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安全は基本的欲求
私は大学の教員になる前は科学捜

査研究所、いわゆる科捜研に務めて
おりました。捜査支援ということが
第1の目的のところです。ポリグラ
フ検査（うそ発見器）、プロファイリ
ングなどを専門にして、現在もその
研究を行っています。しかし、大学
へ来てみると、皆さんのニーズは、
犯罪が起こる前に何とかならないか
という防犯に関するところにありま
した。

現在、防犯灯・街灯の LED 化に
関する研究、そして実証実験等を大
阪府と共同で行っております。そこ
で、「まちの多様性」ということが
今日の大きなテーマになっています
が、私なりにサブタイトルとして「地

域開発から地域力開発への転換」と
いうことを挙げてみました。地域開
発というのは、いわゆるインフラ整
備です。そこに向けて、どれだけ人
間力を入れていくかということが、
今求められていると思います。これ
は、私が防犯の活動に従事して本当
に実感したところです。

今日は、地域・まちづくりに最終
的にはどう人間力を活かしていく
か、という基調講演から、後のパネ
ルディスカッションに活かされてい
くことを期待しています。

まず、まちの多様性ということに
ついて、私なりに注目する要素を挙
げてみます。
「まちの多様性」を考える時、まず、

住宅の美しさ、まちの美しさ（景観）、

あるいはまちの利便性を思い浮かべ
ると思います。さらに日本は、地震、
台風など、自然災害にたいする備え
についても非常に関心が高い。それ
に関する技術は世界のトップレベル
にあるだろうと思います。

それ以外にも、将来に向けいろい
ろなことを考えていかなくてはいけ
ません。たとえば、環境の問題です。
また、障害のある方も一般の方と一
緒に生活できるということが普通な
んだというのがノーマライゼーショ
ンの考え方ですが、そこから、バリ
アフリー、ユニバーサルデザインと
いった概念が広まってきました。

このようにたくさんの要素があり
ますが、今日私が話を進めていくの
は、そのうち「交流」とか「防犯」
ということです。犯罪に遭わない安
全・安心なまちをつくること、そし
て、安全が確保された上で、人々の
コミュニケーション、交流が始まっ
てくると思います。そのためにも、
まず、私たちの基本的な欲求である
安全・安定が保障されて、そこから
さまざまなまちづくりが始まるので
はないでしょうか。

Quality of Life とはよく言われる
ことです。人々の生活を、物質的な、
量的な面からだけで判断するんでは
なくて、精神的な豊かさや満足度を
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図1 まちの多様性と地域の質
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含め、質的に捉えようという考え方
です。こういう問題を考える時に、
地域の質という言葉を、Quality of 
Community（QOC）という形で造
語してみました。地域の質に関して
明確な定義があるわけではありませ
んが、まちの多様性と絡めて地域の
質というのを考えてみましょう。

たとえば、防犯活動をしていても、
それがあまりにキツイと過防備都市
のようになってしまいます。横浜で
APEC 首脳会議があったときその
厳重な警備によって、住民や観光客
が何度もチェックを受けるはめにな
ってしまいました。２m 間隔ぐら
いに警察官がズラッと並んで確かに
安全かもしれませんが、まちとして
十分な機能を発揮しているかどうか
といえば決してそういう状態ではあ
りませんでした。明らかに生活の質
が下がった状態があったと思いま
す。だから、そのように、個人の生
活の質を妨げることなく、まちの多
様性がバランスよく実現されて、精
神的な豊かさや満足度、そういった
ものがしっかり保障されているかど
うかが大切なことなのです。

防犯への取り組み
つぎに、犯罪環境心理学というよ

うな領域が最近でてきましたが、そ
のように環境の面から犯罪をコント
ロールしていく取り組みについてお
話をしていきたいと思います。

平成21年度の犯罪白書によると、
平成14年に犯罪のピークがあって
369万件を超えましたが、当時１日
１万件以上の犯罪が全国で起こって
いたという時代でした。そして、こ
の平成14年前後には子どもたちが殺
害される痛ましい事件が続発し、そ
の事件に直面した人たちが PTSD
になるような事件が起こりました。

しかし平成14年以降、いわゆる地域
ボランティア、地域アクターという
人の活躍がありまして、今は下がっ
てきています。平成20年の統計で約
100万件以上下がって、本年度も下
がる傾向できているので、おそらく
犯罪の認知件数はまた下がっていく
と思われます。このような犯罪の減
少がなぜ起こってきたのか、どのよ
うな防犯対策が講じられ、そして周
りの地域の方々がどのように協力し
たのか。そして、なぜ防犯だけでは
なく、さまざまな活動に広がっていっ
たのか、考えていきたいと思います。

その前に、まず犯罪の構成要件と
いうのを犯罪心理学の観点からお話
したいと思います。犯罪というのは、
被害者と犯罪者の二者関係で、これ
を軸にして成り立っていきます。た
だし、潜在的な被害者がいて、動機
を持った犯罪者がおり、これが接近
するだけで犯罪が起こるかという
と、決してそうではありません。や
はりそこにはその両者を取り巻く環
境の問題があります。犯罪を許して
しまうような環境です。この両者が
同時に同じ場所に存在した時に犯罪
が起こります。犯罪を統制しようと
する場合、今までの日本での考え方
は犯罪者になった人たちをいかに矯

正していくかというところに力を入
れていましたが、欧米では人をコン
トロールするのはなかなか難しいけ
れども、環境はある程度デザインを
してコントロールすることが比較的
容易ではないかという考え方が広ま
って、この環境を整えるということ
に着目してきました。それを日本も
習って導入してきた経緯がありま
す。そこに２つの考え方があります。

１つは防犯環境設計、そしてもう
１つは後述する「割れ窓理論」とい
うものです。

この防犯環境設計という考え方
が、今の日本の防犯の考え方、そし
てまちづくりを支える、いわゆる安
心 ･ 安全を確保する方法として取り
入れられています。Crime Prevention 
Through Environmental Design と
いって頭文字を取って CPTED（セ
プテッド）と発音します。これは環
境の適切なデザインと効果的にそれ
を使用することによって、犯罪に対
する不安感と犯罪発生の減少を導く
ことができ、そして過防備にならず
に、生活の質を向上させることがで
きるという考え方です。これはクロ
ウという人が2000年の著書でまとめ
たものですが、欧米では、50年ぐら
いの歴史がある考え方になります。

図2 防犯環境設計の概念図
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この考え方の主たるものは４つあ
ります。安全 ･ 安心なまちづくりの
ためにどういう事をすればいいか、
１つは環境です。コントロールする、
デザインする、被害対象の強化、回
避。あるいは接近の制御というもの
で、たとえば、ガラスに強化フィル
ムを貼るように個々の部材を強化す
ることなどがこれにあたります。

そして、接近の制御というのは、
たとえば、車道と歩道を分離してガ
ードレールを付けるというようなこ
とです。そうすると、ひったくりは
少なくなっていきます。学校などは
フェンスで囲むなど、どちらもハー
ド的な環境設計にあります。次の監
視性の確保というのは、そこに住ん
でいる住民の心の絆の深まり、そう
いったものが非常に関連しているも
のです。監視性（Natural Surveillance）
というと、ちょっとキツイ言葉にな
りますが、お互いに見守るというよ
うなかたちです。地域の住民の方、
被害になるような人、自分たちの住
民仲間を相互に見守るというような
体制を築いていく、あるいはハード
的に防犯カメラでも構わないです
が、そういったもので監視性を確保
していくと、住民の意識もたかまっ
て自主的な活動が生まれてきます。

そして、さらに大切なのが、領域

性の強化ということです。自分たち
の生活する場所は、何よりも自分た
ち自身が積極的に動いていかなくて
はいけないということになって、住
民相互のコミュニケーション、さま
ざまなイベントの創出、そういった
ことが起こってきます。

もう１つ、今日本で進んでいるの
は、「割れ窓理論」という考え方です。
家屋の窓ガラスが割られたまま放置
しておくと誰も管理していないと認
識されて、さらに割られて周りも荒
廃していく。小さな事柄を見逃すと、
まち全体にドンドン広がって荒れて
いくというような考え方です。「割
れ窓」というのは比喩にすぎません

が、落書きやゴミが散乱しているの
が放っておかれると、その場所が放
置されているという心理が働いてい
きます。そうすると、不良行為者が
集まって騒ぐようになり、さらにあ
そこに関わりたくないという心理が
大きくなって、極端な場合は引越し
されてしまいます。そして近隣住民
が関わらないエリアができます。そ
こではもう監視性が効かないですか
ら、誰にも見られないという心理が
働いて、小さな犯罪が発生します。
やがて強盗やひったくりという凶悪
犯罪が発生することにもつながりま
す。

こういう図式を考えると、この根
元の部分を解決すればいいじゃない
か、それが割れ窓理論の防犯の考え
方になります。この割れ窓理論が日
本にも飛び火してきた理由のひとつ
にはニューヨークでの成功が挙げら
れます。1994年に就任したジュリア
ーニ前市長が割れ窓理論を適用し
て、徹底的な徒歩パトロールによっ
て小さな犯罪を見逃さないようにし
ました。日本では2001年札幌中央警
察署がススキノ地区の駐車場の一斉
取締りというかたちで割れ窓理論を

平伸二氏の基調講演

図3 地域安全マップ作製の流れ
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展開しました。割れ窓理論というと、
ハード的なところに目が行きがちで
すが、実際は、自分たち自身の問題
であり、自分たちの安全は自分たち
で守る、あるいは周りにいる人たち
と相互に協力し合うという、そうい
う心の絆を回復していくことが非常
に大切なことであったといわれてい
ます。

防犯活動からまちづくり
そして、最後に私が学生たちと一

緒に関わっている事例で、地域開発
から地域力開発、そこに人との交流
が生まれてまちづくりに発展したと
いう例をお話しします。「地域安全
マップ」というのは、子供たちが自
分たちの目でまちをフィールドワー
クをして、安全な所、危険な所を調
べて、それをマップに書き出したも
のです。

小学校の授業の中で１日かけてや
らさせていただきました。初めに私
の大学の学生たちが、安全な所はど
んな所、危険な所はどんな所という
のをクイズも含めて40分くらい講義
をします。こういった事前学習が終
わるとフィールドに出て行って、公
園では植栽が伸びすぎたりしてない
か、ごみが落ちてないかなどを点検
していきます。まちの方がいらっし
ゃったら、「ここで危ない所はあり
ませんか？」とか「夜はどんな感じ
ですか？」ということをインタビュ
ーします。そういったフィールドワ
ークを終えてから学校に戻ってき
て、体育館で大学生のリーダーの下
にマップを作製し、最終的には皆の
前でその日感じたことを発表しま
す。

こういった体験型のプログラムの
結果、簡単に説明すれば、子どもた
ちの被害防止能力、危険な場所の判

断能力、安全な場所の判断能力が各
段に上がっていきます。あるいはコ
ミュニケーション能力、コミュニテ
ィへの愛着心も上がっていきます。
主たる目的は被害防止能力でした
が、それ以外の人間教育まで発展す
ることが実感できました。

別な小学校では、地域安全マップ
をつくった後、その地域の環境改善
までやられました。植栽がかなり伸
びきって見通しが悪くなっているこ
とを子供たちによって知らされたお
やじの会の人たちが剪定して植栽し
ました。親たちだけでなく子供たち
にも参加してもらった。子どもたち
が、危険な場所を見つけて、お父さ
ん、お母さんと一緒に改善した所な
んだと。そういった心を持ちながら
育っていくということが、結局、私
たちは防犯をやりながら、まちづく
り・人づくりをやってるんだなとい
うふうに強く感じました。

私たちの大学の１番近くにある小
学校との共同の地域安全マップづく
りはもう６年間ほど続いています。
１年生で参加した子が6年生になっ
たので、最近では私のゼミで指導者
としての認定証をつくってあげて、

６年生が指導者にまわるというよう
な取り組みも始めています。防犯活
動として始めたものが、それを端緒
として結局はまちづくり・人づくり
の可能性を広げていきます。
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