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Now public security in Japan is getting worse, increasing number of commercial unions provide kinds of methods to 
restore control of shopping streets. Especially many of them have set CCTVs in shopping streets to prevent and detect 
crime. This paper studies the attitude toward CCTVs in shopping streets through questionnaires to shopkeepers and 
customers. Though many unions have make rules that anyone must not monitor pictures and recorded pictures must 
not be watched unless authorities demand them not to invade anyone’s privacy, about the half of customers don’t 
think such rules are needed for their security. Commercial unions should clarify the purposes and the operating ways 
of CCTVs and compare cost and benefit in advance, and the administration should make guidelines that commercial 
unions can consult before promoting CCTVs. 
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1. はじめに 
治安情勢が悪化するなか、安全に安心して買物ができる

環境の実現を目指し、防犯対策を講じる商店街が見られる

1。なかでも、犯罪の目撃及び抑止を狙った防犯カメラ設

置事例が急増している。防犯カメラは、コミュニティの弱

体化等による地域の監視力の低下を補うものと考えられ、

社会安全研究財団（文献 1）や杉並区（文献 2）の調査で

も、その必要性に賛同する人の割合は高い。しかし一方で、

肖像権やプライバシーの侵害を懸念する声もあり、今後一

層の普及が予想されるなか、防犯カメラのあり方を大いに

議論する必要がある。 
本研究は、防犯カメラを新規に設置した商店街の商店主

及び来街者に対するアンケートから、防犯カメラのあり方

について考察することを目的としている。 
 
2. 調査概要 
本研究では、都区部に立地する A 商店街の商店主及び来

街者を対象にアンケート調査を行った（以下、前者を商業

者意識調査、後者を来街者意識調査と呼ぶ）。調査概要を

表 1 に、回答者の属性を表 2 に示す。調査結果に考察を加

える段階では、A 商店街環境部長の意見を参考にした。 

A 商店街は、私鉄駅（平均乗降者数約 5 万人/日）から西

側の主要幹線道路まで東西に伸びる駅前型のアーケード

商店街である。2003年12月現在160店舗が加盟している。

駅の東側には飲食店が多い B 商店街があり、さらに東側に

は役所を始めとする公共施設が多く立地している（図 1）。 

近年、置き引き、万引き、アーケード支柱への当て逃げ

等の犯罪行為や、夜間のい集、火災報知機のいたずら等の

迷惑行為が増加したため、A 商店街では、平成 15 年末に

防犯カメラを 26 台設置し、さらに商店街青年部が中心と

なり、町会、小中学校 PTA に呼びかけて防犯組織を立ち

上げた。防犯カメラは、都・区が各 1/3 を補助し、総額 1560

万円で設置した。見やすい位置にステッカーを貼ることで

設置箇所を明示している。防犯組織は、区内の NPO の支

援を受けて実現したもので、商店街負担は 10 数万円程度

である。商店街利用者の要望を受け、月に 2 回程度、迷惑

自転車に注意するキャンペーンを行ったり、商店街及び周

辺部の巡回活動等（随時）を行ったりしている。参考のた

め、防犯カメラ、その設置運用基準、防犯組織に対する来

街者の認知度を表 3 に示す。 

防犯カメラの設置運用基準、防犯組織の活動内容は、商

店街、専門家、警察、区担当課が参加する非公式の勉強会

を経て決められた。当初、商店街では防犯カメラに、(1)
犯罪抑止、(2)モニター監視による迷惑行為等への即時対

応、(3)録画画像を利用した犯罪者の検挙という 3 つの機

能を期待していたが、プライバシー保護の観点から、裁判

所、警察、監督官庁等による正式要請時以外は録画画像を

閲覧できないこと、モニター監視を原則として行わないこ

となどを運用基準で定めた2。つまり、当初の商店街の目

論見のうち、(2)は不可能となり、軽微な犯罪や迷惑行為

では警察等による要請はないと考えられることから、(3)
の機能も限定的となってしまった。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

防犯カメラ（商業者）

防犯カメラ（来街者）

防犯組織（商業者）

防犯組織（来街者）

かなりある 若干ある あまりない 全くない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防犯カメラ（商業者）

防犯カメラ（来街者）

防犯組織（商業者）

防犯組織（来街者）

利用しやすくなる どちらでもない 利用しづらくなる 無回答

表 1. 調査概要 

商業者意識調査 

調査時期 2003 年 12 月 8 日(月)配布、同 10 日(水)回収 
対象者 A 商店街加盟店の店主 
回答数 95（配布：160 、回収率：59.4%） 

来街者意識調査 

調査時期 2004 年 5 月 13 日（木）、17（月）各 13:00～17:00 
対象者 A 商店街来街者 
回収数 139（街頭アンケート） 

表 2. 回答者の属性 

商業者意識調査 

業種 衣料品販売(20)、身辺雑貨販売(7)、食料品販売(13)、
日用品販売(8)、文化品販売(9)、飲食/サービス(17)、
スーパー/コンビニ(4)、その他(13) 

所有区分 店舗と自宅が一緒(34)、店舗と自宅が別(54) 
性別 男(75)、女(19) 
年齢 20 代(7)、30 代(9)、40 代(14)、50 代(25)、60 代(25)、

70 歳以上(8) 
来街者意識調査 

職業 主婦(75)、常時雇用(7)、パート(6)、自営業(16)、 
無職(13)、その他(7) 

住所 商店街が所在する町丁(17)、隣接する町丁(66)、そ

の他(54) 
性別 男(26)、女(102) 
年齢 10 代(5)、20 代(12)、30 代(12)、40 代(18)、50 代(19)、

60 代(33)、70 歳以上(34) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．A商店街の周辺環境 

 

3. 各事業への期待及び賛否について 
防犯カメラ、防犯組織のそれぞれについて、犯罪抑止効

果への期待（図 2）、商店街の利用しやすさへの期待（図 3）

を質問した。 

（犯罪抑止効果への期待）防犯カメラについては、商業者、

来街者ともに約 8 割が「犯罪抑止効果がある」と回答して

いる。一方、防犯組織については、商業者よりも来街者の

方が、犯罪抑止効果を期待する人の割合が 1 割近く高かっ

た。商業者、来街者ともに、防犯組織よりも防犯カメラに

犯罪抑止効果を期待する人が多かった。 
（商店街の利用しやすさへの影響）商業者、来街者とも、

防犯カメラよりも防犯組織に、商店街の利用しやすさへの 

表 3. 防犯カメラ、設置基準、防犯組織の認知度（来街者） 
 防犯カメラ 設置基準 防犯組織 
知っていた 
知らなかった 

43.2% 
56.8% 

15.1% 
85.7% 

28.8% 
69.8% 

※100%に満たない部分は無回答（他の表も同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 各対策による犯罪抑止効果への期待（商業者、来街者） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 各対策による商店街の利用しやすさへの期待（商業者、来街者） 

 
貢献を期待する人の割合が高かった。商業者と来街者の数

字を比較すると、来街者は、商業者が考えている以上に、

防犯カメラ設置や防犯組織の活動によって商店街を利用

しやすくなると考えていることが分かる。特に防犯組織に

よって利用しやすくなると考える来街者は 7 割を超えて

いる点に注目すべきである。一方で、防犯カメラ設置によ

って利用しづらくなると考える来街者も約 6%いることは

見逃せない。ある回答者からは「カメラの存在が犯罪多発

地区の印象を招く」と、防犯カメラ設置に伴うマイナス面

が指摘された。 
 
4. 防犯カメラへの不安と運用基準への期待 
防犯カメラの撮影による不安感（図 4）、対する措置と

しての運用基準の必要性（図 5）、あり方（表 4）について

質問した。比較可能なものは、先述の杉並区の調査と並べ

て結果を示す。 

（防犯カメラによる撮影への不安）「防犯カメラによって

無差別に撮影される不安感があるか」という質問に対し、

不安感があると答えたのは商業者、来街者ともに約 30%
で、杉並区の調査結果ともおおむね一致する。防犯カメラ

設置による商店街の利用しやすさへの影響は、犯罪抑止効

果等のプラス面と、撮影による不安というマイナス面との

比較によって決定されるが、来街者の約 1/3 が不安を感じ

ていながら、商店街が利用しづらくなると回答した人は

6%に過ぎないことから、上記プラス面がマイナス面を上 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

商業者

来街者

(杉並調査)

不安感はない あまり不安感はない 若干の不安感がある

強い不安感がある 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

商業者

来街者

(杉並調査)

必要である どちらとも言えない 必要ではない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 防犯カメラによる撮影への不安感（商業者、来街者） 

 

 

 

 

 

 

図 5. 防犯カメラの設置運用基準の必要性（商業者、来街者） 

 
回る（あるいは同等）と考える来街者が多いことが分かる。 
（防犯カメラの設置運用基準の必要性）防犯カメラによる

権利侵害等を防ぐための設置運用基準については、商業者

の約 7 割、来街者の約 6 割が必要であると回答している。

杉並の調査結果と比較すると、必要だと考える来街者の割

合が 1 割程度低い結果となった。 
（防犯カメラの設置運用基準のあり方）運用基準ではモニ

ター監視の禁止を定めているが、商業者の約 1/4、来街者

の半数近くが、モニター監視を可能にすべきと回答してい

る。また、当局の正式要請時以外は録画画像の閲覧ができ

ないことについて、約 2/3 の商業者はこのままでよいと考

えており、来街者への配慮が見られるが、来街者の回答に

目を向けると、このままでよいと考える人よりも、閲覧可

能にすべきと考える人の方が多い。商業者も約 3 割が閲覧

可能にすべきと回答しており、先のモニター監視の条項と

合わせて、商店街内部でも設置運用のあり方について合意

が進んでいないことが分かる。商店街組織には、費用負担

者である商業者の意向を把握し、設置運用基準を再検討す

る必要があるが、安全・安心を優先した基準を求める来街

者が、商業者の考える以上に多いという本調査結果はその

際の材料となろう。 
 
5. 考察 
5-1. 防犯カメラの費用と効果 

防犯カメラを設置する商店街は増加傾向にあり、行政に

よる補助もその傾向に拍車をかけることは疑いない。しか

し、設置にかかる費用は中小の商店街の手が届くものでは

なく、仮に設置しても、設置後のメンテナンス、数年先に

控える機器の更新は、商店街にとって大きな負担となるだ

ろう。ブームに流されるのではなく、各商店街の状況に見 

表 4. 防犯カメラの設置基準のあり方（商業者、来街者） 

モニター監視の禁止条項について 商業者 来街者 
この基準のままでよい 
モニター監視できるようにすべき 

72.6% 
23.2% 

48.9% 
44.6% 

録画画像閲覧の禁止条項について 商業者 来街者 
この基準のままでよい 
商店街関係者は閲覧可能にすべき 
誰でも閲覧可能にすべき 

66.3% 
27.4% 

2.1% 

48.9% 
34.5% 
15.1% 

表 5. 防犯組織への協力意志（商業者、来街者） 

 商業者 来街者 
積極的に協力する 
必要に応じて協力する 
協力しない 

4.2% 
68.4% 
25.3% 

16.5% 
56.8% 
24.5% 

表 6. 防犯カメラ・防犯組織に期待される効果 

 防犯ｶﾒﾗ 
(目論見) 

防犯ｶﾒﾗ 
(基準設置後) 

防犯組織 

犯罪抑止 ○(しかし時間の経過ととも

に、抑止効果低減の可能性) 
○（活動中の監視、

街の維持管理活動

による犯罪抑止） 
即時対応 ○ ×（ﾓﾆﾀｰ監視不

可） 
○（活動中の監視） 

事後対応 ○ △（軽微な犯罪等

に対応不可） 
× 

 

合った冷静な判断が求められる。 

言うまでもなく、商店街における防犯対策の主旨は「安

全に安心して利用できる商店街の実現」にある。この「安

全・安心」とは、犯罪が少ないこと（犯罪抑止）や、被害

に遭いそうな時に対応してくれること（即時対応）、被害

に遭っても加害者が検挙されること（事後対応）などが要

素になると考えられる。A 商店街でも、防犯カメラによっ

てこれらが達成されることを期待して設置が決定された

が、その後定められた運用基準によって、期待される効果

が限定されてしまった。具体的に言えば、迷惑行為や犯罪

行為に対し即時対応することができず、警察からの正式要

請がないような軽微な犯罪や迷惑行為に対する事後対応

もできない（表 6）。他と比べて A 商店街の運用基準が厳

し過ぎるということはなく、このような状況は一般的に見

られる。権利侵害等を理由に利用者から責任追及される可

能性を考えると、財政基盤の弱い一商店街としては慎重に

ならざるを得ないというのが実情である。 

表 6 の「防犯カメラ（基準設置後）」の列で唯一「○」

をつけた犯罪抑止効果を高めるためには、現状で 50%を

下回る来街者の認知度を高めるべく、より積極的なアピー

ル活動が必要だろう。この際、撮影画像の利用について不

安を与えないよう、設置運用基準も同時に周知する必要が

あるが、監視が禁止され、録画画像閲覧も限定される基準

の周知は、犯罪企図者に有利に働き、防犯カメラの犯罪抑

止効果を下げる恐れがあるという矛盾を孕んでいる。 
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5-2. 防犯カメラ設置運用基準 

本研究の調査でも、防犯カメラの運用に当たっては、そ

の濫用による権利侵害等を防ぐための基準が必要である

と 6～7 割の回答者が回答した。先行して防犯カメラを設

置した商店街には、未だ何の運用基準も持たないところが

多いが、早期の対応が求められる。 

何の基準も持たないケース、厳格な基準で自らを縛るケ

ース、いずれのケースも拠り所となる指針がないことが問

題の一因となっている。この点に関し、杉並区は「防犯カ

メラの有効性に配慮しつつ、区民等の権利利益を保護する

こと」を目的に「防犯カメラの設置及び利用に関する条例」

を公布した（2004 年 7 月施行）。板橋区では、2004 年 4 月

から「防犯カメラ運用基準」を施行し、区が設置する防犯

カメラの運用ルールとするほか、商店街を対象に実施して

いる防犯カメラ設置補助の補助用件としても活用してい

る。また、都も独自の基準を定める動きがある。 

今後地方部にも防犯カメラ設置の波は広がると考えら

れることから、他の自治体、そして国も適切な設置、利用

のための指針作りを急ぐべきである。指針は、その時々の

住民の要求が反映されるよう適宜見直される必要があり、

住民の適切な判断のためには、地域の犯罪発生状況や、防

犯カメラ設置による効果が随時測定され、公開される必要

があるだろう。 

5-3. 防犯カメラ(ハード)と防犯組織(ソフト)の役割分担 

A 商店街のケースでは、防犯組織が現行基準における防

犯カメラを補完する役割を果たしている。一つは、迷惑自

転車への注意など迷惑行為等への即時対応である。当初 A

商店街では、モニターで迷惑行為を発見した場合、構内放

送で注意することを目論んでいたが、後に定めた基準によ

ってそれが不可能になった。防犯組織は、人数や時間帯の

制限こそあるが、迷惑行為や犯罪行為への即時対応が可能

である。 

もう一つは、ゴミ拾いや自転車の整理など、ハードでは

解決できない街の維持管理活動である。割れ窓理論3によ

れば、維持管理されていない街は犯罪を招きやすく、防犯

組織には維持管理活動を通じた長期的視点での取り組み

が期待される。挨拶や声掛けなどを活動内容に加えること

で、地区のイメージ向上による犯罪抑止効果も期待される。 

本研究の調査でも、防犯カメラよりも防犯組織に商店街

の利用しやすさへの好影響を期待する人が多く、商業者、

来街者とも 7 割を超える人が活動に協力してもよいと考

えている（表 5）。実際の組織化段階では、アンケート結

果からは計れない困難が予想されるが、費用も比較的小さ

いことから、防犯カメラを設置する商店街は、あわせて防

犯組織の設置も検討すべきだろう。 

 

5-4. おわりに 

犯罪情勢が年々悪化する今日において、日常的な買物の

場である商店街の防犯対策は急務である。繰り返しになる

が、プライバシーと防犯について十分な議論がなされない

現状において、制約の大きい防犯カメラを設置しても、費

用に見合うだけの効果があるか疑わしい（現状では、最新

の機能を備えた防犯カメラが、犯罪抑止のための「案山子」

になってしまっているケースが多く見られる）。各商店街

は、目的と運用方法を明確にしたうえで防犯カメラ設置を

検討すべきであり、設置する場合には他の防犯対策との組

み合わせについても考慮すべきである。また、国や自治体

には、プライバシーと防犯に関する世論を把握し、設置主

体が拠り所とできる指針をつくることが求められている。

それ抜きに防犯カメラの設置を推進しても効果は期待で

きない。 

近年、道路や公園など公的空間の維持管理に地域住民が

関わるアダプト（里親）制度の取り組みが各地で進んでい

る。これは、都市の公的空間を準公的（準私的）空間とし

て再編することで、維持管理水準の向上、経費削減などを

狙うものである。すでに私的空間への防犯カメラ設置は許

容される世論にあり、準公的（準私的）空間への防犯カメ

ラ設置をどう考えるか、また、商業者が維持管理を行う商

店街空間を準公的（準私的）空間と見なすかが、商店街へ

の防犯カメラ設置を議論する際の論点となるだろう。 
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補注 
1 文献 1 によれば、防犯カメラが必要な場所として「商店街・繁

華街」を挙げた人が最も多かった（70.1%）。選択肢は他に公園、

店舗内、駐車・駐輪場、駅の構内、公共道路、地下道、通学路、

校庭・校舎、その他。 
2 運用基準ではほかに、録画画像の保存期間、ステッカーやフラ

ッグ等によるカメラ設置の表示について定めている。 
3 Broken Windows Theory:1982 年に米国で提唱された理論。窓ガ

ラスの損壊は軽微な犯罪であり、厳しく処罰されることはあまり

ないが、壊れた窓が放置されていればその建物は管理が行き届い

ていないことが明らかになり、さらなる犯罪の餌食となることに

よってその建物全体、さらには地域全体が崩壊していくおそれが

ある。「割れ窓」とは崩壊するコミュニティの比喩であり、割れ

窓理論はこうした悪循環に陥る前に警察とコミュニティが適切

な対策を講じるべきだと主張するもの。（「防犯まちづくり関連省

庁協議会取りまとめについて（H15.7.24）」より） 
4 全国 2000 人が対象、1455 人が回答。 
5 杉並区民約 2000 人が回答。 
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