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日本における防犯まちづくりへの批判論の構造 

－1998 年以降に現れた言説を対象に－ 

An analysis of post-1998 criticisms against ‘planning for crime prevention’ in Japan 
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In Japan, the concept of “planning for crime prevention” has become widespread since a guideline was published 

by the National Police Agency in 2000. Sociologists, political scientists and journalists have voiced a number of 
criticisms against the guideline, pointing out some of the problematic aspects of “planning for crime prevention”. The 
objective of this study is to highlight these aspects by classifying them and to discuss the broader implications of 
planning for crime prevention. In this study, 146 criticisms were selected from 69 Japanese journals. After reading the 
articles, the criticisms were categorized according to 10 categories that included “Police state”, “Surveillance society” 
and “Fortress city”. From this result the significance of self-government and quality of life as a goal were discussed. 
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1. はじめに 
住環境の防犯性向上への社会的欲求は，近年，とみに高まって

いる．平成15年の「住宅需要実態調査」では，住まいまわりの

環境に関して，不満率第1位が「治安・犯罪発生の防止」であっ

た(1) ．都市計画など，住環境の防犯性向上に寄与できる社会技

術には，こうした要請への対応が求められている． 
こうしたなか，2000 年に警察庁から公表された「安全・安心

まちづくり推進要綱」を皮切りに，「安全・安心」や「防犯」の

名を冠したまちづくり（以下，「防犯まちづくり」）が，全国で進

められている．防犯まちづくりの手法や事例は書籍やホームペー

ジ等によって紹介され，その概念は，社会に浸透しつつある． 
一方，概念が広まるにつれ，それに対する批判的な言説（以下，

「批判論」）も現れるようになってきた．こうした批判論のなか

には，防犯まちづくりを推進する側が検討すべき課題を指摘した

ものも少なくない． 
こうした批判論は，「安全・安心」が自明な価値であり，かつ

社会的な要望も高かったがために，従来，積極的に取り上げられ

ることは少なかった．例えば，新聞等の論調をみても，防犯まち

づくりに賛同し，これを積極的に推進していくべきだとするもの

が圧倒的に多い(2)．防犯を掲げた自治体の条例が，議会の実質的

な審議をほとんど経ないまま制定に至ったケースもあるという．

こうした状況のなかで，批判論は防犯まちづくりのあり方に対し

て大きな影響を及ぼすものではなかったといえる． 
しかし，本来批判とは，一定の方向に傾いている議論に対して

検討すべき課題を提示してくれるものである．防犯まちづくりが

社会的な賛同を得る現状にあって，既存の批判論を構造的に整理

することは，防犯まちづくりのあり方を再考し，修正する上で意

義のあることと考えられる． 
防犯まちづくりの取り組みに関する既往の研究には，取り組み

具体例の報告 12)，21)があるが，それらは批判論の整理を目的とし

たものではない．木梨・金 16)は文献レビューの一部として批判

論を扱っているが，対象は防犯まちづくり推進論者の言説であり，

批判論を網羅的に整理するうえでは不十分な面がある． 
本研究では，専門誌や評論誌等に現れた既往の言説の整理から，

わが国における防犯まちづくりに対する批判論を構造的に整理

し，今後へむけての示唆を得ることを目的とした．具体的には，

わが国で展開されている防犯まちづくりの概念を整理し（第 2
章），それと対応付けながら既往の批判論を整理した（第3章）．

さらに，批判論の類似性に基づいて論点を整理し，それぞれの論

点について，批判の妥当性を考察した（第4章）．最後に，それ

らの成果をふまえつつ，わが国における今後の防犯まちづくりの

課題を提示した（第5章）． 
 

2. 防犯まちづくりの概念 
(1) 用語の定義と発祥時期 
防犯まちづくりは，「犯罪がおきる環境（状況）に着目し，そ

こにある犯罪の誘発要因を除去したり，犯罪予防の観点を計画の

段階から取り入れたまちづくり」3)，「住民や警察等の様々な主体

が従来から取り組んできた防犯活動の幅を広げ，施設の整備や管

理等を通して犯行の機会や犯罪被害の不安感を軽減し，『生活の

質』の向上をめざす一連の持続的な取り組み」32)，「道路，公園

等の公共施設や住居の構造，設備，配置等について，犯罪防止に

配慮した環境設計を行うことにより，犯罪被害に遭いにくいまち

づくりを推進し，もって，国民が安全に，安心して暮らせる地域

社会とするための取組み」33)などと定義されるまちづくりである．

後述するように，その具体的な内容には，都市の物理的環境の設

計から住民による防犯活動まで幅広いものが含まれる． 
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【表-1】防犯まちづくりの基本構成 
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強化／住民による活動の創出／柵やハンプ等の設置／警備員や自治体、
住民によるパトロールの実施／防犯ボランティア活動の推進／防犯カメラの
設置／建築設計、設備の設置に対する警察の指導など

対象

目的

手段

地域の社会設計を含む

犯罪の抑止

行為

空間

理論

原則

具体的手段（主なもの）

犯罪不安感（体感治安）の軽減

「生活の質」の向上

住民／自治体／警察／住民組織（防犯ボランティア、防犯NPO、町内会等）／住
民、住民組織、自治体、警察、事業者等の連携

主体

【図-1】「防犯まちづくり」等を含む新聞記事数の推移 

新聞記事検索(3) によって「防犯まちづくり」または「安全・安

心まちづくり」という用語を含む記事を検索すると，2000 年代

に入ってからの急増が見て取れる（図-1）．防犯まちづくりの概

念が社会的な認知を獲得したのはこの頃であったと考えられる．

用語が広まるきっかけと考えられるのが，1998 年に安全安心ま

ちづくり研究会(4) によって「安全安心まちづくりハンドブック」
3)が刊行されたことである．同ハンドブックは，1997年から行わ

れた旧建設省と警察庁による調査(5) をもとにまとめられたもの

であり，現在まで続く防犯まちづくりの基本的な枠組みを示した

ものである．そこで以下では，1998 年以降を対象に，防犯まち

づくりの具体的内容と批判論を見ていくことにする． 
(2) 防犯まちづくりを捉える枠組み 
定義に示されるとおり，防犯まちづくりは，防犯という目的に

向かった計画の一種である．加納 14)は，計画の概念は「主体・

対象・目的・手段・構成」の5要素から捉えられるとしている．

そして，計画の一時期，一断面を捉えるためには，構成を除く4
要素を用いることが適当としている．防犯まちづくりの内容や批

判論を具体的に明らかにするためには，要素に分解して個別に見

ていく方法が有効と考えられる．そこで本研究では，加納による

モデルを援用し，防犯まちづくりの基本構成を「主体・対象・目

的・手段」から捉えた． 
(3) 防犯まちづくりの基本構成 
防犯まちづくりの考え方や具体的な取り組みを紹介した文献

はすでに数多く出版されている（文献 3)など）．ここでは，既往

の文献をもとに防犯まちづくりの基本構成を把握した． 
既往文献の内容を，加納によるモデルに従って整理すると，表

1のようになる（手段については，具体的なものを含めると多く

なりすぎるので，限られたものだけを取り上げた）．以下，順次

説明を加える． 
① 防犯まちづくりの「主体」 

 防犯まちづくりの主体として想定されているのは，警察，住民，

住民組織，自治体，事業者である．とくに警察以外の主体の役割

が強調され，防犯を目的とした従来からの取り組みとの峻別が図

られている． 
また，それらの主体の連携が必要であるとされている．警察に

は情報提供や地域に密着した警察活動の実施，自治体には警察と

連携した計画，施策の展開，住民等には防犯に関する知識や技術

の習得や近隣や地域における相互協力，といったように，主体ご

とに防犯に向けた役割が求められている 3）． 
② 防犯まちづくりの「対象」 

 防犯まちづくりの対象となる行為は，「機会犯罪」と呼ばれる，

環境によってその発生が規定されやすい種の犯罪である．具体的

には，侵入盗や乗り物盗，車上ねらい，ひったくり，強制わいせ

つ等が含まれる 32）．また，刑法への違反行為に必ずしも限定さ

れず，夜間のうろつきや公共空間の占拠，路上喫煙，鉄パイプ所

持などの「反社会的行為」も，犯罪への発展の可能性があること，

住民に不安感を与え「生活の質」を損なうことから，対象に含む

ものとされている． 
 防犯まちづくりの対象となる空間は，住宅等の私的空間と公

園・道路等の公共空間の双方を含む．そのスケールは，都市マス

等が対象とする都市レベルから，設計が対象とする施設・建築物

レベルまで，幅広い． 
さらに，防犯まちづくりは，都市の物理的な設計だけでなく，

防犯のための社会設計も対象に含む．具体的には，住民による防

犯パトロールのシステムづくりや普及啓発活動がそれにあたる． 
③ 防犯まちづくりの「目的」 

防犯まちづくりの目的は，「より高い安全・安心を得ること」3）

であり，犯罪の未然防止とそれによる住民の犯罪不安感の軽減が

求められている．しかし，その目的は同時に，「都市生活が楽し

めること」や「開放的な地域社会」といった「生活の質」を高め

るものでなければならないとされている 32）． 
④ 防犯まちづくりの「手段」 

防犯まちづくりの理論的基礎を提供しているのは「犯罪機会

論」20）である．犯罪機会論は，環境を操作することで防犯を実

現しようとする理論の総称であり，具体的には，環境のハード面

を強調する防犯環境設計（CPTED）と，環境のソフト面を強調
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【表-2】批判論の抽出に用いた文献 する割れ窓理論（Broken windows theory）から構成される 20)． 
犯罪機会論から発想される防犯のための手段は多いが，現在の

取り組みで原則として用いられているのは，「監視性の確保」，「領

域性の強化」，「接近の制御」，「被害対象の強化・回避」の4原則

である 3)．これら4原則に基づいて，空間の見通しの確保（監視

性の確保），空間の管理主体の確保（領域性の強化）など，ハー

ド，ソフト両面において，具体的な手段が用いられている． 

・ 一般書籍 

・ 専門誌（「法と民主主義」，「法の科学」，「法律時報」，「マ

スコミ市民」，「都市問題」，「都市問題研究」，「都市計画」，

「都市住宅」，「宅地開発」，「新都市」，「犯罪社会学研究」）

・ 評論誌（「世界」，「論座」，「現代思想」，「思想」，「談」）

 
3. 防犯まちづくりへの批判論 
(1) 対象とする言説の範囲 
防犯まちづくりに対して，法学，社会学などの分野から批判論

が展開されている．ここでは，防犯まちづくりの用語が普及し始

めた1998年以降を対象に，表-2に示す文献とそれらにおける引

用文献から批判論を抽出した．これらはいずれも公刊された文献

であり，資料としての信頼性は高いと考えられる． 
(2) 批判論の抽出と整理方法 
批判論抽出にあたっては，上記で整理した防犯まちづくりの構

成要素を具体的に取り上げて批判的な主張を行っていることを

条件とした． 
批判論のなかには，防犯まちづくりの必要性自体を批判した総

論批判から，内容を部分的に批判した各論批判まで様々な段階の

ものが含まれた．それらの批判の程度を客観的に判断することは

困難であったため，ここでは批判の程度は問わず，それらすべて

を抽出対象とした． 
表2に示す文献に含まれる論文・評論等を網羅的にレビューし，

著者の批判的な主張が表れていると考えられている部分をなる

べく単純な文章にまとめた．そして，それらを表-1 に基づき批

判の対象ごとに整理した． 
 抽出されたのは，69 の文献から抽出された 146 の言説である

（解題の対象とした文献のリストを本論文末に示す）．以下では，

この146の言説を対象に代表的なものをあげつつ，批判論を整理

していく． 
(3) 防犯まちづくりへの批判論 
① 防犯まちづくりの「主体」への批判 

防犯まちづくりの主体として警察以外の主体が位置づけられ

ていることに批判がある．具体的には，住民に防犯の自己責任を

求めることは富に比例する形での安全水準の格差をもたらすと

するものがある 11)．また，戦前の隣組を引き合いに出しながら，

防犯NPOや住民らによる自警団の活動は相互不信の人間関係と

権力に都合の悪い人間の排除につながるとする批判がある 30)．

自治体が防犯まちづくりに取り組むことについても，本来独立で

あるはずの警察と自治体の接近は，行政警察の拡大をもたらすと

する批判がある 29)． 
さらに，警察や住民との連携に対する，立憲主義を尊重する立

場からの批判がある．具体的には，防犯まちづくりにおける「連

携」は，実際は警察主導の取り組みに住民が取り込まれる形で行

われている場合が多く，住民組織等が警察の下部組織化するとす

る批判がある 22)．また，そのことは結局，公権力にとって都合

の良い行動を住民に強いることにつながるとする批判がある 9)． 

② 防犯まちづくりの「対象」への批判 

 対象とする行為に，従来犯罪として扱われてきたもの以外の

「迷惑行為」や「反社会的行為」が含まれていること，その行為

の境界が曖昧であることに対する批判がある．具体的にみると，

これらの行為を統制の対象とすることによる社会の閉鎖感の拡

大や自由との間に生じる摩擦を指摘したもの 27)，生活安全条例

における違反行為の規定があいまいであることから公権力によ

る恣意的運用の恐れがあるとしたもの 28)等がある． 
 対象とする空間に関しては，公共空間を含むことに対しての批

判がある．具体的には，公共性の概念を，①非排除性，②価値の

複数性，③予測不可能性から捉え，現在の防犯まちづくりは，こ

れらの概念を損なうものであるとする批判がある 25)． 
③ 防犯まちづくりの「目的」への批判 

目的としての犯罪の抑止と犯罪不安感の軽減がそもそも妥当

性を欠いているとする批判がある．犯罪の抑止については，そも

そも犯罪が増えていないとする批判がある．具体的には，犯罪統

計等の詳細な分析から，近年の刑法犯の認知件数の増加は，警察

の犯罪処理方針や犯罪類型の変化に起因するものであって，犯罪

の実数そのものの増加の指標としては不適切であると指摘した

ものがある 4)，15)．犯罪不安感に関しては，マスコミの情報等に

よって煽られる，極めて不安定な指標であるとの指摘がある 5)． 
また，防犯まちづくりの目的は，理念とは異なり，実際のとこ

ろは「均質で整然とした街並み，公権力に支配された人間関係，

ノルム（規律）に従った人間像」をつくることであるとする批判

がある 10)． 
④ 防犯まちづくりの「手段」への批判 

a) 理論に対する批判 
 防犯まちづくりの理論である犯罪機会論は，一定数の潜在的犯

罪者の存在を前提としたうえで，人に着目するのではなく，環境

を操作することで「犯罪を起こしたくても起こせない」状況を作

るための理論である．そのため，犯罪機会論では，「なぜ犯罪が

起こったか」を犯罪者の人格や生育環境などには求めない 20)．

これに対して，現在の取り組みは原因を除去せずに対症療法をし

ているにすぎず，根本的な社会のあり方を再考しなければ問題の

解決はないとする批判がある 29)．また，ある地域における防犯

まちづくりの取り組みは，本来その地域で起こるはずだった犯罪

を他地域に転移させることがあるとの指摘がある 31)． 
 犯罪機会論そのものに対しては，実証研究に乏しく犯罪との因

果関係が不明との批判がある 17)．また，割れ窓理論は恣意的な

解釈を可能にし，結局のところ，行政や警察による特定の行為規

制や人物の排斥の道具となっているとする意見がある 8)． 
b) 具体的手段に対する批判 
 生活安全条例の法的な問題 27)，監視カメラ設置の法的・倫理
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的な問題 26)，植栽の伐採による景観の悪化 2)，街灯の設置による

光害の発生 32)，建築への防犯基準導入による事業者への警察の

関与の拡大 27)，住民による防犯活動が特定の階層の排除に向か

いうること 28)，居住環境への物理的な障壁の設置（ゲーテッド

コミュニティ）によって障壁外部との社会的なつながりも絶った

居住空間ができること 25)への批判がそれぞれなされている． 
そのほか防犯まちづくり推進側からの指摘として，現在の取り

組みはリスク分析に基づく対策ではなく，合理性を欠いている
18)といった指摘や，とくに市町村レベルでは，手段が住民パトロ

ールに偏り，まちづくりへの展開が見られない 19)といった指摘

がある． 
 

4. 批判論の構造 
 (1) 構造化の方法 

 上記の批判論は，批判対象の違いこそあれ，内容的には多く

の重複を含んでいる．そこでここでは，これまで個別に述べた批

判論を，内容の類似性に着目して構造的に整理した．そして，整

理された各批判論について，妥当性を考察した． 
整理に際しては，前章で抽出された146の批判論をカードに書

き出し，KJ法を用いたグルーピング作業を行った． 
(2) 防犯まちづくりへの批判論の構造 
 KJ 法によって得られた結果を，もっとも解釈が容易な階層で

図化したものが図-2である．今回抽出された146の批判論は， 10
の論点によって整理され，さらにそれらは，①防犯まちづくりの

必要性自体を疑問視する批判論，②防犯まちづくりの誤用や濫用

を指摘する批判論，③防犯まちづくりの結果生じる「副作用」に

対する批判論の3つに分けられた．個々の論点の内容と妥当性を

以下に記す． 
① 防犯まちづくりの必要性自体を疑問視する批判論 

a)  根拠不在論 
・内容 
根拠不在論は，犯罪の実数が増えていないこと，増えていたと

 

住民に防犯の自己責任を求
めることは富に比例する形
での安全水準の格差拡大を
もたらす11)

安全格差拡大論

植栽の過剰な伐採は、景
観の画一化、悪化をもたら
す2)

街灯の非計画的な配置
は、光害の問題をもたらす
32)

バランス欠如論

手段が住民パトロールに
偏り、まちづくりへの展開
が見られない19)

公共空間に適用されると、「非
排除性」などから構成される公
共性の概念を損なう25)

公共性の喪失論

自治体と警察の連携は、行政警
察の拡大を招く29)

警察主導での住民参加型の取り
組みは、住民組織が警察の下部
組織化する結果を招く22)

住民に警察が定める行動規
範を植えつける9)

対象とする行為が曖昧であ
り、恣意的な行為規制につな
がる危険がある28)

生活安全条例には、過剰な行
為制限、上乗せ横だし規制な
ど法的な問題が多い27)

建築の防犯基準導入は、民間事
業者への警察の関与の道を開き、
財産権の侵害につながる27)

警察国家論

防犯NPOや住民らによる自警団の活
動は、相互不信の人間関係と権力に
都合の悪い人間の排除につながる
30)

対象とする行為に軽微な逸脱行為が
含まれると社会が窮屈になり、自由を
犠牲にする27)

防犯まちづくりの目的は、結局のとこ
ろ「均質で整然とした町並み」、「公権
力に支配された人間関係」、「ノルム
に従った人間像」にすぎない10)

防犯まちづくりの手段は、行政や警察
による特定の行為規制や人物の排除
の道具になっている8)

監視カメラには防犯効果は見込め
ず、実際のところは通常の市民の行
為を監視することに用いられている。
それは市民の行動の規律化をもたら
す26)

住民による運動が盛んになると、社会
から特定の階層が排除する方向に向
かいうる28)

監視社会論

柵を設置し、住宅地を要塞化
すると、空間的にも、社会的
にも外部領域と隔絶された居
住環境が形成される25)

要塞都市論

凡例

「主体」に対する批判論

「手段」に対する批判論

「目的」に対する批判論

「対象」に対する批判論

防犯まちづくりの結果生じる「副作用」に対する批判論

犯罪機会論は、実証性に乏し
い17)

現在の取り組みはリスク分析
に基づくものではなく、合理性
を欠いている18)

合理性欠如論

防犯まちづくりの誤用や濫
用を指摘する批判論

防犯まちづくりは犯罪の原
因を除去せず、対症療法
をしているにすぎない29)

対症療法論

ある特定地域における防犯
まちづくりは犯罪を他地域に
転移させることがある31)

犯罪の転移論

そもそも犯罪発生数が増え
ていないので、必要性自体
が疑問である4) 15)

犯罪不安感はマスコミの情
報によって操作されたあいま
いな指標である 5)

根拠不在論

防犯まちづくりの必要性
自体を疑問視する批判論

【図-2】防犯まちづくりへの批判論の構造 

註）146の批判論のうち主なものだけを示した．数字は引用文献番号に対応している．  
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してもリスクとしては小さいこと，犯罪不安感はメディアによっ

て煽られた結果にすぎないことなどを根拠に，防犯まちづくりの

実施根拠を疑問視する批判論である． 
・妥当性 
暗数を含めた犯罪の実数の推移については，増加傾向か否か犯

罪学の専門家でも意見が分かれており，根拠不在論がどれほど妥

当なものかは判断できない．また，犯罪不安感はメディアによっ

て作られた虚像であるか環境の認知に基づく妥当な評価である

かの判断も，論者の立場の違いによる意見の違いに過ぎず，一概

に妥当性を判断できない．したがって，本批判論の妥当性の有無

は判断できない． 
b)  対症療法論 
・内容 
 対症療法論は，犯罪機会論の前提を根拠に，防犯まちづくりは

犯罪の原因を除去しない，そのため犯罪の総数は減らないとする

批判論である． 
・妥当性 
 犯罪機会論に基づく防犯まちづくりが，貧困や差別といった犯

罪の原因とされるものを除去しないことは，犯罪機会論が犯罪原

因論に対する代案として提出された経緯を考えると，宿命的なも

のといえる．したがって，本批判論は妥当なものと考えられる． 
c)  犯罪の転移論 
・内容 
 犯罪の転移論は，対症療法論の論理的帰結として導かれるもの

で，防犯まちづくりは，犯罪の転移や拡散を招いているとする批

判論である． 
・妥当性 
 対症療法論と同様に，この批判論は，犯罪機会論を基盤として

いる現在の防犯まちづくりの宿命的な課題であると考えられる．

しかし，犯罪の転移が実際に起こるか否かを判断するには実証デ

ータが不足しており，一概に判断できない．したがって，本批判

論の妥当性は，今後検証すべき課題であると考えられる． 
②  防犯まちづくりの誤用や濫用を指摘する批判論 

a)  合理性欠如論 
・内容 
 合理性欠如論は，現在の取り組みの元となっている理論には実

証研究が乏しいことを根拠に，対策技術の誤用や濫用が見られ，

問題解決に対して必ずしも有効に働いていない場合があるとす

る批判論である． 
・妥当性 
 わが国では犯罪と環境との関連を明らかにした研究は少ない．

また，犯罪の数自体も諸外国と比べて少ない．防犯まちづくりの

実施根拠となる実証データは少なく，防犯まちづくり推進論者か

らも，手法を導入すること自体が目的となっているとの意見があ

る 18)．したがって，本批判論は妥当なものであると考えられる． 
③  防犯まちづくりの結果生じる「副作用」に対する批判論 

a)  安全格差拡大論 
・内容 
 安全格差拡大論は，防犯まちづくりは住民の責任を強調するた

め，住民による安全格差が住民の持つ富に比例する形であらわれ

るとする批判論である． 
・妥当性 
 一般的に防犯設備の整った住宅等が高価格で取引されている

のに加え，経済格差が安全格差につながることを示唆する実態報

告もなされており(6)，本批判論は妥当なものと考えられる． 
b)  バランス不在論 
・内容 
 バランス不在論は，現在の防犯まちづくりは，防犯の目的で完

結していて，まちづくりのその他の目的との連動がなく，取り組

みを推し進めると，快適性など住環境に必要な他の価値とのバラ

ンスを損なうとする批判論である． 
・妥当性 
 「安全安心まちづくりハンドブック」にすでに防犯と景観，防

災といった他の価値との競合問題が記されている．この批判論は，

防犯まちづくりの推進者側にも当初から想定されていたものと

考えられる．したがって，本批判論は妥当なものと考えられる．  
c)  公共性の喪失論 
・内容 
 公共性の喪失論は，現在の防犯まちづくりは，警察など特定の

主体の権限を拡大したり，公共空間に特定の価値を強制すること

につながるものであり，それは結局，公共空間の公共性を喪失さ

せ，最終的に都市の存在意義を失わせるとする批判論である．部

分集合として以下の「警察国家論」，「監視社会論」，「要塞都市論」

の3つの内容を含む． 
・妥当性 
 公共性の喪失論，ならびに以下の3つの批判論は，ニューヨー

クなどを事例に実際に起こった現象の観察をもとに主張されて

いるケースが多く 24)，本批判論は妥当なものと考えられる． 
c-1)  警察国家論 

・内容 
 警察国家論は，警察の権力が行政，さらには個人といった

私的な領域にまで拡大し，警察によって許容される価値観や

行動形式以外のものが，積極的に排除される社会が形成され

るとする批判論である．予防警察や行政警察の拡大の危うさ

が指摘される． 
c-2) 監視社会論 

・内容 

監視社会論は，防犯まちづくりを推し進めると，社会一般

が特定の価値観に支配され，その価値観が良しとしない人間

や空間を許容しない，相互不信の排他的社会が醸成されると

する批判論である．そのような社会では，プライバシーのみ

ならず，人々の市民的自由が抑圧され，権力によって規律化

された社会が構築されるとされる．警察国家論では統制の主

体として警察が想定されるが，監視社会論では，警察に包摂

され価値観を同一にした，自治体や住民などあらゆる主体が

統制の主体として想定される． 

c-3)  要塞都市論 

・内容 

- 128 -



（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 4 2006年   2月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 4, February, 2006 

 

 

 要塞都市論は，「接近の制御」や「領域性の強化」が進むと，

公共空間から空間的，社会的に分断された空間が多く出現し，

その結果，そこに生活する人びとが，外部との接触を物理的

にも社会的にも避ける傾向が強まるとする批判論である．分

断された社会の行き着く先は，都市からの特定階層の社会的

排除（social exclusion）と排除された「他者」への無関心であ

るとされる． 

 
5. 批判論から得られる防犯まちづくりへの示唆 
 批判論のなかには，防犯まちづくり自体の必要性を疑問視する

ものがいくつかみられた．そこで以下では，防犯まちづくりの必

要性を検討する．その後，批判論をもとにした今後の防犯まちづ

くりの課題を提示する． 

(1) 防犯まちづくりの必要性 
 暗数を含めた犯罪の実数を知ることはできない．したがって，

確かに，批判論者の言うように，犯罪は増えていない可能性はあ

る．また，犯罪不安におよぼすメディアの影響も否定できない．

しかし，犯罪が総数としては増えていないとしても，人々の生活

の身近なところで起こるようになった可能性は高い 15)．また，

犯罪不安感に関する既往研究は，（メディアではなく）地域から

得られる情報の認知が犯罪不安感に影響を及ぼすことを指摘し

ている 1)．問題の実態が不確かならば，犯罪が増えているという

現状認識に立った政策展開は必要だと考えられる． 
犯罪機会論に基づく対策は，短期的には大きな効果を挙げるこ

とが知られている 32)．しかし，「対症療法論」や「犯罪の転移論」

に示されるとおり，犯罪機会論に基づく対策が原因を除去するわ

けではなく，問題を根本的に解消するものではないことは事実で

ある．犯罪の原因を除去することをせず，転移する犯罪の機会を

次々に奪うことによって顕在化する犯罪を減らすという方法も

ありうる(7)が，より本質的には犯罪の原因を除去するための取り

組みが必要と考えられる．防犯への人々の需要の高まりに鑑みる

と，当面は対症療法的な現在の取り組みを推し進めるとともに，

長期的には犯罪の原因のない社会を目指した取り組みを併せて

用いることが必要と考えられる． 
(2) 批判論が示唆する防犯まちづくりのあり方 
 「防犯まちづくりは必要である」という立場にたって，批判論

から今後の防犯まちづくりをより良い方向で進めていくための

示唆を得るならば，以下のようなものが考えられる．ここでは第

2章で示した枠組みに沿って，批判論から示唆される今後の防犯

まちづくりの課題を述べる． 

① 防犯まちづくりの「主体」 

住民が，一方で警察等の外部からの統制や設備等の物理的な統

制に依存し，他方で高水準の「安全・安心」を生活に求めるなら

ば，「警察国家論」や「要塞都市論」が批判するような社会の到

来を免れえない．したがって，今後の防犯まちづくりの主体とし

ては，警察などの公権力に極力頼らない，自律した存在としての

住民を中心にすえるべきであろう．もちろん，凶悪な犯罪への住

民による対処は不可能であるが，犯罪に至らない反社会的行為の

統制には，住民による環境の管理は十分効果的と考えられる 6)． 

こうした考え方は，防犯まちづくりの起源とされる 3)Jacobs の
都市論 13)にその根拠を求めることができる．Jacobsの都市論の趣

旨は，住民の多様性と都市の稠密性を確保することで，警察など

公権力の介入を許さずに，しかもそれを意図しなくても結果的に

安全・安心が保たれることにある．公権力の過剰な介入によって，

特定の利用者，空間の排斥が進み，利用の単一化が進むとする「公

共性の喪失論」は，まさに Jacobs の批判している点であり，そ

の意味では，Jacobsに起源をもつ防犯まちづくりが，まさにJacobs
が批判する点において批判される構図となっている．このことは，

防犯まちづくりの理念と現実との間に乖離があることを示唆す

る．Jacobsの考え方に従うなら，防犯まちづくりとは，自律した

住民が主導して，多様性を尊重しつつ，公権力の介在を許さずに，

しかも防犯そのものを目的としない活動によってなされるもの

と考えられる． 
住民を主体とした防犯が図られたとしても，批判論が懸念する

ように，監視社会化などの｢副作用｣が顕在化する可能性は消えな

いかもしれない．しかし，防犯を自分たちの問題として考え，対

処しようとする機運や，住民同士の連帯意識を高めようとする取

り組みは，一概に否定されるべきものではない．住民主導の防犯

まちづくりを進めつつ，その「副作用」が現れないような工夫が

必要だと考えられる． 
具体的な工夫としては，住民自身が防犯活動の内容や程度をコ

ントロールできるようにすること，内部結束的（bonding）なだ

けでなく外部接続的（bridging）な住民間のつながりを育むこと

によって，防犯活動の主体である住民が，様々な価値観，様々な

属性の住民の視点を獲得できるようにすることが求められよう．

例えば，既存の防犯ボランティアの活動を拡げ，まちづくり一般

に関わるようにしていければ，自然と様々な視点から防犯のあり

方を考える視点が生まれ，批判論が指摘する「副作用」も現れに

くくなると考えられる． 
② 防犯まちづくりの「対象」 

 批判論の批判対象は，主に防犯まちづくりが対象とする行為に

あった．したがって，とくに防犯まちづくりがどのような行為を

解決すべき問題と認識するかには，慎重な対応が求められる．地

域の中で排除すべき行為はなにか，本当に防犯まちづくりという

枠組みの中で排除すべきかといった問いを，住民の合意のもとで

決めていくことが必要であろう． 
③ 防犯まちづくりの「目的」 

 第2章に述べたとおり，防犯まちづくりの目的は，本来「生活

の質の向上」という上位概念のもとにあるべきものである．しか

し，「バランス不在論」の指摘は，その理念が必ずしも現実と符

合していないことを示唆している． 
山本 32)は防犯まちづくりの目標像について，｢防犯まちづくり

は，あくまでも快適で活力のある魅力的なまちをめざした取り組

みであり，そのことを見失ってはならない．｣と述べている．ま

た，2003年に防犯まちづくり関係省庁協議会(8)が発表した「防犯

まちづくりの推進について」は，その冒頭で「防犯まちづくりに

おいては，防犯に特化した活動だけが重要であるのではない．日

ごろから快適で活力のあるまちをつくることが防犯にも効果を
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有するという観点に立って，幅広い視野から取り組むことが望ま

しい．」と述べている．今後は，こうした理念が防犯まちづくり

に関わる主体に理解されると同時に，理念を担保するための手段

が必要と考えられる． 
理念を担保する手段としては，防犯まちづくりの評価を防犯以

外の側面からも実施し，防犯まちづくりの目的を防犯のみに特化

させないことが考えられる．また，防犯を直接的な目的としない，

「生活の質」の向上に寄与する既存の施策に防犯の意味を見出し，

間接的な防犯施策として用いていくことも，防犯と他の価値との

バランスをとる上で有効と考えられる．例えば，公園などの管理

運営を住民を交えて行うことは，防犯を主目的としたものではな

いが，一定の犯罪不安の軽減効果が認められる 1) 6)．今後の防犯

まちづくりは，防犯そのものを目的としない，こうした「生活の

質」を高める活動に注目すべきと考えられる． 
防犯の上位概念とすべき「生活の質」は，個人によって，ある

いは地域によって異なる．場合によっては，他のすべての価値を

犠牲にしても，防犯性を高めることが「生活の質」の向上に資す

るということもありうる．したがって，上記のような検討は，地

域にとって求められる「生活の質」とはなにかを議論し，地域特

性を踏まえつつ行われる必要がある． 
④ 防犯まちづくりの「手段」 

 現在の防犯まちづくりで用いられている手段には，有効性が検

証されていないものが多く，導入すること自体が目的化している．

合理性が欠如した手段は，防犯上の問題を解決しないばかりか，

その他の弊害（費用対効果の悪化など）を招く．今後は，犯罪と

環境との関係が具体的に明らかにされるとともに，防犯まちづく

りの事後評価を行い，実証データを積み重ねることによって，犯

罪機会論に基づく手段の有効性を検証することが必要である． 
 検証にあたっては，各手段を防犯という視点から評価するだけ

でなく，要した費用や犯罪の転移，阻害した防犯以外の価値など

の逆効果の視点も必要である．効果だけでなく逆効果に関する実

証データが積み重なることによって，「合理性欠如論」だけでな

く「犯罪の転移論」や「バランス不在論」のような批判論にも応

えることにつながると考えられる． 
 
6. まとめ 
本研究では，既往の言説に現れた防犯まちづくりの批判論を構

造的に整理し，最終的に10の論点としてまとめた．そして，そ

れらがわが国の防犯まちづくりに示唆する点を考察した． 
批判論から得られる示唆をまとめると，①自律した住民が主体

となって，②包括的な価値の一部としての防犯を目的に，③有効

性が実証された様々な手段を，状況や目的に応じて選択できるよ

うにすることが，今後の防犯まちづくりにとって必要なこととい

える．重要なのは，住民自身が重視すべき価値に応じて統制の内

容や程度をコントロールできることであり，画一的，上意下達的

な防犯まちづくりは批判論の懸念を現実のものとしてしまう危

険がある，という点である．このような考え方は真新しいことで

はなく，本来の防犯まちづくりの理念である．したがって，理念

と実践をいかに一致させることができるかが，批判論を踏まえて

の今後の防犯まちづくりの課題と考えられる． 
 
補注 
(1) 回答者数=87,208．以下，「まわりの道路の歩行時の安全（42.4%）」，「子

どもの遊び場・公園など（39.8%）」と続く．  
(2) 例えば読売新聞（2004年4月22日付）では，「破れ窓理論で再生・治

安革命 NY 式」の見出しの記事で，「目指す方向日本も同じ」として，

防犯まちづくりの重要性を訴える警察庁長官の談話を掲載している． 
(3) 朝日新聞記事検索「DNA」（1985～2005年）を使用した．「安全まちづ

くり」，「安心まちづくり」，「防犯まちづくり」の各キーワードのほか，

「安全‘な’まちづくり」や「防犯‘街作り’」など，同意表現は適宜含ん

だ．「安全」「安心」では防災や交通安全に関する記事が多数検索され

たが，内容を参照することでそれらは除いてある． 
(4) 旧建設省，警察庁，自治体，旧公団，大学などの研究者，実務者 18

名によって組織された．会長は伊藤滋慶応大学教授． 
(5)「安全・安心まちづくり手法調査」 
(6) 樋野 7)は，賃貸集合住宅と分譲集合住宅との間に防犯性能の差がある

ことを報告している． 
(7) 小泉総理は，新宿歌舞伎町で実施されている防犯まちづくりにおいて，

犯罪の転移が懸念されているとの指摘に対して，「歌舞伎町を安全にし

ても（犯罪が転移するだけで）モグラたたきをやっているようなもの

だ，という人がいるが，モグラがでればまたたたくのみだ」と述べて

いる 34)． 

(8) 2002年に「全国都市再生のための緊急措置」の一環として設置された

組織．内閣官房都市再生本部事務局，警察庁，文部科学省，国土交通

省の関係部局から構成される． 
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