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This thesis sets forth the manner in which CCTV should be installed in public areas in order to balance individual 
privacy rights with security.  The first part of this thesis presents the background of this issue, arguments from both the 
advocates and detractors of such use of CCTV, and Japanese case law.  The second part of this thesis analyzes: (i) if 
Japanese public opinion in favor of privacy rights varies over time; and (ii) what factors influence public opinion via 
analysis of a newspaper article-database that is still connected to or influenced by public opinion.  In conclusion, 
articles and arguments in favor of privacy rights are concentrated around the years 2002 to 2005 and several factors 
played an important role towards this, for example the technical progress of cameras at this time, successful CCTV use 
in the Shinjuku area, acts of terrorism in the United States and the United Kingdom, and murders solved by evidence 
recorded by CCTV placed in public areas. 
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1. 研究の背景と目的 

防犯カメラ（「監視カメラ」を含む。以下同じ。）が、店舗や

駅や施設等の都市空間に溢れている。政府及び警察は、防犯カ

メラの設置と利用促進を積極的に推し進める立場である。警察

庁は、体感治安が悪化している状況を前提に、しばしば「犯罪

の発生を抑止し、犯罪被害に遭わない安全で安心なまちづくり

を推進する」という目的達成の手段として防犯カメラを位置づ

けている。政府も防犯カメラを積極的に推進しており、例えば、

イノベーション25といわれる長期戦略方針では、「安全・安心

な社会」の実現のために、高度な技術を組み合わせて、ネット

ワーク化された行動監視社会が目指されている。 

「防犯」及び「プライバシー」は、いずれも都市における市

民生活にとって重要な価値である。犯罪やテロの不安なく安全

に生活する自由は、市民生活の基盤の前提であり、この自由な

しには質の高い生活を送ることができない。一方、プライバシ

ーの自由が蹂躙された監視社会となれば、その都市環境は不快

で息苦しく、住みにくい社会となり、都市の快適性を損なう。

特に昨今の高度なデジタル技術の進歩に伴って、カメラ画像は

飛躍的に鮮明さを高め、画像には位置情報等が埋め込まれ、そ

れがネットワークを介して、各個人の行動が、デジタルの形式

で保存され、劣化せずにコピーされ続け得るという現実がある。

この二つの価値の調和をいかに図るべきかという問題は、究極

的には都市における自由とは何か（社会がどちらの価値をどう

評価するのか）という問題と結びついており、昨今の急速な技

術進歩により、喫緊の課題となっている。 

ところで、この問題については、「国民・市民のほとんどがこ

の増殖する防犯カメラの存在を受け入れている」といわれ、そ

の根拠としてしばしば市民アンケートの結果が引用される。事

実、回答する市民の側も、「特に悪いことをしているわけではな

いので監視されても構わない」というようにこの問題を無批判

に受け入れる者や、この問題にそもそも無関心である者も多数

存在する。しかし、この種のアンケートは、「安全・安心のため

に防犯カメラを設置する」か、それとも「プライバシーを尊重

して設置しない」かの二者択一での選択を求めるような質問と

なっているのが通常である。この二つの価値は、二者択一にで

きるような単純な問題ではなく、二つの価値の調和を図ること

こそ必要な方向性である（樋野，2016）。 

本研究は、このような理解の下、都市空間内の防犯カメラに

対し、これまで社会一般（世論）がこの問題に関してどのよう

に反応してきたのか、それは時代とともに変化しているのか、

変化しているとすればその要因は何かという各点を明らかにす

ることを目的とする（都市空間におけるプライバシーに対する

「社会の合理的期待」の動きとその動きへの影響要因の抽出）。

その上で、プライバシーと調和する都市空間の防犯カメラ設置

に向けた提言を行う。 

既存研究においては、防犯カメラの設置の背景として、テロ

等の政治背景、子供の安全に関わるような凶悪事件の発生等が

挙げられることがあるが（樋野他，2008、雨宮他，2007、桐

山他，2005、小林，2007、星，2012、平成28 年版警察白書，

2016）、社会一般のプライバシーへの合理的期待の動きと影響

要因について、網羅的に分析を試みた研究例は見当たらず、本

研究の独自性が主張できる。 
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2. 研究の方法 

本研究では、まず、防犯カメラの普及の経緯、その設置に対

して一定の抑制が必要であるという立場（以下、抑制論）から

の主張や論点と、日本における裁判例について整理する（3章）。 

次に、新聞記事を分析する。新聞は、現在においても、社会

一般に対して一定の影響力を有して、ある程度正確な情報提供

をしており、各種メディアの中でも比較的網羅的に世情・世相・

考慮事情などを包含・反映していると考えられるからである（樋

口，2011）。なお、新聞記事及び社説の質的分析は、人権に関

する記事が多いと言われている朝日新聞の記事を用いる。新聞

記事分析の詳細は以下のとおりである。 

(1) 新聞記事の量的分析（4章） 

朝日新聞のデータベース「聞蔵Ⅱビジュアル」を用い、本紙

（地方版・朝夕刊を含む）を対象として、「防犯（監視）カメラ」

のキーワードで記事数を年ごとにカウントする。記事を精査し、

そもそも防犯又はプライバシーに無関係な記事を除外する（例

えば、カメラ業者の開発・発売状況、技術情報、原子炉の内部

や自然現象（河川・土石流）を対象とする監視カメラ等）。その

うえで、設置推進に対して警鐘を鳴らすキーワードを記事中に

含むものを「抑制論」に、それ以外の記事を「その他」のカテ

ゴリーにカウントする。さらに、除外記事を除いた全記事に占

める抑制論と「その他」の記事の記事数を年ごとにグラフ化し

て、量的観点から抑制論を含む記事の傾向を把握する。 

次に、分析対象の記事をさらに発行時期で特定するため、抑

制論の典型的なキーワードである「プライバシー」又は「監視

社会」、及び「防犯（監視）カメラ」が同時生起（共起）した記

事数が多い時期を把握した。こうした記事は、防犯カメラの是

非の問題を多少なりとも考えさせる記事に他ならないからであ

る。さらに、この時期の特定の際には、読売新聞及び毎日新聞

も同様の傾向があるかにつき、各社の記事検索データベース

（「ヨミダス歴史館」および、「毎策」）で確認する。 

(2) 新聞記事及び社説の質的分析（5章） 

量的分析において共起記事が多かった時期について、それら

の記事を精査して、抑制論割合が増加・減少した理由を分析・

検討する。その時期の記事を精査することが、カメラの是非の

動きに影響を与える要因の把握に有用であると考えるためであ

る。共起記事の精査による分析方法としてはＫＪ法を用い、各

記事をグルーピングする方法でこれを行う。 

さらに、「プライバシー」「監視社会」が含まれているか否か

を問わず、「防犯カメラ」というキーワードが含まれている過去

の全ての朝日新聞の社説を精査し、その内容を分析して社会的

評価への影響要因を探る。 

 

3. 防犯カメラ普及の経緯と論点 

3.1. 設置開始から現在までの防犯カメラの設置拡大 

日本で防犯カメラが登場した時期は、昭和 39 年（1964 年）

暮れころ、上野に白タク取締り用に設置されたものが最初であ

ったようである。その後、防犯カメラ数は急速に拡大した。カ

メラの映像は、技術の進歩に伴い、撮影日時、周辺状況、被撮

影者の行動内容が記録されることにより、リアルで強い証拠力

を有するようになった。そのため、裁判等において、それは目

撃者の記憶に基づく供述などより雄弁に事実を物語ることにな

り、現在では捜査機関（あるいは弁護側）の強力な立証ツール

となっている。 

しかし、一方で、防犯カメラの設置については、十分な法的

整備がなされないまま、カメラ数は増大している。 

警察庁の発表によれば、平成 28 年 3 月末日現在の警察自ら

設置している街頭防犯カメラは、26都道府県で合計1530台あ

る。警視庁は、2017年5月16日現在において、歌舞伎町、渋

谷、池袋、上野、六本木及び錦糸町に合計195台の防犯カメラ

を自ら設置していることを公表している。これらの防犯カメラ

のデータは、全て警視庁本部及び各所轄警察署に送信され、専

従の担当者が24時間体制でこれをモニターしている。 

警察設置以外の自治体、商店街、民間が設置する防犯カメラ

の総数は明確なデータが存在しない。日本経済新聞は、大手警

備会社に取材した結果として、日本国内に400万台を超える防

犯カメラが存在していると推計している（2014年当時）。 

街頭に設置されているカメラではないが、現在、東京都内を

走る法人タクシー（総台数約3万1000台）の98％に、走行中

の屋外の状況を撮影録画できる車載カメラ（ドライブレコーダ

ー）が搭載されている。国土交通省は、タクシー会社がドライ

ブレコーダーで捉えた事件等発生時の映像を警察へ提供してい

ることを、「地域の安全の確保」への具体的取組事例の 1 つと

して紹介している。また、警察及びタクシー協会・トラック協

会・バス協会間で、防犯や交通事故の捜査、行方不明者の捜索

などの目的で、車載のドライブレコーダーの映像を警察に提供

するための協定が多数締結されている。 

3.2. プライバシー保護の論点 

防犯カメラの設置拡大に対して、抑制論は、プライバシー保

護の視点から警鐘を鳴らしている（日弁連，2012、小林，2007、

五十嵐，2004、江下，2004、宮下，2017、スノーデン他，2017）。 

都市空間・公共空間において、人が他人の容ぼうを見るある

いは見られることは社会において集団的生活を送っている以上、

不可避である。しかし、都市空間・公共空間にあっても、個人

の意思とは無関係に画像・映像として記録されることまでも正

当化されるわけではなく、何人も承諾なしに、みだりにその容

ぼう・姿態を撮影されない権利は保障されている（京都府学連

事件最高裁判決）。これは、警察などの公権力からの侵害の保護

であるが、私人による侵害も同様に保護される。他人が本人の

承諾なしに、みだりに撮影をした場合には、民事上も撮影者に

対する不法行為が成立し得る。 

プライバシーの権利については、単に容姿を写されてしまう

ことだけではなく、写真を撮られることによって、「いつ、どこ

で、誰が、何をしたか」等の、被撮影者の行動記録情報（ライ

フログ）が把握されることがより問題であり、要保護性が高い

と言われている。ライフログを把握されることは市民の不幸に

つながり、社会の活力を失わせ、国家の衰退に繋がると指摘す

る専門家もいる（小林，2010）。 
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プライバシー権は、日本国憲法で明文化されている権利では

ないが、憲法 13 条のいわゆる「幸福追求権」の１つであり、

自己の情報をコントロールする権利として解釈する考え方が一

般である。防犯カメラにより、国家により「ライフログ」を監

視されると、移動する自由（憲法22条）、デモや表現行為を行

う自由（憲法21条1項）、通信の自由（憲法21条2項後段）

なども侵害される可能性があり、さらには思想・良心の自由（憲

法19条）への侵害可能性も否定できない。 

なお、日本には官民の防犯カメラの設置・運用のあり方を定

めた法律が存在せず、条例も市区レベルで数えるほどしかない。

いわゆる個人情報保護法（平成15年5月30日法律第57号）

も、防犯カメラの設置についての規制についてはほとんど定め

がない。同法は、原則として、適正な個人情報のデータの流通

を確保することすなわち「第三者提供行為」の規制をしている

に過ぎず、顔画像という個人情報を防犯カメラで撮影し、画像

を取得すること自体は、ほとんど規制がなされていない。 

3.3. 防犯面の論点 

防犯カメラの防犯効果について、カメラ設置前と設置後にお

ける比較データ自体が少なく、実証研究が乏しいという批判が

ある。2009 年に警察庁が川崎市で行った街頭防犯カメラの実

証実験についても、防犯カメラを設置した地区の方がより犯罪

減少傾向にあったものの、防犯カメラの直接の効果であると断

定できない状況であるとも言われている（星，2012）。 

また、ある特定の地域で防犯カメラによって犯罪が減少した

としても、別の地域に移動して、犯罪を遂行することになるの

であるから、結局、犯罪を転移させているだけであるという見

解（いわゆる「転移」の問題）、防犯カメラが設置できるような

財政的な余裕のある住民だけが安全利益を享受できるというこ

とは持てる富に応じた安全上の格差を生じさせることになると

いう見解（いわゆる「安全格差」の問題）なども抑制論の立場

から主張されている（雨宮他，2007）。 

さらに、治安の悪化は設置推進の根拠の１つであるが、これ

に対しては、「犯罪実数も増加していないし、治安の急激な悪化

も起きていない」とする論者もいる（河合，2004）。また、体

感治安の悪化は保守層からマスコミを通じて社会不安をあおる

情報が流されたため、「モラルパニック」が引き起こされている

だけであるとする見解もある（浜井，2004）。 

3.4. 裁判例 

次に裁判例を検討する（表 1）。日本の裁判例は、「被撮影者

の承諾なき写真撮影は、原則的には違法であり、その例外とし

て公共の福祉のために必要な場合には相当限度制限されて適法

になる場合がある」という点で一貫している。 

許される限界については、現行犯的な要件が必要であるかの

ように判示した京都府学連事件の基準では厳しすぎ、結果とし

て違法撮影となる範囲が広範になるため、その要件は緩和され

た。現在においては、最高裁自らが、京都府学連事件の要件は

例示に過ぎず、結局は、情報の性質、設置の目的、効果、手段

の相当性等を考慮して、「受忍せざるを得ないものかどうか」を

判断して適法性を判断している（京都宇治市強盗殺人事件）。こ

の理は、Ｎシステムに関する事件についてもほぼ同様である。 

表1 検討裁判例 

 

 

図1 朝日新聞における防犯カメラ記事数の推移 

 

図2 犯罪認知件数と抑制論割合 

 

4. 新聞記事の量的分析 

4.1. 朝日新聞における防犯カメラに関する記事の推移 

図1は朝日新聞に掲載された防犯（監視）カメラ記事数の推

移、図2は抑制論割合の推移のグラフに一般刑法犯認知件数を

重ね合わせたものである。 

これらの図から (1)「防犯（監視）カメラ」のキーワードが

含まれている記事は増加傾向にあり、特に 2000 年台前半以降

はそれが顕著であること、(2) そのうち、抑制論が含まれてい

る記事については、2003 年の 22%をピークとしてその割合が

高まったものの、それ以降は低減傾向であること、(3) 過去最

高の刑法犯を認知した 2002 年に掛けて防犯カメラ設置が推進

されたことの反動として抑制論も広がったが、その後認知件数

の減少とともに、沈静化した可能性があることが読み取れる。 

4.2. 「防犯／監視カメラ」と「プライバシー」等との共起回数 

朝日新聞の 2016 年末までの全記事について、「防犯（監視）

カメラ」が、「プライバシー」または「監視社会」というキーワ

ードと共起した記事数は図3のとおりである。2001年に、「プ

ライバシー」または「監視社会」が防犯（監視）カメラと共に

語られている共起記事はわずか8記事に過ぎなかったが、その

事件名 裁判所 年月日 出典

ア 京都府学連事件 最判 昭和44年12月24日 刑集23巻12号1625頁
イ オービスⅢ事件 最決 昭和61年2月14日 刑集62巻5号13頁
ウ 上智大学内ゲバ事件 東京地判 平成元年3月15日 判例ﾀｲﾑｽﾞ726号251頁
エ 京都大学内ゲバ事件 京都地決 平成2年10月3日 判例時報1375号143頁
オ 板橋駐車場放火事件 東京地判 平成17年6月2日 判例時報1930号174頁
カ 山谷テレビカメラ事件 東京高判 昭和63年4月1日 判例ﾀｲﾑｽﾞ681号228頁
キ 大阪西成あいりん地区事件 大阪地判 平成6年4月27日 判例ﾀｲﾑｽﾞ861号160頁
ク パチンコ店強盗事件 東京高判 平成19年8月7日 高検速報平成19年280頁
ケ 京都宇治市強盗殺人事件 最決 平成20年4月15日 刑集62巻5号1398頁
コ 平成１７年Ｎシステム事件 東京高判 平成17年1月19日 判例ﾀｲﾑｽﾞ1183号345頁
サ 平成２１年Ｎシステム事件 東京高判 平成21年1月29日 判例ﾀｲﾑｽﾞ1295号193頁
シ コンビニビデオ提供事件 名古屋地判 平成16年7月16日 判例ﾀｲﾑｽﾞ1195号191頁
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後急増し、2003 年には 68 件を記録した。2006 年以降は減少

し現在まで 20～30 件程度で落ち着いている。ここから、市民

が日々目に触れている記事の多くは、そのプラス効果面が強調

されている記事か、少なくとも抑制的な記載がない記事である

ことが分かる。つまり、記事の量的分析からは抑制論が相対的

に弱まってきていることになる。 

図3では、参考として読売新聞、毎日新聞についても共起回

数の推移を示している。読売新聞もピークは 2003 年で、朝日

新聞よりも多い 78 件を記録している。毎日新聞は共起記事数

自体が少なく、朝日、読売ほどの顕著な増加傾向はみられない

が、2003年の記事数が最も多い点は共通している。 

 

図3 各紙における共起記事数の推移（凡例の数字は合計数） 

 

5. 新聞記事及び社説の質的分析 

5.1 共起記事の精査 

「防犯（監視）カメラ」が「プライバシー」「監視社会」と共

起している記事は、2002～2005 年に比較的集中するので、そ

の前後１年間を含めた2001～2006年の朝日新聞を質的分析対

象とした。当該記事の質的分析から得られた抑制論割合への増

減要因は以下のとおりである。 

(1) 防犯カメラ技術の進歩 

防犯カメラ技術として顔認識技術が2001年10月8日に朝日

新聞紙上初めて紹介されている。この時期を期に防犯カメラ記

事が増え、同時にプライバシー・監視社会という抑制論を示す

キーワードを含む記事も飛躍的に増大することになった。 

顔認識技術は、特定人が写っているか否かの同定技術が進歩

したことを意味するものであり、これにより、犯人と被写体と

を人定する証拠力が格段に進歩したことになる。そのため、設

置推進の立場からは、犯罪捜査に有効である強力なツールに進

化するとともに、犯人側は逮捕される危険が増し、結果遂行を

回避すること（すなわち犯罪予防）につながる。しかし、同時

にプライバシーの侵害も容易に起きることになり、抑制論が主

張されることになる。その後も、2005 年に掛けて顔認識技術

が防犯カメラとの関係で頻繁に紹介されている。 

そのほか、ネットワークカメラ化により遠隔地の画像閲覧及

びカメラ操作が可能になったこと（2002年9月4日）、Ｎシス

テムとの双方利用により犯人の特定に資するとともに国民の移

動の自由を侵す危険も増えたこと（2003年5月3日）、画素数

の拡大（2003 年 8 月26 日）、自動販売機へ内蔵されたカメラ

の実証実験開始（2004年10月29日）及び24時間撮影がハー

ドディスクへの記録により可能になったこと（2005年4月15

日）などの技術的進歩が推進及び抑制のいずれの議論をも後押

しする結果となっている。 

(2) 新宿での大規模設置と防犯効果の報道 

2002年2月27日の記事において、警視庁が新宿歌舞伎町に

防犯カメラ 50 台を設置したことが大きく報道された。これは

警視庁が大規模に防犯カメラを設置した最初の事例である。直

前の同月11日には、新宿中央通り商店街が設置した19台のカ

メラにより、落書きやシンナーの路上密売が止まり、防犯効果

の大きさに各地から見学が相次いでいるという記事が出されて

いた。結果、この新宿に設置したような防犯カメラは、犯罪抑

止効果があるとして、広く全国に宣伝・伝播し、防犯カメラ設

置拡大の契機となった。2002～06 年までの間に、100 箇所近

くの全国各地の商店街等にそれぞれ複数台の防犯カメラが設置

された。それに伴い、抑制論の議論も広く展開されていった。 

(3) 米国及び英国での同時多発テロの発生 

米国（2001年9月11日）、英国（2005年7月7日）に発生

した同時多発テロが、両国における監視カメラの設置促進の大

義になっていることが新聞記事中に頻繁に登場する（2001 年

10月8日他）。但し、米国及び英国の当該テロが、日本におけ

る防犯カメラの設置の促進にどれほど寄与しているかの因果関

係は必ずしも明らかではない。 

(4) 凶悪事件の発生 

長崎県幼稚園児殺害事件（2003年7月1日犯行）・奈良市小

１女児誘拐殺害事件（2004 年11 月17 日犯行）のような、特

に子供が被害者となったセンセーショナルな事件が発生した場

合には、「プライバシーを犠牲にしてもカメラ設置はやむを得な

い」という感覚をもたらしやすくなり、設置推進に繋がる傾向

がある。防犯カメラ映像は、特にワイドショーにおいて何度も

流すことで、臨場感を増すことになり、これを見た市民はあた

かもその防犯カメラの映像で事件が解明されたという意識とな

り、防犯カメラ設置を広く容認していく要因となりやすい。 

(5) 自治体首長の態度の変化 

2002 年の前橋市長の防犯カメラに対する態度は極力プライ

バシーに配慮しているもので抑制論的であったし、大分県が日

韓共催ワールドカップ終了後、ワールドカップのために設置し

ていた防犯カメラについてプライバシー保護を理由に撤去した

のも抑制論的であった。 

しかし、その後は、自治体は一気に防犯カメラ設置に親和的

となり、商店街への補助金拠出などを通じて推進に傾いた。

2003 年以降は自治体がプライバシーを理由に防犯カメラの設

置自体をためらったり、撤去したりする態度は皆無となる。む

しろ、選挙の際、積極的に公約として防犯カメラ設置・増設を

謳い、市民にアピールする候補者が出てくるようになった。 

その後、条例、規則、運用基準・ガイドライン等の策定で、

市民に一応の安心が生じたことで、抑制論の議論が 2006 年以

降にある程度沈静化した可能性がある。なお、自治体は実際に

は大きな予算を確保して、商店街などの防犯カメラの設置に対

して補助金を交付しており、設置者が民間であっても実際は完
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全な民間設置とは言い難い状況にある。 

5.2 朝日新聞の社説内容の分析 

朝日新聞において「防犯（監視）カメラ」との用語が含まれ

ている社説は全部で38あった（2017年5月25日まで）。その

うち、都市空間とは無関係なもの及び推進とも抑制とも判断す

るに至らなかったものを除けば、24の社説が防犯カメラ設置に

ついて推進、抑制またはその組み合わせとなった。 

防犯（監視）カメラを含む社説は、1985年及び86年のグリ

コ・森永事件に関する二つの社説を除くと、2002年以降は年1

～2件の割合で存在する。2009年2月の社説までは、（2004年

の杉並区の条例化についての1つの社説を除いて）全て重大な

事件が現に発生し、その予防あるいは証拠保全ために防犯カメ

ラを有効に使うべきであるという設置推進の論調のものである。

2009 年の 2 つの社説は、事件から一歩離れて、防犯カメラを

使いこなす仕組みを作ろうというものと、衛星による高精度カ

メラの危惧感についての抑制論的なものである。その後の2011

年2月から2015年8月まで、推進と抑制論を含んだ論調の社

説となっている。しかし、続く4つの社説は強姦事件、池田小

学校事件、盲導犬を連れた方のホーム転落事故及びテロとの戦

いについて直接・間接に設置を推進する論調に戻っている。こ

れを概観するに、朝日新聞の社説は、かつて重大事件等の影響

で設置推進的であったが、2009年から2015年までは常に抑制

論を含むものに変わり、その後は再度設置推進に戻って、抑制

論が含まれる社説は見られなくなっている。 

 

6. 提言 

以上を踏まえ、プライバシーと調和する都市空間の防犯カメ

ラの設置に向けて以下の通り提言する。 

(1) プライバシーとの調和を図る具体策の議論 

設置を推進する立場と抑制論の立場は、最近は後者が相対的

に減少しているものの、時期によって変化している。したがっ

て、この問題は安全かプライバシーかのどちらかを正とし、片

方を切り捨てるという二者択一的ではなく、時代に応じ二つの

価値の調和を図る具体的な方策を検討すべきことになる（例え

ば、合理的設置場所、設置費用負担者、獲得画像データの管理・

保持者、管理者をさらに管理する機関、データの保存期間、デ

ータの利用・伝播方法、経済効率や広告効率等の目的での利用

の可否と要件、消去権の有無、不正利用への対応等）。なお、こ

れらの議論は、日本全体で統一的に考える必要がある。国民の

人権の問題として国全体で普遍性を持たせるべきだからである。 

技術革新は、推進、抑制のいずれの立場も助長させる。今後、

さらに高度な技術開発により、防犯カメラは、複雑な犯罪・犯

人に対峙し、これを撲滅するための有用なハイテク捜査の武器

になる一方で、個人のプライバシーがより侵害される危険性が

高まることになる。そのため、必要不可欠の情報のみを映すな

どの技術的対応の必要性も一層議論すべきである（加工情報化

等）。 

ただし、センセーショナルな事件の直後には、議論が影響さ

れる可能性があり、客観性を持てる状況での議論が必要である。 

(2) 犯罪およびテロの予防効果についての実証 

新宿の 2002 年の成功事例が全国に伝播した要因になったが、

どの程度の成功事例なのかについては十分に検討されていない。

実際の新宿の記事では、単に「落書きの被害やシンナーの路上

密売の横行が止まった」という程度の成功例に過ぎない。予防

効果の内容がより厳密に実証されるべきである。 

テロの発生も防犯カメラ設置の大義とされる。しかし、自爆

テロという形態がしばしば取られている状況からすれば、防犯

カメラがテロの予防に役立っているか、また、確信犯が防犯カ

メラの存在を知って犯行を断念するかも疑問である。テロリス

トの特定に有効であるとするのであれば、テロリストでない人

を誤認したり、逆にテロリストを見過ごしてしまったりする過

誤がどの程度発生するのかが検証されなければならない。 

(3) 設置主体に拘泥しないルールづくり 

自治体は、防犯カメラ設置に対して抑制から推進の立場に変

化し、それに伴い、商店街などの民間に対し、大幅な補助金が

使われている。つまり、現実には、設置主体が官と民で必ずし

も完全に線が引けるものではない。特に、抑制論は、自治体が

条例等を整備することによって沈静化される傾向にあるから、

官のみに適用される条例等が定められても安心することはでき

ない。したがって、設置主体が誰であるか、官か民かという点

だけで、プライバシー尊重の取扱いや規制、許容度を大幅に変

えることは妥当ではない（横断的な制度の策定）。 
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