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The purpose of this paper is to know the users’ attitude to CCTVs in parking lots of an apartment complex in Chiba 

City and analyze it with SEM (structural equation modeling). The major findings were as follows;  
(1) They had great expectation for CCTVs and half of them felt their fear of crime decreased. 
(2) 92% of them approved CCTVs and it was only 5% who had concern about invasion of their privacy. 
(3) Their approval was made up of the expectation and the concern. 
(4) The fact of decreasing fear of crime did not have effect on their approval. 
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1. 研究の背景と目的 
近年、屋外空間に防犯カメラが設置される例が増えている。

2002年をピークに刑法犯認知件数は減少傾向にあるが、依然と

して市民の感じる体感治安は改善していない。また、関連する

技術進歩とそれに伴う価格低下も普及の理由として考えられる。

統計を見ても、防犯設備関連市場は 1999 年の 8,384 億円から、

2006年には12,567億円に伸びている(1)。しかし、その効果につ

いて、少なくとも国内における実証的知見は少ない。また、プ

ライバシー権、肖像権といった負の側面への懸念もある。 
英国は屋外空間への防犯カメラの設置、及びその効果に関す

る研究が進んでいる国の一つである。Welshら 1)は、既存研究か

ら英米の22事例を集め、全体的には若干の犯罪減少効果しか認

めていないものの、場所別に見ると、駐車場での犯罪減少に最

も有効であるとしている。Gillら 5)は、①犯罪への影響、②住民

意識（認知、犯罪不安、支持、主観的評価等）、③運用状況（カ

メラ機能、監視体制等）の3つの視点から論じている。①につ

いて、やはり場所別には特に駐車場で減少効果が見られること、

出入口部への設置が有効であることなどの知見が得られている。

②については、設置により必ずしも安心感は改善されないこと、

支持率は高いが時間とともに低下すること、権利侵害への懸念

は設置後に低下することなどの知見が得られている。 
上述のとおり、国内での研究は少ない。犯罪減少効果につい

て、前田 3)は、平成13年から翌年にかけて防犯カメラが設置さ

れた新宿歌舞伎町と東京都全体、そして類似の繁華街の犯罪認

知件数の増減を比較し、強盗を中心にした凶悪犯や侵入窃盗の

減少が見られるが、粗暴犯抑止には繋がっていないと結論して

いる。防犯カメラに対する市民意識については、安全・安心の

確保とプライバシーの尊重のバランスなどについて質問した社

会安全研究財団の世論調査 2)などがある。一方、一般論ではな

く、実際に設置された場所で関係者の意識を調査したものは少

ないが、樋野ら 4)は、近隣型商店街に設置された防犯カメラに

ついて商業者、来街者のそれぞれに質問し、撮影への不安を感

じる人が3割に達する一方で、犯罪抑止効果への期待が大きく、

商店街は利用しやすくなると考えられていること、特に来街者

は撮影画像の閲覧について商店街組合による柔軟な運用を許容

していることなどを明らかにしている。 
本研究では、Gill らの研究の「②住民意識」の部分や、樋野

らの研究を踏まえ、防犯カメラの正負の影響に着目し、実際に

防犯カメラが設置された集合住宅団地駐車場の利用者（＝団地

居住者）の意識を調査し、設置に対する賛否の態度が形成され

る構造を分析する。本来は、設置後相当の期間をおいて、犯罪

への影響も分析すべきであるが、本調査では設置前後の意識の

変化を問う設問もあるため、設置から約1年が経過した時期に

実施した。なお、駐車場を対象としたのは、既存研究で犯罪減

少効果が比較的高いとされているためである。 
 

2. 研究の方法 
2.1. 対象地 
対象地は千葉市S 町のG 団地である（図1）。S 町を含む地

域は 1967 年頃より埋め立てが始まり、工場の誘致と住宅地の

造成が進められた。S 町は北東側を国道に、南西側を鉄道高架

に面しており、南方向の鉄道駅から全域が 1km 圏内にある。

国道沿いに商業用地が集約され、鉄道沿いに小中学校、保健医

療施設、公園等が配置されている。 
G 団地は大手デベロッパーによって1973 年に開発が始まっ

た団地で、特定街区に定められている。約2 万7000 坪の敷地

に12～15階建ての分譲マンション6棟（2006年12月地区連

絡協議会調べ 1414 世帯）が並ぶ。団地は地区幹線（2 車線、

幅員 20m）によって二分される。緑被率が約 88％と高く、プ

ール、テニスコート、サイクリングロード、プレイロット、池

や滝、貸菜園などの施設が設けられている。これらの広場を自

動車が通らないよう動線計画がなされ、団地内に9か所ある平

面駐車場は明確に区分されて配置されている。各駐車場では管

理センターによって定期的な清掃や樹木の剪定が行われている。
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2.4. 調査概要・回答者属性 
本研究では、地区連絡協議会など3主体がS町の全世帯を対

象に行ったアンケート調査のデータの一部を用いる。調査概要

を表2に示す。対象については、特に犯罪不安の傾向が異なる

性別など回答者属性に偏りが生じないよう、各世帯に2部配布

し、可能であれば18歳以上の家族2名が回答するよう求めた。

回収数（率）は2431（33.6%）であり、そのうち、「自宅建物名・

団地名」の欄に G 団地と明記（1224 名）し、利用駐車場とし

てアからケのいずれかを選んだ717名を本研究の分析対象とす

る。 
717 名の回答者属性を表 3 に示す。入居時期は、分譲が開始

された70年代が3割強を占めるが、それ以降の年代の入居者も

平均して存在する。開発から約30年を経ているため、1割程度

は賃貸居住者である。各世帯2部配布が奏功し、性別は比較的

均等に分かれた。年齢は60代が最も多く、次いで50代、40代
となる。世帯人数は2人世帯が4割強を占める。 

 

3. 駐車場利用者の意識 
G団地駐車場では、植栽の剪定、防犯カメラの設置、ボラー

ド設置による夜間出入制限といった複合的な対策を実施したが、

アンケート調査では防犯カメラに焦点を当てて、G団地駐車場

利用者の意識を調べた。 
3.1. 集計結果 
1) 防犯カメラの認知状況及び規約の認知状況（駐車場別） 
まず、自身が利用している駐車場に防犯カメラが設置された

ことを知っているかを質問した（設置認知）。さらに、映像の取

り扱いについて管理規約で取り決められていることについて、

「規約の内容を知っている」（規約内容認知）、「規約があること

は知っているが内容は知らない」（規約存在認知）、「知らない」

から選んでもらった。なお、規約は、G団地の総会で承認され、

駐車場利用者に配布されている。 
結果を図3に示す。全体の設置認知は64%、規約内容認知は

5%、規約存在認知は 38%だった。駐車場別に見ると、おおむ

ね設置認知と規約の認知状況は連動しており、防犯カメラが設

置されていることを知ると規約についても関心を持って確認す

ると考えられる。 
2) 自動車関連犯罪に対する不安（駐車場別） 
所有する自動車が犯罪（自動車盗、車上ねらい、部品ねらい

を例示）に遭う不安を質問（5 件法）した。駐車場別に「感じ

る」という回答の割合を見ると、若干ではあるが、規模の大き

い駐車場で高く（ア、エ、ケ）、住棟のバルコニー側が面した駐

車場で低い（ウ、カ、キ）傾向が見られる（図4）。 
3) 犯罪不安の減少効果 
防犯カメラ（一部駐車場では防犯カメラとボラード）の設置

による犯罪不安への影響（5件法）について、48%が「かなり/
やや減った」と回答し、「（あまり）減らない」の12%を上回っ

た（以下の設問の結果と合わせて図5）。これは、設置により必

ずしも安心感は改善されないというGill ら 5)の調査結果と対立

するものである。ここで、ボラードを設置した駐車場とその他

で回答傾向に差がないかカイ二乗検定を行ったが、5%水準にお 

【表2】調査概要 
調査主体 地区連絡協議会 

独立行政法人 建築研究所 
社団法人 日本防犯設備協会 

調査対象 S町全世帯、各世帯に2部配布 

調査項目 
客観的地区評価、犯罪への不安と対策、身近な

道路安全性評価、防犯カメラへの意識、地域活

動への関与、青パトへの意識、属性など 
調査時期 2007年9月～10月 
配布／回収 投函／管理組合等による訪問回収 
回収数（率） 2431（33.6%） 

 

【表3】回答者属性 
入居時期 70年代236、80年代136、90年代144、2000年以降141
所有形態 所有624、賃貸72 
性別 男性322、女性393 

年齢 
20代以下14、30代90、40代120、50代159、60代247、
70代以上82 

世帯人数 1人43、2人316、3人186、4人139、5人以上29 
利用 
駐車場 

ア141、イ153、ウ29、エ138、オ29、カ38、キ50、 
ク32、ケ107 

※各行の717名に満たない部分は「不明」。 
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【図3】防犯カメラの認知状況及び規約の認知状況（駐車場別） 
※括弧内の数字は不明者を除いた回答者数（図4,5も同じ） 
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【図4】自動車関連犯罪に対する不安（駐車場別） 
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いて有意差がなかった。よって以下、この設問への回答は防犯

カメラによる犯罪不安の減少と解釈する。 
4) 自動車関連犯罪減少への期待 
防犯カメラの設置により自動車関連犯罪が減少するかという

質問（5 件法）に対し、77%が「（やや）そう思う」と回答し、

「（あまり）そう思わない」の8%を大きく上回った。 
5) 検挙率向上への期待 
防犯カメラの設置により自動車関連犯罪について警察の検挙

率が向上すると思うかという質問（5件法）に対し、64%が「（や

や）そう思う」と回答し、「（あまり）そう思わない」の13%を

大きく上回った。4)と比べると、防犯カメラに対する期待とし

て、犯罪減少への期待の方が検挙率向上への期待より大きいと

言える。 
6) 権利侵害への懸念 
防犯カメラの設置によって侵害される権利として、プライバ

シー権、肖像権が考えられるが、ここでは、「プライバシーや肖

像権」と一括りにし、問題を感じるか質問（5件法）した。62%
が「（あまり）感じない」と回答し、「かなり/やや感じる」の

5%を大きく上回った。駐車場という、保護すべきプライバシー

等が少ない空間であることも影響したと考えられる。 
なお、1)の規約の認知状況によって差がないかカイ二乗検定

を行ったが、5%水準において有意差がなかった。 
7) 総合的賛否 
犯罪不安、期待、懸念といった上記設問の後で、総合的な賛

否を問うため、利用駐車場への防犯カメラ設置に賛成か質問（5
件法）した。92%が「（やや）賛成」と回答し、「（やや）反対」

はわずか1%だけだった。全11台中7台を管理会社が費用負担

したことも影響したと考えられる。 
 

3.2. 意識構造の分析 
駐車場への防犯カメラ設置に対する賛否の態度が形成される

構造を明らかにするため、図6に示すモデルを作成し、構造方

程式モデリング（SEM）を行った。変数として、5 つの質問項

目をそれぞれ 1 点から 5 点に得点化して観測変数とし、2 つの

観測変数で構成される「（防犯カメラへの）期待」を潜在変数と

して仮定した（表4に観測変数の相関行列）(3)。「犯罪不安減少」

や「期待」が大きければ賛成傾向になり、「権利侵害懸念」が大

きければ反対傾向になると考えられるため、この3変数が「賛

成態度」に影響すると考えた。また、期待が大きければ犯罪不

安が減少すると考えられるため、「期待」から「不安減少効果」

にパスを引いた。 
計算の結果、「犯罪不安減少」から「賛成態度」に至るパス係

数が有意でなかったため、このパスを削除して再計算したとこ

ろ、すべての母数について 1%水準で有意である推定値が得ら

れた（図7）。適合度指標は、CFI=.995、RMSEA=.034とまずま

ずの適合を示した。以下、分析結果について考察する。 
まず、「期待」、「権利侵害懸念」から「賛成態度」に至るパス

係数がそれぞれ正、負の値をとったことから、モデルにおける

仮説が確認できた。両者のパス係数の絶対値は同程度であり、

防犯カメラ設置に当たってはプライバシー等への配慮も欠かせ

ない。一方、「犯罪不安減少」から「賛成態度」への直接効果は

なく、「犯罪不安減少」は「期待」を構成する一変数として位置

づけられた。なお、「期待」を構成する観測変数に目を向けると、

いずれへのパス係数も大きいが、特に「犯罪減少期待」に防犯

カメラへの期待が強く表れると言える。 
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【図5】犯罪不安、期待、懸念、総合的賛否 

※設問と凡例は上から順に対応。 
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【図6】モデル 
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【図7】分析結果（標準化推定値） 

 

【表4】相関行列 

 犯罪不安

減少 
犯罪減少 
期待 

検挙率増 
期待 

権利侵害 
懸念 

賛成態度 

犯罪不安減少 1   
犯罪減少期待 0.623 1  
検挙率増期待 0.465 0.636 1 
権利侵害懸念 -0.035 -0.094 -0.017 1
賛成態度 0.252 0.354 0.257 -0.375 1

※網掛けの相関係数は1%水準で有意（両側） 
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4. まとめと考察 
以上、実際に防犯カメラが設置された団地駐車場利用者の意

識をアンケート調査し、設置に対する賛否の態度が形成される

構造を分析してきた。 
防犯カメラへの期待は高く、回答者の約半数が自動車関連犯

罪への不安が軽減されたと答えた。また、プライバシー侵害等

への懸念を感じる人は5%と少なく、9割を超える人が設置に賛

意を示した。 
それでも、SEMによる分析からは、防犯カメラへの賛否の態

度が期待と懸念のバランスで形成されていることが明らかにな

った。プライバシー等に配慮した規約を作ることは当然だが、

規約を認知していても懸念は軽減されない（3.1(6)参照）。設置

者においては、設置時に規約を周知するだけでなく、例えば、

設置後も運用状況を周知したり、住民参加による評価を行った

りする取り組みなどが求められる。 
また、不安減少は賛成態度に直接影響しないことが明らかに

なった。よって、防犯カメラ設置に当たっては、犯罪減少、捜

査支援などを第一義とし、不安減少は副次的効果として捉える

べきである。Gillら 5)によれば、防犯カメラに対する支持率は時

間とともに低下する。犯罪減少や検挙率向上への期待に対して、

設置後の犯罪発生数の推移、警察へのカメラ映像の提供実績、

検挙実績などを、継続して関係者（本事例の場合、駐車場利用

者、団地居住者、地域住民等）に情報提供することがそのよう

な事態を避ける一方策として考えられる。 
それでも期待に応える成果が得られないなどして、利用者の

支持が得られなくなる場合に備えて、改廃の手続きを管理規約

に定めておくべきだろう(4)。 
以下、今後の研究上の課題について述べる。 
本研究では駐車場利用者の意識から防犯カメラを評価したが、

本来目的である犯罪抑止効果についても評価される必要がある。

本研究の対象地域では、防犯カメラの設置後、ほとんど犯罪が

発生していないが、植栽の剪定や青パトによる巡回などの防犯

対策も合わせて実施しており、防犯カメラの効果だけを取り出

すことは不可能である。今後、できるだけ他の条件を統制した

実験が求められる。さらに、図6のモデルで外生変数とした「権

利侵害懸念」や「期待」に影響する変数を明らかにすることで、

住民の懸念を軽減したり、期待に応えたりするコミュニケーシ

ョンのあり方が示されるだろう。 
 

本稿は共同研究「地区レベルでの防犯診断手法確立に向けた実証研

究」（日本防犯設備協会・建築研究所）の成果の一部である。調査にご協

力いただいた地区連絡協議会、千葉県警察本部の各位、ならびにアンケ

ート回答者の皆様に感謝の意を表したい。 
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補注 
(1) 日本防犯設備協会調べ。ただし、防犯カメラに限定したものではな

い。 
(2) 青色回転灯を装備した自主防犯パトロール車の通称。 
(3) 3.1(2)の「自動車関連犯罪に対する不安」は、「賛成態度」とほぼ無相

関で、他の変数との相関も相対的に低かったため、モデルに組み込まな

かった。 
(4) 文献6)では、防犯カメラを設置するなど、防犯に配慮した住宅地の

開発経緯の分析を通じて、「防犯設備の運用に関して、事後に変更・廃止

できるような基準を定めること」を提案している。 
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