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Changing physical planning of living environment is an effective way of preventing crime. This study is to clarify the 
relationship between the location of crime scene and the fear of crime by our survey at a urban space in Tokyo. First, 
following to the background of this study, information of the survey is explained. Secondly, the result and analysis of 
the survey are presented. In this paper, crimes are categorized to two types:the crimes which cause physical damage 
and the ones which cause a material loss. The result is analyzed from the point view of both the types of crimes and 
spatial components. This paper is concluded with our future plans for the studies. 
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１．研究の目的と背景 
近年の犯罪は増加傾向にあり，犯罪を未然に防ぐための対策が

必要である．さらに身近な日常生活の中における犯罪に対する不

安感も増加し，それを緩和させることも，良好な都市環境・住環

境を構築する上で重要な要素となってきている．しかし，犯罪に

対する不安を喚起する空間要素を排除すれば，または制御すれば

自ずと犯罪が減少するわけではない．安全な空間（犯罪企図者か

らみて犯行しづらい空間）と，安心な空間（一般住民が犯罪遭遇

不安を喚起しない空間）は同一なものでないこともある１）．安全

な空間形成なしに不安感軽減策を講じることは住民が無防備に

なることである．したがって犯罪不安を考えるときは犯罪予防も

同時に考慮しなくてはならない． 
これらの考え方は一般に「環境設計による犯罪予防 (Crime 

Prevention Through Environmental Design：以下CPTED)」と呼ばれ

ている．CPTEDは犯罪が大きな社会問題であった1960年以降，

Jane Jacobs２）やOscar Newman３）などの研究に由来するものであ

る．CPTED の概念はC・Ray Jeffery４）の「人間によってつくら

れる環境の適切な『デザイン』と効果的な『使用』によって，犯

罪に対する不安感と犯罪発生の減少，そして生活の質の向上を導

くことができる」という考えに基づいている． 
これらのことから，安全で安心な都市空間を構築する為には，

犯罪発生空間（犯罪者の目から見た犯行しやすい空間）と犯罪不

安喚起空間（一般の人が犯罪に遭うかもしれないと感じる空間）

の関係を解明し，各々の空間特性に応じた，犯罪抑止・不安感軽

減策を導くことが大切である． 
本研究では前述の基礎として，アンケート調査によって導き出

された犯罪不安喚起空間と，代表的な路上犯罪である，ひったく

りの発生空間を地図上にプロットし，２つの空間を比較し考察す

ることを目的とする． 

２．アンケート調査の概要 
（１）調査方法と回答者属性 

平成 14 年 10 月，東京都Ａ区の駅から概ね徒歩圏内に居住する

18歳～59歳までの女性を対象としたアンケート調査を行った．

配布対象は2400人で有効回答数は836人（回収率34.8％）であ

る．回答者の年齢別人数は20歳未満35人（4.2％），20歳代145

人（17.3％），30歳代216人（25.8％），40歳代236人（28.2％），

50歳代184人（22％），無回答20人（2.4％）である．  

（２）主な質問項目の内容 

アンケート調査における主な質問項目は下記の通りである．ここ

でいう犯罪とは空き巣，車・自転車・オートバイの盗難，ひった

くり，痴漢（乗り物内での痴漢は除く），放火，子供へのいたず

らである． 

①年代，②職業，③同居者，④居住年数， 

⑤最寄駅までの交通手段，⑥夜間の外出頻度，⑦犯罪被害経験 

⑧生活環境の中で自分が犯罪被害に遭う不安の程度 

⑨被害に遭いそうになった時，危険を逃れる自信の程度 

⑩生活環境の中で他人が犯罪被害に遭う不安の程度 

⑪犯罪被害に遭わないための心がけ，⑫地域の秩序紊乱 

⑬自身の隣近所との付き合い 

さらに地域で昼間あるいは夜間に自分が犯罪にあうかもしれ

ない不安を感じる場所・エリアを地図上に記入してもらい，さら

にその場所・エリアにおいて，どのような犯罪に対して不安に感

じるか，また不安に思う理由や空間の評価を記述してもらった． 

 
３．犯罪不安感集中エリアの抽出 
調査結果から得られた，犯罪不安感を喚起する場所を地図上に

プロットし，不安感の喚起場所の分布と不安感の集中するエリア

を抽出した．犯罪不安感の集中しているエリアの抽出はカーネル
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密度推定法を用いた． 
カーネル密度推定とは，観察されたサンプルから単変量または

多変量の確率密度を平滑化して推定するために考案された統計

的手法である．これを空間データに適用する利点としては楕円や

円といった特定の形状によらずに分布状態を忠実に捉えること

である．すなわち不安感喚起地点の複雑な分布を平滑化すること

によって集中地区を視覚的に捉えることが容易になる． 
夜間の犯罪不安場所の集中しているエリアは図１の通りであ

る．（ただし，本調査において，不安場所を地図上に記入するに

あたっては，不安に感じる場所やエリアを自由に記入してもらっ

たため，エリアの場合はそのエリアの中心点を地図上にプロット

しているため，実際の不安場所の範囲は図１の描かれているエリ

アより若干広いことが予測される） 

 
図―１ 夜間の犯罪不安場所の分布と犯罪不安感集中地区 
 
集中しているエリアとして，公園，小学校等公共施設周辺，樹

木の生い茂っている民家周辺，神社周辺，不審者が目撃されてい

るエリア，ひったくりの比較的多発していた通りである． 
この集中地区を見ると，①地域のランドマーク的な公園や公共

施設周辺，②不審者や犯罪の発生場所，③ある特定の通常の路上

に分けられる．①については，夜間の人の利用がない，比較的大

規模な敷地であり塀などが続いているなどの不安喚起要因が考

えられる．また，②は関連する情報を持っている人にとっては不

安喚起に値する空間である．③については不安感の喚起場所は決

してランダムではなく，特定の場所に集中しており，集中するエ

リアはなんらかの要因があると推測される． 
 
４．不安感喚起場所の評価 
各々の空間の詳細な評価の前段階として不安に感じると答え

た場所全てに対して，なぜ不安に思うか，またその空間の評価の

分析を行った． 
その結果，不安に感じると答えた場所において，どのような不

安があるかという設問に対しては，約半数の人は「なんとなく不

安」（47.6％）と感じており，「ひったくりにあいそう」（43.5％），

「ちかんにあいそう」（42.1％）と続いている．ここでは，半数

近くが「なんとなく不安」と評価しているが，40％強の人々は具

体的な罪種に対しての不安感を抱いている．空間の利用頻度の結

果から見ても半数以上の人は不安喚起場所を利用していること

から，その空間でどのような犯罪が起こりやすそうなのかを想定

して不安喚起に至っていると考えられる． 
次に，不安に感じる理由については，「誰かが隠れていそう」

（41.6％）がもっとも多く，「人気のない建物や空き地がある」

（37.5％），さらに「少年がたむろしている」「そこで起きた犯罪

を見聞した」と続いている．前２者は相反するように感じられる

が，両者とも空間を把握できないため不安感喚起に至っていると

考えられる．そのことは，表―１，２の結果が示しているように，

不安感喚起場所の見通しの評価，明るさの評価に現れている． 
見通しについては32.7％の人が見通し悪いと答え，明るさにつ

いては，57%の人が暗いと答えている．また，「なにかあった時

に気づいてくれそうだと思うか（他人の援助可能性の評価）」（表

―３）との問いに対しては66.4％が，あまり思っていない．この

ことは地域住民が当該空間に対して目を向けていない，または目

が届かない現れであり，自然監視性の欠如している空間であるこ

とが言える． 
 

表―１（左）不安喚起場所の見通しについての評価（％） 
表―２（右）不安喚起場所の明るさについての評価（％） 

非常に良い  1.6 

よい 16.3 

どちらともいえない 27.2 

悪い 25.0 

非常に悪い  7.7 

無回答 22.2 

 
表―３ 他人の援助可能性の評価（％） 

思う 1.8 

少し思う 5.1 

どちらともいえない 14.3 

あまり思わない 40.3 

まったく思わない 16.1 

無回答 22.4 

 
ここでは，不安喚起場所は①地域のランドマーク的な公園や公

共施設周辺，②不審者や犯罪の発生場所，③通常の路上に分類さ

れた．学校や公共施設など夜間利用されない施設周辺で不安喚起

が集中している．また，不安喚起場所の空間評価においては，物

的要因による空間把握の困難性と，住民の自然監視性の欠如が不

安喚起に起因すると考えられる．  
 
５．居住地域別犯罪不安分布特性 
次にアンケート回答者の居住地域別犯罪不安分布特性を考察

する．ここでは夜間における不安箇所の分布を用いる．対象地域

の町丁目界に準じてA～Eの5地区に分け，各地区の特性，回答

者の属性から分析する． 
 
 

非常に明るい 0.5

明るい 2.4

どちらともいえない 18.1

暗い 44.6

非常に暗い 12.4

無回答 22.0
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（１）地区A 

図－２ 

地区A は地区内に，保育園，小学校，図書館と 3 つの公園を

もつ．回答者は，既婚もしくは親と同居など，同居者がある場合

が多くみられた．不安箇所は対象地域の東側に多く分布し，分布

の集中は，地区内の公共施設とその周辺にみられた（図－２）． 
地区外では，駅から当該地区を結ぶ途中に位置する公園とその

周辺に，分布の集中が見られた． 
（２）地区B 

図－３ 

地区B は，小規模の公園が 2 つあるほか，地区内を東西に走

るバス通り沿いに，スーパーマーケットなど店舗が建ち並ぶ．回

答者は20代，30代の会社員が多くみられた．会社員の夜間の外

出頻度は高い傾向にあり，駅周辺に不安箇所の分布の集中がみら

れた．また会社員についで，小学生の子どもをもつ専業主婦も多

くみられ，不安箇所の分布は，学校，図書館，公園に集中した．

このことは地区全体の分布の集中にもみることができる（図－

３）．地区中央にみられる集中箇所には敷地内に背の高い樹木の

生い茂る住宅があり，昼間でも暗いなどの理由から回答者の属性

にかかわらず高い不安感がみられた． 
（３）地区C 

図－４ 

地区Cは，社宅や学生寮をはじめ集合住宅の多い地区である．

回答者は10代が多くみられた．また比較的駅から離れているた

め駅までの交通手段に自転車を使用するとの回答が多くみられ

た．分布は，地区内よりも地区外に多くみられ，地区 B 内に分

布の集中が見られる（図―４）．この理由の1つとして，自転車

を使用していると回答するケースが多かったことが考えられる．

地区 B との町丁目界となっている道路は幅員が狭く，また交通

量も多いため，ひったくり被害や，本研究では対象外であるが交

通事故を危惧し，通行を避けているといった声が聞かれた．この

ことから自転車で通行しやすい地区 B 内を通り抜ける機会が多

いために，地区外の分布がみられるものと考えられる． 
（４）地区D 

図―５ 

地区 D は地区内に駅をもち，駅周辺には店舗，地区西側は準

工業地域に指定され工場，倉庫などがある．不安箇所は，住宅の

多い地区東側に分布している（図－５）．回答者には単身者が多

く，夜間外出頻度は高い傾向がみられた．また今までに何らかの

犯罪被害経験があると答えたケースが他地区に比べ多かった．分

布の集中は，地区内の公園周辺が最も高く，それ以外には地区内

の路上にみられた．地区内の路上を不安に感じる理由として”ひ
ったくりの被害に遭いそう”という回答が多かった．実際に駅周

辺の路上でひったくりが発生していることもあり，周辺には注意

を促すポスター等が貼られている．過去の被害経験と犯罪発生の

情報が駅周辺に居住していても不安を喚起する一要因となるこ

とを示唆していると考えられる． 
（５）地区E 

図－６ 

地区 E は，地区南側に店舗等の商業施設をもつが，敷地規模

の大きい戸建住宅の多い地区である．回答者は50代の専業主婦

が多くみられた．また回答者の多くは夜間の外出は”ほとんどな

い”との回答が多く，過去の犯罪被害経験も少なかった．地区 E
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の分布の特徴は，不安箇所が回答者間でほぼ一致している点であ

る（図－６）．地区内の不安箇所において，不安に感じる理由は”
この通りでひったくりがあった”，”以前変質者が出没した”など，

犯罪被害の見聞によるものであった．また地区外では公園や学校

といった公共施設周辺が挙げられた． 
（６）まとめ 
不安箇所は，回答者の居住地域内だけでなく，広範囲に分布し

ていることから，回答者は本調査の対象地域をおおむね認知した

上で，不安箇所を挙げているといえる． 
居住地域別にみた不安箇所の分布の特徴として以下の 3 点が

挙げられる． 
①駅と居住地域を結ぶ路上 
②公園，学校，図書館といった公共施設周辺 
③犯罪発生場所とその周辺 
 ①は，回答者の居住地域によって抽出される不安箇所が異な

るが，②は居住地域外であっても不安感の高い場所として抽出さ

れる．そこで，不安箇所の利用頻度の分布をみると，利用頻度が

高い場合の分布の集中と①が一致する．つまり，①は各地区と駅

を結ぶ主要な動線上に分布するものと考えられ，居住地域によっ

て異なる分布を示したといえる．一方，②は利用頻度の低い場合

の分布の集中と一致し，実際に夜間に通ることがなくても，不安

に感じられる要因が存在しているといえる． 
 ③については，既に犯罪発生の情報や犯罪被害の見聞が，犯

罪不安を喚起する一要因であることが報告されている５)６)．地区

Eにみられるように，夜間の外出がほとんどない場合，また犯罪

被害経験がない場合でも，不安に感じる要因となり，先行研究と

一致している． 
 
６．犯罪不安喚起空間とひったくり発生空間 
ここでは，調査対象エリアの駅周辺におけるひったくりの発

生場所と、アンケート調査より，ひったくりに遭いそうな不安喚

起が集中する空間を地図上にプロットをした（図―７）． 

 
図―７ 地区Ｄの犯罪不安喚起場所と犯罪発生空間の集約図 
ひったくりの発生場所の特性としては，既存研究 7)において①

歩道のない道路，②真っ直ぐな道路，③道路の片側がオープンス

ペースになっている住宅地，④高いブロック塀が続く住宅地など

が挙げられている． 

駅前の通りから住宅地内へ延びる，通りＡは犯罪不安は高く

喚起されているが，ひったくりの発生は少ない．通りＢは犯罪不

安は低いがひったくりは多発している．また通りＣは犯罪不安は

低く，ひったくりの発生は無い．これらの関係をまとめると図―

８のようになる． 

 
図―８ 犯罪不安喚起空間と犯罪発生空間の関係 

（１）通りAについて 
アンケート調査における空間の評価結果によると，通りＡを

不安に思う理由としては「人気がない建物，空地が多い」という

回答が６割ある．実際に通りＡは空地，駐車場，集合住宅が多く

（写真―１）一戸建てが少ないため，歩行者に対する自然監視性

が少ないと考えられる．自然監視性が少ないと一般的に犯罪は遂

行しやすのであるが，ひったくり発生が少ない理由として考えら

れることは駅から離れており，地区の主要動線となっていない為，

犯罪企図者にとってはターゲットを物色しづらいのではないか

と考える．つまり，この通りは過度な犯罪不安を喚起させるエリ

アであると考える．ここではマンション敷地周辺の管理や空地の

管理を行い，通行者に過度な不安を与えぬようにすることが必要

である．さらに，この通りは既存研究に基づくと，犯罪者にとっ

ては犯行しやすい通りであるため，マンション住民も，外部に目

を向けられるような敷地内の工夫をし，犯罪企図者にとって，物

理的環境の側面からも，より近寄り難いエリアにしていく対策が

望まれる． 

 
写真―１ 通りＡ 
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（２）通りBについて 
次に通りＢであるが，犯罪不安の喚起は低いが犯罪は多発し

ているこの通りは大変危険である．この通りで，犯罪不安が喚起

されていれば，利用者は自ずと対処行動をとることが考えられる．

しかしアンケート結果によると，この通りは利用者の不安を喚起

していないため，利用者は犯罪に対しての対処行動が欠落してい

る可能性がある．つまり犯罪に対して無防備な状態である． 
犯罪不安の喚起が低い理由としては，一戸建ての住宅が多い

ため（写真―２），自然監視性や地域の領域性が確保されており，

さらに住民の主要な動線となっていため人通りが多いというイ

メージがあるためである．しかし，ひったくりは瞬間的な犯罪の

為，直接の人の視線がなければ犯行に及んでしまう犯罪である．

これらのことから，この通りＢについては，通行者の防犯意識を

高める対策が必要である． 

 
写真―２ 通りＢ 

（３）通りＣについて 

最後に通りＣである．ここは前述した通りＡ，Ｂに比べ道幅は

広く，相互通行であり交通量，人通りも終日多く，信号機も付い

ている．したがって，既存研究7)に基づくと犯行しづらい空間で

ある．さらに利用者にとってみれば交通量と人通りが多いことは

不安を感じない空間であることが言える．このような通りは現状

の維持管理を怠らないようにしていくべきである． 

 

写真―３ 通りＣ 

 
 

７．今後の展望 
 本研究においてはアンケート調査に基づき，犯罪不安喚起空間

の特徴を抽出した．さらにひったくりの発生分布と重ね合わせた

ところ，空間を図―８のように分類することができた．また街中

には，このようなタイプの空間が混在していることがわかった． 
今後はさらに住宅地以外にもケーススタディ地区を設定し，空

間の類型化の一般化を行い，各々の空間に適した防犯環境設計の

アプローチの方法を考えていきたい．  
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注１） 
本稿は防犯工学研究会※（2003）「都市空間における犯罪抑止手

法に関する総合的研究１-犯罪不安喚起空間に関する研究-調査

報告書」に基づき加筆・修正を行ったものである． 

※防犯工学研究会（代表：樋村恭一）とは工学的・心理学的ア

プローチにより，都市空間における犯罪防止手法を構築すること

を目的にした，学際的な産官学の共同研究会である． 

注２）ひったくり発生地点は警視庁のホームページ，及び住民等

のヒアリングから把握した． 

  

- 49 -

Reports of the City Planning Institute of Japan No. 2


