアバッグが衝突時に作動した
作動以外

人身損傷程度 死亡 事故発生後24時間以内に死亡
重傷 全治30日以上の負傷
軽傷 全治30日未満の負傷

損傷主部位 頭部
顔部
頚部
胸部
腹部
腰部
脚部
その他部位

主部位の状態 骨折
内臓破裂
捻挫･脱臼
裂･挫擦過・打撲
その他損傷

加害部位 車外放出
車内部位
　ハンドル
　ドア・窓ガラス
　座席
　その他車内部位
車外部位 タイヤや車体部位
工作物
路面
その他


